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１　宅地及び宅地見込地

基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 22年度標準価格
（円／㎡）

23年度標準価格
（円／㎡）

変動率
（％）

松江(県)　－１ 松江市南平台３８５番９０「南平台１２
－５」

41,400 40,000 -3.4

松江(県)　－２ 法吉町字久米１１５２番１ 64,100 61,000 -4.8

松江(県)　－３ 菅田町字赤崎５番４ 74,500 71,100 -4.6

松江(県)　－４ 西川津町字木佐屋田１５４０番２０ 66,200 63,600 -3.9

松江(県)　－５ 内中原町２３３番３０ 92,000 88,000 -4.3

松江(県)　－６ 一の谷町１７６７番１２５「一の谷６－
１６」

57,200 55,000 -3.8

松江(県)　－７ 西津田６丁目９６８番３４「西津田６－
１０－４３」

79,900 76,500 -4.3

松江(県)　－８ 八雲台１丁目２６５３番１４「八雲台１
－３－７」

58,100 55,500 -4.5

松江(県)　－９ 南田町１２４番２１４ 79,500 75,500 -5.0

松江(県)　－10 上乃木５丁目２１９１番６「上乃木５－
１４－１３」

67,500 64,600 -4.3

松江(県)　－11 浜乃木７丁目１番６外「浜乃木７－１－
１１」

81,900 79,200 -3.3

松江(県)　－12 比津が丘３丁目２５番「比津が丘３－９
－２４」

60,400 58,100 -3.8

松江(県)　－13 西川津町字山崎３２８０番１８ 67,000 64,500 -3.7

松江(県)　－14 堂形町７７０番 76,500 73,000 -4.6

松江(県)　－15 春日町字洗足４７１番１６ 74,000 70,500 -4.7

松江(県)　－16 東津田町字佐水１８３９番６外 52,500 51,000 -2.9

松江(県)　－17 乃木福富町字中山７３３番４７ 53,500 53,000 -0.9

松江(県)　－18 東津田町字沼１２０６番１ 74,000 70,600 -4.6

松江(県)　－19 鹿島町佐陀本郷字志戸沖１１３５番１外 26,700 26,000 -2.6

松江(県)　－20 鹿島町南講武字大日１９２番 11,700 11,600 -0.9

松江(県)　－21 鹿島町佐陀宮内字馬飼６８番 24,200 23,500 -2.9

松江(県)　－22 島根町大芦１５４９番 13,400 13,200 -1.5

松江(県)　－23 八束町波入字中５２４番 12,100 12,000 -0.8

松江(県)　－24 島根町加賀１１４５番８ 17,700 17,500 -1.1

松江(県)　－25 美保関町七類１７３２番３ 18,200 17,900 -1.6

松江(県)　－26 美保関町福浦６６５番２ 11,500 11,400 -0.9

松江(県)　－27 美保関町北浦３３９番１外 9,500 9,400 -1.1

松江(県)　－28 八雲町東岩坂２０１番 24,600 24,200 -1.6

松江(県)　－29 八雲町熊野７４６番４外 12,200 12,000 -1.6

松江(県)　－30 八雲町日吉１５６番１４ 36,800 35,700 -3.0
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基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 22年度標準価格
（円／㎡）

