
 平成平成平成平成２２２２２２２２年度山梨県地価調査結果年度山梨県地価調査結果年度山梨県地価調査結果年度山梨県地価調査結果についてについてについてについて    

 

１１１１    根拠法令根拠法令根拠法令根拠法令    国土利用計画法施行令第９条 

２２２２    目目目目        的的的的   基準地の標準価格を公表することにより、国土利用計画法に基づく 

土地取引価格審査の円滑な実施を図るとともに、地価公示法による公示 

価格を補完し、一般の土地取引の価格に対し指標を与え、適正な地価の 

形成に寄与する。 

３３３３    調査内容調査内容調査内容調査内容    

（（（（１１１１））））調査区域調査区域調査区域調査区域  県下２７市町村（全市町村） 

  （（（（２２２２））））基準日基準日基準日基準日    毎年７月１日                       H２２    （H２１） 

  （（（（３３３３））））基準地数基準地数基準地数基準地数 宅地及び宅地見込地              ２７７地点（２７７地点） 

                                   住宅地           １９９地点（１９９地点） 

                                   宅地見込地         １０地点（ １０地点） 

                             内    商業地             ４７地点（ ４７地点） 

                             訳    準工業地            ３地点（  ３地点） 

                                   工業地             １２地点（ １２地点） 

                                   調整区域内宅地      ６地点（  ６地点） 

 

                     林地                             １０地点（ １０地点） 

                     合計                           ２８７地点（２８７地点） 

                       選定替  ５地点（  ４地点） 

（（（（４４４４））））鑑定評価員鑑定評価員鑑定評価員鑑定評価員    不動産鑑定士 （２１名） 

（（（（５５５５））））調査開始年次調査開始年次調査開始年次調査開始年次   昭和５０年度 

    

４４４４    価格判定価格判定価格判定価格判定  鑑定評価員（不動産鑑定士）の鑑定評価を求め、その結果を審査し、 

地価調査委員会の意見を聴いたうえで、必要な調整を行い、基準地の 

単位面積当たりの標準価格を判定する。 

        

    

    

    

５５５５    公公公公        表表表表    

閲覧等閲覧等閲覧等閲覧等     平成２２年９月２２日以降、企画課、県民情報センター、山梨県ホームペ

ージ、市役所及び町村役場において基準地価格、基準地位置図を一般の閲

覧に供する。なお、このことについては県公報で公告する 

     

    

※なお、地価調査は、鑑定評価員が周辺地域の土地取引に伴う実勢価格や景気動向等を参考にしつ

つ、７月１日時点の基準地点の価格を判定する時点調査であり、今後の地価動向や推計値を導き出す

ための調査手法は用いていない。 



平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度地価調査結果地価調査結果地価調査結果地価調査結果のののの概要概要概要概要 

    
１１１１    調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要    

    
        ○ 全用途の平均価格は 34,000 円／㎡（昨年 35,000 円／㎡）。 

平均変動率は▲3.2％、昨年（▲2.9％）と比べて 0.3 ポイント下落率が拡大。 

○ 全用途の平均価格は平成５年度以降、18 年連続して下落。 

○ 住宅地の平均変動率は▲3.0％。 

このうち下落幅が 3％を超える市町村は 13 市町村（昨年 13 市町村）。 

○ 商業地の平均変動率は▲3.4％。 

このうち下落幅が 4％を超える市町村は 3 市町（昨年 5 市町）。 

○ 全ての用途で、昨年より下落率が拡大している。 

 

県内県内県内県内のののの用途別平均変動率用途別平均変動率用途別平均変動率用途別平均変動率・・・・平均価格表平均価格表平均価格表平均価格表    ▲▲▲▲ははははマイナスマイナスマイナスマイナスをををを表表表表すすすす（（（（以下同以下同以下同以下同じじじじ））））    

