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○事務局  大変お待たせをいたしました。只今から、平成 29 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、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。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。本日の会議は、議題（２）まで公開とさせていただきま

すので、ご了承ください。それでは、開会にあたりまして、吉村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。 

 

○吉村会長  おはようございます。吉村真行でございます。東京都不動産鑑定士協会の

会長で、東京都代表鑑定員ということで本協議会の会長を務めさせていただきます。本日

はお忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。固定資産鑑定評価に

係る業務につきましては、納税に直結する大変重要な業務でございますので、限られた時

間でございますが、十分な情報交換、意見交換をしていただければと思います。それでは、

どうぞ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、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、ご多用中のところご出席をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。平成 29 年度東京都土地評価協議会の開催にあたり、一言ご挨拶を

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ご理解とご協力をいただき、この場をお借りしまして、厚く御

礼申し上げます。さて、本日は、前回ご協議いただきました平成 29 年１月１日時点の「平

成 30 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、「平成 29

年７月１日まで半年間の時点修正率」につきまして、ご協議をお願いいたします。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。平成

30 基準年度の評価替えにおきましても、引き続き「７割評価」を実施することとされてい

ることから、本協議会において、鑑定評価価格等の必要な調整をお願い申し上げるところ

です。平成 29 年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、多摩地区では下落が続く地域があるなど東京都の中でも様々な状況にあります。つ

きましては、皆様から忌憚のないご意見をいただき、十分な情報交換により各団体間の価

格の均衡が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  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。平成 29 年



度東京都土地評価協議会次第、座席表、平成 29 年度東京都土地評価協議会資料、全 24 ペ

ージでございますが、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ご紹介をさせていただきます。お手元の「平成 29

年度東京都土地評価協議会資料」の最終 24 ページにございます、「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

資産評価官の犬丸委員でございます。次に、市町村代表の委員をご紹介させていただきま

す。初めに、第一分科会を代表いたしまして、日野市市民部資産税課長の鈴木委員でござ

います。次に、第二分科会を代表いたしまして、東大和市市民部課税課長の真野委員でご

ざいます。次に、第二分科会の町村を代表いたしまして、奥多摩町住民課長の原島委員で

ございます。次に、第三分科会を代表いたしまして、三鷹市市民部資産税課長の土合委員

でございますが、本日は公務のため欠席となります。次に、第四分科会を代表いたしまし

て、西東京市市民部資産税課長の武田委員でございます。続きまして、東京都の委員をご

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永易委員でございます。

主税局資産税部固定資産評価課長の星野委員でございます。最後に、総務局行政部市町村

課長の神永でございます。 

 

○事務局  委員のご紹介は、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

価課長の高野委員が、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。 

 

○吉村会長  副会長の選出とのことですが、引き続き、主税局資産税部固定資産評価課

長ということで、今回新たに委員になられました星野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） 

 

では、星野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。 

 

○事務局  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。 

 

○吉村会長  それでは、本日の議事に入ります。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  資料の２ページをご覧ください。こちらには、９月 27 日に開催された地方

財政審議会第 34 回固定資産評価分科会の概要を載せております。平成 30 年度の評価替え

にあたりまして、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、９月 27 日に地方財政審議会第 34 回固定資産評価分科会に付議して意見を聴いたうえ

で、翌 28 日から 10 月 27 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、平成 30 年度評価替えに

おいては平成 29 年１月１日を価格調査基準日と定めておりますが、平成 29 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。 

 

○吉村会長  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

言をお願いいたします。よろしいでしょうか。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、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局  資料の５ページには、９月 27 日に開催されました地方財政審議会第 34 回固

定資産評価分科会の報告資料の一部を載せております。こちらは、指定市における基準宅

地の路線価一覧でございます。これにつきましては、９月 27 日に開催されました地財審

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、表のつくりからご説明させていただきます。Ａ欄は、30 年度の固定資産税路線価（29

年１月１日現在）、Ｂ欄は、27 年度の固定資産税路線価（26 年１月１日現在）、その右隣

りは、26 年１月１日から 29 年１月１日までの３年間の変動率、Ｃ欄は、各基準宅地に係

る 29 年１月１日の鑑定評価額、その右隣りは、この鑑定評価額に対する 30 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。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 29 団体が上昇となっておりま

す。前回 24 年度から 27 年度の３年間では 47 都道府県のうち 13 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 15 団体、

