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令和３年４月１日更新 

※ 議題３「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 
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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２年度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。また、Web 出席の皆様にも御参加いただき、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西潟と申します。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。今回、初めて都庁会議室と Web 出席とを連携して

実施いたしますので、御不便、御迷惑をおかけすることもあろうかと思いますが、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（２）までは公開で

行うものですが、傍聴の希望はありませんでした。それでは、開会にあたりまして、佐藤

会長より、御挨拶をいただきたいと存じます。会長、よろしくお願いいたします。 

 

○佐藤（麗）会長  皆様、おはようございます。本協議会の会長を昨年に引き続き務め

させていただきます、佐藤麗司朗と申します。改めまして、よろしくお願いいたします。 

皆さんも御存知のように、2020 年の初頭より、新型コロナウイルス感染症のパンデミッ

クが起こりまして、本日時点でも世界の累積感染者数が 5 千万人を突破するという状況に

ございます。世界中のあらゆる生活習慣、社会的、経済的環境がドラスティックに様変わ

りしておりまして、時系列で本年度の国内の状況を振り返りましても、１月末には WHO

によって国際的な緊急事態宣言というものがなされました。２月初頭には、乗客が感染さ

れたクルーズ船が横浜港に入港いたしまして、このあたりから事態の深刻さというものを

多くの方が認識されたところだと思います。そして、２月末には、小、中、高校の臨時休

校について、政府から要請がなされ、３月 24 日には残念なことに、東京オリンピック・

パラリンピックの１年程度の延期が公表されました。そして、４月７日には、東京都含む

７都府県に緊急事態宣言が発表されました。そして、その後、緊急事態宣言は全国に拡大

いたしまして、東京都は特定警戒都道府県に指定されました。５月 25 日にこの緊急事態

宣言が全国で解除されましたが、東京都では６月２日から東京アラートというものが発令

され、都民に警戒が呼びかけられました。そして、年間３千万人を超える外国人、来訪者

の方々が激減して今現在日本の状況は、観光業、ホテル、飲食業を中心に大きな経済的打

撃を受けている状況にございます。また、７月１日以降の話になりますけれども、10 月末

に発表されました９月時点の完全失業者数が 210 万人を超えておりまして、失業者は前年

同月比 42 万人の増加、８か月連続の増加が見られています。このような局面を受けて、

令和２年７月１日時点の価格を示す東京都の都道府県地価調査では、上昇基調にあった地

価というものが、大きな変化が見られているという状況にございます。また、本日の会議

においても、このように直接参加されている方の他に、Web での参加をされるといった形

で、ビジネスでは当たり前のように Web 会議システムが活用されている、また、テレワ

ークも導入されるといった、オフィスの概念や働き方に劇的な変化が起きております。本

日の議事では、これらの影響を見据えて、地価下落地域における評価額の修正など、大変

重要な議題が予定されております。時間は限られておりますが、十分な意見交換、情報交

換をしていただきますよう、改めてよろしくお願い申し上げます。 



○事務局  ありがとうございました。続きまして、本協議会の事務局長であります、市

町村課長の原より、挨拶を申し上げます。 

 

〇事務局長  本協議会の事務局長を仰せつかっております、市町村課長の原でございま

す。本日は、御多用中のところ御出席くださいまして、誠にありがとうございます。Web

出席の委員の皆様にも、御出席いただき、ありがとうございます。令和２年度東京都土地

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、とりわけ、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

力をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りしまして、厚く御礼申

し上げます。本日は、前回御協議いただきました令和２年１月１日時点の「令和３基準年

度における各市町村及び特別区の基準宅地の鑑定評価価格」に係る、「令和２年７月１日

まで半年間の時点修正率」につきまして、御協議をお願いいたします。宅地の評価につき

ましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が著しく制限されたため、

商業地区、住宅地区、工業地区とも、この半年間で軒並み下落しており、その影響は都内

のほぼ全域に及んでおります。ただ、前回の平成 30 基準年度と比較しますと、まだプラ

スの変動率となっており、そこまでの下げ幅には至っていない、とみることもできます。

今後、こうした傾向がどのように推移していくか、注視する必要があると感じております。 

本日は、こうした状況下で迎える初めての協議会となりますので、御出席の皆様の知見を

いただき、情報交換をさせていただければと思っております。なお、誠に恐縮ではござい

ますが、本日は所用により、会議の途中で中座させていただく予定でございます。委員の

皆様におかれましては、御迷惑をおかけいたしますが、御理解くださいますよう、よろし

くお願い申し上げます。それでは、本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇事務局  それではここで、本日の配布資料の確認をさせていただきます。Web 出席の

