
㈱R.E.Aヤマギシ事務所

〒910-0001

福井市大願寺2-9-1福井開発ビル7F
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不動産鑑定士　山岸 範之

不動産鑑定士　山岸 亜紀

平 成 ２ ２ 年 都 道 府 県 地 価 調 査 結 果 ま と め

不動産鑑定士は不動産の価格や賃料に関する専門家です。不動産の価格や賃料のことで判ら
ないことや、お悩み事があれば遠慮なくご相談下さい。どんな些細なことでも構いません。

（相談に関しては無料でさせて頂きます。）



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

62,500 -6.6

82,500 -3.8

64,000 -3.0

68,700 -6.1

73,000 -6.4

42,500 -6.6

61,800 -4.3

48,900 -5.6

87,500 -4.2

100,000 -3.8

66,500 -5.0

69,000 -5.7

44,200 -6.0

71,000 -4.1

74,800 -0.4

61,800 -4.9

80,000 -4.8

64,000 -6.6

68,800 -3.9

104,000 -2.8

68,000 -5.6

74,300 -7.1

73,200 -5.5

66,900 -3.0

64,600 -3.0

85,800 -1.9

66,000 -1.5

104,000 -1.9

78,000 -2.5

45,500 -6.2

47,000 -4.1

51,800 -5.0

91,300 -2.1

65,000 -4.4

70,000 -3.6

73,200 -4.9

-3.5

71,600 -3.5

74,000 -3.9

75,100 0.0

107,000 -0.9

72,000 -3.4

80,000 -5.3

84,000 -2.3

68,500

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示

福井市みのり3丁目337番｢みのり3-26-23｣

福井市手寄2丁目210番2｢手寄2-4-9｣

福井市西木田3丁目1408番外｢西木田3-14-3｣

福井市足羽1丁目2203番外｢足羽1-23-5｣

共通地点（福井-6）

共通地点（福井-14）

66,000

福井市経田1丁目602番

福井（県）

福井市高木中央2丁目2811番1 64,000 -3.0

基準地番号

福井市運動公園1丁目3702番

福井市新田塚1丁目3148番｢新田塚1-31-14｣

共通地点（福井-20）

-2.2-2.2

1-

- 2

- 5

- 6

福井（県）

-福井（県） 3

4

8

- 20

- 22

- 21

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

-4.469,000福井市福1丁目2112番

67,500- 23

77,500 -5.5福井市木田町2613番

87,500

-1.5福井市下馬2丁目1602番 67,000

-2.2福井市松本2丁目2713番｢松本2-27-18｣福井（県） - 19

-2.866,600福井市三郎丸町25字東松田1番23

-3.048,500福井市上森田4丁目924番-

-4.880,000福井市町屋2丁目405番外｢町屋2-6-3｣- 16

15 -1.9福井市松本3丁目810番｢松本3-8-14｣ 106,000-

93,30014-

- 13

-1.3福井市田原2丁目1814番｢田原2-28-14｣

49,000- 12 福井市つくし野2丁目603番

- 11 福井市灯明寺2丁目1213番1 77,000

-6.754,500

-3.0

-4.0

- 10 -5.7

-5.668,000

72,600

福井市大島町9字中割55番外

福井（県）

福井（県）

-4.7

- 9

- 75,100福井（県）

-2.8福井（県） - 7

福井（県） 福井市西開発1丁目1105番5外 74,200

71,000 -3.4福井市若杉浜3丁目201番4福井（県）

86,000福井市城東4丁目420番｢城東4-4-3｣福井（県） -

17

- 18

-3.8

74,500 -6.9

-1.7

77,000

-5.1

-0.9108,000

84,500

100,000 -3.8

65,500 -3.7

61,000 -4.7

66,200 -3.8

69,500 -6.5

76,000 -5.0

58,800 -4.9

63,000 -5.3

68,200 -3.9

73,500 -1.7

46,000 -5.9

84,000 -4.0

65,500 -5.1

41,000 -7.2

39,000 -8.2

59,000 -4.5

96,000 -4.0

69,000 -5.5

65,000 -5.4

59,500 -4.8

79,300 -3.9

61,400 -4.1

62,400 -2.5



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

108,000 -6.1

110,000 -7.6

114,000 -6.6

171,000 -6.0

86,600 -7.7

165,000 -6.3

10,200 -3.8

9,250 -3.1

310,000 -4.6

15,000 -6.3

17,500 -6.4

37,000 -5.9

18,200 -3.2

