
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 99回 東京都固定資産評価審議会 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 平 成 3 0 年 ２ 月 2 2 日 （ 木 曜 日 ）  

午前 10時から午前 11時 30分まで 

 

場所 東京都庁第一本庁舎 42階 特別会議室Ｄ 

 

 

 



１ 開会 

 

〔行政部長〕 

大変お待たせいたしました。 

ただいまから、「第 99 回東京都固定資産評価審議会」を開催させていただきます。本日

は、御多用のところ、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は、本審

議会の事務局長を仰せつかっております、東京都総務局行政部長の野間でございます。 

それでは、早速ではございますが、菅原会長からご挨拶を頂き、本日の会議に入りたい

と存じます。会長、よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 会長挨拶 

 

〔会長〕 

本日は、ご多用の中のご出席、大変ご苦労様でございます。本日の審議事項となってお

ります提示平均価額につきましては、地方税法等の規定に基づき、本審議会の審議を経て、 

都知事が決定するものでございます。 

課税権者である市町村長は、決定された提示平均価額に基づき、固定資産の価格決定を

行うこととなります。さらに、平成 30年度は３年に一度の固定資産の評価替えの年でござ

いまして、本審議会の果たす役割は、きわめて重要なものであると認識しております。 

我々といたしましては、固定資産税制度に対する納税者の信頼に応えていくため、固定

資産評価の適正化・均衡化に努力してまいりたいと考えております。そのために、本審議

会の運営につきまして、皆様のご協力をいただきたく存じますので、よろしくお願いいた

します。 

 

〔行政部長〕 

どうもありがとうございました。 

それでは、これからの議事進行は、菅原会長にお願いいたします。会長、よろしくお願い

いたします。 

 

 

３ 議題 

 

〔会長〕 

それでは、ここから私が議事進行を務めさせていただきます。 

初めに、報告事項として、「平成 30年度固定資産税に係る税制改正案について」及び「固

定資産評価基準（家屋）の一部改正について」について、事務局から説明をお願いします。 

 