全体の約 32％が依然として下落しているという結果になっています。「全国指定市の基準

宅地の状況」につきましては、以上になります。 

 

○吉村会長  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

言をお願いいたします。それでは、次の議題より、平成 30 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、ご協議いただきたいと思います。それでは、事務局より説明をお願いします。 



 

○事務局  既に 29 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、29 年１

月１日から 29 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、ご協議いた

だきたいと思います。先程、事務局から説明がありましたが、現時点では、評価基準の改

正が案の段階になっておりますので、今後説明いたします資料の下落修正率等については、

予定数値ということでご理解いただければと思います。 

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、

ご説明させていただきます。資料の７ページから９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ご理解いただきますようお願いいたします。また今回の資料に

基準宅地以外の標準宅地について、時点修正実施予定地域の地点数や価格傾向を検討でき

るように、「29．１．１から 29．７．１まで半年間の価格変動率」を記載いたしました。

「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、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です。後ほどご説明いたします、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平成29年東京都地価調査の結果にも示されているとおり、

景気回復基調などを背景に、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

及び全用途において、いずれも上昇率が拡大しました。ただし、一部の多摩地域において

下落している地点も見られ、昨年度は島しょ９団体を除く全団体のうち 12 団体が下落修

正を予定しておりましたが、今年度も島しょ９団体を除く全団体のうち 12 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、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、29 年度には２団体が

下落修正を行いましたが、30 年度も２団体が下落修正を予定しております。下落修正予定

単位数は、府中市及び日野市の計２地点であり、平均下落率は、府中市▲0.9%、日野市▲

0.4%となっております。修正理由は、府中市が「地価調査基準地価格を反映」、日野市が

「駅から遠く需要の少ない丘陵地」のためです。また「平均変動率」でございますが、こ

れは先ほどご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、参考値としてご覧ください。最も高かった

のは、立川市の 2．2％で、三鷹市 2．1％、武蔵野市の 1．9％、がこれに続いています。

上昇率が高い要因として、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、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、29 年度には 11 団体が下落修正を行いました。

30 年度においては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、

307 地点であり、平均下落率の全体の平均は▲0.5％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、武蔵野市の 1．8％で、三鷹市の 1．5％、国分寺市 1．1％、がこれに続いていま

す。これらの市は、多摩地区住宅地区の基準地価の上位となっております。上昇率が高い

要因として、都心近接の利便性と住環境の良さから、住宅需要が高まっていること等が挙

げられます。最後に、９ページをご覧ください。こちらは、商業・住宅地区以外の用途地

区になります。これにつきましては、29 年度には７団体が下落修正を行いましたが、30

年度は８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、244 地点で

あり、平均下落率は▲0.6％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が主な下落理由となっております。 

次に、10 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、表のつくりからご説明させていただきます。Ａ欄は、29 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、29 年１月１日現在の路線価等見込額、Ｄ欄は、29

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、今回ご協議いただきます 29 年１月１日から 29 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、0．0％から▲0.8％となっておりま

す。前回（27 年度）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３団体（東久留米市、檜原村、奥多摩町）でしたが、今回の評

価替えでは２団体（檜原村、奥多摩町）となっており、下落修正を実施する団体は減少し

ております。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平成 29 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ご留意ください。またＧ欄からＫ欄につきまして、平

成 27 基準年度路線価等との変動率を記載してございます。なお、国分寺市につきまして

は、再開発により新たな基準宅地に係る路線価が付設されているため、平成 27 基準年度

路線価が存在しないことから、変動率を記載しておりません。なお、Ｌ欄以降は、平成 29

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 11 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 12 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

による順位の変動は、ございませんでした。次に、13 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、14 ページは、各団体の基準宅地の路線価の 26 年７月１日



から 29 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、15 ページ以降に

は、平成 29 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。 

 

○吉村会長  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

言をお願いいたします。よろしいでしょうか。高橋正治委員、多摩・島しょ地区における

基準宅地の状況について、ご意見をいただけませんでしょうか。 

 