皆様は、事前に送付したファイルを御確認ください。座席表１枚、こちらは会議室にお越

しの皆様のみの配布になります。出席者一覧１枚、次第１枚、資料一式を配布しておりま

す。皆様、不足はございませんでしょうか。 

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。御手元の「令和２年度東京都土地評価協議会出席者一覧」を

御覧ください。新たに委員になられました方々のうち、まずは、Web 出席されている方を

御紹介させていただきますので、画面上で恐縮でございますが、手を挙げていただいても

よろしいでしょうか。 

まず初めに、国税関係の委員といたしまして、東京国税局課税第一部資産評価官の櫻井委

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、八王子市税務部資産税課長の櫻田委員でございます。 

次に、西多摩郡町村税務課長会を代表いたしまして、瑞穂町住民部税務課長の小野委員 

でございます。Web 出席されている方は以上になります。続きまして、直接、お越しにな



られている方を御紹介させていただきますので、恐縮でございますが、お立ちいただいて

もよろしいでしょうか。市町村代表の委員のうち、第三分科会を代表いたしまして、小金

井市市民部資産税課長の當麻委員でございます。次に、第四分科会を代表いたしまして、 

西東京市市民部副参与兼資産税課長の田中委員でございます。続きまして、東京都の委員

を御紹介させていただきます。主税局資産税部固定資産評価課長の落合委員でございます。 

最後に、総務局行政部市町村課長の原でございます。新たに委員になられた方の御紹介は、

以上でございます。続きまして、副会長の選出をお願いしたいと思います。これまで副会

長に就任いただいておりました、主税局資産税部固定資産評価課長の星野委員が、都の人

事異動の関係で、委員を離れました。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、副会長を互選により選出していただくこととなります。会長、よろしく

お願いいたします。 

 

○佐藤（麗）会長  副会長の選出とのことですので、今回、主税局資産税部固定資産評

価課長として、新たに委員になられました、落合委員にお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

 （「異議なし」との声あり） 

 

○佐藤（麗）会長  それでは、落合委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

〇事務局  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につきまし

て、会長、よろしくお願いいたします。 

 

○佐藤（麗）会長  それでは、本日の議事に入ります。まず初めに、議題の１「地価下

落地域における評価額の修正について」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高橋と申します。よろしくお願いいたします。失礼です

が、座って説明させていただきます。資料の２ページをご覧ください。こちらには、９月

11 日に開催された地方財政審議会第 37 回固定資産評価分科会の概要を載せております。

令和３年度の評価替えに当たりまして、地価下落地域における土地の評価額の修正、いわ

ゆる下落修正について、固定資産評価分科会に付議して意見を聴いた上で、９月 14 日か

ら 10 月 13 日までの１ヶ月の間、広く国民から意見募集、パブリックコメントを行ったも

のです。なお、これを受けまして、固定資産評価基準の一部改正が予定されているところ

です。具体的な改正予定の内容としましては、令和３年度評価替えにおいては令和２年１

月１日を価格調査基準日と定めておりますが、令和２年７月１日までの間に地価が下落し

たと認める場合には、半年間の地価の変動率を評価額に反映させるための措置を講じるこ



ととなっております。資料の３ページには、この改正（案）に係る固定資産評価基準の新

旧対照表を載せております。「地価下落地域における評価額の修正」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、

御発言をお願いいたします。 

次に、議題の２「全国指定市の基準宅地の状況について」につきまして、事務局より説明

をお願いします。 

 