〔市町村課長〕 

それでは、お手元の第 99回東京都固定資産評価審議会資料に基づきまして、ご説明いた

します。まず始めに、「平成 30 年度固定資産税に係る税制改正案」について、ご説明いた

します。 

資料の２ページをご覧ください。まず、全国における平成 30年度固定資産税収入見込み

について、ご説明いたします。土地につきましては、全国平均でプラス 2.5％、725億円の

増加となっており、一方で、家屋につきましては、マイナス 1.0％、369億円の微減となっ

ております。土地と家屋のトータルでは、プラス 0.5％、356 億円の増となっております。 

続きまして、土地の負担調整措置関係について、でございます。資料の３ページをご覧

ください。現在、商業地等の宅地については、評価額に対する負担水準が 60％から 70％の

間に留まった場合には、課税標準額を前年度の額に据え置く特例措置が設けられています。

この特例措置を含む負担調整措置の取扱いについては、３年に１度の評価替えにあわせて

検討されておりますが、結論から申し上げますと、今回の税制改正において、特例措置を

含む負担調整措置の見直しはございませんでした。右下に地価変動による課税標準額の変

化のイメージ図を示しておりますが、例えば、負担水準が 60％から 70％の間の土地につい

て、地価が下落した場合には、負担水準が上昇いたしますが、負担水準が 70％を超えると、

課税標準額は上限である評価額の 70％に収まります。一方で、地価が大きく上昇して、負

担水準が 60％を下回った場合には 60％に達するまで少しずつ課税標準額を引き上げられま

す。一方で、地価上昇後も負担水準が 60％から 70％の間に留まった場合には、特例により

課税標準額は前年度の課税標準額に据え置かれます。 

続きまして、４ページをご覧ください。左側、平成 29年度における負担水準の現況にな

りますが、地積ベースで言いますと、99.5％の土地がこの据置ゾーンの範囲内に収まって

いる状況です。一方で、右側に、特例措置があることによって、60％から 70％の間にある

土地間で、評価額と税額の高低が逆転する不公平な事例が記載されております。こうした

事例が実際にも起こっております。 

こうした中、５ページの左側のとおり、29 年地価公示結果は、三大都市圏及び地方圏の

地方４市の商業地では、４年連続で上昇しておりますが、その他の地方圏では、下げ幅は

縮小しつつも、引き続き下落している状況にあります。これらの状況を踏まえた右側の総

務省の平成 30年度における負担水準の試算では、全体の 58.1％の土地は、負担水準が 70％

を超える一方、全体の 5.7％の土地は、60％を下回る見込みとなっております。 

以上を踏まえまして、課税の公平性の観点から、現行の負担調整措置の取扱いについて、

税制調査会において議論された結果、６ページに記載のとおり、据置特例も含めて現行の

負担調整措置をそのまま延長することになりました。また、７ページに記載ございますが、

いわゆる条例減額制度についても、適用期限が延長となっております。 

これらの結論に至った考え方が、８ページの税制改正大綱に示されております。平成 30

年度評価替えにおいては、大都市を中心に、据置ゾーンである 60％を下回る土地が生ずる

一方で、地方では 70％を超える土地が数多く生ずると見込まれるため、まずは据置ゾーン

内に再び収斂させることに優先的に取り組むべきであること、現下の最優先の政策課題は



デフレからの脱却を確実なものとすることが記載されています。一方で据置特例が存在す

ることで、引き続き負担水準の不均衡が解消されないという課題があることを踏まえ、税

負担の公平性や固定資産税の充実確保の観点から、固定資産税の負担調整のあり方につい

て、引き続き検討を行うこととされております。負担調整措置についての説明は以上とな

ります。 

続きまして、償却資産に関する税制改正について、でございます。９ページをご覧くだ

さい。今回の税制改正において、中小企業の生産性革命を実現するための臨時・異例の措

置として、市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資に

ついて、償却資産に対する固定資産税の特例措置が創設されました。特例率は３年間、ゼ

ロ以上２分の１以下で市町村の条例で定める割合となっております。特例率としてゼロが

入ることは、異例の措置でございますが、自治体の自主性に配慮しつつ、中小企業の投資

を後押しする大胆な時限的特例措置として、この度創設されたところでございます。10 ペ

ージ、11ページに税制改正大綱を抜粋しておりますので、参考にご覧ください。 

続きまして 12 ページをご覧ください。その他の固定資産税に関わる特例関係について、

新たに創設されたもの、適用期限の延長となったものを記載しておりますので、こちらも、

参考にご覧いただきますようお願いいたします。「平成 30 年度固定資産税に係る税制改正

案について」の説明は、以上でございます。 

次に、資料の 14 ページをご覧ください。「家屋の評点一点あたりの価額に関する経過措

置の延長」について、ご説明いたします。家屋の評価額は、「評点数」に、「評点一点当た

りの価額」を乗じて求めることとされておりますが、この「評点一点当たりの価額」につ

いては、現在、通則によらず、１円に、「物価水準による補正率」及び「設計管理費等によ

る補正率」を乗じて得た額を基礎として、市町村長が定める経過措置が取られております。 

今回、この経過措置が平成 32年度まで延長されることとなり、加えて、当該経過措置によ

る評点一点当たりの価額の決定方法が適用される間は、通則として、固定資産評価基準に

規定されております提示平均価額の算定は、評価額の決定に不要となることから、引き続

き、これに関する事務の実施が停止されることとなっております。この経過措置の延長に

より、当審議会においてご審議いただく提示平均価額は、引き続き、土地のみとなってご

ざいます。 

報告事項のご説明は、以上でございます。 

 

〔会長〕 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から説明のあった内容は、今回の審議事項ではありませんが、ご意見や

ご質問がありましたら、発言をお願いします。 

 

