
 

 

松山店不動産市況レポート 

 

●令和 2 年 地価公示結果について     

※令和 2 年地価公示の概要 

                    （国土交通省土地鑑定委員会発表資料抜粋） 

 

■地価公示制度とは？ 

 

① 地価公示の目的及び概要 

地価公示は、地価公示法によって、国土交通省土地鑑定委員会が実施するもので、

区域ごとに標準的な地点(「標準地」といいます)を選定し、鑑定評価員(不動産鑑

定士等)の鑑定評価をもとに、毎年 1 月 1 日の標準地の正常な価格(1 平方メートル

あたり)を判定し公示する制度です。 正常な価格とは、土地について、自由な取引

が行われるとした場合におけるその取引において、通常成立すると認められる価格

(当該土地に定着物又は当該土地の使用若しくは収益を制限する権利は、存しない

ものとします)をいいます。 

 

② 対象区域及び標準地数 

地価公示の対象区域は、都市計画区域及び都市計画区域外で土地取引が相当程度見

込まれる区域(国土利用計画法による規制区域は除かれます)において、国土交通大

臣が定めるものです。 標準地は、愛媛県内 14 都市計画区域で設定されており、対

象市町は令和 2 年 1 月 1 日現在の県下 20 市町のうち、17 市町(11 市 6 町)となって

います。 

 

 

■愛媛県公示価格(価格時点：令和 2 年 1 月 1 日)の概要 

 

(1) 県下の地価動向 

県内経済をみると、個人消費は一部で持ち直しの動きがみられますが、全体としては

やや弱い動きとなっています。住宅着工はやや弱い動きで、公共工事は増加の動きが

みられます。生産活動については、このところ弱い動きを示していますが、雇用情勢

では着実に改善が進む中、求人が求職を大幅に上回って推移しているなど、県内経済

情勢としては、一部に弱い動きがみられるものの、緩やかな持ち直しが続いています。 

地価動向を前年の地価と対比した「平均変動率」でみると、本県の地価は、引き続

き下落傾向で、平成 5 年以降 28年連続で下落しましたが、全用途平均で 0.7％減と

なるなど、下落幅は昨年とほぼ同様です。 

用途別では、住宅地が 0.8％減で、平成 10年以降 23 年連続の下落、商業地につい

ても 0.6％減で、平成 5 年以降 28 年連続の下落となっており、下落幅は昨年とほぼ

同様です。 

また、上昇地点が昨年の 38 地点から 39 地点に増加し、横ばい地点も昨年の 34地点

から 39地点に増加しています。 

 

 

 

 



(2) 地域別の地価動向 

 ア松山市 

松山市の全用途平均の変動率は 0.3％増となり、11年ぶりに下落から上昇に転じた

昨年に引き続き、地価がやや上昇しています。用途別では、住宅地は 0.0％で横ば

い、商業地は 0.8％増で引き続きやや上昇しています。住宅地は、マンション用地

や優良住宅地域で安定して上昇しているほか、地価下落による値頃感などから中心

部や利便性の高い幹線道路を有する南部の人気住宅地域にも引き続き上昇がみられ

ます。このほか、横ばいの地点も中心部から外縁部へとやや範囲が広がり、全体の

変動率は昨年の 0.2％減から横ばいとなっています。 

商業地は、中心部商業地域の宿泊施設建設の増加や市街地再開発への期待感等を背

景に需要回復傾向にあり、地価上昇地点数が昨年の 23 地点から 26 地点へ増加し、

中心部外縁も上昇が継続しています。 

イ松山市周辺の市町（伊予市、東温市、松前町及び砥部町） 

住宅地は、昨年に続きやや下落傾向ですが、下落幅は伊予市、東温市及び松前町で

昨年とほぼ同様、砥部町は昨年と同様です。 

商業地も、昨年に続きやや下落傾向ですが、下落幅は東温市及び砥部町が昨年から

やや縮小、伊予市及び松前町は昨年とほぼ同様です。 

ウ今治市 

今治市の全用途平均の変動率は 0.8％減と昨年に引き続き下落傾向にあり、下落幅

は昨年とほぼ同様です。住宅地は、下落傾向が続いており、人気エリアでの需要は

堅調に推移していますが、利便性の劣る地域では引き続き下落率が大きいことから、

全体の下落幅は昨年と同様となっています。 

商業地は、郊外型大型店舗への顧客流出による、中心商業地域や従来からの近隣商

業地域の空洞化に歯止めがかからないことから、下落傾向が続いています。全体の

下落幅は昨年とほぼ同様です。 

(3)市町別の平均変動率 

①全用途平均 

全用途平均では、17 市町のうち、松山市のみ昨年に引き続きやや上昇し、他のす

べての市町は下落しています。なお、最も下落した市町は大洲市です。 

②住宅地 

住宅地では、調査の行われた 17市町のうち、松山市は昨年の下落から横ばいに転

じ、他のすべての市町は下落しています。なお、最も下落した市町は大洲市とな

っています。 

③商業地 

商業地では、調査の行われた 17市町のうち、松山市は昨年に引き続きやや上昇し

ました。その他の市町は、全ての市町で下落しており、最も下落した市町は久万

高原町となっています。 

 

