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○事務局  大変お待たせいたしました。只今から、令和元年度第１回東京都土地評

価協議会を開会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、東京都総務局行政部市町村課税政担当の大滝

でございます。議事に入りますまでの間、司会進行を務めさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。なお、本日の会議でございますが、議事１「令和元年

度又は令和２年度における土地の価格の修正について」まで公開で行います。それで

は、開会にあたりまして、市町村課長の神永より、挨拶を申し上げます。 

 

○神永事務局長  本協議会の事務局長を仰せつかっております、市町村課長の神永

でございます。本日は、委員の皆様には、御多用中のところ御出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。令和元年度第１回東京都土地評価協議会の開催にあたり、

一言御挨拶を申し上げます。委員の皆様、特に不動産鑑定士の委員の皆様には、日頃

から東京都並びに市町村の税務行政に格段の御理解と御協力をいただき、この場をお

借りしまして、厚く御礼申し上げます。宅地の評価につきましては、いわゆる「７割

評価」が導入された平成６年度以降、不動産鑑定士の皆様や各団体の固定資産税担当

の皆様の御努力により、公的土地評価価格との均衡はもとより、各市町村内及び行政

境の土地評価の均衡が図られてきたところであります。さて、本日は、主に「令和元

年７月１日時点における基準宅地の鑑定評価価格」につきまして御協議いただくこと

となっております。令和元年東京都基準地価格によりますと、景気の緩やかな回復基

調を背景に、全体として地価上昇の傾向が続いておりますが、その一方で、一部の地

域において下落している地点も見受けられる状況にあります。つきましては、皆様か

ら忌憚のない御意見をいただきますとともに、情報交換を密にしていただき、各団体

間の価格の均衡が十分に図られますことをお願い申し上げまして、簡単ではございま

すが、御挨拶とさせていただきます。それでは、本日はよろしくお願いいたします。 

 

○事務局  ありがとうございました。それではここで、本日の配付資料の確認をさ

せていただきます。お手元に、令和元年度第１回東京都土地評価協議会次第１枚、２

枚目としまして座席表１枚、また、令和元年度第１回東京都土地評価協議会資料１部、

こちらが全部で 28ページでございます。以上、お揃いでしょうか。続きまして、議事

に入ります前に、前回の会議以降、新たに委員になられました方々の御紹介をさせて

いただきます。 

お手元の「令和元年度第１回東京都土地評価協議会資料」の最終 28 ページにございま

す、「東京都土地評価協議会委員名簿」を御覧ください。新たに委員になられました方々

を、御紹介させていただきますので、恐縮でございますが、声が掛かりましたらお立

ちいただければと存じます。まず初めに、国税関係の委員を御紹介させていただきま

す。東京国税局 課税第一部 資産評価官の飯田委員でございます。続きまして、市町

村代表の委員を御紹介させていただきます。初めに、第一分科会を代表いたしまして、

稲城市企画部課税課長の安藝委員でございます。次に、第二分科会を代表いたしまし



て、羽村市財務部課税課長の平原委員でございます。次に、第二分科会の町村を代表

いたしまして、檜原村村民課主幹の大谷委員でございます。次に、第三分科会を代表

いたしまして、調布市市民部資産税課長の相良委員でございます。次に、第四分科会

を代表いたしまして、東久留米市市民部課税課長の片山委員でございます。次に、固

定資産鑑定評価員会議の委員を御紹介させていただきます。初めに、東京都代表鑑定

員の有限会社つかさ不動産鑑定事務所の佐藤（麗）委員でございます。次に、特別区

代表鑑定員兼特別区第一ブロックを代表いたしまして、一般財団法人日本不動産研究

所の浜田委員でございます。次に、特別区第三ブロックを代表いたしまして、株式会

社米山の森永委員でございます。続きまして、学識経験者の委員を御紹介させていた

だきます。公益社団法人東京都不動産鑑定士協会の小林委員 でございます。最後に、

東京都の委員を御紹介させていただきます。財務局財産運用部評価測量担当課長の丹

委員でございます。委員の御紹介は、以上でございます。続きまして、会長の選出を

お願いしたいと思います。これまで会長に就任いただいておりました株式会社吉村総

合計画鑑定の吉村委員が、委員を退任されました。そのため、「東京都土地評価協議会

設置要綱」第５条により、新たに、会長を互選により選出していただくこととなって

おります。それでは、会長にどなたがよろしいか、お諮りいたします。 

 

○山口委員  私は公益社団法人東京都不動産鑑定士協会の会長を努めていらっしゃ

る佐藤麗司朗委員が適任かと思われます。 

 