7,900 -2.5

24,900 -6.7

58,000 -3.8

61,700 -4.2

63,000 -4.5

73,000 -5.2

64,000 -4.6

122,000 -6.2

176,000 -5.4

115,000 -5.0

119,000 -4.8

325,000 -

182,000 -4.2

93,800 -5.0

10,600 -4.5

9,550 -1.5

-

-

16,000 -5.9

18,700 -5.1

39,300 -4.1

18,800 -3.1

8,100 -2.4

26,700 -6.3

60,300 -2.7

64,400 -3.0

66,000 -2.4

-3.5

67,100 -5.5

福井市順化2丁目2411番｢順化2-6-18｣

福井市宝永3丁目1516番「宝永3-15-17」

福井市高柳町16字掛割6番6

福井市豊島2丁目904番外｢豊島2-7-4｣

福井市照手1丁目615番｢照手1-6-18｣

福井市市波町23字蔵ﾉ下10番1外

福井市大宮町28字西谷32番1外

福井市大味町38字志屋ﾉ木45番4外

福井市居倉町38字宅地24番

福井市上毘沙門町1字馬正面24番

福井市学園2丁目109番｢学園2-1-20｣

福井市花堂中2丁目2220番外｢花堂中2-22-31｣

平成20年選定替

-2.1

69,500

77,000

66,000 -2.9福井市八ﾂ島町14字町田2番6外 68,000 -2.2

-3.4- 29 67,600

11,100- 福井市山内町17字野向7番

41,000福井市ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ1丁目144番- 35福井（県）

- 31

- 33

-

- 30

-

-

-

-

34

36

1

1

3

4

-5.1

-5.9

- 7

3

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

28,500- 32 -6.3

福井（県） 5 福井市松本3丁目209番｢松本3-2-8｣- 6

5

5 5

-

-

5

98,700 -6.0

福井市大手3丁目410番｢大手3-5-8｣

5

190,0005 2福井（県）

5

福井（県）

福井市中央1丁目2729番｢中央1-4-28｣

9,700 -1.0

-

66,400- 28 福井市花堂北2丁目2571番74｢花堂北2-31-26｣

62,000- 27 福井市加茂河原町21字水深2番8外

71,000- 26 福井市光陽1丁目1818番｢光陽1-18-18｣

福井市大東1丁目804番｢大東1-8-9｣ 79,800- 25

- 24

-6.1

-3.9

-3.1

-

-5.0

-3.5

19,400

19,700

-5.3

121,000

186,000

-6.9

125,000

130,000

-6.1

-4.4

-2.0

8,300 -2.4

17,000福井市在田町5字下一目28番1外 -5.0

-5.3

70,000 -4.1

61,100 -4.5

63,000 -4.5

60,000 -4.8

17,600 -3.3

56,000 -3.4

59,300 -3.9

14,200 -5.3

16,500 -5.7

7,700 -2.5

23,300 -6.4

8,900 -3.8

296,000 -4.5

35,500 -4.1

9,900 -2.9

158,000 -4.2

103,000 -4.6

163,000 -4.7

83,000 -4.2

105,000 -4.5

108,000 -5.3

37福井（県） - 103,000 -- - -

- 38

- - 平成22年新規

福井（県） - - 65,000 -- - - 平成22年新規



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

36,000 -5.5

83,600 -5.0

- -

32,700 -6.6

88,000 -

71,500 -6.8

82,900 -4.7

- -

71,600 -4.8

57,000 -3.7

44,000 -7.0

89,000 -5.3

85,000 -5.6

82,000 -3.6

75,500 -7.2

20,200 -3.8

102,000 -3.8

77,500 -6.1

92,500 -4.9

58,000 -7.9

44,500 -6.3

368,000 -4.4

35,000 -6.4

38,100 -3.1

87,000 -2.2

88,000 -2.2

- -

59,200 -3.0

- -

76,700 -4.1

90,000 -3.2

- -

75,200 -6.0

21,000 -3.7

47,300 -7.3

94,000 -5.5

-

97,300 -2.5

85,100 -3.3

81,400 -4.6

385,000 0.0

106,000 -5.4

82,500 -4.3

63,000 -5.3

47,500 -5.9

福井市開発町1字竹政30番1外(市場周辺57街区6-1外)

福井市二の宮2丁目3105番1外｢二の宮2-31-34｣

福井市江守中町7字定木29番5外

福井市花堂南1丁目1119番外「花堂南1-11-29」

福井市四十谷町3字中割35番1

福井市大和田町20字島田30番(市場周辺土地区画整理
事業 153街区10番)