 

※以下に、令和 2 年度の愛媛県県公示地価一覧表(抜粋)を添付します。最寄りの所在地

を、お手持ち不動産の参考値としてご確認ください。 

 

※不動産の価格は、公示地価も参考とはなりますが、周辺の取引価格、立地、土地面積、

道路付き、周辺環境など様々な要因で決定します。 

  

お手持ち不動産のご売却の際は、お気軽に松山店までご相談ください！ 



令 和 ２ 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)

所 在 及 び 地 番 住居表示
R2年

公示価格
H31年

公示価格
差額

R2年
変動率

H31年
変動率

共 松山 -1 松山市持田町4丁目168番2 持田町4-1-6 221,000 214,000 7,000 3.3 3.4

松山(県) -38 218,000 211,000 7,000 1.4 1.9

松山 -2 松山市上市1丁目24番9 上市1-2-26 175,000 170,000 5,000 2.9 3.0

松山 -3 松山市桑原2丁目852番8 桑原2-3-35 99,600 100,000 -400 -0.4 -1.0

松山 -4 松山市居相6丁目230番30 居相6-11-7 106,000 105,000 1,000 1.0 1.0

共 松山 -5 松山市東長戸3丁目576番15 東長戸3-10-18 83,900 83,900 0 0.0 0.0

松山(県) -28 83,900 83,900 0 0.0 0.0

松山 -6 松山市北条辻453番8 42,700 43,300 -600 -1.4 -2.5

松山 -7 松山市山越4丁目159番11外 山越4-7-60 96,700 96,700 0 0.0 0.0

松山 -8 松山市辻町272番6 辻町11-27 118,000 116,000 2,000 1.7 1.8

共 松山 -9 松山市古川北2丁目211番3 古川北2-10-14 114,000 113,000 1,000 0.9 1.8

松山(県) -17 114,000 112,000 2,000 0.0 0.9

松山 -10 松山市西垣生町397番32 59,000 59,200 -200 -0.3 -0.5

松山 -11 松山市衣山5丁目31番56 70,000 70,300 -300 -0.4 -0.6

松山 -12 松山市別府町377番12 73,200 73,700 -500 -0.7 -0.8

松山 -13 松山市祝谷5丁目823番5 祝谷5-9-15 79,600 81,000 -1,400 -1.7 -2.1

松山 -14 松山市東野5丁目甲699番4外 東野5-7-23 88,500 89,200 -700 -0.8 -0.9

松山 -15 松山市富久町295番15 83,100 83,500 -400 -0.5 -0.5

松山 -16 松山市南久米町176番10 93,800 93,800 0 0.0 -0.8

松山 -17 松山市北条1071番3 37,000 37,700 -700 -1.9 -2.6

松山 -18 松山市高岡町712番10 71,100 72,000 -900 -1.3 -1.4

松山 -19 松山市内浜町5番3外 内浜町5-14 75,000 75,500 -500 -0.7 -1.3

松山 -20 松山市土居田町737番5 96,400 96,400 0 0.0 0.0

共 松山 -21 松山市中央1丁目391番3 中央1-6-8 106,000 106,000 0 0.0 0.0

松山(県) -14 106,000 106,000 0 0.0 0.0

松山 -22 松山市小栗4丁目487番6 小栗4-1-16 103,000 103,000 0 0.0 0.0

松山 -23 松山市道後今市1043番3 道後今市3-22 145,000 141,000 4,000 2.8 2.9

松山 -24 松山市平井町甲3660番1 70,800 71,600 -800 -1.1 -1.2

松山 -25 松山市柳井町1丁目9番7 155,000 153,000 2,000 1.3 1.3

松山 -26 松山市来住町1488番13 98,100 98,100 0 0.0 0.0

松山 -27 松山市平井町甲1644番1 42,500 43,000 -500 -1.2 -1.4

松山 -28 松山市緑町2丁目8番31 169,000 166,000 3,000 1.8 2.5

松山 -29 松山市湯渡町66番6 湯渡町8-11 111,000 110,000 1,000 0.9 0.9

松山 -30 松山市中村4丁目399番8 中村4-4-28 97,600 97,600 0 0.0 -0.5

松山 -31 松山市三町2丁目301番11 三町2-3-7 84,600 84,900 -300 -0.4 -0.8

松山 -32 松山市石風呂町360番 50,800 51,800 -1,000 -1.9 -2.1

松山 -33 松山市若葉町6番7 若葉町6-9 70,600 71,400 -800 -1.1 -2.3

松山 -34 松山市南斎院町732番5外 78,100 78,500 -400 -0.5 -1.0

松山 -35 松山市余戸東1丁目389番3 余戸東1-2-20 99,400 99,400 0 0.0 -0.1

松山 -36 松山市久米窪田町1000番13 79,100 79,300 -200 -0.3 -0.5

松山 -37 松山市森松町996番6 73,500 74,100 -600 -0.8 -0.8

松山 -38 松山市勝岡町161番1 47,100 47,600 -500 -1.1 -1.4

松山 -39 松山市苞木甲3番6 34,400 35,200 -800 -2.3 -2.8

松山 -40 松山市溝辺町甲97番12 68,000 69,100 -1,100 -1.6 -1.8

松山 -41 松山市岩崎町1丁目256番3 岩崎町1-4-52 150,000 141,000 9,000 6.4 6.8

松山 -42 松山市土居田町450番7 93,000 93,000 0 0.0 -0.1

松山 -43 松山市白水台4丁目4番14 43,000 43,500 -500 -1.1 -1.1

標 準 地
番　　号

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和元年度及び
　　 　平成30年度地価調査について記載しており、「H31年変動率」欄には、Ｈ31年地価公示(H31.1.1)から令和元年度地価調査(R1.7.1)ま
       での半年変動率を、「R2年変動率」欄には、令和元年度地価調査(R1.7.1)からR2年地価公示(R2.1.1)までの半年変動率を記載してい
     　る。



令 和 ２ 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)

