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○事務局  大変お待たせをいたしました。定刻やや少し前ではございますが、皆様お揃

いでございますので、ただ今から、平成 28 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、ご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。それでは、開会にあたりまして、稲野邉会長よりご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。 

○稲野邉会長  本日はご多忙の折、皆様方には平成 28 年度第 1回東京都土地評価協議会

にご出席いただきまして誠にありがとうございます。東京都土地評価協議会の会長を務め

ております稲野邉でございます。会議を始めるに際しまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

今年の春に日銀のマイナス金利の導入がありましたが、円安の一服感、あるいは訪日旅

行客は大幅に増えてはいますが、爆買い傾向が止まったということ、あるいは景気や株価

は様子見といった感があります。地価はマイナス金利を反映いたしまして、上昇傾向にあ

り、都内の土地価格も一部を除き継続して上昇傾向にあります。一方でマンションにつき

ましては、工事費の上昇等により価格がかなり上がったことで、契約率も多少下がり気味

の気配があり、新興国経済の減退傾向にあることの問題、あるいはイギリスの EU離脱問題、

それからただ今ちょうど開票の真っ最中ですが、アメリカ大統領選挙の結果を受けて来年

の 1 月以降どのような政権が発足するか、こういったようなことで今後、世界経済の動向

におきましては懸案事項が山積みの状態です。 

地価調査に基づく基準地価格によれば、都内の地価は引き続き上昇傾向にあるようです。

地区によっては下落傾向を示す地点がなくもありませんが、全体としてはほぼ上昇傾向に

あるとのお話があります。本日の会議ではそういった最近の地価動向をどう反映させるか、

十分に協議していただければと思います。固定資産税は、地方税の基幹をなす税目ですが、

その基礎となる地価の動向について納税者は敏感に反応いたします。既に、平成 30 年基準

年度の評価作業が始まっておりますが、各委員におかれましては、本年度、あるいは昨年

度の時点修正作業に基づく地価の状況につきまして十分なご協議をお願いいただきまして

私の挨拶とかえさせていただきます。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。続きまして、本協議会の事務局長であります、総

務局担当部長の末村より、ご挨拶申し上げます。 

○末村事務局長  おはようございます。本協議会の事務局長を仰せつかっております、

末村と申します。本日、委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にあ

りがとうございます。 

平成 28 年度第 1回東京都土地評価協議会の開催にあたり、一言ご挨拶をさせていただき

ます。委員の皆様、特に不動産鑑定士の委員の皆様におかれましては、日頃より東京都並

びに市町村の税務行政に関しまして多大なるご理解とご協力を賜りまして誠にありがとう

ございます。この場をお借り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ご努力により、公的土地評価価格との均
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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。

本日は、主に「平成 28 年 7 月 1日時点における基準宅地の鑑定評価価格」につきましてご

協議いただくこととなっております。平成 28 年度の東京都基準地価格によりますと、区部

を中心に価格の上昇が続いていますが、逆に多摩地域では下落が続く地域があるなど同じ

東京の中でも様々な状況があると認識しております。つきましては、皆様から忌憚のない

ご意見を頂戴いたしまして、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、ご挨拶とさせていた

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  続きまして、ここで本日の配付資料の確認をさせていただきます。まず、平

成 28 年度第 1 回東京都土地評価協議会次第、続いて座席表、続いて平成 28 年度第 1 回土

地評価協議会資料、不足の資料等ありますでしょうか。 

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

ご紹介をさせていただきます。東京都土地評価協議会委員名簿をご覧ください。新たに委

員になられました方々を、名簿の順にご紹介させていただきますので、恐縮ではございま

すが、お名前をお呼びしましたら、お立ちいただければと存じます。 

まず始めに、国税関係の委員をご紹介させていただきます。東京国税局課税第一部資産

評価官の小原委員でございます。次に、市町村代表の委員をご紹介させていただきます。

始めに、第一分科会を代表いたしまして、町田市財務部資産税課長の荻野委員でございま

す。次に、第二分科会を代表いたしまして、福生市市民部課税課長の田村委員でございま

すが、本日公務のため欠席となります。次に、第二分科会の町村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。次に、第三分科会を代表いたしまして、武