福井市二の宮5丁目1404番外「二の宮5-14-11」

福井市開発1丁目214番外

福井市東郷二ｹ町36字上町26番外

福井市大手2丁目2002番｢大手2-6-1｣

福井市文京4丁目905番｢文京4-9-33｣

福井市みのり2丁目103番5外｢みのり2-1-5｣

福井市飯塚町8字上平佐130番1

福井市品ｹ瀬町20字縫上ｹ橋3･4番合併2外

福井市八重巻東町17の14番2外

平成21年選定替

平成22年選定替

平成22年新規

平成22年選定替

共通地点（福井5-1）

共通地点（福井5-7）

平成19年選定替

福井市茱崎町2字大門25番2外

9

-3.0

16

- 17

8

-

- 13

-

福井市森行町20字馬除1番22-

-

-

5

5

7

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

7

7

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

39,300福井（県） 10 2

10 1-

7

7

10

8

7 -

-

福井市志比口2丁目408番内｢志比口2-4-8｣

-

80,000

福井（県） - 3

7 - 2

-4.161,000

-5.3

-2.289,000

-

福井（県） 福井市浅水町104字庄境7番7 5

福井（県）

福井（県）

福井（県）

福井（県）

-4.8

5

80,000

99,800

86,200

-

-5.1

-福井市西方2丁目215番「西方2-2-11」

福井（県） -

-3.4

93,000

1

88,000

-5.2

-5.0

-

-5.3福井市文京7丁目1814番｢文京7-18-28｣- 12

福井市毛矢2丁目503番外｢毛矢2-5-3｣11

15

385,000

50,500

5 -

66,500

112,000

福井（県） 5 -

0.0

-5.1

-4.7

福井（県） 7

7 7福井（県）

- 6

-

-

- 10

-

14

95

5

5

5

5

福井市日之出1丁目910番外「日之出1-19-9」

-6.7

-

4

99,500

-5.637,400

85,300

--

-1.1

21,800

90,000

51,000

-3.1

-7.3

53,500 -7.8

41,700 -6.3

73,500 -5.2

89,500 -3.2

352,000 -4.3

99,000 -2.9

19,500 -3.5

41,500 -5.7

78,700 -4.0

70,500 -6.6

79,500 -

69,100 -3.5

84,500 -5.1

81,000 -4.7

68,500 -4.2

78,000 -5.9

55,000 -3.5

84,000 -4.5

31,000 -5.2

34,200 -5.0

79,400 -5.0

74,500 -

福井（県） 5 - 18 - - 155,000 -- - -



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-3.8 -3.5 -4.7 -4.6

-5.1 -4.6 -5.9 -4.8

-3.7 -3.7 -5.1 -4.6

-6.1 -6.2 -7.0 -5.5

-3.0 -3.2 -4.3 -3.6

-6.0 -5.3 -5.3 -5.4

-5.1 -4.8 -5.5 -5.2

67,000 -8.2

13,000 -5.8

68,200 -5.3

72,400 -5.4

88,500 -2.7

25,700 -6.2

66,000 -4.1

70,200 -5.1

42,900 -4.7

54,500 -3.7

49,900 -3.1

55,900 -3.6

37,800 -5.3

47,300 -3.5

22,500 -8.2

22,300 -7.5

91,000 -3.2

73,000 -6.4

13,800 -3.5

74,000 -5.1

72,000 -5.3

76,500 -5.6

51,500 -1.3

27,400 -5.8

68,800 -2.8

49,000 -3.0

45,000 -4.3

56,600 -1.4

24,100 -7.3

58,000 -2.0

39,900 -5.0

24,500 -7.9

敦賀市公文名15号木戸ﾉ上14番5

敦賀市三島町1丁目548番外｢三島町1-5-28｣

福井市藤島町38字天王社2番1外

福井市住宅地平均変動率の推移

福井市商業地平均変動率の推移

敦賀市松島町1127番外｢松島町11-11｣

敦賀市櫛川町2丁目306番1｢櫛川町2-3-9｣

-4.7

3

4

福井市川合鷲塚町15字中宅地45番

敦賀市三島町2丁目1332番外｢三島町2-13-23｣

福井市準工業地平均変動率の推移

福井市調整区域内宅地平均変動率の推移

3

- 1

- 2

7 -

7 - 78,000敦賀市昭和町2丁目20番9｢昭和町2-20-28｣

敦賀市若葉町1丁目1604番

-7.1

1

-9

-3.1

14,300

94,000

敦賀（県）

敦賀（県）

4

5

6

7

1

81,0005 - 3 敦賀市清水町1丁目23番21｢清水町1-23-10-2｣

-6.276,000敦賀市相生町5番2｢相生町5-2｣25

-5.8

-6.0

-1.070,800敦賀市野神40号大坪234番88

78,0005 -

-

-敦賀（県）

敦賀（県）

敦賀（県）

敦賀（県）

敦賀（県）

敦賀（県）

敦賀（県）

-5.5敦賀（県） 敦賀市莇生野41号奥野24番2 29,100-

-1.552,200-

57,400- -1.0

10

10

-

-4.147,000敦賀（県）

59,200

敦賀（県）

-2.950,500敦賀（県）

敦賀市新和町2丁目29番14｢新和町2-29-14｣

-6.0

-2.1

26,000

26,600

福井（県）

42,000

敦賀（県）

敦賀市山泉28号七反田4番27

福井（県）

2

1 敦賀市原23号安堵詰1番1外

-

-

-

-8.6

-7.1

敦賀市住宅地平均変動率の推移

敦賀市商業地平均変動率の推移

敦賀市準工業地平均変動率の推移