所 在 及 び 地 番 住居表示
R2年

公示価格
H31年

公示価格
差額

R2年
変動率

H31年
変動率

標 準 地
番　　号

松山 3-1 松山市別府町391番 34,700 34,800 -100 -0.3 -0.3

共 松山 5-1 松山市大街道2丁目4番13 821,000 803,000 18,000 2.2 2.2

松山(県) 5-18 810,000 793,000 17,000 1.4 0.9

共 松山 5-2 松山市宮田町186番4外 231,000 228,000 3,000 1.3 1.3

松山(県) 5-19 229,000 226,000 3,000 0.9 0.4

松山 5-3 松山市勝山町2丁目17番5 221,000 219,000 2,000 0.9 0.5

松山 5-4 松山市三番町5丁目9番4 181,000 179,000 2,000 1.1 0.6

松山 5-5 松山市中村2丁目30番7 中村2-1-24 135,000 134,000 1,000 0.7 0.0

松山 5-6 松山市竹原2丁目108番3 竹原2-6-13 115,000 113,000 2,000 1.8 0.9

松山 5-7 松山市千舟町4丁目2番2外 368,000 363,000 5,000 1.4 1.4

松山 5-8 松山市平和通2丁目5番4 171,000 169,000 2,000 1.2 1.2

松山 5-9 松山市千舟町8丁目67番15外 172,000 169,000 3,000 1.8 0.0

松山 5-10 松山市来住町485番1外 107,000 107,000 0 0.0 0.0

松山 5-11 松山市三番町2丁目10番10 210,000 207,000 3,000 1.4 1.0

共 松山 5-12 松山市三番町4丁目11番12 358,000 352,000 6,000 1.7 0.6

松山(県) 5-20 355,000 351,000 4,000 0.8 0.9

松山 5-13 松山市歩行町1丁目8番3 200,000 198,000 2,000 1.0 0.5

松山 5-14 松山市二番町2丁目7番23 311,000 307,000 4,000 1.3 1.0

松山 5-15 松山市味酒町2丁目3番30 149,000 148,000 1,000 0.7 0.7

松山 5-16 松山市大街道3丁目2番36 306,000 302,000 4,000 1.3 1.0

共 松山 5-17 松山市朝生田町2丁目363番1 朝生田町2-4-5 153,000 151,000 2,000 1.3 1.3

松山(県) 5-17 152,000 150,000 2,000 0.7 0.7

松山 5-18 松山市南久米町226番1外 103,000 103,000 0 0.0 0.0

松山 5-19 松山市東石井2丁目324番1外 東石井2-21-11 135,000 134,000 1,000 0.7 0.8

松山 5-20 松山市井門町454番1外 104,000 104,000 0 0.0 0.0

松山 5-21 松山市保免西1丁目521番1外 保免西1-3-5 103,000 102,000 1,000 1.0 1.0

松山 5-22 松山市枝松1丁目434番1 枝松1-9-26 147,000 146,000 1,000 0.7 0.7

松山 5-23 松山市北条辻1406番1外 44,000 45,200 -1,200 -2.7 -2.8

松山 5-24 松山市永木町1丁目7番11外 144,000 144,000 0 0.0 0.0

松山 5-25 松山市東一万町2番 186,000 185,000 1,000 0.5 0.5

松山 5-26 松山市東長戸4丁目432番1 東長戸4-4-38 106,000 106,000 0 0.0 0.0

松山 5-27 松山市花園町4番7外 273,000 266,000 7,000 2.6 1.9

松山 5-28 松山市空港通1丁目335番2 空港通1-6-27 106,000 105,000 1,000 1.0 0.0

松山 5-29 松山市六軒家町1042番 六軒家町3-14 114,000 112,000 2,000 1.8 1.8

松山 5-30 松山市久万ﾉ台182番1外 124,000 123,000 1,000 0.8 0.8

松山 5-31 松山市祓川2丁目1862番9外 祓川2-10-23 88,400 89,100 -700 -0.8 -1.0

松山 5-32 松山市北斎院町643番1 114,000 114,000 0 0.0 0.0

松山 5-33 松山市古川北1丁目102番1外 古川北1-10-12 160,000 158,000 2,000 1.3 1.3

松山 5-34 松山市枝松5丁目121番19 枝松5-6-8 129,000 129,000 0 0.0 0.0

松山 5-35 松山市余戸東1丁目400番1 余戸東1-1-7 105,000 104,000 1,000 1.0 1.0

松山 9-1 松山市北吉田町1055番2 47,200 47,600 -400 -0.8 -1.4

松山 9-2 松山市南吉田町2284番1 34,500 34,600 -100 -0.3 -0.6

松山 9-3 松山市北吉田町77番3外 19,700 19,700 0 0.0 0.0

松山 9-4 松山市南吉田町2798番50 24,200 24,300 -100 -0.4 -1.2

松山 9-5 松山市西垣生町1808番2外 18,700 18,800 -100 -0.5 -1.1

松山 9-6 松山市三津2丁目451番3外 三津2-6-28 39,200 39,900 -700 -1.8 -2.0

今治 -1 今治市湊町2丁目丙89番1外 湊町2-2-38 29,000 29,400 -400 -1.4 -1.3

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和元年度及び
　　 　平成30年度地価調査について記載しており、「H31年変動率」欄には、Ｈ31年地価公示(H31.1.1)から令和元年度地価調査(R1.7.1)ま
       での半年変動率を、「R2年変動率」欄には、令和元年度地価調査(R1.7.1)からR2年地価公示(R2.1.1)までの半年変動率を記載してい
     　る。



令 和 ２ 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)