 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    平成２１年度 

用  途 
平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率    

％％％％    

平均価格平均価格平均価格平均価格    

円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡    

平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率    

％％％％    

平均価格平均価格平均価格平均価格    

円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡    

住宅地 ▲▲▲▲３３３３．．．．００００    ３０３０３０３０，，，，５００５００５００５００    ▲２．７ ３１，５００ 

（内）リゾート系

（11 地点） 
▲▲▲▲１１１１．．．．７７７７    １２１２１２１２，，，，５００５００５００５００    ▲１．１ １２，７００ 

宅地見込地 ▲▲▲▲４４４４．．．．４４４４    １８１８１８１８，，，，９００９００９００９００    ▲２．８ １９，７００ 

商業地 ▲▲▲▲３３３３．．．．４４４４    ５５５５５５５５，，，，８００８００８００８００    ▲３．１ ５７，５００ 

準工業地 ▲▲▲▲３３３３．．．．５５５５    ４４４４００００，，，，４００４００４００４００    ▲３．３ ４１，９００ 

工業地 ▲▲▲▲４４４４．．．．４４４４    １７１７１７１７，，，，９００９００９００９００    ▲３．８ １８，８００ 

調整区域内宅地 ▲▲▲▲４４４４．．．．００００    ３３３３００００，，，，５００５００５００５００    ▲３．７ ３１，７００ 

全用途 ▲▲▲▲３３３３．．．．２２２２    ３３３３４４４４，，，，００００００００００００    ▲２．９ ３５，０００ 

                    

 

２２２２    平均価格平均価格平均価格平均価格・・・・変動率変動率変動率変動率のののの推移推移推移推移    

① 全用途の平均価格 34,000 円/㎡は、昭和 56 年～57 年の水準。 

過去の最高価格は平成 3 年の 121,000 円/㎡。    

平均変動率は▲3.2%、平成 5 年から 18 年連続の下落。 

② 住宅地の平均価格 30,500 円/㎡は、昭和 60 年～61 年の水準。 

過去の最高価格は平成 4 年の 66,200 円/㎡。    

平均変動率は▲3.0%、平成 5 年から 18 年連続の下落。 

③ 商業地の平均価格 55,800 円/㎡は、昭和 54 年～56 年の水準。 

過去の最高価格は平成 3 年の 368,000 円/㎡。    

平均変動率は▲3.4%、平成 5 年から 18 年連続の下落。 

④ 工業地の平均価格 17,900 円/㎡は、昭和 54 年～55 年の水準。 

過去の最高価格は平成 4 年の 39,900 円/㎡。    

平均変動率は▲4.4%、平成５年から１8 年連続の下落。 

 



３３３３    住宅地住宅地住宅地住宅地のののの状況状況状況状況 
    

（（（（１１１１））））    価格上位価格上位価格上位価格上位地点地点地点地点    

    

（（（（２２２２））））    変動率変動率変動率変動率（（（（マイナスマイナスマイナスマイナス））））上位上位上位上位地点地点地点地点    

H22（富士川（県）-5）は、H21（鰍沢（県）-2）と同じ地点。 

 

（（（（３３３３））））    住宅地住宅地住宅地住宅地（（（（１９７１９７１９７１９７地点地点地点地点））））のののの変動率変動率変動率変動率    （１９９地点の内、本年度選定替２地点を除く） 

○ 平均変動率▲3.0％。18 年連続の下落。下落幅も 2 年連続で拡大。 

○ １９７地点すべてがマイナスで横ばい地点もなし。 

    

住宅地平住宅地平住宅地平住宅地平均変動率均変動率均変動率均変動率のののの推移推移推移推移    

    平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率（％）（％）（％）（％）    

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度    ▲▲▲▲３３３３．．．．５５５５    

平成平成平成平成１１１１９９９９年度年度年度年度    ▲▲▲▲２２２２．．．．７７７７    

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    ▲▲▲▲２２２２．．．．３３３３    

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    ▲▲▲▲２２２２．．．．７７７７    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    ▲▲▲▲３３３３．．．．００００    

    

（（（（４４４４））））    要因要因要因要因    

① 景気低迷による雇用・所得環境の悪化により、宅地取得数と住宅着工戸数が減少。 

② 住環境等が整った利便性が良い地域と、そうではない地域に対して、住宅購入者に 

よる選別が進んでいる。             等が考えられる。 

    

    

    