54,000 -3.4

21,200 -5.8

21,000 -5.8

40,900 -4.7

52,600 -3.5

35,900 -5.0

45,700 -3.4

64,800 -1.8

66,500 -5.3

49,200 -1.4

24,200 -5.8

86,000 -2.8

62,000 -7.5

64,500 -5.4

68,400 -5.5

12,400 -4.6



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-7.6 -7.6 -8.1 -6.3

-8.8 -6.1 -6.5 -4.2

-4.3 -4.5 -7.0 -6.7

-4.6 -6.9 -7.5 -6.1

-4.1 -6.3 -6.2 -3.8

-5.0 -9.4 -8.8 -7.0

50,000 -8.8

2,050 -4.7

41,000 -9.9

11,500 -2.5

23,000 -8.0

21,900 -9.5

2,150 -4.4

30,800 -9.1

29,400 -9.5

24,500 -7.5

69,700 -7.1

53,500 -5.8

59,500 -7.0

42,500 -8.0

39,900 -8.9

31,000 -8.0

52,500 -7.6

11,800 -1.7

54,800 -9.4

2,250 -2.2

2,150 -2.3

45,500 -10.8

26,500 -8.0

25,000 -8.4

24,200 -9.4

64,000 -4.5

33,900 -8.9

32,500 -9.0

33,700 -7.2

75,000 -6.8

56,800 -5.3

56,800 -7.2

46,200 -7.4

43,800 -8.4

大野市朝日35字石亀7番17

大野市月美町614番｢月美町6-14｣

大野市中荒井町1丁目107番

大野市右近次郎40字大泉24番

大野市137字義景一16番14｢泉町12-33｣

大野市下山7字坂村下ﾀ35番

大野市川合16字ｶﾅｹ13番1内

大野市日の出35番3外｢日吉町19-5｣

小浜市青井10号川東77番5

小浜市小松原3号大西57番

小浜市駅前町19号25番外｢駅前町7-3｣

大野市美里町809番内

-6.0

-4.3

2

-11.5

-8.3

-7.3

1

大野（県）

小浜（県）

67,000小浜（県）

60,000

1 小浜市多田9号下深田7番

- 2 小浜市小浜鹿島41番外

80,500小浜（県） - 15

36,300小浜（県） - 4

小浜（県） - 3

-

小浜市小浜多賀72番9

小浜市遠敷5丁目203番1外2

61,200- 1小浜（県）

大野（県）

大野（県）

大野（県）

大野（県）

小浜（県）

大野（県） - 3

4

-

-7.4

49,900 -7.4

47,800

-6.5大野（県）

5

7

-

-

-

-

小浜市住宅地平均変動率の推移

小浜市商業地平均変動率の推移

小浜市準工業地平均変動率の推移

-0.8

-7.3

-5.0

-2.2

2

- 1

-

- 6

5

7

5

27,300

-

2,300

60,500

5

7大野（県）

- 1大野（県）

大野（県）

-2.1

-5.7

-5.8

28,800 -4.0

-5.9

37,200

35,700

2,200

大野市友江12字西五反田23番2外 26,700

12,000

51,000

大野市準工業地平均変動率の推移

大野市商業地平均変動率の推移

大野市住宅地平均変動率の推移

39,500 -7.1

37,500 -6.0

49,500 -5.7

51,500 -3.7

55,500 -6.7

29,000 -6.5

66,500 -4.6

22,800 -6.9

21,500 -6.5

28,400 -7.8

27,000 -8.2

2,000 -2.4

39,000 -4.9

20,000 -8.7

2,100 -2.3

11,200 -2.6

46,500 -7.0



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-7.8 -5.9 -9.8 -8.2

-9.4 -8.1 -9.1 -8.9

-7.7 -8.3 -8.5 -7.0

-5.1 -5.2 -6.3 -5.9

-8.0 -8.8 -8.2 -7.6

-3.4 -2.6 -6.2 -6.7

53,000 -

51,500 -

64,000 -6.2

30,800 -3.8

17,400 -8.4

68,200 -8.2

23,600 -7.5

42,000 -7.5

28,400 -3.7

34,400 -8.5

45,100 -7.8

46,500 -7.7

21,600 -10.7

26,500 -9.6

51,800 -9.1

25,500 -9.9

28,000 -9.1

68,200 -2.6

74,300 -8.8

- -

- -

29,500 -3.3

32,000 -3.0

19,000 -8.2

50,400 -6.7

25,500 -5.9

45,400 -5.4

57,000 -8.1

37,600 -8.3

48,900 -6.9

30,800 -6.1

24,200 -4.3

29,300 -7.3

28,300 -5.7

鯖江市柳町3丁目519番｢柳町3-5-29｣

鯖江市水落町1丁目1417番外｢水落町1-14-33-7｣

鯖江市住吉町3丁目1018番｢住吉町3-10-19｣

鯖江市吉谷町117番

鯖江市小泉町28字仲町1番21

鯖江市北野町14字永田39番

鯖江市旭町1丁目905番｢旭町1-9-4｣

勝山市郡町1丁目194番内｢郡町1-2-43｣

勝山市長山町2丁目732番7｢長山町2-7-31｣

勝山市元禄6字榎3番5｢元町2-10-6｣

勝山市元町1丁目646番外｢元町1-6-21｣

平成21年選定替

平成21年選定替

鯖江市商業地平均変動率の推移

鯖江市準工業地平均変動率の推移

-

-10.0

-2.4

-7.1

-4.9

-3.2

-6.6

-7.7

-8.9

-8.0

-

-3.4

--

-

7 1 鯖江市東鯖江1丁目520番「東鯖江1-5-21」