所 在 及 び 地 番 住居表示
R2年

公示価格
H31年

公示価格
差額

R2年
変動率

H31年
変動率

標 準 地
番　　号

今治 -2 今治市中堀2丁目178番31 中堀2-7-22 43,000 43,900 -900 -2.1 -2.2

今治 -3 今治市桜井1丁目甲1666番5 桜井1-2-54 26,500 27,000 -500 -1.9 -1.1

今治 -4 今治市東村4丁目甲413番6外 東村4-3-44 39,000 39,100 -100 -0.3 -0.3

今治 -5 今治市南高下町3丁目788番5 南高下町3-5-24 43,400 43,400 0 0.0 0.0

共 今治 -6 今治市郷本町2丁目752番5 郷本町2-1-25 43,500 43,500 0 0.0 -0.2

今治(県) -4 43,500 43,500 0 0.0 0.0

今治 -7 今治市山路字大坪431番7外 41,500 41,500 0 0.0 0.0

今治 -8 今治市南大門町3丁目1番9 71,000 71,400 -400 -0.6 -0.6

今治 -9 今治市菊間町浜114番 20,400 20,600 -200 -1.0 -1.0

今治 -10 今治市別名字中河原149番14 58,100 58,100 0 0.0 0.0

今治 -11 今治市宮下町1丁目甲1592番6 宮下町1-4-44 47,500 47,800 -300 -0.6 -1.0

今治 -12 今治市波止浜字赤崎10番68 37,600 37,800 -200 -0.5 -0.5

今治 -13 今治市立花町3丁目490番15 立花町3-4-21 47,000 47,200 -200 -0.4 -0.4

今治 -14 今治市片山2丁目289番5 片山2-5-60 60,600 60,600 0 0.0 0.0

今治 -15 今治市大新田町5丁目242番6 大新田町5-5-9 40,900 40,900 0 0.0 0.0

今治 -16 今治市波方町郷字郷乙415番296 32,200 32,500 -300 -0.9 -0.9

今治 -17 今治市大西町九王甲2256番22 30,800 30,900 -100 -0.3 -0.3

今治 -18 今治市玉川町小鴨部字居屋敷甲300番 20,600 20,800 -200 -1.0 -1.0

今治 -19 今治市大正町6丁目365番43 大正町6-1-64 38,100 38,500 -400 -1.0 -1.0

今治 -20 今治市高市字ｺﾓｲｹ甲42番15 35,900 35,900 0 0.0 0.0

今治 -21 今治市矢田字後山乙360番25 35,900 36,000 -100 -0.3 -0.3

今治 -22 今治市徳重字川崎71番12 35,300 35,300 0 0.0 0.0

今治 -23 今治市朝倉北甲633番80 21,200 21,800 -600 -2.8 -2.7

今治 -24 今治市しまなみﾋﾙｽﾞ8番7 38,200 38,200 0 0.0 0.0

今治 3-1 今治市高部字辻堂甲1087番1 9,900 10,100 -200 -2.0 -1.9

今治 5-1 今治市北日吉町1丁目218番8 北日吉町1-2-7 84,100 84,400 -300 -0.4 -0.4

今治 5-2 今治市旭町3丁目4番8 64,000 64,500 -500 -0.8 -0.8

共 今治 5-3 今治市北宝来町3丁目1番28 80,500 80,900 -400 -0.5 -0.4

今治(県) 5-4 80,600 81,000 -400 -0.1 -0.4

今治 5-4 今治市常盤町4丁目2番4外 116,000 118,000 -2,000 -1.7 -1.7

今治 5-5 今治市南高下町1丁目825番1 南高下町1-1-41 60,000 60,200 -200 -0.3 -0.5

今治 5-6 今治市地堀1丁目274番87 地堀1-2-23 53,900 56,000 -2,100 -3.8 -3.4

今治 9-1 今治市富田新港1丁目2番2 22,900 22,900 0 0.0 0.0

共 宇和島 -1 宇和島市愛宕町2丁目82番2 愛宕町2-1-22 66,500 66,500 0 0.0 -1.0

宇和島(県) -7 66,500 66,700 -200 0.0 0.0

宇和島 -2 宇和島市柿原字連楽田甲150番13 44,000 44,600 -600 -1.3 -1.8

宇和島 -3 宇和島市津島町高田丙268番87 29,600 30,300 -700 -2.3 -2.3

宇和島 -4 宇和島市保田字子ﾚﾉ木甲647番18 39,800 40,500 -700 -1.7 -1.9

宇和島 -5 宇和島市吉田町東小路字東小路甲19番6 34,200 34,900 -700 -2.0 -3.6

宇和島 -6 宇和島市吉田町沖村字汐入甲344番8 21,800 22,200 -400 -1.8 -4.3

宇和島 -7 宇和島市津島町高田丙471番5 33,700 34,500 -800 -2.3 　　－

宇和島 5-1 宇和島市中央町1丁目616番 中央町1-6-11 68,000 69,100 -1,100 -1.6 -2.0

宇和島 5-2 宇和島市丸之内1丁目1番536 丸之内1-2-19 89,000 90,200 -1,200 -1.3 -1.8

宇和島 5-3 宇和島市吉田町東小路字東小路甲85番6 40,000 41,000 -1,000 -2.4 -4.2

共 宇和島 5-4 宇和島市恵美須町1丁目608番2外 恵美須町1-6-18 102,000 104,000 -2,000 -1.9 -1.9

宇和島(県) 5-1 103,000 105,000 -2,000 -1.0 -1.0

八幡浜 -1 八幡浜市古町2丁目651番4 古町2-2-41 59,800 60,700 -900 -1.5 -1.8

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和元年度及び
　　 　平成30年度地価調査について記載しており、「H31年変動率」欄には、Ｈ31年地価公示(H31.1.1)から令和元年度地価調査(R1.7.1)ま
       での半年変動率を、「R2年変動率」欄には、令和元年度地価調査(R1.7.1)からR2年地価公示(R2.1.1)までの半年変動率を記載してい
     　る。



令 和 ２ 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)