○事務局  山口委員より、佐藤麗司朗委員というお声がございましたが、いかがで

ございましょうか。  

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○事務局  御異議がございませんようですので、佐藤麗司朗委員に会長をお願いし

たいと存じます。それでは、会長から一言、御挨拶をお願いいたします。 

 

○佐藤（麗）会長  ただいま、本協議会の会長に御指名いただきました佐藤麗司朗

です。改めましてよろしくお願いいたします。東京都不動産鑑定士協会会長、そして

東京都の代表鑑定員として、本協議会の会長を務めさせていただきます。言うまでも

なく固定資産税は都民の暮らしを支える、重要な基幹税です。都税収入約５兆５千億

円の内、土地・建物・償却資産を合わせて約１兆 2,000億円の税収があり、実に 22％

を占めています。我々が担う、固定資産鑑定業務は、都民 1,390 万人の生活と暮らし

に直結する業務です。私は東京会の会長に就任するまでの４年間、地価公示・地価調

査における区部第９分科会の幹事を務めておりました。また、国税では現在も国内の

副統括、王子署の主幹も務めております。その間、国内中心部と外円部とでは変動率

では計れない、従前の順位だけでは捉えることのできない地価の上昇と変動があった



ものと認識しております。御存知のように固定資産評価基準と我々が日常的に取り扱

っております不動産鑑定評価基準とは異なっている部分がございます。一物三価、一

物四価と言われる中で、各価格の均衡を図っていく、保っていくということは、課税

の公平性の観点から見て、大変重責なる業務でございます。皆様方におかれましては、

不動産鑑定士の果たすべき社会的使命というものを再認識していただきまして、時間

は限られておりますが、十分な情報交換と意見交換をしていただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。それでは、本日の議事に入りたいと思います。本日は、議題

の１「令和元年度又は令和２年度における土地の価格の修正について」において、御

意見を伺った後に、それを踏まえて議題の２「各市町村及び特別区の基準宅地の鑑定

評価価格（時点修正率）について」につきまして妥当であるかを御協議いただきたい

と思います。では、議題の１「令和元年度又は令和２年度における土地の価格の修正

について」につきまして、事務局より説明をお願いします。 

 

○事務局  市町村課税政担当の阪本と申します。よろしくお願いいたします。失礼

ですが、座って御説明させていただきます。資料の２ページを御覧ください。こちら

には、昨年６月 15日に開催された地方財政審議会第３５回固定資産評価分科会の資料

を要約したものを載せております。なお、税法上の規定では平成 31 年度及び平成 32

年度との記載ですが令和元年度及び令和２年度に書き換えております。内容は、昨年

度と変更はございませんが、簡単に説明をさせていただきます。土地の価格につきま

しては、地方税法において、基準年度の価格を３年間据え置くこととされており、平

成 30年度がその基準年度となっております。しかし、平成 10年度以降、地方税法の

附則において、地価の下落が認められる地域については、基準年度の土地の価格に修

正を加えることができるという特例措置が講じられております。令和元年度又は令和

２年度においても、平成 30年度の税制改正において、地価が下落している地域につい

ては、この特例措置が講じられたところでございます。なお、具体的な価格の修正方

法につきましては、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて「修正基準」として定

めて告示することとされていることから、当該審議会が開催されたところでございま

す。これを受けて、平成 30年７月２日付総務省告示第 230 号により「修正基準」が告

示されたところでございます。資料の３ページを御覧ください。「修正基準」の概要を

載せております。上段左側、①平成 29年１月１日を価格調査基準日として、ここから

②平成 29年７月１日までに地価が下落したと認める場合には、半年間の地価下落を反

映させた価格が平成 30年度価格となります。そして、③平成 30 年７月１日時点の価

格がこの平成 30年度価格より低い場合、その地価下落を反映した修正率を平成 30年

度価格に乗じ、令和元年度価格を算出することとされております。つまり、地価が下

落している場合には、価格の修正を行うことができますが、逆に地価が上昇している

場合には、前年度の価格を据え置くこととされております。なお令和２年度価格の修

正においても、令和元年度価格の修正と同様に措置することとされております。資料

の４から６ページには、この「修正基準」の全文を載せております。また、資料の７



から８ページには、この改正に係る「修正基準」の新旧対照表を載せております。「令

和元年度又は令和２年度における土地の価格の修正」につきましては、以上になりま

す。 

 