鯖江市丸山町2丁目405番1外「丸山町2-4-7」2

- 5

15 81,500

- 6

-

1 20,700

-

-

-6.6

27,100

54,000

3

- 4 48,000鯖江市定次町171番

鯖江市莇生田町13字奥向田1番･2番･3番合併6外

52,500- 1

7 -勝山（県） 1 勝山市郡町3丁目307番

鯖江（県）

鯖江（県）

7鯖江（県）

勝山（県）

勝山（県）

鯖江（県）

勝山（県）

勝山（県） 62,000

- 2

25,300

-

勝山（県） 3

勝山市旭町2丁目417番1外｢旭町2-2-29｣

1

32,800

4

- 1

-8.0

鯖江（県）

鯖江（県）

鯖江（県）

鯖江（県）

鯖江（県）

-

鯖江（県）

-

3

-

-

41,000

5 -9.4

-7.1

-7.1

31,600

30,500

33,000

30,000

70,000

7

鯖江市住宅地平均変動率の推移

-

勝山市住宅地平均変動率の推移

勝山市商業地平均変動率の推移

勝山市準工業地平均変動率の推移

鯖江（県） 2

3

23,400 -8.2

25,800 -7.9

47,200 -8.9

32,000 -7.0

19,800 -8.3

24,300 -8.3

21,600 -8.5

39,000 -7.1

42,100 -6.7

43,000 -7.5

15,900 -8.6

63,000 -7.6

27,400 -3.5

30,100 -2.3

60,200 -5.9

49,600 -6.4

47,500 -7.8



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-5.4 -6.0 -6.4 -6.2

-7.2 -8.8 -9.3 -8.5

-9.4 -6.7 -7.1 -7.5

36,100 -6.2

63,000 -8.0

24,000 -8.0

32,500 -5.5

41,400 -5.9

52,000 -6.8

42,800 -7.2

35,000 -7.9

49,200 -8.9

45,300 -7.0

30,000 -5.1

56,000 -9.7

40,100 -7.8

41,600 -7.1

34,800 -5.9

30,800 -5.8

51,000 -10.5

32,000 -8.6

36,500 -5.7

26,000 -6.1

44,000 -5.6

38,500 -6.1

68,500 -6.2

38,000 -5.7

26,100 -6.1

34,400 -4.4

31,600 -4.2

55,800 -3.5

46,100 -4.4

44,800 -6.7

54,000 -6.9

48,700 -4.5

57,000 -9.5

62,000 -9.5

43,500 -7.4

27,700 -6.1

37,000 -5.1

32,700 -5.2

35,000 -7.9

38,700 -5.6

越前市蓬莱町152番1｢蓬莱町5-7｣

越前市家久町82字中石之塔1番36

越前市村国3丁目31番13

越前市行松町1丁目13番

越前市粟田部町71字下来耜町3番 19

越前市粟田部町28字大馬場8番4

越前市粟田部町中央2丁目103番4

あわら市市姫2丁目806番4｢市姫2-23-15｣

あわら市大溝2丁目604番外｢大溝2-6-14｣

越前市国府2丁目67番2｢国府2-8-28｣

越前市押田1丁目6字三条17番15外｢押田1-13-20｣

越前市宮谷町48字下円道保1番34

平成19年選定替

あわら市住宅地平均変動率の推移

あわら市舟津3丁目16番外

あわら市春宮3丁目624番｢春宮3-17-18｣

あわら（県）

福井越前（県）

福井越前（県）

あわら市田中々3字奥割25番22

あわら市市姫3丁目1104番｢市姫3-11-3｣

あわら（県）

あわら（県）

あわら（県）

あわら（県）

あわら市市姫1丁目205番8｢市姫1-10-11｣

あわら市二面41字下五反田20番4

あわら（県）

あわら（県） - 2 41,000

3 47,000あわら（県）

73,000

-5.2

68,500

63,000

-6.5

-5.1

-

39,000

34,500 -4.2

-3.8

-2.8

-6.127,800

-3.2

-2.9

-3.7

41,000

福井越前（県）

-

-9.4

-8.7

-6.7

-5.1

-5.7

-6.1

-8.4

-

5 -

5 -

福井越前（県）

5 -

あわら市上番40字猿掛12番47 29,500

38,000

福井越前（県）

- 10

-5 1

あわら（県）

46,600- 9

越前市広瀬町99字北土亀橋14番2外

- 8 36,000

-3.648,200

57,800- 4

51,000

福井越前（県）

-

-2.933,000

58,000

福井越前（県）

福井越前（県）

2

1

- 1

- 6

1

福井越前（県）

- 4

- 1

2

あわら市商業地平均変動率の推移

あわら市準工業地平均変動率の推移

7

- 3

- 5

40,300

48,000

7

福井越前（県）

福井越前（県）

- 3

- 5

29,400 -8.1

32,800 -5.7

29,000 -5.8

34,500 -5.5

24,500 -5.8

37,000 -7.7

38,500 -7.5

46,500 -8.8

51,000 -8.9

29,000 -3.3

49,600 -4.6

46,000 -6.5

43,300 -4.4

22,800 -5.0

30,700 -5.5

40,900 -4.4

33,500 -4.3

-3.2

38,900 -6.0

33,900 -6.1

61,000



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-4.2 -5.1 -6.9 -5.0

-6.9 -6.4 -8.0 -5.6

-5.1 -4.0 -7.1 -3.0

38,400 -6.8

40,600 -4.9

32,700 -6.0

46,000 -8.9

42,800 -7.0

31,000 -4.6

