
公示地価及び変動率

大字平澤字中谷121番2
（平沢49-1街区3）

13,500 -0.7%

単位：円/㎡

比企郡嵐山町

比企郡小川町

比企郡川島町

60,600 0.0%

33,600 -1.2%

単位：円/㎡

令和3年 変動率

40,100 -0.5%

44,700 -0.4%

43,200 -0.5%

令和3年 変動率

33,200 -0.9%

26,300 -0.8%

32,200 -0.6%

32,300 -0.9%

24,500 -1.2%

27,400 -0.4%

15,700 -1.3%

16,600 -1.8%

令和3年 変動率

45,400 0.0%

14,900 0.0%

44,600 -0.2%

38,400 -0.5%

40,800 -1.2%

単位：円/㎡

33,400 -1.2%

平成30年 変動率

44,900 -0.4%

39,400 -1.3%

42,500 -1.6%

45,500 -0.7%

43,800 -0.7%

13,800 -0.7%

平成30年 変動率

40,700 -0.7%

62,500 -1.3%

35,300 -1.1%

平成30年 変動率

46,000 -1.9%

15,000 0.0%15,000 -0.7%

39,900 -1.5%

46,900 -1.1%

変動率

43,200 -1.1%

-0.9%

－ 5 大字志賀字我田分316番35

45,100

－ 4 大字川島字天沼1875番14

－ 3

－ 2 大字大蔵字堀ノ内587番1

嵐 山 － 1 大字菅谷字東原249番46

平成29年番 号 所 在

番 号 所 在

埼玉小川 － 1 大字小川字神明川原304番1

－ 2 大字青山字大沢462番3

－ 3 みどりが丘5丁目12番14

－ 4 大字大塚字蟹沢736番4

－ 5 大字腰越字北早道247番2

－ 6 東小川2丁目4番4

－ 7 大字青山字根木1342番

－ 8 大字飯田字番場229番3

5 － 1 大字大塚字大塚宿76番8

5 － 2 大字大塚字上宿161番3

番 号 所 在

埼玉川島 － 1 大字中山字中廓1179番9

－ 2 八幡3丁目6番18

－ 3 大字上伊草字中井1467番1

－ 4 大字上大屋敷字蔵前186番1

-1.4%

16,200 -1.2%

27,900 -1.1%

34,100 -0.9%

27,000 -1.1%

32,800 -0.9%

16,100 -0.6%

17,500 -1.7%

変動率

41,000 -1.0%

平成29年 変動率

34,400 -0.9%

27,300 -0.7%

33,100 -0.9%

33,800 -1.2%

25,700 -0.8%

28,200

45,800 -1.1%

44,100 -1.1%

13,900 -0.7%

平成29年

平成31年 変動率

33,800 -0.9%

26,700 -1.1%

32,500

17,800 -1.7%

63,300 -1.2%

35,700 -1.1%

25,400 -1.2%

-0.9%

33,000 -1.2%

25,100 -1.2%

27,600 -1.1%

16,000 -0.6%

17,200 -1.7%

61,700 -1.3%

34,700 -1.7%

平成31年 変動率

40,500 -0.5%

45,200 -0.7%

43,600 -0.5%

13,700 -0.7%

平成31年 変動率

45,600 -0.9%

14,900 -0.7%

44,800 -0.2%

39,000 -1.0%

41,900 -1.4%

27,500 -0.4%

15,900 -0.6%

16,900 -1.7%

令和2年 変動率

45,400 -0.4%

14,900 0.0%

44,700 -0.2%

38,600 -1.0%

41,300 -1.4%

令和2年 変動率

33,500 -0.9%

26,500 -0.7%

13,600 -0.7%

60,600 -1.8%

34,000 -2.0%

令和2年 変動率

40,300 -0.5%

44,900 -0.7%

43,400 -0.5%

32,400 -0.3%

32,600 -1.2%

24,800 -1.2%
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