○佐藤（麗）会長  只今の事務局の説明につきまして、何か御意見等がございまし

たら、御発言をお願い致します。それでは、次の議題より、令和２年度固定資産税の

価格に関する情報が含まれていることから、要綱第８条３項に基づき、非公開の扱い

とさせていただきます。次に、議題の２「各市町村及び特別区の基準宅地の鑑定評価

価格（時点修正率）について」になりますが、昨年 11 月の会議では、平成 30 年７月

１日現在における鑑定評価価格及び時点修正率につきまして、御了承いただいたとこ

ろでございます。この議題の２では、各市町村及び特別区の基準宅地に係る令和元年

７月１日現在の鑑定評価価格（時点修正率）について、御協議いただきたいと思いま

す。それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局  市町村課税政担当の滝瀬と申します。よろしくお願いいたします。失礼

ですが、座って御説明させていただきます。まず、資料の 10 ページから 13ページま

でですが、各市町村及び特別区の具体的な下落修正の方法と修正予定の単位数を、用

途地区別にまとめたものでございます。なお、前回の協議会での御意見を踏まえまし

て今年度より、今まで商業・住宅地区以外に含まれていた工業地区を個別の調査対象

といたしました。「下落修正の実施予定状況」及び「修正を予定している単位数」等に

つきましては、会議開催に当たり区市町村から提出された回答を基に作成しておりま

すが、当該回答時点における予定状況及び予定数であり、その後区市町村の判断で変

更となる場合もあり得ますのであくまで予定として御理解いただきますようお願いい

たします。なお、資料中央「平均変動率」は、下落修正のために鑑定を依頼した地点

について、下落、据置、上昇すべての地点の変動割合を市町村別に算出したもので、

市町村間で比較できるようになっております。また「平均下落率」は、下落修正のた

めに鑑定を依頼した地点において、下落修正を実施する地点における平均率となって

おります。後ほど御説明いたします、基準宅地に係る価格一覧表の修正率を検討する

際の参考としていただけると幸いです。さて、最近の地価の動向といたしましては、

先に発表されました令和元年東京都地価調査の結果にも示されているとおり、昨年度

に引き続き地価の好調は継続されており、都内全域でみた場合の対前年平均変動率は、

住宅地、商業地、工業地で７年連続プラスとなっております。全体的には地価上昇傾

向にある一方で、一部の多摩地域において下落している地点も見られており、令和２

年度においては、島しょ９団体を除く 30団体のうち 13団体が下落修正を予定してお

ります。それでは、用途地区ごとに説明をさせていただきます。まず始めに、10ペー

ジを御覧ください。こちらは、商業地区になります。商業地区につきましては、令和

元年度は日野市・あきる野市の２団体が下落修正を行いましたが、令和２年度は、日

野市が下落修正を予定しております。なお、修正理由は、駅から遠く需要の少ない丘



陵地であることによります。また「平均変動率」でございますが、これは先ほど御説

明したとおり全単位数の変動率ではありません、下落修正のために不動産鑑定士に依

頼した地点の平均となりますので、参考値として御覧ください。最も高かったのは、

稲城市の 6.1％で、武蔵野市の 6.0％、小金井市の 4.8％、がこれに続いています。上

昇率が高い要因として、稲城市ではＪＲ南武線３駅（矢野口、稲城長沼、南多摩）の

高架化による周辺の商業圏の人気が高く強い需要があることが挙げられます。武蔵野

市、小金井市についてはＪＲ中央線沿線など主要な鉄道沿線を中心とした商業圏の人

気が高く、強い需要を維持していること等が挙げられます。次に、11ページを御覧く

ださい。こちらは、住宅地区になります。住宅地区につきましては、令和元年度は 12

団体が下落修正を行いました。令和２年度においては 13団体が下落修正を予定してお

ります。都内全体の下落予定単位数は、517 地点であり、平均下落修正率はマイナス

0.8％となっております。大半が駅から遠く交通の便の悪いことが主な下落理由となっ

ております。また「平均変動率」が最も高かったのは、武蔵野市と稲城市の 3.3％で、

小金井市の 2.8％がこれに続いています。上昇率が高い要因として、稲城市は、複数

の区画整理事業等により数百単位の宅地造成が行われていることや、南武線３駅周辺

の整備が進んでいることが挙げられます。武蔵野市、小金井市については、都心近接