所 在 及 び 地 番 住居表示
R2年

公示価格
H31年

公示価格
差額

R2年
変動率

H31年
変動率

標 準 地
番　　号

八幡浜 -2 八幡浜市保内町川之石5番耕地40番1 19,900 20,400 -500 -2.5 -2.4

八幡浜 -3 八幡浜市松柏丙560番1 55,600 56,500 -900 -1.6 -1.7

八幡浜 -4 八幡浜市保内町川之石1番耕地236番146 44,900 46,000 -1,100 -2.4 -2.7

八幡浜 5-1 八幡浜市字川通1469番33外 56,800 58,400 -1,600 -2.7 -2.8

共 八幡浜 5-2 八幡浜市字中深1215番1外 85,500 86,500 -1,000 -1.2 -1.5

八幡浜(県) 5-1 86,000 87,000 -1,000 -0.6 -0.6

八幡浜 5-3 八幡浜市字北浜1590番9 84,400 85,700 -1,300 -1.5 　　－

新居浜 -1 新居浜市久保田町2丁目甲1001番4 久保田町2-12-38 64,400 64,700 -300 -0.5 -0.5

新居浜 -2 新居浜市庄内町3丁目524番136外 庄内町3-12-5 50,300 50,700 -400 -0.8 -0.8

新居浜 -3 新居浜市中萩町2199番14 中萩町6-11 38,400 38,700 -300 -0.8 -0.8

新居浜 -4 新居浜市桜木町乙397番25 桜木町16-74 43,500 44,000 -500 -1.1 -1.1

新居浜 -5 新居浜市東田2丁目甲1721番7 28,300 28,400 -100 -0.4 -1.0

新居浜 -6 新居浜市松神子2丁目159番15 松神子2-5-14 32,100 32,700 -600 -1.8 -1.8

共 新居浜 -7 新居浜市船木字国領甲4839番4 30,700 30,900 -200 -0.6 -1.0

新居浜(県) -4 30,800 31,000 -200 -0.3 -0.3

新居浜 -8 新居浜市多喜浜4丁目142番80 多喜浜4-2-49 24,200 24,600 -400 -1.6 -1.6

新居浜 -9 新居浜市河内町乙471番4 河内町10-12 66,800 66,800 0 0.0 0.5

新居浜 -10 新居浜市土橋2丁目2770番8 土橋2-14-24 38,700 39,300 -600 -1.5 -1.5

共 新居浜 -11 新居浜市一宮町2丁目甲856番6 一宮町2-6-23 63,200 63,600 -400 -0.6 -0.5

新居浜(県) -11 63,300 63,600 -300 -0.2 -0.5

新居浜 -12 新居浜市横水町566番9 横水町6-21 35,900 36,300 -400 -1.1 -1.1

新居浜 -13 新居浜市郷1丁目甲305番9 郷1-16-15 37,200 37,400 -200 -0.5 -0.5

新居浜 -14 新居浜市萩生字本郷821番2 30,300 30,600 -300 -1.0 -1.0

新居浜 -15 新居浜市中村松木1丁目1213番3 中村松木1-9-36 36,300 36,700 -400 -1.1 -1.1

新居浜 -16 新居浜市八幡1丁目甲793番5 八幡1-16-20 29,900 30,500 -600 -2.0 -2.2

