
基準地価及び変動率

287 -1.0%

単位：円/㎡

児玉郡美里町

秩父郡小鹿野町

秩父郡長瀞町

秩父郡皆野町

12,700 -1.6%

9,200 -1.1%

29,300 -1.7%

単位：円/㎡

令和3年 変動率

14,300 0.0%

18,600 0.0%

11,100 0.0%

12,600 0.0%

11,000 -2.7%

20,400 -1.9%

14,200 -2.7%

30,000 -1.3%

単位：円/㎡

令和3年 変動率

15,000 -1.3%

25,300 -1.2%

8,800 -1.1%

令和3年 変動率

15,100 -1.9%

31,600 -1.3%

23,800 -1.7%

9,800 -2.0%

33,000 -1.8%

単位：円/㎡

令和3年 変動率

20,400 -1.9%

290 -1.0%

12,900 -1.5%

9,300 -1.1%

29,800 -1.7%

令和2年 変動率

14,300 -0.7%

18,600 -1.1%

11,100 -0.9%

12,600 -0.8%

11,300 -2.6%

20,800 -1.9%

14,600 -2.7%

30,400 -1.9%

令和2年 変動率

15,200 -1.3%

25,600 -1.2%

8,900 -1.1%

令和2年 変動率

15,400 -1.9%

32,000 -1.5%

24,200 -1.6%

10,000 -2.9%

33,600 -1.8%

令和2年 変動率

20,800 -1.4%

平成29年 変動率

15,800 -1.3%

26,400 -1.1%

298 -1.0%

19,200 -3.0%

11,400 -0.9%

12,900 -1.5%

31,300 -2.2%

平成29年 変動率

14,800 -2.0%

9,200 -1.1%

13,500 -1.5%

9,600 -1.0%

21,800 -1.8%

15,800 -2.5%

31,600 -1.9%

-2.7%

35,400 -1.7%

平成29年 変動率

21,700 -1.8%

12,200 -2.4%

平成29年 変動率

16,300 -1.8%

33,300 -1.8%

25,400 -1.9%

10,900

5 － 1 大字皆野字上小坂1860番2外

－ 4 大字三沢字ソリ町1589番

－ 3 大字皆野字親鼻2374番2

－ 2 大字皆野字柳畑876番7

皆野 (県 ) － 1 大字大渕字壱貫目290番1外

番 号 所 在

5 － 1 小鹿野字諏訪ノ原472番2

－ 5 両神薄字鳥井2709番1

－ 4 般若字小塚931番2

－ 3 飯田字幅ノ上757番1外

－ 2 小鹿野字北町裏1930番

小鹿野(県) － 1 下小鹿野字南宿後378番3

番 号 所 在

大字長瀞字馬内569番7

大字井戸字岩下900番2

大字本野上字丹生東981番2

番 号

長瀞 (県 )

－

－

所 在

4

1

－

－

2

5 － 大字長瀞字常木806番41

3

大字岩田字小滝687番1外

番 号 所 在

美里 (県 ) － 1 大字駒衣字中435番5

－ 2 大字阿那志字下十条187番1

－ 3 大字猪俣字宮前1522番1

－ 4 大字古郡字中耕地480番1

埼玉 (林 ) － 3 大字円良田字日向山960番

平成30年 変動率

16,000 -1.8%

32,900 -1.2%

25,000 -1.6%

10,600 -2.8%

34,800 -1.7%

平成30年 変動率

21,400 -1.4%

平成30年 変動率

15,600 -1.3%

26,100 -1.1%

9,100 -1.1%

13,300 -1.5%

11,900 11,600 -2.5%

21,200 -1.4%

15,000 -2.6%

9,500 -1.0%

30,600 -2.2%

平成30年 変動率

14,500 -2.0%

19,000 -1.0%

11,300 -0.9%

12,800 -0.8%

295 -1.0%

-2.5%

21,500 -1.4%

15,400 -2.5%

31,200 -1.3%

令和元年 変動率

15,700 -1.9%

32,500 -1.2%

24,600 -1.6%

10,300 -2.8%

34,200 -1.7%

令和元年 変動率

21,100 -1.4%

31,000 -0.6%

293 -0.7%

13,100 -1.5%

9,400 -1.1%

30,300 -1.0%

令和元年 変動率

14,400 -0.7%

18,800 -1.1%

11,200 -0.9%

12,700 -0.8%

令和元年 変動率

15,400 -1.3%

25,900 -0.8%

9,000 -1.1%
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