の利便性や住環境の良さから、住宅需要が高まっていることが挙げられます。次に、

12 ページを御覧ください。こちらは、今回より新たに調査項目として別枠にした工業

地区になります。令和２年度において下落修正を予定している団体はありません。「平

均変動率」が最も高かったのは、青梅市の 4.6％で、稲城市の 4.5％がこれに続いてい

ます。青梅市は、近年の圏央道の普及によって、物流の拠点としての利用価値の高ま

りが要因として、挙げられます。稲城市はＪＲ南武線沿線の整備が進んだことによる

需要増や、立地条件の割に安価であったことが挙げられます。最後に、13ページを御

覧ください。こちらは、商業・住宅・工業地区以外の用途地区になります。対象とし

ては村落地区が挙がっており、これにつきましては、令和元年度は７団体が下落修正

を行いました。令和２年度は７団体が下落修正を予定しております。都内全体の下落

予定単位数は、280 地点であり、平均下落修正率はマイナス 0.7％となっております。

住宅地区同様、大半が駅から遠く交通の便の悪いこと、市街化調整区域であること等

が主な下落理由となっております。次に、14ページを御覧ください。こちらが今回の

協議いただく内容である「各市町村及び特別区の基準宅地に係る鑑定評価価格（時点

修正率）」をまとめた一覧表となります。まず、表のつくりから御説明させていただき

ます。表の上段、中ほどをご覧ください。まずＡ欄は、平成 29年１月１日時点の鑑定

評価価格、Ｂ欄はその標準価格、Ｃ欄は、平成 29年１月１日から同年７月１日までの

半年間の時点修正率、Ｄ欄は、Ｂ欄の標準価格にこの半年間の時点修正率を反映した

平成 30年度価格、Ｅ欄は、平成 29年７月１日から平成 30 年７月１日までの１年間の

時点修正率、Ｆ欄は、平成 30年度価格にこの１年間の時点修正率を反映した令和元年

度価格。そして、太い枠線で囲んであるＧ欄は、今回御協議いただきます、平成 30

年７月１日から令和元年７月１日までの１年間の時点修正率になります。Ｈ欄は、令



和元年度価格にこの１年間の時点修正率を反映した令和２年度価格となっています。 

Ｉ欄は、平成 29 年１月１日から令和元年７月１日までの２年半の時点修正率になりま

す。 

Ｊ及びＫ欄は、参考として価格上昇についても御覧いただけるよう、上昇率も含めた

価格変動率を掲載しております。各市町村において基準宅地について下落修正把握の

ための鑑定依頼を行った結果、上昇していた地点について、その上昇率を記載してお

ります。ただし、あくまで数字は参考値であり、また上昇している場合でも、固定資

産税の評価・課税には影響しない点について御留意ください。Ｃ欄とＥ欄及びＧ欄を

御覧いただきますと、平成 29年１月１日から７月１日までの半年間で下落した基準宅

地は檜原村)と奥多摩町の２地点、平成 29 年７月１日から平成 30年７月１日までの１

年間で下落した基準宅地につきましても、同じく檜原村と奥多摩町の２地点、平成 30

年７月１日から令和元年７月１日までの１年間で下落した基準宅地につきましては、

奥多摩町の１点となります。本日は、「時点修正実施なし」を含めまして、各団体の令

和２年度価格及び時点修正率が妥当であるかにつきまして、御協議いただきたいと思

います。続きまして、15ページは、令和２年度の基準宅地の価格と、カッコ内に平成

30 年７月１日から令和元年７月１日までの１年間の時点修正率を、地図上に落とした

ものでございます。16ページには、同じく令和２年度の基準宅地の価格と、カッコ内

に平成 29年１月１日から令和元年７月１日までの２年半の時点修正率を、地図上に落

としたものでございます。参考資料として御覧ください。 

次に、17ページを御覧ください。この表は、各団体の基準宅地の価格を、時点別に高

い順に並べた表になっております。右側２つの表を見ていただきますと、平成 30 年７

月１日から令和元年７月１日までの１年間で、順位が変動した団体はございませんで

した。18ページ以降につきましては、令和元年東京都基準地価格の資料を抜粋してお

りますので、参考として御覧ください。「各市町村及び特別区の基準宅地の鑑定評価価

格（時点修正率）」につきましては、以上になります。 

 

○佐藤（麗）会長  只今の事務局の説明につきまして、何か御意見等がございまし

たら、御発言をお願い致します。高橋正治委員から、多摩島しょ地区における基準宅

地の状況と全体的な地価の状況について、御意見をいただけませんでしょうか。 

 