蔵野市財務部資産税課長の今井委員でございます。次に、第四分科会を代表いたしまして、

小平市市民部税務課長の深谷委員でございます。新任委員のご紹介は、以上でございます。 

 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。 

○稲野邉会長  それでは、本日の議事に入ります。本日は、議題の 1「平成 28 年度又は

平成 29 年度における土地の価格の修正について」において、ご意見を伺った後に、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ご協議いただきたいと思います。では、議題の 1「平成 28 年

度又は平成 29 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  恐れ入りますが、着座に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、昨年 6 月 25 日に開催された地方財政審議会第 31 回固定資産評価

分科会の資料を抜粋したものを載せております。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ます。平成 27 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
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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。平成 28 年度又は平成 29 年度においても、平成 27 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、7月 1日付総務省告示第 236 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ページをご覧ください。「修正基準」の概要を載せております。平成 26 年 1 月 

1 日を価格調査基準日として、ここから平成 26 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 27 年度価格となります。平成 27 年 7

月 1日時点の価格がこの平成 27 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 27 年度価格に乗じ、平成 28 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、平成 29 年度価格の修

正においても、平成 28 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 ページから 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ページ、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。「平成 28 年度又は平成 29 年度における土地の価格の修正について」につきましては、

以上になります。 

○稲野邉会長  只今の事務局の説明につきまして、何かご意見等がございましたら、ご

発言をお願い致します。ございませんでしょうか。ないようですので次に進ませていただ

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、評価替え年度における鑑定評価価格及び時点修正率

につきまして、ご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平成 28 年 7 月 1日現在の鑑定評価価格(時点修正率)について、ご

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 （概要）「平成 29 年度における下落修正に関する調」については、各市町村及

び特別区の具体的な下落修正の方法、修正予定の単位数及び下落修正実施の理由を用途地

区別に説明した。下落修正実施の理由について、商業地区では、駅から遠く需要の少ない

丘陵地であることが挙げられる。住宅地区及び商業・住宅地区以外の用途地区では、駅か

ら遠く交通の便が悪いことが挙げられる。 

「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)」については、価格

一覧表の構成及び修正率について説明した。 

○稲野邉会長  只今の事務局の説明につきまして、何かご意見等がございましたら、ご

発言をお願い致します。そうしましたら、尾嵜委員、多摩・島しょ地区における基準宅地
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の状況と全体的な地価の状況につきまして、ご意見をいただけませんでしょうか。 