〇事務局  市町村課税政担当の山村と申します。よろしくお願いいたします。失礼です

が、座って説明させていただきます。それでは、資料の５ページをご覧ください。こちら

は、指定市における基準宅地の路線価一覧となっております。こちらは、９月 11 日に開

催されました地方財政審議会において報告されたのち、同日付で総務省から各都道府県に

対して通知済みでございます。まず、表のつくりから説明させていただきます。 

太枠で囲ってありますＡ欄は、令和３年度の固定資産税路線価、Ｂ欄は、平成 30 年度の

固定資産税路線価、その右隣りは、平成 29 年１月１日から令和２年１月１日までの３年

間の変動率、間を空けましてＣ欄は、各基準宅地に係る令和２年１月１日の鑑定評価額、 

その右隣りが、この鑑定評価額「Ｃ欄」に対する令和３年度の固定資産税路線価「Ａ欄」

の評価割合、となっております。なお、東京都につきましては、中央区銀座五丁目中央通

りが基準宅地となっております。次に、全国の状況につきまして、固定資産税路線価の３

年間の変動率を見ますと、47 都道府県のうち 44 団体が上昇となっております。前回 27

年度から 30年度の３年間では 47都道府県のうち 29団体が上昇となっておりましたので、

上昇に転じた団体が多くみられました。一方で、47 都道府県のうち２団体が依然として下

落しているという結果になっております。「全国指定市の基準宅地の状況」につきまして

は、以上となります。 

 

○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、

御発言をお願いいたします。 

それでは、次の議題より、令和３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条第３項ただし書きに基づき、非公開の扱いとさせていただきます。 

次に、議題の３「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、事務局より説明をお願いします。 

 

〇事務局  それでは、引き続き説明させていただきます。既に令和２年１月１日現在の

基準宅地の鑑定評価価格及び路線価につきましては、前回の協議会において確認していた

だきましたが、本日は、その後の半年間、令和２年１月１日から令和２年７月１日までの

地価下落に伴う評価額の修正につきまして、御協議いただきたいと存じます。 



まず、「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、御

説明いたします。資料の７ページから１０ページまでは、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、「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。 

それでは、資料の７ページから１０ページの各表のつくりについて、簡単に御説明いたし

ます。中央やや右よりの「平均変動率」の欄は、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、市町村間で比較

できるようになっております。また、その右隣の「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でございます。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

だけますと幸いです。 

さて、今年度の動向といたしましては、本日の資料に記載はございませんが、先に発表さ

れました令和２年東京都地価調査の結果にも示されているとおり、新型コロナウイルス感

染症の影響による景気悪化に伴い、都内全域でみた場合の対前年平均変動率は、住宅地区、

商業地区及び工業地区において、いずれもプラスを維持したものの、その上昇幅は縮小い

たしました。その結果、今年度は島しょ９団体を除く全３１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。始めに、７ページをご覧ください。

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２年度には日野市とあき

る野市の２団体が下落修正を行いましたが、令和３年度においてはこれら２団体を含む２

９団体が下落修正を予定しております。平均下落率は、八王子市が最も高く▲３．７％と

なっており、次いで特別区が▲２．８％となっております。修正理由については、ほぼ全

ての団体で「新型コロナウイルス感染症によるもの」となっており、これに加え、小金井

市では「駅から遠く交通の便が悪い市街化区域」としております。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なく、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、参考値としてご覧ください。

こちらについても、八王子市が最も低く▲３．６％となっており、次いで特別区で▲２.

７%となっております。下落率が高い要因として、いずれも比較的繁華性の高い中高層商

業ビルが立ち並ぶ商業地において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い来街者が減少し

たことなどが挙げられます。一方で、平均変動率が高い地域として、府中市と小金井市が

▲０．１％となっており、特に小金井市については、ＪＲ中央線沿線において、区部に隣

接する地域を中心に上昇が顕著となっていた中、人気が高い武蔵野市エリアから西側へ価

格上昇の効果が波及していたと考えられることに加え、武蔵小金井駅周辺における再開発

の影響もあり、地価上昇を維持したものと考えられます。 



次に、８ページをご覧ください。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２年度には 13 団体が下落修正を行いました。令和３年度においては 30 団体が下