○高橋委員  高橋でございます。一応今日御案内役ということでよろしくお願いい

たします。若干お時間をいただきますので、座って進めさせていただきます。只今、

事務局より御案内ありましたように基準宅地、それから各市の平均変動率、といった

ところの運用については、御案内いただきましたので、10 ページから 14 ページぐら

いのところに関して、それぞれお話しするのは時間ももったいないので、最近の状況

というか、この１年間どんな状況にあるのかということで、多少フリーハンド的にお

話をさせていただければと思います。全体的には、区部ほどの変動の激しさはないの

ですが、ここ２、３年堅調な動きできています。従って去年と同じような話になるの



かなと。去年録音しといて今日話せばよかったかなと、そういう訳にもいかないので

お話します。地価動向については、全国的な面から見ても、総じて堅調な状況にある

と、いわゆるプラス上昇、マイナス下落というのは大枠であるんですけれども、前提

的にはやはり、プラスの方が堅調に同じような状況で。下落の方も多少下落幅が、や

や縮まってきているのかなと。地方分も含めてですね。そんな状況で、勢いは前年と

同じような状況。ただ、若干弱めな部分もあるのかなと、いう感触です。で、多摩の

方ですけども、用途別にみますと、住宅地は一般的に低金利環境に下支えされ、先程

の御案内の中にいくつもあったとおり、交通利便の良い地域、こういったところを中

心に、需要が固いと。それから商業地については、区部の方は主要都市中心部、ホテ

ル、店舗の進出といったものがありますが、まあ、多摩の方では、その辺よりも、や

はり再開発・駅前整備。そういった整備事業に伴った不動産の価値が高まったという

ことで、そういった地域が、ちょっと高めの強めの数値になっていると。先程の資料

の中では例えば、調布とか。その辺はちょっと強めの数値がでているのかなと思いま

す。もう一度住宅地に戻りますが、交通利便のいい地域と御説明いたしましたが、多

摩地区の全体を俯瞰すると中央線沿線。それから南側は京王線、小田急線。北側は西

武線というようなことで、中央沿線を馬の背のような形で、都心に近い吉祥寺が多摩

の玄関口とすれば、そういう太い馬の背があって、その両側に私鉄の沿線があるとい

うような状況で。都心に近い方の市が比較的需要が強め。平均的な地域はマイナスま

では落ち込んでいないプラスの状況と。総じて弱い感じ。先程の資料にありましたと

おり、郊外部といっても多摩では一番奥座敷、山間部そういった地域に行くと、やは

り人口が減って高齢化といった要因を背景に、やはり下落の状況が続いていると。若

干弱めにありますが、ここでまた自然災害が発生してますので、その辺が需要の下押

しがでてくるのかなと、これは今後の話になると思いますが。そういった形で、都心

に近い方が、交通利便がいいと。それから真ん中へんはちょっとよと。それから山間

部はマイナス下落と。あとプラスちょっとよ、といったところでも日野市さんとか、

とくに大規模団地の傾斜地があるようなところ、それから東大和の湖畔とか、そうい

ったところに傾斜地があるんですが、そういったところがやはり、高齢化が進んでい

ることを背景に、坂道がきついということで需要が非常に弱くなって、ちょっと下落

的な状況に。とくに日野市さんなんかは下落で状況を判断しているような、先程の資

料をみてもあるようですけど。そんな状況でしょうか。商業地の方はですね、災害復

興整備地域は需要が強いよということですけれども、多摩の場合はまず、駅前ターミ

ナル的な駅前商業圏、いわゆる準高度商業ということで、立川の駅前、それから吉祥

寺の駅前、それからターミナル的には八王子、町田といったところが、多摩の核とな

るコアとなる駅前商業地域。まあそういったところは、広域的に客足を呼び込むこと

ができるということで需要が堅調であると多少強い状況にあるのかなと。とくに立川

や吉祥寺こういったところは、投資マネー、証券化できうる物件もありますので、そ

ういう投資マネーが参加するような状況もありますが、いまのところ大した動きはな

いのかなというふうに感じています。立川は若干御紹介したいのは、今立川基地跡地



の再開発・地域整備、その最後と言われると思うんですけれども、駅前の整備された

ところと、後ろの方にイケアとか色々あるんでその間にホテルとか色々建築が盛んに

行われていて、来年のオリンピック前に完成するような、そんな状況で事業が進捗し

ているといったところで、周辺の不動産価値を高めるような状況が期待されているの