○高橋委員  委員の高橋です、よろしくお願いします。半年間なので、前回３月に開催

した地点とそんなに変わりはないという状況ですが、概略だけ少しお話しますと、区部の

お話から入りますが、都心中心３区が結構勢いがよくて、それが今回、夏くらいまでは周

辺区に多少波及をしていって、これもオリンピックの開催に向かって旺盛な開発事業、投

資マネー等の集中ということで周辺区まで多少広がってきています。したがって都心部は、

需要が強くて、強めの地価上昇が周辺区にも波及してきている状況です。それに対して多

摩地区は、基本的にはやはり中心圏域で堅調なプラス基調の動きがあるということで、多

少弱含みながらプラス傾向にあります。用途別の状況について、まず商業地ですが、立川、

吉祥寺、八王子、町田駅前等のターミナル圏域は、商業集積性が高いので、購買層、お客

さんが多く集まるという商業収益力があるため、都心部の大手資本の参入も期待できる地

域ですので、相対的に、区部ほどいかないのですが、やや強い地価動向になっています。

これに対して一般的な普通商業地域、それから地元の地域密着の近隣商業地域は、立川、

吉祥寺、八王子、町田の駅前に購買層を吸収されているため、商業需給環境が弱いですが、

全体的な状況が堅調に動いていることで、横ばいからわずかなプラス圏です。それから、

住宅地は、多摩地区では、都心からの交通接近、遠い、近いによって地価体系が自然の流

れで大枠が決まっています。その中で、都心に近い地域、いわゆる区部に隣接する武蔵野

市、三鷹市、西東京市とか、都心への玄関口的な場所の方が、相対的に、都心の地価が波

及しているため、多少強い地価動向にあって、あとは自然体で遠くになればなるほど交通

条件を基本とした地価体系となっておりますので、奥多摩町とか檜原村、八王子市の農山

村部、そういったところのいわゆる人口減少化、過疎化、それから、南多摩の中央沿線よ

り南側の神奈川寄りの地域は、大規模開発がされてきたのですが、丘陵地で傾斜地があり、

高齢化や土地の利便性、丘陵地の需要が低くなり、マイナスの状況に入ってきていると思

われます。それから多摩地区の特筆すべき点として、工業地についてふれると、圏央道の

成田方面への全面開通、これが今年の２月末に、開通しましたので、それに伴ってインタ

ーへの道路、交通の利便性のある工業地域の面積の大きい物件等において、物流施設の需

要が強くて地価上昇が顕著にみられました。成田方面、千葉、東京の都心の江東区とか、

こういったところの物流関係は、すでに需要が高まっていたのですが、多摩地区も、今回

そういった取得需要、取得もみられるということで、それなりの値段で、取引をされるこ

とが、この半年間くらいで顕在化してきた特徴的なところかと思います。 

今の点について資料で確認すると、10 頁の基準宅地に係る路線価、こちら先ほど資料の



ご説明ありましたが、真ん中の（参考）価格変動率、29.１．１から 29.７．１この列のと

ころをご覧ください。その左側、時点修正率は、実際に課税するときの実効の時点修正率

であり、下落がある場合には、下落を反映させ、プラスの場合は、反映しないという仕組

みになっておりますので、これを見ても基準地価の価格変動はよくわかりません。そこで、

その左の参考変動率をご覧いただきながら、お話しますと、いま申し上げた駅前の商業地、

基準宅地ですからそれぞれの地域で価格が一番高い場所が、選定されているかと思います。

基本的にはやはり２番目の立川市、３番の武蔵野市、４番の三鷹市、それから 10 番の小

金井市、14 番の国分寺市は、中央線沿線の吉祥寺駅から立川駅の範囲になり、駅前圏の高

い変動率となっております。小金井市及び国分寺市は、ターミナル駅ではありませんが、

いわゆる市街地再開発事業で駅前の地域整理等が進んでいることや国分寺駅は西武線の

乗り入れ駅であること等で準ターミナル的な状況であり、高い変動率になっていると思わ

れます。また６番の府中市は、場所が北口の駅前であるために弱めの変動率になっている

と思われます。また 26 番の西東京市は、隣接の区部の方からの価格需要の影響を受けて

多少強めの状況になっていると思われます。その他の地域は、一般的な駅前でも普通商業

地的なところ、さらには西の方にいくと地域密着型の近隣商業地で、０％に近いようなプ

ラス圏になっております。このように最初にお話した全体的な価格の需要の状況から説明

できますので、今回の適用する時点修正率は、概ね妥当であるとしてご報告いたします。 

 

○吉村会長  高橋委員、ありがとうございました。続いて後藤委員、９月に発表になり

ました平成 29 年都道府県地価調査の全国的な動向を踏まえて、特別区における基準宅地

の状況について、ご意見をいただけませんでしょうか。 

 