落修正を予定しております。住宅地区においても、主な修正理由は、大半の団体で新型コ

ロナウイルス感染症の影響によるものとなっており、これ以外の理由についてはご覧のと

おりとなっております。また、「平均変動率」が最も低かったのは、青梅市の▲２．８％で、

これ以降、あきる野市の▲２．６％、瑞穂町の▲２．４％と続いています。これらの地域

は、都心や駅からの距離が遠いなど、交通利便性に劣ること、人口減少や高齢化が進んで

いることなどから、新規の需要があまり見られないことが下落の要因として挙げられます。 

次に、９ページをご覧ください。こちらは、工業地区になります。工業地区につきまして

は、令和２年度において、あきる野市のみ下落修正を行いました。令和３年度においては、

これに加え 26 団体が下落修正を予定しております。「平均変動率」が最も低かったのは、

青梅市、福生市、羽村市、日の出町の▲１．９％となっております。この理由として、新

型コロナウイルス感染症拡大による先行き不透明などが挙げられます。なお、多摩地区の

工業地の変動率が前年比マイナスとなったのは、平成 24 年以来、８年ぶりとなります。 

次に、１０ページをご覧ください。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、令和２年度は７団体が下落修正を行いま

した。令和３年度については９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、304 地点であり、平均下落修正率は▲１．４％となっております。主な下落理

由として、駅から遠く交通の便が悪いこと、開発等が想定しにくい都市計画区域外である

ことなどが挙げられます。 

次に、１１ページをご覧ください。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、表のつくりから説明させていただきます。Ａ欄は、令和２年１月１日現在の鑑定評

価価格、Ｂ欄は、その標準価格、Ｃ欄は、令和２年１月１日現在の路線価等見込額、Ｄ欄

は、令和２年７月１日現在の路線価等見込額で、半年間の下落修正を反映したものとなっ

ております。Ｅ欄は、今回御協議いただきます令和２年１月１日から令和２年７月１日ま

での半年間の時点修正率になります。この修正率をご覧いただきますと、最大で０％、最

小で▲５．９％となっております。前回の評価替えでは、基準宅地において下落修正を実

施する団体は島しょ９団体を除く全団体のうち、檜原村と奥多摩町の２団体でしたが、今

回の評価替えでは 28 団体と増えております。なお、下落修正をしない地点は、島しょ９

団体のほか、府中市、小金井市、西東京市となっております。 

続いて、Ｆ欄は、参考として価格上昇についてもご覧いただけるよう令和２年 1 月１日か

ら７月１日までの価格変動率を掲載しました。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、また下落する場合しか固定資産税の

課税に影響しない点について御留意ください。またＧ欄からＫ欄につきまして、平成 30

基準年度路線価等との変動率を記載しております。なお、Ｌ欄以降は、令和２年地価調査



の各変動率に「0.5」を掛けていますが、これは半年分の時点修正率であるＥ欄と比較でき

るように、「0.5」を掛けて半年分の変動率を記載しております。 

次に１２ページは、固定資産税路線価見込額と、カッコ内に半年間の下落率を地図上に落

としたものでございます。 

次に１３ページは、各団体の基準宅地の路線価を時点別に高い順に並べた表になります。 

右側の２つの表を見ていただきますと、半年間の下落修正を実施したことにより、矢印が

交差している９団体に順位の変動がございました。 

次に１４ページは、各団体の基準宅地の路線価の変動率を時点別にマイナスの大きい順に

並べた表と、時点修正率を下落の大きい順に並べた表になります。 

最後に１５ページは、各団体の基準宅地の路線価の平成 29 年７月１日から令和２年７月

１日までの３年間の変動率の分布状況になります。 

なお１６ページ以降には、令和２年東京都地価調査の関係資料を、一部抜粋して載せてお

ります。 

「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、

御発言をお願いいたします。ここで、冒頭の御挨拶でお話しのありましたとおり、事務局

長である原委員が所用により、退席します。事務局長の職務代理者として、事務局から、 

西潟統括課長代理を指名しますので、よろしくお願いします。 

それでは、高橋委員、多摩・島しょ地区の基準宅地の状況等につきまして、御意見をいた

だけますでしょうか。 

 