かなと。あと吉祥寺は相変わらず、都心に近いということで、表玄関口でかなり商業

環境、周辺環境がいいということで、割と細かい事業者も参加できるようなところで

ございます。１点だけ枝葉をつけますと、立川と吉祥寺の違いは、立川は都市型に整

備された駅前商圏。吉祥寺は昭和 40年代に駅前がちょっと整備されてきましたけれど

も、基本的には中小規模の商店街。例えばサンロードとか、あの辺が比較的活況があ

るということなんですが、そこが一つ難点があるのが、やはり土地の所有権利対応が

借地なんですよね。お寺がもっていて、借地権でその上で商業の土地利用がなされて

いるということで、非常に権利も複層しておりますので再整備するにはなかなか大変

なところだということで、こじんまりとした小回りの利くような商業地域というのが

吉祥寺なのかなと。立川は逆に大型ビルの再開発で整備された都市型の商業地域に変

貌したということで、その辺が吉祥寺と立川の違いなのかなと。あと、調布が非常に

元気がいいんですけど、これはちょっとふれました、再開発、駅前整備地域で不動産

の価値がちょっと変化が起きて、そろそろ事業が完了するんで、完了したのかな。そ

れで不動産の価値が変わってきたということ。そういいながら例えば府中なんかは、

何年も前に駅前の再開発、地域整備で伊勢丹さん出店したんですけれども、今年の９

月いっぱいくらいで閉店になるということで、府中のことを考えると、やはり新宿に

近いということで、新宿商圏に客足がいっちゃうのかなということで、乗降客府中は

横ばい、伸びないし、商業集客力ももっと大きな商圏に取られちゃっているという状

況なのかなと。それを考えると調布も再開発整備ここでされてきていますが、将来的

にはやはり中間的な駅なので、どうなのかなと個人的には感じている。そういった意

味で立川、吉祥寺。立川もですね先程いい話をしましたけれども、伊勢丹の立川店の

最近何年かの売り上げは 360億ぐらいなんですよね。10年くらい前だと 400億くらい

ですので 40億くらい減少しているような状況で。百貨店関係は全部で 100兆くらいあ

ったんですよね 10年位前は。それが最近は 55 兆から 60兆ということで４割減くらい

しているというのが百貨店業界の実情ということのようです。このへんを話し出すと

長々となりますので、他の通販とか色々な販売方法がでてきたので、そちらの方にお

客が流れて、百貨店業界も厳しいと。最近はさらにコンビニも店舗閉鎖とか。そんな

動きも見え始めてきていますので、ちょっと厳しいことが懸念されているのかなとい

うような状況が全体的にあります。ただ、現在の状況は、ラグビーは終わりましたけ

れども来年オリンピックのイベントがありますのでその辺までは、全体的に明るい地

価の傾向は示していくというか下支えされていくのかなと思いますが、９月、10 月に

入って災害もありましたけれども消費増税 10％。それから景気、消費者マインドこの

辺の指標が非常に悪化、悪化というのが新聞を賑わしているように私は見受けられま

す。そういったことが下向き傾向になってきているのかなと、そんな兆候が見え始め



てきています。そんな中でも現在までは、とりあえずは地価がここ１、２年堅調に推

移していると思います。ただ繰り返し的にもなりますが、今後の中長期的な見直しと

いうことでみると、全体的には高齢化、人口減少こういったところが構造的な要因と

してありますので、それも含めて。あと生産緑地が 2022 にいったん今までの生産緑地

の期限が到来すると。その辺から相続の関係。それから一般的に今もでていますが、

空き家の増大といったことが、いわゆる不動産に関して側面的、供給的な側面でみる

と、かなり過剰感を表すような状況が強くなってくるのかなと。それから需要的な側

面でも社会保障費、この辺、公的評価負担というのはますます増えてきていますし。

その分可処分所得が減ってくると。伸び悩むということで、需要の側面でもやはり下

押しの圧力がかなり強くなっている。そういったことを考えると、やはり不動産供給、

それから需要。こういったことが、供給の方は強く。需要は弱いというそのギャップ

が拡大化していくのかなと。そうなると地価が下落、圧力要因として注意、懸念して

いくことが必要になるのかなと。まあ、私見的な面も含めて雑駁なお話になりました

が、私の話は以上で終わりです。 

 

○佐藤（麗）会長  ありがとうございます。それでは、特別区の基準宅地の状況と

全体的な地価の状況について、浜田哲司委員、御意見をいただけませんでしょうか。 

 