23年度標準価格
（円／㎡）

変動率
（％）

松江(県)　－31 玉湯町湯町５４３番２３ 47,000 45,500 -3.2

松江(県)　－32 玉湯町湯町１７１番２ 52,800 51,000 -3.4

松江(県)　－33 宍道町昭和１７８番 32,900 32,500 -1.2

松江(県)　－34 宍道町東来待９９４番２４ 22,300 22,000 -1.3

松江(県)　－35 宍道町白石２１５番２ 20,700 20,500 -1.0

松江(県)　－36 八束町江島字中島５３８番３５外 10,500 10,400 -1.0

松江(県)　－37 八束町入江字堂ケ榎９６７番１内 12,400 12,300 -0.8

松江(県)３－１ 春日町字洗足４８６番１ 29,000 27,000 -6.9

松江(県)３－２ 竹矢町字南２０７２番外 0 16,200 選定替

松江(県)３－３ 玉湯町湯町３９７番１ 21,600 20,600 -4.6

松江(県)５－１ 千鳥町２６番１ 103,000 96,800 -6.0

松江(県)５－２ 殿町４２番外 140,000 130,000 -7.1

松江(県)５－３ 嫁島町１０番４「嫁島町１５－１４」 85,000 74,800 -12.0

松江(県)５－４ 朝日町字伊勢宮４８７番１７外 133,000 126,000 -5.3

松江(県)５－５ 学園２丁目６０２番「学園２－２９－１
０」

142,000 131,000 -7.7

松江(県)５－６ 朝日町字伊勢宮４７０番１外 143,000 133,000 -7.0

松江(県)５－７ 黒田町字下ノ原４２５番７ 124,000 121,000 -2.4

松江(県)５－８ 内中原町３７番 108,000 103,000 -4.6

松江(県)５－９ 鹿島町武代字八神田２２９番３外 0 31,000 選定替

松江(県)５－10 島根町加賀６１２番 25,500 24,300 -4.7

松江(県)５－11 美保関町美保関６５１番外 38,200 36,600 -4.2

松江(県)５－12 玉湯町湯町７４２番５外 64,000 63,000 -1.6

松江(県)５－13 宍道町昭和１２６番 40,500 40,000 -1.2

松江(県)７－１ 東朝日町字剣先２８１番外 69,600 68,700 -1.3

松江(県)９－１ 八幡町字大土手外９５３番１７ 21,500 20,200 -6.0

松江(県)９－２ 鹿島町古浦字砂山６０１番５７外 21,700 20,500 -5.5

松江(県)９－３ 美保関町森山７８４番１外 14,300 14,000 -2.1

松江(県)９－４ 宍道町佐々布７５番１外 12,400 12,200 -1.6

松江(県)９－５ 八束町江島字新中浦１１２８番５４ 10,400 10,300 -1.0

松江(県)10－１ 西浜佐陀町字スズメガエ４９６番３ 33,000 32,500 -1.5

松江(県)10－２ 東忌部町８３番７８ 42,700 41,400 -3.0

松江(県)10－３ 本庄町字門畑１１９番 19,900 19,800 -0.5
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基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 22年度標準価格
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松江(県)10－４ うぐいす台６５２番３２「うぐいす台８
－２５」

54,500 53,700 -1.5

松江(県)10－５ 玉湯町林５５１番 12,200 12,100 -0.8

浜田(県)　－１ 浜田市殿町２３番１１ 60,200 57,300 -4.8

浜田(県)　－２ 熱田町６３６番３２ 35,700 34,100 -4.5

浜田(県)　－３ 長沢町７０１番１４ 41,000 39,200 -4.4

浜田(県)　－４ 黒川町４１０５番１ 60,600 57,600 -5.0

浜田(県)　－５ 周布町イ４２２番 30,300 29,300 -3.3

浜田(県)　－６ 長浜町１３２４番１２ 29,600 28,700 -3.0

浜田(県)　－７ 金城町七条ハ５６８番５６ 18,600 18,100 -2.7

浜田(県)　－８ 金城町今福２８番 12,400 11,900 -4.0

浜田(県)　－９ 旭町今市５５０番１ 10,500 10,100 -3.8

浜田(県)　－10 旭町丸原１０８番１ 10,800 10,300 -4.6

浜田(県)　－11 旭町都川１０３４番２ 4,500 4,400 -2.2

浜田(県)　－12 弥栄町長安本郷５５５番３ 4,100 4,000 -2.4

浜田(県)　－13 三隅町向野田３１１３番外 23,900 23,600 -1.3

浜田(県)　－14 三隅町三隅１３４８番２ 32,000 31,000 -3.1

浜田(県)　－15 三隅町三隅２８９番６ 14,700 14,500 -1.4

浜田(県)５－１ 殿町８４番３ 96,400 89,700 -7.0

浜田(県)５－２ 朝日町３８番外 61,200 58,700 -4.1

浜田(県)５－３ 金城町下来原１５４１番１ 17,500 17,000 -2.9

浜田(県)５－４ 旭町今市６０２番１０ 13,700 13,000 -5.1

浜田(県)５－５ 弥栄町木都賀イ５５４番２ 4,100 4,000 -2.4

浜田(県)５－６ 三隅町三隅１３１１番１外 40,800 39,000 -4.4

浜田(県)７－１ 周布町イ１００番外 27,400 26,100 -4.7

浜田(県)９－１ 下府町３２７番１００ 17,500 16,500 -5.7

出雲(県)　－１ 出雲市今市町字漆垣３番７外 55,000 52,800 -4.0

出雲(県)　－２ 塩冶有原町６丁目６７番 47,200 45,000 -4.7

出雲(県)　－３ 松寄下町字井原９５番４ 35,800 35,300 -1.4

出雲(県)　－４ 中野町７０１番３０ 43,600 42,500 -2.5

出雲(県)　－５ 医大南町２丁目１０番３「医大南町２－
２－９」

40,000 38,800 -3.0

出雲(県)　－６ 大津町字西谷２５５８番１８ 37,100 36,300 -2.2

出雲(県)　－７ 古志町字宇賀２２２３番３ 26,000 25,500 -1.9
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出雲(県)　－８ 今市町北本町４丁目３番１５ 62,200 59,000 -5.1