〔行政部長〕 

それでは、本日の審議事項でございます、平成 30年度の土地に係る提示平均価額につき

まして、お手元の資料に沿ってご説明申し上げます。なお、ご覧頂く資料のポイント部分



には、マーカーを引いてございますので、参考にしていただけたらと存じます。まず、提

示平均価額の概要についてご説明いたします。 

16 ページをお開きください。市町村長が固定資産の評価を行う場合には、総務大臣が定

める固定資産評価基準によって統一的に行うよう、地方税法において規定しております。 

一方、総務大臣及び都道府県知事については、市町村長が評価基準に従って、適正に評

価を行っていることを確認するとともに、都道府県間及び近隣の市町村間で評価の均衡が

確保されているかを確認することが求められています。この評価の均衡の確保を図る具体

的な手段として、評価基準において規定されているものが、本日ご審議いただきます「提

示平均価額」でございます。 

この「提示平均価額」とは、総務大臣及び都道府県知事が、１月１日現在に当該市町村

に所在する固定資産の平均価額を算定し、市町村長に提示するものでございます。資料の

中ほどの、参考にございますとおり、固定資産税額の算定の基礎となる評価額は、「付設評

点数」と「評点一点あたりの価額」からなり、緑色のマーカーでお示ししております「提

示平均価額」は、その「評点一点あたりの価額」の構成要素の一つとなってございます。 

つまり、各市町村長が、評価の均衡に配慮して調製された提示平均価額に基づいて、評

価額を決定することで、都道府県間、市町村間の評価の均衡が図られる仕組みとなってお

ります。対象となる土地は、評点式評価法によって評価する土地でございまして、具体的

には､田、畑、宅地、山林でございます。 

次に 17ページをご覧ください。こちらでは提示平均価額の算定の流れについて図示して

おります。資料の中で、緑色のマーカーでお示ししております提示平均価額は、右上の黄

色でマークしております、市町村長が算出し報告する総評価見込額を基に総務大臣及び都

道府県知事が算定いたします。総務大臣は、都道府県間の均衡を図るため、都道府県ごと

に田、畑、宅地及び山林の各地目別に１つの市町村を指定し、その指定市町村の提示平均

価額を算定いたします。東京都の場合、田の指定市町村は八王子市、畑は武蔵村山市、宅

地は特別区、山林は奥多摩町となっております。都道府県知事は、市町村間の均衡を図る

ため、総務大臣が算定する指定市町村の提示平均価額を参考に、指定市以外の市町村の提

示平均価額を算定いたします。この指定市町村における平成 30年度の提示平均価額につき

ましては、本年２月７日付けで総務省の地方財政審議会固定資産評価分科会において了承

され、既に確定してございます。当該報告資料については、その一部を 30ページ以降に添

付しておりますので、後ほど参考としてご覧いただければと存じます。 

次に、具体的な算定方法についてご説明いたします。18 ページをご覧ください。提示平

均価額は、総評価見込額を総地積で除して算出いたします。この総評価見込額については、

資料のアにございますとおり、市町村において、まず、価格調査基準日であります、平成

29年１月１日現在における平成 30年度評価見込額を算出いたします。その後、宅地につい

ては、１月１日から７月１日までの半年間の下落修正を行った場合に、この点を加味し、

さらに平成 29 年中の地目の変換等による増減見込額等を加減して、平成 30 年度総評価見

込額を算出いたします。その際に、仮に、ある市町村の評価水準が、近隣市町村の評価水

準と比較して著しく低く均衡を欠く場合には、総務大臣及び都道府県知事は「総評価見込



額」を高くするよう修正し、提示平均価額も高い額を提示することによって、評価水準の

均衡を図ることが制度上可能となっております。 

次に、ただいまご説明した方法により算定いたしました、「平成３０年度の提示平均価額

（案）」についてご説明いたします。19ページをご覧ください。こちらは、各市町村及び特

別区の平成 30年度の提示平均価額（案）の平均値と総評価見込額及び総地積について、各

地目別に、平成 29年度の評価実績との対比でお示ししたものでございます。今回算定いた

しました提示平均価額の地目別の全体的な動向につきましては、「増減割合」の「平均価額」

の「都計」欄にございますとおり、田がプラスマイナス０％、畑がマイナス 0.4％、山林が

プラス 0.6％と、大きな変動はございませんでした。一方、宅地につきましては、都心部を

中心とした地価の上昇が、この度の評価替えにより反映されたことから、プラス 12.4％と

なってございます。 

次に、各市町村及び特別区の動向について、地目ごとにご説明申し上げます。20 ページ

をご覧ください。こちらは、田について、市町村別に平成 30年度の提示平均価額（案）を

お示ししたものでございます。田につきましては、緑色でマークしております八王子市が

指定市町村でございまして、総務大臣から通知された提示平均価額は、1,000 ㎡当たり、

117,962円と、前年度実績と同額となっております。 

指定市以外の他の市町村につきましては、資料の一番右側の「増減割合」欄をご覧いた

だきますと、ほぼ全ての団体がプラスマイナス０％でございまして、0.1％以上増加した団

体は、ピンク色でマークしてある青梅市のみとなっております。これは平均価額より価格

の低い土地が地目変換によって雑種地となったこと等によるものでございます。一方、

0.1％以上減少した団体は、水色でマークしております稲城市となっております。これは、

平均価額より価格の高い土地が区画整理に伴い、宅地に地目変換したここと等によるもの

でございます。また、黄色でマーカーしております三鷹市については、市内に唯一存在し

ていた田が、東京都の買収により非課税地となったため、皆減となっております。21 ペー

ジには、田の提示平均価額（案）を図示してございますので、後ほどご覧いただければと