○浜田委員  特別区の状況についてお話させていただきます。資料を東京都さんの

方で御用意いただいておりますので、参考の 19 ページを御覧いただければと思います。

「令和元年地価調査 基準地価格区市町村別用途別対前年変動率」そちらでだいたい

の傾向が表れていると思いますので、これを概観しながら要因についてお話させてい

ただければと思います。まず、区部見ていただきますと、まず用途別、住宅・商業・

工業とありまして、住宅地の方で区部全域を見ますと、4.6％となっておりますが、昨

年が 4.3％ですので上昇率は拡大傾向。商業地につきましては、8.4％になっています

が、昨年は 7.2％ですのでこれも拡大。工業地については、昨年 4.3％で今年 4.4％で

すので、ほぼ横ばい、ないし若干の上昇率の拡大傾向ということであります。区部に

おきましては、全般にこの地価調査の７月１日時点でみますと、平成 30年に比べまし

て、いずれも上昇率が拡大傾向ということで順調な推移を示していることになります。

どういった所が変動が大きかったか見ていきますと、住宅地におきましては、荒川区

が 8.6％というのが一番高い上昇でございまして、次が豊島区の 7.9％、それから台東

区が 7.6％、こういった所が上昇率の大きい区ということになっております。逆に小

さい方はといいますと、千代田区が 1.9％で１番小さくて、その次に練馬区と葛飾区

が 2.8％と小さい方だということです。全体の傾向といたしまして、ここ２、３年い

えることなんですけど区部の南西部の今まで、高級住宅地・優良住宅地といわれてお

りました世田谷区・目黒区・杉並区といった区におきましては、変動率が小さくなる

一方で、北区・荒川区・台東区・豊島区といったような区部の中で都心に近くて、か

つ利便性のよいところ、区部の北側、山手線の北半分に駅のあるような区が変動率を



高めているということになります。全体的に共稼ぎの家庭が増えまして、環境よりも

通勤通学の利便性が重視される風潮があります。千代田区においては、1.9％というこ

とで変動率が非常に小さいんですが、設定されている地点が全てマンション用地の地

点でして、昨今、建築工事費がだいぶ高騰しておりますので、マンションの売れ行き

が今一つ芳しくないということが反映されて、小さい率になっております。ただ、港

区ですとか渋谷区におきましては、周辺の再開発が進んでおりまして、新興でお金を

持ってらっしゃる IT 系の社長さん達ですとか、そういった方達が好んで買われるエリ

アということで、港区・渋谷区のマンション用地については、まだまだ堅調ですけれ

ども、千代田区におきましては、マンション用地の不振というのが少し反映されてい

るような傾向にあります。その他比較的率が小さいのは、目黒区・大田区・世田谷区

といったような南西部の比較的画地規模の大きい環境の良い住宅地を抱えているエリ

アということになります。それから、商業地を見ていきますと、１番変動率が大きか

ったのは、台東区で 14.4％。ここがかなり突出しておりまして、あとは港区が２番で、

北区が 9.8％で３位。あと中央区・渋谷区・豊島区といったところが９％後半で並ん

でいる状況になります。１枚めくっていただきますと、「平均変動率マップ商業地」と

いうものが出ておりまして、こちらが端的に状況が分かる地図かと思うんですが、都

心から郊外に向けて一部中央線沿線の武蔵野市も含まれておりますが、真っ赤な状況

になっておりまして、全て７％以上。それよりひとつ下のランクになるのが、練馬区・

板橋区・足立区・江戸川区・大田区という区部の中でも外円部にあたるようなエリア

は少し下のランクということになっております。全般に東京都心で景気が比較的ゆる

やかに回復傾向にあるという中で、オフィス需要が堅調な状態にあります。金融機関

による融資姿勢も引き続き緩和傾向にありまして、一部サラリーマン投資家向けの融

資等については絞り込まれているところもあるんですが、全般に金融状況についても

緩和傾向が続いていて、空室率も非常に小さい率で留まって、賃料もおしなべて上昇

傾向になっています。都心の利回りもかなり下がってきておりますので、都心で物件

を買えない社がですね、郊外の物件を探しにいくような傾向がありますので、率につ

きましても都心から郊外にむけてですね高い率の状況が続いていくということになり

ます。その中で、台東区が突出して高くなっておりますのは、ここ 10年程訪日外国人

の数が大きく伸びておりまして、台東区ではここ 10年くらいで、台東区を訪れた訪日

外国人の方の数は５倍近くになっているというようなことがありまして、そういった

方達むけの着物のレンタルのお店ですとか、新しいサービスなんかもできている。ま

た、外国人宿泊者のためのホテル用地の需要が伸びているということで、台東区が浅

草が中心になりますけれども、率の高い地点が非常に多くございまして、このような

高い率で突出しているということになります。工業地はどうかと申しますと、江東区

と大田区が比較的高い率を示しておりまして、昨今のネット通販の伸展によりまして、