出雲(県)　－９ 武志町８９１番６ 29,800 29,200 -2.0

出雲(県)　－10 平田町字大倉２７８５番５ 33,300 32,200 -3.3

出雲(県)　－11 東福町字輪ノ内１８８２番５ 19,800 19,600 -1.0

出雲(県)　－12 西平田町１７０番 37,600 37,000 -1.6

出雲(県)　－13 平田町字横撫５５１番 31,000 30,200 -2.6

出雲(県)　－14 灘分町字一ノ切４０７番２ 28,600 28,200 -1.4

出雲(県)　－15 佐田町須佐字石佛７２６番４ 5,500 5,450 -0.9

出雲(県)　－16 佐田町一窪田字焼田２１２５番１外 3,950 3,900 -1.3

出雲(県)　－17 佐田町八幡原字天皇２５３番２ 4,950 4,900 -1.0

出雲(県)　－18 多伎町口田儀８４９番２０外 9,100 9,000 -1.1

出雲(県)　－19 多伎町久村１３５２番４ 9,100 9,000 -1.1

出雲(県)　－20 多伎町小田１５０番１７ 9,300 9,200 -1.1

出雲(県)　－21 湖陵町三部１２７１番１３ 17,400 17,300 -0.6

出雲(県)　－22 湖陵町二部１７２９番１ 10,300 10,100 -1.9

出雲(県)　－23 大社町修理免字西原４００番 20,500 20,400 -0.5

出雲(県)　－24 湖陵町差海１７０３番 9,300 9,200 -1.1

出雲(県)　－25 大社町杵築南字鹿城山１２５９番１１ 29,900 29,600 -1.0

出雲(県)　－26 大社町杵築西字横丁２４３３番 23,400 23,200 -0.9

出雲(県)５－１ 駅南町二丁目１番１ 81,500 74,000 -9.2

出雲(県)５－２ 渡橋町１０５５番１ 0 89,000 選定替

出雲(県)５－３ 大津町４５６番５ 56,000 50,500 -9.8

出雲(県)５－４ 平田町字古川２２４８番２外 49,500 47,000 -5.1

出雲(県)５－５ 佐田町反邊字槙原１５８６番３４ 10,400 10,200 -1.9

出雲(県)５－６ 多伎町多岐８７６番２１ 16,500 16,300 -1.2

出雲(県)５－７ 湖陵町三部５６４番１６ 11,400 11,300 -0.9

出雲(県)５－８ 大社町杵築南字鹿城山１３６４番１１外 49,500 47,800 -3.4

出雲(県)７－１ 渡橋町７３８番４外 51,200 47,500 -7.2

出雲(県)７－２ 大社町修理免字西原６８７番１ 34,400 33,800 -1.7

出雲(県)９－１ 長浜町５１６番４１外 9,600 8,800 -8.3

出雲(県)９－２ 灘分町字一ノ切４７７番５１ 18,000 17,200 -4.4

出雲(県)９－３ 多伎町口田儀９０８番１ 9,200 9,000 -2.2
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益田(県)　－１ 益田市乙吉町イ３３３番５ 54,200 52,300 -3.5