〇高橋委員  委員の高橋でございます。よろしくお願いいたします。事務局から固定資

産の基準宅地等、詳しくお話をしていただいたので、頭の整理の意味で話を聞いていただ

ければと思います。使う資料は、11 ページと 17 ページです。令和２年地価調査の結果が

９月末に発表されましたので、この資料を基に、概要をお話したいと思います。先に 17 ペ

ージの方を御覧いただきながら、補足、御案内をしていきたいと思います。まず、地価動

向について、用途別、地域別平均変動率ということで、地域別というものは市別というこ

とになりますけれども、17 ページでは前年の数値が出ていませんので、補足をいたします

ので、参考になればメモしておいていただければと思います。東京都全体では、今回、住

宅地が令和２年が 0.2%、元年が 2.5％、商業地が令和２年が 1.3％、元年が 6.8％、工業地

は令和２年が 1.0％、元年が 3.4％、全用途で令和２年が 0.6％、元年が 4.1％ということ

で、今御案内した数値を見ていただいても、前年よりもプラスの圏域にはあるけれども、

上昇幅が圧縮、縮小してきているという状況です。東京都全域では８年連続プラスという

ことになっていますが、実態は縮小しているということです。それから、東京都全体で見

た場合、区部はまだプラスの状況を表しています。これに対して、多摩地域を見ると、住



宅地が令和２年が▲0.8%、元年が 0.8％、商業地は令和２年が▲0.4%、元年が 2.3%、工

業地が令和２年が▲0.7%、元年が 2.3％、全用途で令和２年が▲0.7%、元年が 1.1％とい

うことで、こちらの方は、住宅地は８年ぶりにマイナスとなっています。商業地と工業地

も８年ぶりにマイナスという状況のようです。住宅地の平均変動率を見ると、都市部に近

いエリア、武蔵野、稲城、調布、府中、小金井、狛江といったところは、プラスの圏域と

なっています。これに対して、20 市３町１村についてはマイナス、特に青梅市が▲3.5%、

日野が▲3.1％、羽村でも▲2.6％という形で、いわゆる遠くの地域、それから日野市等に

見られたのが、傾斜の団地、高齢化が進んでいる中で、やはり需要が減退しているという

ことで、個別地点で見るとかなり強い下落を表した地点もあるようです。商業地は、下落

地点が大幅に増加している、ほぼと言っていいと思います。区部に近い駅周辺の商業地、

例えば吉祥寺とかを中心に、堅調に推移している地域が一部あるという状況のようです。

工業地は、全４地点ありますが、変動率は全地点ともマイナスということで、ただその中

でも、特にコロナの影響に関係ありますけれども、インターネット通販の普及等で、物流

施設の需要が強くあって、物流施設適地といったところが、相対的には上位の変動率にな

っているようです。それから、島しょ部の方も、住宅地▲0.4%、商業地▲1.3％、全用途▲

0.6％と、マイナスの水域に入っているという状況です。ただ、今日のメインテーマは、令

和２年１月１日から７月１日までの半年間というところなので、今まで申し上げたのは基

準地の調査結果で、去年の７月からの１年間を表した結果です。したがって、昨年までは

プラスの圏域にあったのが、今年は大きく変わって、マイナスの圏域に入っているという

ところが大きな節目になっています。ちなみに、地価調査の結果ですけれども、１月１日

に発表する地価公示というものがもう一方であって、それと同じ地点を基準地でも調査す

るということで半年間の調査結果が表に見えるようになっています。その辺の資料を整理

すると、東京都全域で住宅地が前半 1.4%、後半が▲0.8％、年間で 0.3％、商業地が前半が

3.7%、後半が▲2.1％、年間で見ると 1.5％、これに対して、今日のメイン地域の多摩地域

は、住宅地が前半が 0.5%、後半が▲1.0％、年間で▲0.4％となっています。商業地は前半

が 2.0%、後半が▲1.9％、年間で 0.1％ということで、これで見ても、今年に入ってからは

下落の水域に完全に入っている状況が見れると思います。このような状況に、全体の枠組

み、調査結果はなっております。そこで先程の 11 ページを見ると、先ほど御案内いただ

いたように、ほぼ３市を除いて下落ということになっていますので、概ね減退傾向の中に

入ってきているのかなと思います。ただ、地域によって、先に申し上げたとおり、やはり

住宅地は利便性で地価が上がってきているというか、都心への交通利便性というもので成

り立っているということになると、やはり都心に近いほど下落の影響は弱くなっています。

西多摩とか八王子といった郊外部は下落の幅が大きくなっています。それから、これは繰

り返しになりますが、日野市の傾斜の住宅団地といったところがかなり需要が低くて下落

の幅が大きいという状況にあるようです。そのような点を踏まえて見ていただければ、若

干の強弱はあるとは思いますが、それぞれの地域の価格バランス等を検討し、各地域で判

定されているかと思いますので、大枠として見れば、各市町村の今回の時点修正率は概ね



妥当な範囲にあると思います。以上です。 

 

○佐藤（麗）会長  高橋委員、ありがとうございました。続きまして、浜田委員、都道

府県地価調査の全国的な動向及び特別区の基準宅地の状況等につきまして、御意見をいた

だけますでしょうか。 

 