住宅地（１９９地点）の価格上位３地点                 「昨年の順位」 

1 位（上野原（県）-3）上野原字宮のこし 706 番     77,500 円/㎡ ▲1.6％ ｢１位｣ 

 ※JR 上野原駅北約 1.8Km              （H21  78,800 円/㎡ ▲1.7％） 

2 位（大月（県）-2）御太刀１丁目字飛地 1762 番 1   70,100 円/㎡ ▲2.0％ ｢２位｣ 

※JR 大月駅南東約 600m                    （H21  71,500 円/㎡ ▲2.1％） 

3 位（甲府（県）-12）屋形２丁目 2409 番 4          68,000 円/㎡ ▲2.3％ ｢３位｣ 

※JR 甲府駅北約 2.2Km                 （H21  69,600 円/㎡ ▲0.6％） 

3 位（上野原（県）-4）上野原字ﾊｻﾏ 4133 番 9        68,000 円/㎡ ▲1.9％  ｢４位｣ 

※JR 上野原駅北西約 3.2Km                （H21  69,300 円/㎡ ▲1.8％） 

住宅地（１９７地点）の価格変動率（マイナス）上位３地点 「昨年の順位」 

1 位（甲斐（県）-8）  牛句字峯 2750 番 49         35,300 円/㎡ ▲6.6％ ｢1 位｣ 

※中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の区画整然とした地域 （H21  37,800 円/㎡ ▲6.7％） 

2 位（富士川（県）-5）鰍沢字北畑 745 番          33,700 円/㎡ ▲6.4％ ｢１２位｣ 

※中規模一般住宅を中心に店舗等も混在する地域    （H21  36,000 円/㎡ ▲5.3％） 

3 位（市川三郷（県）-5）市川大門町字新町西 1915 番 1 39,900 円/㎡ ▲6.3％ ----    

※農地が残る中に、既存、新興の住宅が混在する地域  （H21  42,600 円/㎡    ▲▲▲▲4.5％） 



４４４４        商業地商業地商業地商業地のののの状況状況状況状況    

 

（（（（１１１１））））    価格上位価格上位価格上位価格上位地点地点地点地点 

    

（（（（２２２２））））    変動率変動率変動率変動率（（（（マイナスマイナスマイナスマイナス））））上位上位上位上位地点地点地点地点    

H22（富士川（県）5-2）は、H21（鰍沢（県）5-1）と同じ地点。 

    

（（（（３３３３））））    商業地商業地商業地商業地（（（（４４４４４４４４地点地点地点地点））））のののの変動率変動率変動率変動率    （４７地点の内、本年度選定替３地点を除く） 

○ 平均変動率▲3.4％。18 年連続の下落。下落幅も 2 年連続で拡大。 

○ ４４地点すべてがマイナスで横ばい地点もなし。 

 

商業地平均変動率商業地平均変動率商業地平均変動率商業地平均変動率のののの推移推移推移推移    

    平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率（％）（％）（％）（％）    

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ４４４４．．．．９９９９    

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ３３３３．．．．１１１１    

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ２２２２．．．．６６６６    

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ３３３３．．．．１１１１    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ３３３３．．．．４４４４    

    

（（（（４４４４））））    要因要因要因要因    

①店舗やオフィスの空き室率の増加。 

②小規模店舗を主体とする商業地の多くでは、投資材料に目新しいものが見られず 

停滞感がある。             等が考えられる。 

    

    