新居浜 -17 新居浜市新田町1丁目乙1237番11 新田町1-6-3 43,600 43,900 -300 -0.7 -0.7

新居浜 -18 新居浜市北内町3丁目2514番10 北内町3-6-19 29,900 30,400 -500 -1.6 -1.6

新居浜 -19 新居浜市新須賀町2丁目甲474番5 新須賀町2-6-8 39,700 40,100 -400 -1.0 -1.0

新居浜 -20 新居浜市坂井町2丁目1234番 坂井町2-1-13 62,700 62,700 0 0.0 0.0

新居浜 5-1 新居浜市繁本町甲720番9 繁本町1-8 92,600 94,300 -1,700 -1.8 -1.8

新居浜 5-2 新居浜市坂井町2丁目1294番 坂井町2-5-24 77,200 76,300 900 1.2 1.2

新居浜 5-3 新居浜市若水町1丁目甲535番10 若水町1-9-18 41,300 42,400 -1,100 -2.6 -2.8

共 新居浜 5-4 新居浜市坂井町1丁目甲5444番7外 坂井町1-5-8 79,000 80,900 -1,900 -2.3 -2.3

新居浜(県) 5-5 79,100 81,000 -1,900 -0.1 -2.2

新居浜 5-5 新居浜市菊本町2丁目甲779番7外 菊本町2-3-31 44,000 44,800 -800 -1.8 -1.8

新居浜 5-6 新居浜市徳常町甲590番4 徳常町8-41 55,300 55,700 -400 -0.7 -1.2

新居浜 9-1 新居浜市黒島1丁目930番63 黒島1-5-54 15,100 15,000 100 0.7 0.7

新居浜 9-2 新居浜市阿島1丁目939番147外 阿島1-4-56 19,900 19,800 100 0.5 0.5

西条 -1 西条市朔日市字秋吉604番5 51,500 51,900 -400 -0.8 -1.0

共 西条 -2 西条市喜多川字梅ヶ須賀740番7 53,300 53,500 -200 -0.4 　　－

西条(県) -4 53,400 　　　－ 　　 － -0.2 -0.2

西条 -3 西条市大町字広坪326番22外 51,700 52,500 -800 -1.5 -0.6

西条 -4 西条市明屋敷字滋巷450番8 56,200 56,600 -400 -0.7 -0.7

西条 -5 西条市小松町南川字御手洗甲130番1 23,300 23,700 -400 -1.7 -1.7

西条 -6 西条市福武字出晴甲890番34 34,900 35,100 -200 -0.6 -0.6

西条 -7 西条市新田字北新田216番14 52,100 52,400 -300 -0.6 -0.6

西条 -8 西条市大町字弁財天724番17 58,700 59,100 -400 -0.7 -0.7

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和元年度及び
　　 　平成30年度地価調査について記載しており、「H31年変動率」欄には、Ｈ31年地価公示(H31.1.1)から令和元年度地価調査(R1.7.1)ま
       での半年変動率を、「R2年変動率」欄には、令和元年度地価調査(R1.7.1)からR2年地価公示(R2.1.1)までの半年変動率を記載してい
     　る。



令 和 ２ 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)