○尾嵜委員  尾嵜と申します。座って説明させていただきます。多摩及び島しょ地区の

ここ 1 年間の価格変動について、簡単に説明をさせていただきます。多摩地域全般で言い

ますと、住宅地及び商業地ともに4年間上昇となったわけですが、住宅地は全体平均で0.6%、

商業地では全体平均で 1.7%の上昇がありました。次に、住宅地と商業地に分けて概略を見

てみますと、住宅地については、上昇率 1 位が武蔵野市 4.3%、2 位が三鷹市 3.1%、3 位が

小金井市 1.9%と中央線沿線で都心に近い高価水準のエリアが上位を占める結果になりまし

た。上昇の原因として、都心回帰や住宅地区のブランド力がある地域での根強い需要によ

るものと考えられます。一方、下落した地域は、居住者の減少、高齢化が進んでおりバス

圏内の地域、丘陵地の急坂の多い地域、土砂災害等の危険性も加わり、下落に転じた評価

地点が前回より増加しました。価格についても大まかに言いますと二極化が進んでいるも

のと思われます。商業地については、より二極化が進んでおりまして、収益力の高い高度

地区、準高度商業地の上昇が商業地全体の上昇力を牽引している状況です。一方で、収益

力が見劣りする商業地は、わずかな上昇にとどまっております。特に多摩地区にあっては、

立川駅前、吉祥寺駅前の繁華な商業地にあっては特に証券化不動産、リート物件ですね、

これがこれまでの地価水準以上の価格、だいたい坪でいうと 3,000 万から 5,000 万での取

引がみられる状況です。景気が不安定な状況にあってもこれらの地域の需要は強く、依然

衰えておりません。一方、繁華性の低い商業地では、店舗の廃業、空き店舗が依然続いて

おり、収益力が安定化に向かっている地域では、最近の近隣の経過もあって地価の割安感

から収益物件を中心に需要が戻りつつあり、普通商業地の地価の下支えとなっております。 

次に、沿線別に地価の状況をご説明いたします。西武沿線に西東京市、清瀬市、東久留

米市、東村山市、小平市、東大和市、武蔵村山市の 7 市があるのですが、住宅地で一番上

昇したのは、都心に一番近い西東京市 1.1%、一番上昇率が少ないのは、都心から一番遠い

武蔵村山市 0.2%で、一般的に都心に近い地域が上昇率が高い状況になっております。次に、

商業地をみてみますと、やはり都心に近い、西東京市と清瀬市の 1.6%の上昇が一番高くて

東大和市、武蔵村山市にいきますと、0.6%、0.7%とだんだん下がっていく状況になってお

ります。 

次に京王、小田急、南武線沿線をみてみますと、調布市、府中市、狛江市、多摩市、町

田市、稲城市 6 市があるわけですが、地域で一番上昇したのは、稲城市の 1.8%、これは駅

周辺の区画整理事業の進展によるものと思われます。次に上昇をしたのは、調布、府中、

町田の駅から徒歩圏の住宅については価格が、非常に強めに推移しておりまして、バス圏

内の地域は弱めになっております。次に、京王、小田急、南部線沿線の商業地につきまし

ては、調布市 2.1%高い上昇率になっているのですが、これは駅周辺の市街地再開発事業に

よるものと考えられます。また稲城市の 1.4%の上昇も駅前の区画整理事業の進展によるも

のと考えられます。 

青梅線に、昭島市、福生市、羽村市、青梅市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村
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の 8 市町村があるわけですが、住宅地でみますと、立川寄りの昭島市、福生市、羽村市が