37,800 -4.1

26,700 -7.6

39,000 -6.0

42,500 -6.6

35,500 -7.8

30,700 -7.5

34,000 -6.3

55,000 -6.8

60,700 -7.0

14,700 -8.1

57,000 -8.8

38,200 -8.0

61,000 -7.6

69,000 -7.0

50,500 -8.2

41,200 -8.4

39,400 -4.6

42,700 -5.1

34,800 -6.7

45,500 -6.2

46,000 -7.1

32,500 -8.5

36,300 -5.5

28,900 -6.2

41,500 -3.9

16,000 -8.0

38,500 -6.1

33,200 -4.6

66,000 -5.7

59,000 -3.3

65,300 -3.0

74,200 -4.9

62,500 -6.7

41,500 -7.8

坂井市春江町中筋大手137番6外

坂井市春江町西太郎丸4字上杵橋40番37

坂井市春江町千歩寺35字三反縄1番54

坂井市坂井町下新庄15字名代1番外

坂井市三国町北本町4丁目72番｢北本町4-1-12｣

坂井市坂井町上兵庫67字中埜江30番15

坂井市三国町新保11字5町目山方2番

坂井市三国町三国東2丁目141番｢三国東2-5-32｣

坂井市丸岡町巽町1丁目5番2

坂井市丸岡町新九頭竜2丁目66番

坂井市丸岡町一本田福所30字流1番16

越前市国高2丁目44字片井田3番9外

越前市神明町213番｢神明町4-16｣

越前市粟田部町25字西山50番9

坂井市坂井町宮領49字北平32番1外

坂井市坂井町長畑23字堰ﾉ上17番3外

坂井（県）

坂井（県）

坂井（県）

坂井（県）

坂井（県）

坂井（県）

坂井（県）

41,000

55,000

-6.0

-5.417,400

-7.8

-3.9

-4.7

-6.9

越前市準工業地平均変動率の推移

2

3

-

- -5.5

37,300

-5.3

-7.2

坂井（県）

坂井（県）

45,000 -4.9

坂井（県）

-

-

坂井（県）

坂井（県） 坂井市三国町錦3丁目254番外｢錦3-6-11｣-

45,000

67,300

7福井越前（県）

福井越前（県） 越前市横市町10字四ﾉ縄1番4外

61,000越前市北府2丁目14字南六反田3番5外｢北府2-15-15｣- 2

70,000 -6.71 越前市日野美1丁目18番｢日野美1-3-26｣

78,000

67,0005 - 3福井越前（県）

福井越前（県）

福井越前（県）

坂井（県）

-

4

9

- 10

43,200

48,500

-5.1

30,800

38,400

45,000

-4.9

41,300

49,500

35,500 -5.3

-7.3

-

-

-3.334,800

-6.4

-5.9

-5.7

-4.0

2

-

11

4

-

5

6

8

7

- 5

-

-

-

12

1

福井越前（県）

5

5 -

越前市住宅地平均変動率の推移

越前市商業地平均変動率の推移

坂井（県）

1

- 2

7 - 3

7

5

64,300 -6.8

58,500 -4.1

53,900 -2.0

54,000 -5.3

35,500 -7.1

13,800 -6.1

33,500 -5.6

59,000 -2.8

25,100 -6.0

36,500 -6.4

28,500 -7.2

32,000 -5.9

29,000 -6.5

36,200 -4.2

39,500 -7.1

39,700 -7.2

42,500 -7.6

35,900 -6.5

38,400 -5.4

30,600 -6.4



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-5.4 -6.0 -6.4 -6.2

-5.6 -8.6 -8.0 -7.3

-3.6 -6.6 -6.5 -6.8

-3.1 -3.5 -4.5 -4.5

-3.8 -3.7 -4.3 -4.8

57,500 -5.0

20,000 -2.9

47,500 -5.0

8,600 -2.3

38,800 -5.1

12,900 -5.8

45,000 -5.3

39,500 -4.8

13,500 -6.9

30,000 -4.8

17,700 -3.8

50,800 -6.4

56,000 -6.7

59,000 -6.3

48,000 -7.7

50,500 -8.5

40,900 -4.2

60,500 -4.0

20,600 -2.8

41,500 -3.5

50,000 -2.9

8,800 -2.2

18,400 -3.2

13,700 -4.9

47,500 -

63,000 -6.8

14,500 -5.2

31,500 -4.0

55,200 -8.0

54,300 -5.4

60,000 -7.7

52,000 -9.6

吉田郡永平寺町松岡御公領702番

吉田郡永平寺町清水4字寺田5番4

吉田郡永平寺町東古市13字下町6番2外

吉田郡永平寺町松岡春日1丁目31番1外

坂井市丸岡町一本田中34字末延53番1外

坂井市三国町三国東6丁目810番4外｢三国東6-1-3｣

坂井市丸岡町西瓜屋6字西裏21番

坂井市春江町江留上本町6番14外

平成20年選定替

坂井市春江町江留下屋敷109番1

坂井市坂井町長屋71字又張1番2外

吉田郡永平寺町東古市13字下町73番

吉田郡永平寺町松岡春日2丁目39番

吉田郡永平寺町松岡松ｹ丘1丁目27番

坂井市住宅地平均変動率の推移

坂井市商業地平均変動率の推移

坂井市準工業地平均変動率の推移

-永平寺（県）

永平寺町住宅地平均変動率の推移

永平寺町商業地平均変動率の推移

永平寺（県）

永平寺（県）

永平寺（県）

永平寺（県）

永平寺（県）

永平寺（県）

永平寺（県）

永平寺（県）

15,300 -4.4

-3.2

-4.2

-5.9

-7.060,000

57,400坂井（県）

坂井（県）

坂井（県）

43,000

永平寺（県）

坂井（県）

7

- 1

-

3

2

吉田郡永平寺町山王23字下千原田1番4

63,000

57,500

9,000

42,700