存じます。 

次に、畑について、ご説明申し上げます。22 ページをご覧ください。畑の指定市町村で

ある緑色の武蔵村山市の提示平均価額は、1,000㎡当たり、100,321円と、前年度実績とほ

ぼ同額となっております。 

他の市町村につきましても、資料の一番右側の「増減割合」欄をご覧いただきますと、

ほとんどの団体がプラスマイナス０％でございまして、0.1％以上増加した団体は、ピンク

色の青梅市のみでございます。これは平均価額より価格の低い土地が地目変換により雑種

地となったこと等によるものでございます。一方、0.1％以上減少した団体は、水色の小笠

原村となっております。これは平均価額より価格の高い土地が地目変換によって山林とな

ったこと等によるものでございます。23 ページに、畑の提示平均価額（案）を図示してご

ざいますので、後ほどご覧いただければと存じます。 

次に、宅地についてご説明申し上げます。24 ページをご覧ください。宅地の指定市町村

である緑色の特別区の提示平均価額は、１㎡当たり、418,718円と、前年度実績から、プラ



ス 14.6％となっております。 

他の市町村につきましては、資料の一番右側の「増減割合」欄をご覧いただきますと、

26 市及び瑞穂町、日の出町でプラスとなっております。これは、都市圏を中心とした地価

の上昇が要因として考えられます。一方、町村部においては、６団体が下落してございま

す。これは都心から距離があり、新規の住宅需要があまり見られない中で、人口減少や高

齢化など進んでいることが要因として考えられます。提示平均価額が最も高い市町村は、

オレンジの武蔵野市でございまして、1㎡当たり 353,350円となっております。増減割合も

プラス 11.5％となっており、39市町村で１位となってございます。これは、中央線吉祥寺

駅を中心とした店舗等の需要が堅調であること、区部に近接した優良な住宅地の需要が継

続して高く、物件の希少性も高いことが要因として考えられます。一方で、下落率が最大

の団体は、水色の大島町で、マイナス 4.0％となっております。平成 25年 10月に発生した

土砂災害の影響が落ち着きを見せてきた一方で、人口減少や高齢化などの進展が要因とし

て考えられます。25 ページ、26 ページには、「宅地の提示平均価額（案）の市町村順位」、

宅地の提示平均価額（案）を図示してございますので、後ほどご覧いただければと存じま

す。 

次に、山林についてご説明申し上げます。27 ページをご覧ください。山林の指定市町村

である緑色の奥多摩町の提示平均価額は 1,000 ㎡当たり、13,178 円と、前年度実績からプ

ラス 1.8％となっております。これは、平均価額より価格の低い土地が、水源林のため東京

都に買収されたことに伴い、非課税地となったことによるものです。他の市町村につきま

しては、資料の一番右側の「増減割合」欄をご覧いただきますと、ほとんどの団体がプラ

スマイナス０％でございまして、0.1％以上増減した団体は、ピンク色の八王子市、稲城市、

日の出町、大島町の４団体となっております。これは、平均価額より価格の低い土地が、

公共用地の買収によって非課税地となったこと等によるものです。28 ページには、山林の

提示平均価額（案）を図示してございますので、後ほどご覧いただければと存じます。 

以上、平成 30年度土地にかかる提示平均価額（案）につきまして、概略をご説明いたし

ました。都道府県知事が算定した提示平均価額については、固定資産評価審議会の意見を

聴くことが、地方税法により義務付けられております。委員の皆様には、この案について、

妥当性や市町村間の均衡等をご審議いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

〔会長〕 

ご苦労様でした。ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問がありまし

たら、発言をお願いします。 

 

〔委員〕 

 宅地につきまして、25 ページの市町村の順位でございますが、府中と日野がそれぞれ国

立、多摩と逆転しているわけですけれども、この点について特段の要因があれば教えてい

ただきたい。 

 



〔市町村課長〕 

 例えば、府中は市町村の中では宅地への地目変換が比較的進んでいるという状況がござ

います。また、再開発等も、府中市では府中駅周辺で進められているところでございまし

て、背景としてはそういったところがあるかと思われます。 

 

〔委員〕 

 再開発等の影響で平均を引き上げるような土地が増えているということですね。 

 

〔委員〕 

 昨年の７月に再開発工事が完了したところでございます。 

 

〔委員〕 

わかりました。ありがとうございます。 

 

〔会長〕 

他にご意見等がないようでしたら、この辺でまとめさせていただきます。 

それでは、「平成 30 年度土地の提示平均価額」については、お手元の（案）のとおり、

了承することとしてよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

〔会長〕 

それでは、当審議会として了承することといたします。よって、各市町村長にこの内容

で通知していただくことにします。他に、ご意見やご質問がありましたら、発言をお願い

します。それでは、特にないようですので、事務局へお返しします。 

 

 

４ 閉会 

〔行政部長〕 

どうも、ありがとうございました。 

ご了承いただきました審議結果につきましては、早速、各市町村長に通知いたします。

また、本日いただきました貴重なご意見は、今後の固定資産評価に役立てて参りたいと存

じます。 

以上をもちまして、「第 99 回東京都固定資産評価審議会」を終了させていただきます。

本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。 