プラスで、青梅市、あきる野市が▲0.7、▲0.1、瑞穂町 0、日の出町、檜原村はマイナスで

す。青梅線沿線についてみてみますと、西多摩全体に人口減少の傾向があり、また今春、

ダイヤの改正で青梅線の青梅と奥多摩間が減便になったため、地域衰退という負のスパイ

ラルに陥っておりまして、特に大雪や集中豪雨など自然災害への警戒が高まっており、傾

斜地、遠隔地に対する需要減退要因となっている地域は概して高齢化や人口減少が進んで

いるため、需要減退に拍車がかかっている状況です。青梅線沿線で比較的、高いのは、昭

島市、福生市、羽村市です。商業地については、やはり昭島市、福生市、羽村市、立川市

の駅に近いところが、プラスであとは変化ございません。 

最後になりましたが、中央線沿線です。武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、国立

市、立川市、日野市、八王子市ですね、住宅については先ほど申しましたとおり、武蔵野

市、三鷹市、小金井市が、1、2、3の順位でおりますけど、商業地につきましては、一番上

昇したのが、武蔵野市、その次が立川市、三鷹市です。特に、住宅地の値上がりで国分寺、

国立市、立川市、日野市、八王子市の市町村が 0.7%から 0.2%のほんのわずかな上昇にとど

まっております。特に吉祥寺、三鷹駅に近い住宅地には人気があり、強気の取引もみられ

る状況で、マンションも武蔵野駅周辺で 4,000 万から 5,000 万、三鷹駅から吉祥寺駅周辺

で 5,000 万から 8,000 万で 1億を超す物件もみられる状況です。国分寺市につきましては、

特に二極化が進んでおりですね、再開発が進む駅周辺部と他との格差が広がっており、現

在駅前に高層マンションが建設中ですけれども、この第 1 期のマンションの分譲がござい

まして、販売価格が非常に高くて、3.3 ㎡当たり 400 万から 450 万前後ですね、総額で 9,000

万前後となっております。立川駅にあっても、立川駅北口ですね、現在タクロスという地

下 2階、地上 34 階の再開発ビルにおきまして、10 階から上の階が、2年ほど前に分譲マン

ションとして販売されまして、当時は 7,000 万から 8,000 万で分譲され、この秋に完成し

まして、9,000 万前後の価格で販売されています。これらは国分寺駅前の再開発ビルの売値

が大きく影響しているものと思われます。また立川市にあっても、駅から徒歩圏の住宅地

は、非常に高い価格の物件が住宅地でもありまして、㎡当たりで 60 万前後の取引が最近に

なってみられる状況です。次に、商業地につきまして武蔵野市の商業の中心は、吉祥寺駅

の北口エリアです。サンロードのアーケード街を中心に、東急、西友、パルコ、フォック

ス吉祥寺、ヨドバシカメラの商業施設が集結し、平日でも人通りが多く、中核商業地とし

て機能しており、キラリナ京王吉祥寺の開業にともない、南北自由通路が開通し、昨年 10

月にユニクロ吉祥寺、ヤマダ電機が相次いでオープンし、繁華性が増したことで、比較的

活況を呈しております。八王子市の商業地は、京王八王子駅前の一等地については、希少

性、収益性から価格が強気に推移しておりますが、立川市の活況と比較して、八王子市の

状況は引き続き低迷傾向にあり、力強さは感じられておりません。立川市の地価上昇に伴

い八王子市の地価水準は割安感がでており、取引は少なく、本来の商業施設としての需要

がやや低調で、今後も改善の見込みはあまり見込めないものと思われ、現状維持で推移さ
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れるものではないかと思います。最後に、立川市になりましたけれども、立川市は大型商