商業地（４７地点）の価格上位３地点 「昨年の順位」 

１位（甲府（県）5-4）  丸の内２丁目 542 番外   214,000 円/㎡ ▲2.7％ ｢１位｣ 

※甲府市役所西  ｢甲府第一生命ビル｣      （H21 220,000 円/㎡ ▲2.2％） 

２位（甲府（県）5-5）  中央１丁目 165 番外    117,000 円/㎡ ▲4.9％ ｢２位｣ 

※岡島百貨店南  ｢洋装きぬや｣         （H21 123,000 円/㎡ ▲6.8％） 

３位（上野原（県）5-1）上野原字仲新町 1607 番 2  94,500 円/㎡ ▲2.8％ ｢３位｣ 

※国道２０号線沿い｢喜志化粧品店｣        （H21   97,200円/㎡ ▲ 2.4％） 

商業地（４４地点）の価格変動率（マイナス）上位３地点 「昨年の順位」 

１位（富士川（県）5-2） 鰍沢字八幡 1734 番 1   38,500 円/㎡ ▲6.6％ 「２位」 

※国道 52 号沿い「大森サイクル」            （H21 41,200 円/㎡ ▲5.7％） 

２位（身延（県）5-1） 下部字上ノ山 964 番      24,600 円/㎡ ▲6.1％ ｢４位｣ 

※下部温泉「橋本屋旅館」          （H21  26,200 円/㎡ ▲5.4％） 

３位（笛吹（県）5-3）石和町川中島字宮ﾉ東 409 番 2外   

 52,200 円/㎡ ▲5.6％ 
｢１７位｣ 

※石和温泉「ホテルくにたち」            （H21  55,300 円/㎡ ▲3.5％） 



    

５５５５    市町村別市町村別市町村別市町村別のののの状況状況状況状況    

    

（（（（住宅地住宅地住宅地住宅地））））    

○○○○平均価格上位平均価格上位平均価格上位平均価格上位    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度      平成２１年度     

    １位 昭和町    ５４５４５４５４，，，，１００１００１００１００円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡ （ ５４，６００円／㎡・１位） 

    ２位 大月市    ４８４８４８４８，，，，６００６００６００６００円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡ （ ５０，０００円／㎡・２位） 

３位 甲府市    ４７４７４７４７，，，，６００６００６００６００円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡ （ ４８，８００円／㎡・３位） 

     ○○○○平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率（（（（マイナスマイナスマイナスマイナス）（）（）（）（住宅地住宅地住宅地住宅地））））    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度      平成２１年度     

    １位 富士川町     ▲▲▲▲４４４４．．．．６６６６％％％％   （ ▲５．１％・１位 増穂町） 

（ ▲４．１％・３位 鰍沢町） 

    ２位 市川三郷町    ▲▲▲▲４４４４．．．．５５５５％％％％   （ ▲３．６％・７位） 

    ３位 丹波山村     ▲▲▲▲４４４４．．．．４４４４％％％％   （ ▲３．７％・４位） 

３位 道志村      ▲▲▲▲４４４４．．．．４４４４％％％％   （ ▲３．３％・１２位）    

    

（（（（商業地商業地商業地商業地））））        

○○○○平均価格上位平均価格上位平均価格上位平均価格上位    

                平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度      平成２１年度 

１位 甲府市       ９５９５９５９５，，，，８００８００８００８００円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡ （１００，２００円／㎡・１位）  

    ２位 上野原市      ９４９４９４９４，，，，５００５００５００５００円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡ （ ９７，２００円／㎡・２位）     

    ３位 都留市    ８０８０８０８０，，，，８００８００８００８００円円円円／㎡／㎡／㎡／㎡ （ ８３，０００円／㎡・３位）    

        ○○○○平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率（（（（マイナスマイナスマイナスマイナス））））    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度      平成２１年度     

    １位 富士川町     ▲▲▲▲５５５５．．．．７７７７％％％％   （ ▲５．７％・ １位 鰍沢町） 

                        （ ▲５．４％・ ２位 増穂町） 

    ２位 身延町      ▲▲▲▲５５５５．．．．２２２２％％％％   （ ▲５．１％・ ３位） 

    ３位 笛吹市      ▲▲▲▲４４４４．．．．３３３３％％％％   （ ▲３．９％・ ６位） 

    

６６６６        工業地工業地工業地工業地、、、、林地林地林地林地のののの状況状況状況状況    

    工業地工業地工業地工業地（（（（１２１２１２１２地点地点地点地点））））のののの変動率変動率変動率変動率 

○ １２地点すべてがマイナス。 

○ 景気の悪化により企業の投資意欲は低調である。 

工業地平均変動率工業地平均変動率工業地平均変動率工業地平均変動率のののの推移推移推移推移    

    平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率（％）（％）（％）（％）    

平成平成平成平成１８１８１８１８年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ４４４４．．．．２２２２    

平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ２２２２．．．．７７７７    

平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ２２２２．．．．８８８８    

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ３３３３．．．．８８８８    

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    ▲▲▲▲    ４４４４．．．．４４４４    

    