○浜田委員  御紹介いただきました、浜田でございます。都道府県地価調査における全

国の地価動向と東京都の区部の地価動向につきまして、簡単に御説明差し上げます。 

まず、今回の地価調査の全国の動向について簡単にお話したいと思います。用途別の対前

年平均変動率を見ますと、住宅地は令和元年が平均▲0.1%だったものが、令和２年は▲

0.7％ということで下落幅拡大、それから商業地は令和元年 1.7%、令和２年▲0.3％という

ことで、プラスからマイナスに転じています。工業地については令和元年 1.0％、令和２

年 0.2%ということで、これはプラスではあるんですけれどもプラス幅が縮小しています。

全用途において、下落幅が拡大し、あるいはプラスからマイナスに転じ、あるいは上昇幅

が縮小したなどのように、どの用途でも変動率はマイナスの方向に触れているという傾向

にあります。 

圏域別に見ると、東京圏、大阪圏については今申し上げた全国の数字よりも上昇率が大き

くなっています。と言いますのも、東京圏、大阪圏では令和元年の後半に地価が上昇して

いまして、その後令和２年になってから下落が始まったわけですけれども、それでも昨年

の７月と今年の７月の地価を比較するとまだプラスが残っているということになります。

これら東京圏、大阪圏と比べて、やや地価が弱いと思われるのが名古屋圏でありまして、

工業地が令和元年 0.7%だったんですが、令和２年が▲0.6%ということで、東京圏、大阪

圏は工業地の年間変動率がプラスで残っているのに対して、名古屋圏については工業地が

マイナス圏に入ったということで、少し地価が弱含みにあります。 

全国の不動産鑑定士の話などを聞きますと、企業城下町と言われるような都市では、将来

の雇用の不安ですとか所得の減少といったことが起こっているので、住宅の買い替えが止

まっているところがあるようです。名古屋は自動車関連の企業城下町というには規模が大

きくなりますけれども、７月の時点ではまだ自動車産業の状況が将来的にどうなるのか不

安がありましたので、工業地だけでなく住宅地、商業地についても少しマイナス幅が大き

い傾向となっているということかなと思います。ただ、先日の新聞記事では、自動車産業

ではトヨタ自動車が一人勝ちという状況があるというような話も出ておりましたので、こ

のような弱含みの状況がこのまま続くかどうかというのは少し注視していかなくてはい

けないと思っております。 

一方で、札幌、仙台、福岡、広島という地方四市においては比較的強い傾向が続いており

まして、全用途においてまだプラスが残っている状況です。三大圏に比べるとコロナの影

響が少し弱かったということ、大阪などのように訪日外国人の観光に依存したような構造

ではなかったこと、再開発事業が地方四市どこでも非常に活発に行われている影響もある



というふうに聞いております。 

先程、高橋委員からも前半と後半のお話がありましたけれども、全国の圏域別に見ても、

前半と後半で見ますと、前半はプラスで後半はマイナスになっているところがほとんどで

す。ただ、地方四市だけは商業、住宅いずれも後半プラスということになっています。 

用途別に全国の話をもう少しいたしますと、住宅地については前回がプラスの都道府県が

全部で 15 あったんですが、今年につきましては宮城、東京、福岡、大分、沖縄という５

都県のみとなっておりまして、東京は全国の中でも位置付けとしては例外的な分類に所属

することがわかります。ちなみに、日野－10－という地点は全国の下落の方では１位とな

っております。それから、商業地を見ますと、昨年プラスを示していた都道府県が 19 あ

ったんですが、こちらは 10 都府県に減少ということで、こちらもやはり東京が良い方の

分類に所属するということがわかります。以上が全国の状況になります。 

続いて東京都区部の状況になりますが、資料 17 ページを御覧いただければと思います。