業施設、昨年 12 月モノレール立飛駅前に敷地面積 155,000 ㎡、そこに店舗面積 154,200 ㎡

の 240 店舗が入ったファッション、雑貨、飲食、エンターテインメントの施設がオープン

いたしました。またイケアの南側の土地約 39,000 ㎡ありますけれども、これを企業が落札

して、2020 年を目指して事務所棟、ホテル棟、文化施設、3 棟で延べ面積 200,000 ㎡の建

物を建築する予定です。また、東側に A-1 地区に、18,000 ㎡の敷地の中に既に立体駐車場

ビル、大型ビルや事務所ビルができておりまして、この秋に病院の棟が完成してオープン

いたします。それから駅西側の先ほどお話しました再開発ビル、タクロスですが、この地

上 3 階から 7 階にキーテナントとしてヤマダ電機が入居していて来週オープンする予定で

す。特に立川市の特徴といたしまして、外国人旅行者の増加に伴って都心のホテルであふ

れた訪日客が郊外で比較的利便性のよい立川駅周辺に流れてきている現状がありまして、

立川市では、シティホテルが 5 つくらいで、あとビジネスホテルが 7 つか 8 つあると思う

のですが、過去の 20 年間で稼働率が 60％から 80%であったものが、現在 80%以上となって

おり、だいたい夜の 8 時をすぎると、外国人姿が多くみられる状況です。また立川市の乗

降客が毎年毎年、増加傾向にありまして、今年の 8 月、駅の西側に、自由通路ができまし

てそこにまた駅の改札口ができ、その反対側がヤマダ電機の正面になっておりまして、第 3

の駅ビルみたいな状況になっております。 

次に、島しょ地域につきましてですが、大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町、

小笠原村ですか、住宅地につきまして、三宅村と八丈町が▲1.4、▲1.0 です。その他の町

村は一応 0 ということで、だいぶ下落率が小さくなりました。大島町は人口減少の高齢化

や産業の衰退に加えて、土砂災害の影響もあって、全般的に不動産業は非常に弱く、小笠

原村は、世界自然遺産登録の影響により、大幅に増加した来島者数もここにきましてだい

ぶ減りましてほぼ落ち着いた状態になっております。島の商業地につきましては大島町は

自転車、マラソン、トライアスロン等の大会が開かれ振興の一助となってはいるのですが、

総じてみると島内人口の減少、事業主の高齢化、インターネット販売の増加により商業系

の需要が非常に軟調になっております。小笠原村については、貸店舗の新規営業、民宿等

の宿泊施設の開業等が見られますが、来島者数の減少傾向がまだ完全に止まったという状

況ではなく、各施設の状況によって集客力、収益力に差がつく状況になっております。 

最後になりましたけれども、基準宅地の状況について簡単に説明させていただきます。

今まで基準宅地につきましては、上位と下位にあまり変化はなかったのですけども、ここ 2

年半、26 年 1 月 1日から 28 年 7 月 1日で、非常に変化がありまして、4位の立川市と武蔵

野市とそれから下位の八王子市、町田市、三鷹市ですね、その差が大きく広がりました。

この広がりが、これからも続くのではないかと思われます。個々に見ていきますと、上位

の立川市と武蔵野市の差がやや広がっております。八王子市と町田市の差は、逆に少し縮

まっております。町田市と三鷹市の間は広がっております。三鷹市と府中市の間は縮まっ

ております。府中市と調布市の間も広がっております。調布市と小金井市の間も差が広が
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っております。小金井市と国分寺市の間もほぼ接近しております。国分寺市と国立市の間

も差が広がっております。このように今までとあまり順位そのものは変わっていませんが、

非常に商業地の二極化が進んでおりまして、これからも相当差が広がると思われます。不

動産市場で、多摩地区は立川市の一人勝ちといわれていますけども、立川市が基準地価格

の最高値が、上昇率が 17.3％%だと思いますが、実際の立川市の状況をちょっとお話します

と、立川市の北口地区で、2 年半で最高に上昇した地点は 26.3%であり、大半の地域は 20%

以上上昇しております。また南口地区につきましては、最高上昇値 23.2%で大半の地域が

20%以上の上昇となっております。簡単ですが、以上です。 

○稲野邉会長  尾嵜委員どうもありがとうございました。続きまして、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、後藤委員、ご意見いただけないでしょうか。 

○後藤委員  特別区の状況について 28年の地価調査の動向を中心にご説明させていただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。基準宅地につきましては商業地の説明の

中でふれさせていただきたいと思います。用途地域ごとに説明をさせていただきます。 

 住宅地の状況でございます。28年地価調査では区部の平均が 2.7%の上昇でございました。

昨年が 2.1%でしたので、やや上昇率が拡大したということになっております。まあ背景と

しては引き続き住宅ローン等の貸し出し金利が低下している、また減税等の政策的な下支

えがある、こういうことを受けて市場は堅調であったということでございます。マンショ

ン、特に高額マンションにつきましても、ここにきて販売価格がかなり上昇しましたので、

高値警戒感というのが出てきておりますけれども、販売価格そのものが低下しているとか、

そういう状況にはまだ至っておりません。むしろマンション素地、われわれが評価してい

る土地の価格ということにつきましては、マンション素地の希少性が一段と高まっており

まして、その用地の獲得競争というのが一段と激化している。その背景でマンション素地

についても引き続き高い取引がみられるという状況になっております。特に高い上昇率で

あった区が、千代田区 10%、中央区 5.5%、港区 4.3%この都心区以外ではですね、目黒区が

6.1%というところが目立っておりました。基準地のすべての地点が上昇したということで

ございます。ただですね、基準地が設定されていないエリアである足立、葛飾、練馬等の、

いわゆるそのバス圏内のエリアは、かなり弱くなっている地域もあると言われております。

そういう意味では都心の大方は上昇傾向ということですけれども、そういう利便性の劣る

一部の地域では、弱い地域も見られているということでございます。 

次に商業地の状況でございます。区部の 28 年地価調査の平均が、4.9%、昨年の地価の調

査が 4.0%でしたので、同じく上昇率が拡大したということでございます。背景としまして

は、事務所需要が引き続き旺盛であると、マンション用地の取得競争の一段の激化、機関

投資家による不動産投資、富裕層による節税目的の収益用不動産の取得、あと都内中心区

を中心に大型プロジェクトが各所で進行しておりますけれども、そういう大型プロジェク

トの完成等に伴う波及効果等が複合的に影響していると考えております。特に上昇率が高

かった区が、中央区が 10.4%、千代田区が 7.3%、渋谷区が 6.6%、港区が 6.4%となっており
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ます。基準宅地が設けられている銀座についてですが、建替え再開発事業が特に目立って