物流施設の需要というのが首都圏全域で高まっております。圏央道周辺でも新しい物

流施設の建設が相次いでおりますが、需要もそれについてきていて、空室率も非常に

小さい状態になっていると。東京都内ということになりますと、物流が効くような江



東区・大田区と湾岸部の比較的画地の大きいゾーンにおいて率が高く、北区・足立区・

葛飾区などにおいても湾岸部に比べますとまだ率は小さいですけれども、昨今率が上

がってきているという状況になっております。全般そのような傾向で、個別地点にお

きましても世田谷区の郊外で駅から遠いところですとか、あるいは田園調布などで比

較的率の小さい地点が散見されますけども、まだ横ばいというところまでは至ってい

ないというのが個別点の状況になります。以上でございます。 

 

○佐藤（麗）会長  浜田哲司委員ありがとうございました。他に御意見等ございま

せんでしょうか。 

 

○山口委員  議題１に関係することなんですけど、来年度の課税のために今年の７

月１日時点で時点修正率を出しているんですけど、今回７月１日より後に台風が来ま

して、例えば道路が寸断されたとか、橋が使えなくなったとか、そういう物理的なこ

ともあるし、あとは、川沿いでここは危険な地域、と認識されたところもありまして、

値段が台風がすぎた後に落ちているところがあるんですよね。そういうところについ

ての、来年の課税が 

今までのやり方でいくと、７月１日より後の下落がどうしても反映できないというこ

とになると。個別の土地が崖崩れなどしているということであれば、画筆評価なので

何か対応するのかなというのはあるんですけど、状況類似地域自体が不便になってい

るとか、例えばですね、あきる野市で、非常に小さい橋なんですけど、今使えなくな

っているんですね。来年もたぶん使えないと思います、現状からみて。そこをたまた

まみていたら近所の人が話しかけてきて、「橋がなくなったから、ぐるっと回って歩か

なきゃいけなくて、すごく不便なんだ。」と言っているんですね、住民の方が。１km

ぐらいで駅までいけたところを、2.7km くらいぐるっと回ってかかるようになってい

るんですね。そういう地域、そういう例について、なにもこの制度だと、拾えないこ

とになってしまうと。あと、例えば日野橋、日野市の元国道 20号の日野橋も２年や３

年では直らないじゃないかという今、話になっているので、そうすると日野橋の沿道

沿いの都道というか元国道沿いは、その路線所有地域としてのものが失われてしまっ

ているので、そういうところについてこの制度で課税していくとですね、その地域の

住民の方から、この台風被害の影響をみているんですか、と言われた時に、みてない

としか言いようがなくなってしまうというところで、まあしょうがいないというか。

そういう問題があるということで、問題提起ということでお話しさせていただきまし

た。 

 

○佐藤（麗）会長  ありがとうございます。東京都に限らず、各地今回の台風 15

号、19号にまつわる被災地を中心にこういった議論がなされているんではないかとい

うことで、また、個別に被災されている方におかれましては、固定資産税の減免等を

通じてですね、減免される部分があるかと思うんですけども、従前の７月１日の課税



のための価格について事務局ほか御意見等ございますでしょうか。 

 

○神永事務局長  今、お話いただいた状況については、私どもも状況を確認させて

いただいているところでございます。こちらについて何か情報ありましたら、この会

に限らず情報提供等させていただければと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○佐藤（麗）会長  実需要の減少であるとか、価値の下落というのが捉えられると

いう点ではですね、取引事例として顕在化するのはもう少し後になるのかもしれませ

んが、前の年は通行が不便になる、使えないということをどのように反映していくか、

ということが課題になっていることかと思います。他に御意見等ございますでしょう

か。 

 

（ 発言なし ） 

 

○佐藤（麗）会長   それでは、他に御意見がないようですので、本日御協議いただ

きました、「各市町村及び特別区の基準宅地の鑑定評価価格（時点修正率）」につきま

しては、「妥当である」として、本日の協議会の結論といたしますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

○佐藤（麗）会長   それでは、そのような結論といたします。本日、予定いたして

おりました議事は、以上でございますが、他に何か御発言等ございますでしょうか。 

 

（ 発言なし ） 

 

○佐藤（麗）会長   それでは、特にないようでございますので、事務局へお返しい

たします。どうもありがとうございました。 

 

○事務局  どうもありがとうございました。それでは、以上をもちまして、令和元

年度第１回東京都土地評価協議会を終了させていただきます。本日はお忙しい中、御

出席いただきまして、誠にありがとうございました。 