○後藤委員  後藤でございます。地価調査の結果を踏まえて内容をお話しできればと思

います。まずは東京の地価調査の状況でございます。住宅地につきましては、区部の昨年

の平均が 2.7％でございましたが、今年は 3.3％ということで平均の上昇率は拡大したと

いうことでございます。高橋先生の方からお話がありましたように、従前、都心区を中心

に、マンション適地を中心に、高い上昇を続けてきて、この流れが周辺区にも広がってき

ているという大きな流れがございます。ただその中でも、最近、特に今年に入ってから状

況が変わってきているところがございます。都心区の高額マンションエリア等につきまし

ては、高値警戒感等から販売価格の伸び悩み傾向がみられ、その流れでデベロッパー等の

マンション適地の購入についても、競争が激しい中で、採算等を見直しながらですね、取

得をしていくという傾向が徐々に強くなってきております。一部の業者には、必ずしもそ

れにとらわれないで、積極的に買うという業者がいるわけですが、購入に関しては慎重な

構えをみせるデベロッパーも増えてきているという状況に変わってきております。そうい

う意味で特に都心区の上昇率については、昨年の７月から今年の７月までの１年間で、前

半と後半に分けると、今年に入っての半年間の上昇率は、かなりブレーキがかかってきて

いるという傾向が見られます。この辺が、今後注意をしていくところかと思っております。

区部の地価調査、住宅地については、すべての地点で上昇したということでございます。



商業地については、昨年度の区部の平均変動率は、4.9％、今年は 5.9％であり、住宅地と

同様に上昇率は拡大しました。やはり高い都心区で上昇を示してきた影響で、上昇傾向が

周辺区まで及んでいるという流れがございます。これも住宅地と同様に都心区のエリアで

は上昇率の鈍化傾向が見られるようになってきております。昨年の７月から今年の７月ま

での１年間でみると、銀座の地点につきましては、年間の上昇率でみると高い伸びを示し

ている結果になっておりますが、昨年の後半と今年の前半を比較すると、今年前半の伸び

率は大きく縮小してきているという傾向がみられます。この背景は、店舗賃料等が急激に

伸びてきた、それに伴って、地価も急激に伸びてきたことに対する警戒感等から一部では

少し様子をみようという流れが出てきているということです。ただ、下がっているのかと

いう話になると、そういうことではなくて、勢いが鈍ってきているということでございま

す。引き続き件数は、減ってはおりますが、1 坪２億円前後という事例も未だにいくつか

散見される状況が続いておりますので、下がっているということではないのですが、伸び

率の勢いが落ちてきた、ということでございます。同じように、丸の内等の事務所につき

ましても再開発等が積極的に行われているというその流れで、大規模オフィスの供給が、

今年、来年、再来年とこの３年間で大きく伸びる予定が見込まれております。その影響で、

丸の内周辺の賃料の伸び率等については、業者によっては比較的厳しい見方をするところ

も増えてきておりまして、そういう影響で、地価についても今年に入ってから伸び率につ

いては、鈍化するという傾向が見られるようになってきております。そういう意味では今

年に入って、その流れが、住宅地につきましても、商業地についても、変わってきている

というところは今後注意していく必要があるだろうと思っております。ただ商業地につき

まして地価調査において全地点で上昇したということになっております。この流れを受け

て、今日議論されている商業地の区部の時点修正率の適用地点がなかったものと理解して

おります。同様に、工業地についても、先ほど高橋先生からお話いただいたように、物流

施設の需要というものが、根強くございまして、比較的高い上昇が区部でも続いています。 

全国の傾向ということでございますが、地価調査につきましては、東京の中心区を中心に、

伸び率が鈍化するという流れに対して、地方の中枢都市につきましては、引き続き高い上

昇が続いているということで、伸び率の加速の度合としては、地方中枢都市の方が目立っ

たという状況になっております。この都心中心区の動きについて、地価公示等の作業過程

でも議論されておりまして、伸び率に対する見方が少し変わってくるのかなと思っており

ます。そういう意味で今年は、少し従前の勢いがあった動きから、流れが変わっている年

になっております。ご議論いただいている内容について裏付けができる状況だと考えてお

ります。以上でございます。 

 

○吉村会長  後藤委員、ありがとうございました。他にご意見等はございませんでしょ

うか。他に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。 

 



（「異議なし」との声） 

 

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、この際、何か発言はございませんか。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。以上をもちまして、「平成 29 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、ご出席いただきまして、

誠にありがとうございました。 