いるエリアでございます。今年の 4 月にオープンしました東急プラザがございます。店の

営業としてはですね、いまいちではないかというお話もありますけれども、有楽町エリア

に新しいスポットが誕生したという意味ではやはり地域全体ではプラス効果になっている

と考えております。来年の 4 月にはですね、いよいよ松坂屋跡地の開発が終わりオープン

の予定ということになっております。ここのテナントリーシングがほぼ終わったというこ

とでございまして、上の階に事務所が設けられるのですけども、この事務所の賃料につい

て、丸の内、大手町の賃料よりは若干低いのですけれども、日本橋、京橋の事務所よりは

若干高めということでかなり高い賃料設定が予定されているようでございます。その中間

層の店舗についても、かなり強気の賃料設定がされているようでございます。あとこの夏

にオープンしましたサッポロの銀座プレイスですね、ここには日産自動車、ソニーがテナ

ントショップということで入居しておりまして、相当数の集客を集めているという形です。

銀座エリアについては、急速なスピードで街の更新が進んでおります。湾岸に近いという

ことでオリンピック効果も相当期待されておりましてホテルの建築、建替えというのが、

相当数みられることで銀座エリア全体が非常に活性化しているという状況でございます。

このような状況を受けまして、特に今年、中央通り沿いであるとか、その背後で、いわゆ

る坪 1 万円を超えるような取引が断続的に続いております。こういう背景で地価はかなり

高い上昇を示してきたということでございます。だいたい 20%から 30%弱くらいの上昇とい

うことになっておりますが、これは、いまも伸び率こそ小さくなってはいると思いますけ

れども、この影響は今でも止まっていないという状況でございます。ただ入居しているテ

ナントの営業状況はですね、かなり厳しいのではないかと家賃はかなり高いので、それに

見合うだけの売り上げは上がっているのか、というような専門のところからはそういう声

も聞かれますけれども、まあ必ずしも銀座で収支を合わせるという視点でのみ出店してい

るテナントだけではございませんので、勢いは止まっていないという状況だと考えており

ます。これは基準宅地の状況でということでご理解いただければと思います。 

 その他都内で、高い上昇が目立っているエリアについてでございます。表参道、南青山

については、今回基準地については、選定替えしたということもございまして、上昇率と

いうことでは把握されておりませんが、水準的にはかなり高いところにきていると考えて

おります。選定替えされたところでは基準地価格も相当高い価格がついてきております。

次に虎ノ門、新橋は、環状二号線の開発が進んでいるということで虎ノ門駅近くの日比谷

線に、新しい駅が作られる予定で、それに伴って周辺が、大きく再開発されていくという

状況にございます。このような状況をふまえて、この周辺地域は高い上昇になっておりま

す。おおよそ 10%から 15%の上昇ということになっております。品川、田町でございますが、

リニア新幹線の品川駅が設置されるということもございますし、品川駅と田町駅間に新し

い駅が造られる予定です。それに伴って操車場跡地に大規模な開発が予定されているとい

うことを背景に、15%前後の上昇になっております。あと六本木エリアは、ホテルの開発が
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相当数予定されておりまして、こういう再開発に伴う建築という見通しの中で高い上昇に

なっておりまして、10%くらいの上昇になっております。その他、新宿三丁目、ここはまあ

もともと、量的には日本随一の商業ポテンシャルエリアということでありまして、コマ劇

場跡地の開発が終了しましたし、JR 新宿ミライナタワーですか、それとバスタ新宿という

形で、周辺の開発が進んでおり、それを受けて 15%程度の上昇ということになっております。

渋谷につきましては、もともと人気のエリアでありますけれども、事務所の供給が少ない

ということもあって比較的高い家賃、低い空室率という状況が続いております。今後再開

発がどんどん進んでいくということもございますので、10%程度の上昇ということが予定さ

れております。池袋につきましても随時開発が進んでおりましてそれに伴って最高値は、

10%弱くらいの上昇見込みという状況になっております。 

次に工業地ということでございます。物流施設ということが最近話題になっております

し、新たな流通革命ということを受けて、強い需要が続いているという状況にございます。

そういう物流施設用地について、高い上昇が見込まれるという影響もあって、28 年地価調

査ではですね、平均で 4.4%の上昇でございました。昨年は 2.3%ですから、上昇率が拡大し

たという状況でございます。特に大田の地点で、高い上昇がみられた状況でございました。

特別区については以上でございます。 

○稲野邉会長  後藤委員どうもありがとうございました。他の委員からもご意見いただ

きたいと思います。他にご意見等はございませんでしょうか。ありましたら挙手にてご質

問いただければと思います。 

ご意見がないようですので、本日ご協議いただいた、「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。 

それではそのような結論にしたいと思います。本日予定しておりました議事については

以上となりますが、この際ご発言等がありましたら伺いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○高野委員 ご説明いただいた資料を元に、10 ページの「平成 28 年度における下落修正の