東京都区部については、地価調査では、住宅、商業、工業、全用途いずれもプラスという

状況です。18 ページを見ていただきますと、こちらは商業地の平均変動率マップというこ

とで、区部の方で目立つのは港区でありまして、港区が他の区よりもプラスが大きいのは、

虎ノ門ヒルズ駅ですとか高輪ゲートウェイ駅というのが今年開業された駅でして、周辺で

は再開発事業などがかなり進捗しているということで、プラスがやや比べると強めになっ

ています。 

一方で、千代田、中央は他に比べて少し弱めということになっています。千代田、中央に

ついては、商業地というと、ほとんどの地点が上層階まで店舗または事務所の利用がされ

ることが想定される地点になります他の区ですと、商業地と言っても１階は店舗だけども

上は店舗・マンションというような地点が多い状況です。千代田、中央については、オフ

ィスについては空室率が若干上がりつつあり、まだ３、４％くらいと水準としてはまだ小

さいんですけれども、少しこういった将来賃料水準が下落に転じる可能性もでてきている

ということを反映して、千代田、中央については、他の地域に比べて上昇率が弱めになっ

てきているかという状況です。 

19 ページを見ていただきますと、住宅地の平均変動率マップになります。区部で特徴的な

のが、葛飾、練馬、大田が水色で他の区に比べて少し弱めというようになってまして、こ

れは実は昨年の地図はここに描いてないんですけれども、昨年のマップを見ていただいて

も同じような傾向でして、区部の外縁部でやや都心からの距離が遠いようなところについ

ては、変動率が去年も弱めだったわけです。なので、傾向としては、全体に緑色が目立つ

地図になってしまっていますが、弱いところを見ると同じような傾向なのかなというよう

に思われます。少し特徴的なのが、台東区が水色だというところでして、台東区のブロッ

ク幹事の方に伺うと、やはり浅草中心に訪日外国人観光客が非常に多くて、それによって

地価が上がっていたということなんですが、これが一気にはけてしまったので、そういっ

た外国人向けの店舗やホテル等に勤務される方向けのワンルームマンション用地のよう

な需要もなくなってしまったので、住宅地についても商業地の地価動向につられて下落基



調になっているというような話をお聞きしております。 

東京の基準地については以上となるのですが、一点だけ、機会があるとお話しすることが

あるんですけれども、報道などを見ていますと、街に出歩く人の数が減ったとか、売り上

げが減ったというふうに、短期的な状況だけ見て報道されることがもちろん多いんですけ

れども、不動産を買うとき、特に商業地については、将来収益の水準がどう動いていくの

か、あるいはどのくらいのレベルで持続していくかということが不動産の価格を決めると

考えられます。短期的に、人の流れが半分になったから地価も半分になるというような構

造になっていないので、その辺りは十分注意しながら我々も見ていかなければいけないと

思いますし、外部にお伝えするときも、特にその辺りは頭に置きながらお話をする必要が

あるということを申し上げたいと思います。私からの話は以上となります。 

 

○佐藤（麗）会長  浜田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。 

 

（ 発言なし ） 

 

○佐藤（麗）会長   他に御意見がないようですので、本日、御協議いただいた、「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２年度

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、御出席くださいま

して、誠にありがとうございました。Web 出席の皆様も、どうもありがとうございました。 