所 在 及 び 地 番 住居表示
R2年

公示価格
H31年

公示価格
差額

R2年
変動率

H31年
変動率

標 準 地
番　　号

西条 -9 西条市丹原町願連寺210番6 23,400 23,700 -300 -1.3 -1.7

西条 -10 西条市飯岡字西原2565番45 23,800 24,100 -300 -1.2 -1.2

西条 -11 西条市西泉字戊新田甲9番4 19,200 19,400 -200 -1.0 -1.0

西条 -12 西条市小松町新屋敷字小松甲225番1外 29,200 29,700 -500 -1.7 -1.7

西条 -13 西条市古川字新田甲389番4 50,700 51,500 -800 -1.6 -0.8

西条 -14 西条市三芳2347番1 19,500 19,700 -200 -1.0 -1.0

西条 -15 西条市喜多台463番9 26,200 26,500 -300 -1.1 -1.1

西条 -16 西条市石田239番4 22,100 22,300 -200 -0.9 -1.3

西条 -17 西条市周布985番11 23,400 23,700 -300 -1.3 -1.7

西条 5-1 西条市丹原町今井471番2 24,100 24,700 -600 -2.4 -2.4

西条 5-2 西条市大町字弁財天706番7 86,600 88,500 -1,900 -2.1 -2.2

西条 5-3 西条市周布624番3 56,300 56,800 -500 -0.9 -0.9

西条 5-4 西条市三津屋南9番7 43,300 44,300 -1,000 -2.3 -2.2

西条 5-5 西条市大町字新町1695番4 101,000 103,000 -2,000 -1.9 -1.9

西条 5-6 西条市小松町新屋敷字東町裏甲347番3外 30,900 31,600 -700 -2.2 -1.9

西条 5-7 西条市周布922番2 25,700 26,100 -400 -1.5 -1.5

西条 9-1 西条市ひうち字西ひうち8番27 22,200 22,200 0 0.0 0.0

西条 9-2 西条市ひうち字東ひうち18番17 20,000 20,000 0 0.0 0.0

共 大洲 -1 大洲市若宮字堀之内445番5外 51,600 52,900 -1,300 -2.5 -2.6

大洲(県) -2 52,200 53,600 -1,400 -1.1 -1.3

大洲 -2 大洲市柚木字尾阪358番80 39,700 40,400 -700 -1.7 -5.4

大洲 -3 大洲市大洲字三ﾉ丸880番90 44,900 46,100 -1,200 -2.6 -2.7

大洲 -4 大洲市長浜甲502番 36,500 37,900 -1,400 -3.7 -4.1

大洲 -5 大洲市長浜甲593番3 25,600 26,600 -1,000 -3.8 -4.0

大洲 5-1 大洲市常磐町字東側88番1外 50,000 51,500 -1,500 -2.9 -3.2

大洲 5-2 大洲市中村字長畑210番31 68,400 69,800 -1,400 -2.0 -3.1

大洲 5-3 大洲市東若宮18番5外 59,800 60,600 -800 -1.3 -4.3

伊予 -1 伊予市米湊字安広748番2 61,000 61,700 -700 -1.1 -1.0

伊予 -2 伊予市下吾川字北西原2025番26 54,300 55,000 -700 -1.3 -1.8

伊予 -3 伊予市下吾川字北野483番14 56,100 56,400 -300 -0.5 -0.7

伊予 -4 伊予市下三谷字中小路1431番4 32,200 32,800 -600 -1.8 -2.1

伊予 5-1 伊予市米湊字安広803番27 68,100 69,300 -1,200 -1.7 -2.5

伊予 5-2 伊予市灘町字西144番1 51,300 52,500 -1,200 -2.3 -2.8

伊予 5-3 伊予市下吾川字馬塚943番3 80,400 81,500 -1,100 -1.3 -0.5

四国中央 -1 四国中央市川之江町字松之本2451番2 57,700 57,800 -100 -0.2 0.0

四国中央 -2 四国中央市妻鳥町字金津子1743番4 57,700 57,700 0 0.0 1.2

四国中央 -3 四国中央市金生町下分字馬木1209番3 56,300 56,500 -200 -0.4 　　－

四国中央 -4 四国中央市三島中央5丁目字木瓜1606番3 三島中央5-9-12 57,500 57,600 -100 -0.2 -0.3

四国中央 -5 四国中央市豊岡町長田字小川原1024番5 22,700 23,000 -300 -1.3 -1.3

共 四国中央 -6 四国中央市下柏町字彦助屋敷233番5 54,600 54,700 -100 -0.2 -0.2

四国中央(県) -11 54,600 54,700 -100 0.0 -0.2

四国中央 -7 四国中央市土居町土居301番4 20,300 20,600 -300 -1.5 -1.4

四国中央 -8 四国中央市土居町小林1218番 17,800 18,100 -300 -1.7 -1.6

四国中央 5-1 四国中央市下柏町字九郎左ｴ門渕西713番1 86,500 87,600 -1,100 -1.3 -1.4

四国中央 5-2 四国中央市金生町下分字田中993番1 71,600 72,500 -900 -1.2 -1.4

四国中央 5-3 四国中央市土居町中村1261番1 32,900 33,400 -500 -1.5 -1.5

四国中央 5-4 四国中央市川之江町字馬場2033番2 57,900 58,600 -700 -1.2 -1.2

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和元年度及び
　　 　平成30年度地価調査について記載しており、「H31年変動率」欄には、Ｈ31年地価公示(H31.1.1)から令和元年度地価調査(R1.7.1)ま
       での半年変動率を、「R2年変動率」欄には、令和元年度地価調査(R1.7.1)からR2年地価公示(R2.1.1)までの半年変動率を記載してい
     　る。



令 和 ２ 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)
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R2年