関する調」の商業地区ですけども、日野市及び青梅市が下落修正の実施する予定と伺って

おりますが、13,14 ページの基準宅地の価格一覧や、最高資料としてつけていただいており

ます 19 ページの地価調査基準地価格の対前年度変動率を見ますと、商業地は下落していな

いようですが、下落修正を行うのはなぜでしょうか。理由をお聞かせいただければと思い

ます。あくまで、基準地価格の対前年度変動率は平均値であるため、そのまま当てはめる

事はできないと思われますが。 

○事務局  日野市は東西に浅川が流れており、その北側は現在区画整理進行中であるた 

め、地価も上昇傾向ですが、川南側は丘陵地が多く需要が少ないため全体的に下落傾向で 

す。当該地点は中でも最寄駅（京王線高幡不動駅）から 2㎞以上離れ、丘陵地の頂上付近 

に位置する百草団地内の商店街であるため、需要がなく▲0.8％の下落となっています。 
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青梅市の当該地点は、近接した地価調査基準地（▲0.7%）を反映して下落となっていま 

す。理由として、駅前商店街の地域的な衰退が挙げられます。 

○稲野邉会長  事務局どうもありがとうございます。たぶん今言ったように個別の地点で

かなり違いがあって、特に一つの団地の中で需要が減退している状況等が見られたというこ

とで、特定の地点で下落という判断があったようです。 

これにつきまして他の委員からご質問・ご意見等ございますか。事務局の説明でよろしい

でしょうか。そうしましたら他に何かご意見・ご発言等ございましたらお伺いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。特にないようですので、事務局にお返しします。 

○事務局  どうもありがとうございました。来年 3月には委員皆様の改選時期を迎えます。

2期6年にわたり会長を務めていただきました稲野邉会長には最後の協議会ということにな

ります。つきましては会長一言お願いできますでしょうか。 

○稲野邉会長  本日はお忙しいところ、各委員におかれましては熱心に協議していただき

誠にありがとうございます。最後に事務局の方よりご案内がございましたとおり、本日の会

議をもって平成 27 基準年度におきます東京都土地評価協議会は事実上終了することになり

ます。私は平成 24 基準年度及び平成 27 基準年度の 6年間にわたりまして当協議会の会長を

務めさせていただきました。浅学菲才ではございますが、皆様方のご協力をもちまして無事

任務を終了し、こうして退任の挨拶をできることとなり厚く御礼申し上げます。いま思い返

すと最初の平成 24 基準年度の 1回目の協議会というのはちょうど固定の基準年度の評価が

終わった後だったのですが、3月 11 日の東日本大震災があった直後にこの協議会が予定さ

れておりまして残念ながらその会議が延期、もしくは流れてしまった時期になりました。た

だあのときも評価員の皆様方にはきちんとした鑑定書をご提出いただきまして、当然その後、

時点修正等で地震の影響もみて 24 年度の固定資産税の課税は行われたというそういう経緯

があったと思います。あの頃はまだ下落傾向にあったわけですが、今はこうして逆に上昇傾

向にありまして上昇傾向にあるときは当然納税者の方々が固定資産税の課税額をみて前よ

り上がっているとなぜ上がっているのかと言う方が多々出てきますので、評価員におかれま

してはより慎重な評価が必要となってくると思います。そんなことも思いながら、今回の基

準年度の会議は終了させていただきたいと思います。最後に皆様のますますのご活躍を祈念

いたしまして私の退任の挨拶とさせていただきたいと思います。本当にありがとうございま

した。 

○事務局  それでは、以上をもちまして平成 28 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、ご出席いただきまして、誠にありがとうございま

した。 

午前 11 時 40 分閉会 

 

 