--

51,500

-2.0

-3.0

-4.6

-3.4

-2.8

14,400

65,000

1

- 2

-

19,000

32,800

67,600坂井（県）

坂井（県）

5

7

7

-

4

5

- 5

-

- 2

4

-

- 7

- 6

吉田郡永平寺町光明寺13字大妙敷7番2外

-

3

-

21,200

3

9 -

5

吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿13字村中沖62番1外

1

-

5

5 -3.6

-3.8

-2.2

-4.0

1

3

-2.6

47,000 -7.5

52,400 -6.4

44,900 -6.5

46,200 -8.5

28,600 -4.7

17,100 -3.4

55,200 -6.4

12,800 -5.2

37,500 -5.1

45,100 -5.1

12,200 -5.4

42,500 -5.6

53,700 -6.6

19,400 -3.0

8,400 -2.3

36,900 -4.9



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-2.3 -2.7 -2.8 -2.7

-4.8 -5.1 -5.3 -5.6

-4.4 -3.8 -5.0 -5.3

-5.0 -4.7 -6.0 -5.9

26,000 -6.8

24,100 -6.6

27,900 -7.3

46,700 -6.6

44,500 -6.3

35,800 -5.8

40,000 -4.8

27,200 -8.1

48,700 -5.1

5,350 -6.1

31,100 -4.6

29,000 -4.9

12,500 -5.3

25,800 -3.4

10,900 -7.6

3,860 -3.0

12,400 -5.3

19,800 -3.4

3,120 -2.5

30,100 -5.9

38,000 -5.5

27,900 -6.1

25,800 -5.1

51,300 -4.1

50,000 -5.3

47,500 -5.0

30,500 -4.7

42,000 -4.5

29,600 -5.4

11,800 -4.8

5,700 -3.4

32,600 -4.1

20,500 -3.3

13,200 -3.6

26,700 -2.6

3,200 -2.4

3,980 -2.9

13,100 -5.1

丹生郡越前町上川去25字蓮町12番28

丹生郡越前町高佐31字飛岩12番4外

丹生郡越前町西田中12字五ﾉ町28番9外

丹生郡越前町新保13字滝ｹ浜22番4

南越前町住宅地平均変動率の推移

南越前町商業地平均変動率の推移

南越前（県）

- 7

南条郡南越前町上野35字三ﾉ町20番1

南条郡南越前町日野1番85

今立郡池田町寺島4字上前川原3番1外

南条郡南越前町湯尾88字野箱8番1外

南条郡南越前町合波22字西前川原5番1外

南条郡南越前町河野19字八幡前14番2

今立郡池田町水海72字大門町25番4

今立郡池田町上荒谷22字谷出22番1外

越前（県）

越前（県）

越前（県）

越前（県）

越前（県）

-2.1

-4.8

-2.8

-6.6

-6.2

-6.1

32,000

27,200

-6.3

-6.4

-6.5

-6.5

34,000

50,000

27,400

3,280池田（県）

池田（県）

池田（県）

4,100

6 -5.9

5南越前（県） 南条郡南越前町糠12字南瀬31番外

-

南条郡南越前町今庄75字東中町37番1外

53,500- 3

南条郡南越前町甲楽城9字上此上56番1

31,300- 25

- 15南越前（県）

南越前（県）

南越前（県）

南越前（県）

- 6

南越前（県）

南越前（県）

-

- 5

- 3

- 4

13,800

44,000

32,000

40,200

29,700

5

4-

-

丹生郡越前町気比庄56字樋ﾉ誥4番5

- 3

-5.2

南条郡南越前町東大道12字矢部16番14

南越前（県） 2

- 2

-5.8

越前（県） 52,800- 1

丹生郡越前町大樟8字河南58番21

-3.3

-3.3

-4.5

-3.5

-4.6

5,900

12,400

21,200

13,700

1

1

- 2

-

池田町住宅地平均変動率の推移

池田町商業地平均変動率の推移

1

5

南越前（県） 南条郡南越前町西大道15字堂畷14番

-

-

-2.4

11,700 -5.6

19,200 -3.0

3,050 -2.2

3,740 -3.1

10,000 -8.3

5,050 -5.6

12,100 -3.2

24,200 -6.2

39,000 -2.5

25,000 -8.1

29,800 -4.2

27,000 -6.9

41,600 -6.5

33,700 -5.9

45,300 -7.0

43,600 -6.6

26,000 -6.8

24,500 -5.8

22,500 -6.6



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-4.9 -4.5 -5.4 -5.9

-7.2 -7.3 -7.4 -7.4

-6.7 -5.5 -5.6 -5.9

-2.2 -2.4 -2.9 -3.0

-4.2 -4.6 -5.4 -5.7

-3.6 -4.0 -4.4 -4.6

16,200 -3.0

33,300 -5.4

39,200 -4.4

42,500 -5.6

25,600 -3.8

20,200 -1.9

30,000 -5.1

37,200 -8.1

37,800 -6.7

10,000 -2.9

7,450 -2.0

33,100 -4.9

41,000 -4.0

20,600 -1.9

16,700 -2.3

35,200 -4.6

40,500 -6.5

45,000 -5.5

26,600 -2.9

34,800 -4.7

31,600 -4.8

40,500 -8.0

10,300 -1.0

7,600 -1.3

丹生郡越前町織田98字辻21番3外

丹生郡越前町東内郡1丁目310番