    



    

    

７７７７    全国平均全国平均全国平均全国平均とのとのとのとの比較比較比較比較    

    

（（（（１１１１））））平均価格平均価格平均価格平均価格（（（（全用途全用途全用途全用途、、、、住宅地住宅地住宅地住宅地、、、、商業地商業地商業地商業地））））    

    

平均価格平均価格平均価格平均価格のののの推移推移推移推移                                                                                                    （円／㎡）    

全全全全        用用用用        途途途途    住住住住        宅宅宅宅        地地地地    商商商商        業業業業        地地地地    
 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    平成21年度 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    平成21年度 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    平成21年度 

全全全全            国国国国    112,000112,000112,000112,000    116,600 70,50070,50070,50070,500    72,500 271,300271,300271,300271,300    285,500 

三大都市圏三大都市圏三大都市圏三大都市圏    279,200 279,200 279,200 279,200 293,300 168,800168,800168,800168,800    171,500 684,500684,500684,500684,500    731,600 

地 方地 方地 方地 方    46,70046,70046,70046,700    48,500 34,50034,50034,50034,500    35,600 93,30093,30093,30093,300    97,200 

山 梨 県山 梨 県山 梨 県山 梨 県    

((((全国順位全国順位全国順位全国順位))))    

34,00034,00034,00034,000    

  (37  (37  (37  (37 位位位位））））    

35,000 

 (37 位） 

30,50030,50030,50030,500    

    （（（（31313131 位位位位））））    

31,500 

（31 位） 

55,80055,80055,80055,800    

    （（（（40404040 位位位位））））    

57,500 

（40 位） 

    

    

（（（（２２２２））））平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率（（（（全用途全用途全用途全用途、、、、住宅地住宅地住宅地住宅地、、、、商業地商業地商業地商業地））））    

○ 三大都市圏では、全ての用途で下落幅が大きく縮小。全国でも下落幅が縮小。 

○ 地方では、ほぼ前年並みの下落幅となった。 

○ 山梨県の変動率は、全国平均値と比較すると下落幅は小さい。 

前年度と比べると、若干、下落幅が拡大した。 

（全用途、住宅地、商業地の平均変動率が下落幅 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ拡大） 

 

平均変動率平均変動率平均変動率平均変動率のののの推移推移推移推移                                                                                    （％） 

全全全全        用用用用        途途途途    住住住住        宅宅宅宅        地地地地    商商商商        業業業業        地地地地    
 

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    平成21年度 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    平成21年度 平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度    平成21年度 

全全全全             国国国国        ▲▲▲▲３３３３．．．．７７７７     ▲４．４ ▲▲▲▲３３３３．．．．４４４４    ▲４．０ ▲▲▲▲４４４４．．．．６６６６    ▲５．９ 

三 大 都 市 圏三 大 都 市 圏三 大 都 市 圏三 大 都 市 圏    ▲▲▲▲３３３３．．．．２２２２    ▲６．１ ▲▲▲▲２２２２．．．．９９９９    ▲５．６ ▲▲▲▲４４４４．．．．２２２２    ▲８．２ 

地 方地 方地 方地 方        ▲▲▲▲３３３３．．．．９９９９     ▲３．８ ▲▲▲▲３３３３．．．．６６６６    ▲３．４ ▲▲▲▲４４４４．．．．８８８８    ▲４．９ 

山 梨 県山 梨 県山 梨 県山 梨 県    

（（（（全国順位全国順位全国順位全国順位））））    

    ▲▲▲▲３３３３．．．．２２２２    

    （（（（12121212 位位位位））））    

 ▲２．９ 

 （8 位） 

▲▲▲▲３３３３．．．．００００    

    （（（（15151515 位位位位））））    

▲２．７ 

 （10 位） 

▲▲▲▲３３３３．．．．４４４４    

    （（（（7777 位位位位））））    

▲３．１ 

 （3 位） 

    

※三大都市圏とは、東京圏(首都圏整備法)・大阪圏(近畿圏整備法)・名古屋圏(中部圏開発整備法)によ

る。 

※地方とは、三大都市圏以外の地域。 

    

    

    

    

    

 

 