公示価格
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R2年
変動率

H31年
変動率

標 準 地
番　　号

四国中央 9-1 四国中央市三島中央1丁目字陣屋2328番 31,500 31,500 0 0.0 0.0

西予 -1 西予市三瓶町朝立字櫓ﾉ下2番耕地24番2 31,300 32,200 -900 -2.8 -3.0

西予 -2 西予市三瓶町津布理字道ﾉ下90番12 29,000 29,800 -800 -2.7 -2.9

西予 -3 西予市宇和町卯之町2丁目664番 29,800 29,800 0 0.0 0.0

西予 -4 西予市宇和町下松葉140番11 32,100 32,100 0 0.0 0.0

西予 -5 西予市野村町野村11号89番 23,300 23,800 -500 -2.1 -2.1

西予 -6 西予市野村町野村1号468番2 9,730 9,800 -70 -0.7 -1.0

西予 5-1 西予市三瓶町朝立字日吉崎7番耕地286番36 34,200 35,200 -1,000 -2.8 -3.3

西予 5-2 西予市宇和町卯之町2丁目426番外 56,500 56,500 0 0.0 　　－

西予 5-3 西予市野村町野村12号749番1 39,700 40,600 -900 -2.2 -2.4

東温 -1 東温市西岡字熊の畑甲599番61 62,300 63,200 -900 -1.4 -1.6

東温 -2 東温市志津川字力石甲1133番35 61,800 62,800 -1,000 -1.6 -1.9

東温 -3 東温市南方字森1899番13 40,700 41,200 -500 -1.2 -1.4

東温 -4 東温市北方字川上甲2241番2 35,700 36,200 -500 -1.4 -1.4

東温 -5 東温市田窪字井手ﾉ上326番3 36,700 37,300 -600 -1.6 -1.8

東温 5-1 東温市牛渕字上樋1941番1 66,700 67,800 -1,100 -1.6 -2.0

東温 5-2 東温市牛渕字砂子地1047番1外 66,600 67,700 -1,100 -1.6 -1.9

東温 5-3 東温市樋口字前川甲1420番1 79,300 80,500 -1,200 -1.5 -1.8

久万高原 -1 久万高原町久万1451番2 14,300 14,600 -300 -2.1 -2.0

久万高原 -2 久万高原町東明神甲1090番1 10,600 10,800 -200 -1.9 -1.8

久万高原 5-1 久万高原町久万267番1 37,100 38,000 -900 -2.4 -2.6

共 松前 -1 松前町大字筒井字中須賀396番13 80,200 80,200 0 0.0 0.0

松前(県) -1 80,200 80,200 0 0.0 0.0

松前 -2 松前町大字北黒田字美居701番5外 58,900 59,000 -100 -0.2 -0.2

松前 -3 松前町大字浜字仁右衛門1140番8 62,100 62,500 -400 -0.6 -1.0

松前 -4 松前町大字西高柳字石楠131番2 58,700 58,800 -100 -0.2 -0.3

松前 5-1 松前町大字筒井字南内開348番4 85,900 86,300 -400 -0.5 -0.7

砥部 -1 砥部町高尾田796番 56,600 56,800 -200 -0.4 -0.4

砥部 -2 砥部町高尾田1292番 64,000 64,800 -800 -1.2 -1.2

砥部 5-1 砥部町拾町7番6外 59,900 60,600 -700 -1.2 -1.6

内子 -1 内子町内子1790番 46,500 47,100 -600 -1.3 -1.5

内子 -2 内子町内子3155番 33,600 34,100 -500 -1.5 -2.0

内子 -3 内子町平岡甲1519番 20,300 20,600 -300 -1.5 -2.4

内子 -4 内子町平岡甲408番4 30,300 30,500 -200 -0.7 -1.0

内子 5-1 内子町内子262番 52,700 53,800 -1,100 -2.0 -2.2

鬼北 -1 鬼北町大字出目1923番 15,500 15,800 -300 -1.9 -2.5

鬼北 -2 鬼北町大字国遠1054番2 13,200 13,400 -200 -1.5 -1.5

鬼北 5-1 鬼北町大字近永659番2 33,500 34,300 -800 -2.3 -2.8

愛南 -1 愛南町城辺甲3816番8 24,500 24,800 -300 -1.2 -2.0

愛南 -2 愛南町須ﾉ川314番 11,000 11,200 -200 -1.8 -1.8

愛南 -3 愛南町御荘平城2893番10 24,400 24,800 -400 -1.6 -2.0

愛南 -4 愛南町御荘平城4342番 22,900 23,200 -300 -1.3 -2.1

愛南 5-1 愛南町御荘平城3730番1外 48,700 49,800 -1,100 -2.2 -2.7

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和元年度及び
　　 　平成30年度地価調査について記載しており、「H31年変動率」欄には、Ｈ31年地価公示(H31.1.1)から令和元年度地価調査(R1.7.1)ま
       での半年変動率を、「R2年変動率」欄には、令和元年度地価調査(R1.7.1)からR2年地価公示(R2.1.1)までの半年変動率を記載してい
     　る。