三方郡美浜町木野21号島田2番2美浜（県）

丹生郡越前町江波32字窪田12番外

丹生郡越前町織田44字新堀9番

丹生郡越前町織田117字禅奥寺前57番

美浜（県）

美浜（県）

越前町準工業地平均変動率の推移

三方郡美浜町佐田71号中ﾉ庄4番1

美浜町住宅地平均変動率の推移

美浜町商業地平均変動率の推移

美浜町準工業地平均変動率の推移

越前（県）

越前（県）

33,200

-6.7

10,400

44,000

-

36,500 -4.5

-4.6

47,600

10

越前（県）

越前（県）

- 9

7,700- 8

-

-1.3丹生郡越前町寺14字村中1番1外

-1.07

1

-7.4

36,900- 15 三方郡美浜町河原市15号大道ﾉ下7番3外美浜（県）

-1.9- 2 21,000三方郡美浜町河原市15号大道ﾉ下27番4

-2.527,400- 1 三方郡美浜町郷市27号早稲田4番

43,300丹生郡越前町西田中16字沢利4番1外- 2 -6.9

-

-

42,7007 - -3.6

17,100 -2.3

-4.2

越前町住宅地平均変動率の推移

越前町商業地平均変動率の推移

越前（県）

越前（県） 7

越前（県） 5

美浜（県）

3

5

1

- 1

9,700 -3.0

27,600 -8.0

34,000 -8.6

7,300 -2.0

30,500 -7.9

24,600 -3.9

19,800 -2.0

35,500 -6.1

40,000 -5.9

37,400 -4.6

15,700 -3.1

31,400 -5.7



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-7.4 -7.2 -7.6 -5.7

- - - -

-8.0 -8.0 -8.8 -6.8

-1.9 -2.5 -2.7 -3.6

-3.3 -3.4 -3.6 -4.0

12,000 -3.2

13,500 -3.6

33,200 -

3,000 -1.6

29,500 -4.2

7,600 -2.6

－ -

67,600 -8.8

5,150 -1.7

55,600 -8.1

40,600 -7.7

43,700 -7.0

- -

7,800 -2.5

12,400 -2.4

14,000 -3.4

5,240 -2.1

3,050 -1.6

30,800 -3.8

47,000 -6.9

- -

74,100 -8.0

60,500 -7.8

44,000 -6.8

大飯郡おおい町名田庄久坂4号行成10番9外

大飯郡おおい町本郷147字西橋1番9外

大飯郡高浜町宮崎88字中見寺下14番8

大飯郡高浜町宮崎38字石塚13番1外

大飯郡高浜町青戸2字海端1番62

大飯郡おおい町大島110字河谷口13番1

おおい町住宅地平均変動率の推移

平成21年選定替

平成22年選定替

高浜（県）

高浜（県）

高浜（県）

-

-

-

-1.8

8,000 -2.4

12,700

大飯郡おおい町名田庄納田終101号棚橋22番1

大飯郡おおい町本郷143字白浜29番1

-

1

-7.347,200

65,600

- 3

-

高浜（県）

5

7

高浜町住宅地平均変動率の推移

高浜町商業地平均変動率の推移

高浜町準工業地平均変動率の推移

1高浜（県）

1-

5,350おおい（県） 大飯郡おおい町名田庄下20号石橋13番1

2

- 3

- 2

おおい（県） 14,500 -3.3

-1.5

3,100

50,500

-7.6

-8.080,500

大飯郡高浜町三明1字東三明23番4外

大飯郡高浜町宮崎77字西丁田13番1外

-7.3

32,000

- 1

5

おおい（県）

おおい（県）

おおい（県）

おおい（県）

-

4

- -2.3

大飯郡おおい町鹿野25字宮ﾉ上6番2

-- 2おおい（県）

- 1

-

5

5

おおい町商業地平均変動率の推移

-1.6

51,500 -7.4

58,800 -

63,000 -6.8

37,700 -7.1

42,500 -2.7

28,100 -4.7

7,400 -2.6

4,950 -3.9

2,900 -3.3

13,000 -3.7

31,800 -4.2

11,600 -3.3



福井県地価調査 基準価格及び変動率一覧（価格時点各年７月１日,価格：円/㎡,変動率：％） ㈱Ｒ.Ｅ.Ａヤマギシ事務所まとめ　tel0776-50-0006

価格及び変動率については当社にて確認済みですが、下記資料を公に使用される場合には必ず関係機関へご確認下さい。（錯誤等において当社は一切の責任を負いません。）

平成19年
H18-H19
変動率

平成20年
H19-H20
変動率

平成21年
H20-H21
変動率

平成22年
H21-H22
変動率

備　考基準地の所在および地番ならびに住居表示基準地番号

-1.0 -2.7 -3.3 -3.1

-3.0 -6.2 -5.9 -5.7

32,900 -6.0

16,700 -2.9

11,900 -2.5

32,500 -5.8

14,500 -3.3

15,600 -4.3

14,000 -3.414,500 -2.7

17,200 -2.3

35,000 -6.9

12,200 -2.4

34,500 -5.5

15,000 -2.6

16,300 -3.6

三方上中郡若狭町気山228号五市13番2

三方上中郡若狭町大鳥羽25号中村1番3外

三方上中郡若狭町熊川21号上ﾉ段10番外

三方上中郡若狭町横渡6号須波野1番2

三方上中郡若狭町成出18号柳2番1外

三方上中郡若狭町三方40号馬場15番1

37,600- 2若狭（県） 三方上中郡若狭町井ﾉ口36号加福六28番4

36,500- 15若狭（県） -3.4

14,900若狭（県）

若狭（県）

-0.7- 3

-1.2- 2 16,900

-1.315,400- 1若狭（県）

- 4

若狭（県） - 5

17,600若狭（県） -1.1

-2.65

-0.812,500

若狭町商業地平均変動率の推移

若狭町住宅地平均変動率の推移

-3.6

16,300 -2.4

14,000 -3.4

14,900 -4.5

31,100 -5.5

11,700 -1.7

30,600 -5.8

13,500