益田(県)　－２ 東町ロ６２８番２６「東町３５－２５」 39,100 37,600 -3.8

益田(県)　－３ 高津１丁目イ１００９番「高津１－２８
－１４」

0 39,600 選定替

益田(県)　－４ 下本郷町７０５番２２ 34,600 33,500 -3.2

益田(県)　－５ 須子町イ６８３番８０「須子町５４－１
０」

30,400 29,700 -2.3

益田(県)　－６ 中吉田町５１７番１外 39,500 38,500 -2.5

益田(県)　－７ 美都町山本イ２１８番２ 7,000 6,900 -1.4

益田(県)　－８ 美都町仙道５８９番１ 7,250 7,150 -1.4

益田(県)　－９ 美都町宇津川ロ７０８番外 5,100 5,000 -2.0

益田(県)　－10 匹見町澄川イ４０２番１外 2,350 2,300 -2.1

益田(県)　－11 匹見町道川イ２６番 2,150 2,100 -2.3

益田(県)５－１ あけぼの東町１５番２６ 89,300 78,800 -11.8

益田(県)５－２ 美都町都茂１８００番４外 9,300 9,100 -2.2

益田(県)５－３ 匹見町匹見イ１２６８番６ 6,800 6,600 -2.9

益田(県)７－１ 須子町イ６１８番１「須子町４２－１
２」

42,300 41,200 -2.6

益田(県)９－１ 高津７丁目イ１１２８番８３「高津７丁
目１５－４７」

35,400 34,800 -1.7

大田(県)　－１ 大田市大田町大田字松ノ前イ２７６番２
外

42,200 39,500 -6.4

大田(県)　－２ 大田町大田字才ノ峠ロ８１８番４ 29,500 28,500 -3.4

大田(県)　－３ 大田町大田字大田町ハ２８２番 31,300 29,600 -5.4

大田(県)　－４ 長久町長久字高禅寺ロ３３３番１８ 30,200 29,500 -2.3

大田(県)　－５ 大田町大田字宮崎ロ１１１２番７外 34,500 33,000 -4.3

大田(県)　－６ 大田町大田字岡ノ前ロ３２８番４ 29,800 28,400 -4.7

大田(県)　－７ 温泉津町小浜字切石イ１３７番１１外 22,500 22,000 -2.2

大田(県)　－８ 仁摩町仁万字新町１５０８番 19,000 18,500 -2.6

大田(県)　－９ 仁摩町馬路字池ノ浜１７３６番２０ 10,400 10,100 -2.9

大田(県)５－１ 大田町大田字神田ロ９４０番８外 54,900 52,000 -5.3

大田(県)５－２ 仁摩町仁万字瀨違４３１番４０ 22,600 22,200 -1.8

大田(県)７－１ 長久町長久字下川原イ５４８番３ 44,000 43,000 -2.3

大田(県)９－１ 鳥井町鳥越４１３番１５ 6,000 5,900 -1.7

安来(県)　－１ 安来市西赤江町字荒島界６９９番１７ 31,000 30,000 -3.2

安来(県)　－２ 黒井田町字角１７１番３３ 37,000 35,000 -5.4

安来(県)　－３ 荒島町字御崎１５１５番７ 31,000 30,000 -3.2



6

基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 22年度標準価格
（円／㎡）

23年度標準価格
（円／㎡）

変動率
（％）

安来(県)　－４ 吉佐町字町通り３３２番 27,000 26,000 -3.7

安来(県)　－５ 広瀬町広瀬２１１８番３ 28,500 27,000 -5.3

安来(県)　－６ 広瀬町広瀬５６２番３ 21,000 20,500 -2.4

安来(県)　－７ 広瀬町布部１６６７番５ 11,000 10,500 -4.5

安来(県)　－８ 伯太町安田１２５０番９ 17,000 16,400 -3.5

安来(県)　－９ 伯太町井尻９５番 9,300 9,000 -3.2

安来(県)　－10 伯太町母里１８７番 21,500 21,000 -2.3

安来(県)５－１ 安来町字内浜１１８２番１７外 61,000 56,000 -8.2

安来(県)７－１ 飯島町字藤木５２５番１ 44,000 41,000 -6.8

安来(県)10－１ 中津町字川西４９１番７ 21,500 20,500 -4.7

安来(県)10－２ 佐久保町字新田５４番１３ 22,200 21,200 -4.5

江津(県)　－１ 江津市敬川町１２１８番 21,700 21,100 -2.8

江津(県)　－２ 二宮町神主イ１１５７番１９外 23,400 22,500 -3.8

江津(県)　－３ 波子町ロ４５１番３３ 18,100 17,600 -2.8

江津(県)　－４ 嘉久志町イ１３２２番１８ 27,900 27,000 -3.2

江津(県)　－５ 都野津町２３３２番２ 29,100 27,900 -4.1

江津(県)　－６ 浅利町３５３番２０ 18,300 17,800 -2.7

江津(県)　－７ 桜江町川戸１４番１外 15,000 14,800 -1.3

江津(県)　－８ 桜江町谷住郷１９７１番７ 11,100 11,000 -0.9

江津(県)５－１ 嘉久志町イ１８２０番３４外 44,100 42,300 -4.1

江津(県)７－１ 都野津町２３０７番１９外 11,000 10,300 -6.4

雲南(県)　－１ 雲南市大東町大東１０９０番６ 0 20,000 選定替

雲南(県)　－２ 大東町大東下分３９９番１外 10,900 10,700 -1.8

雲南(県)　－３ 大東町東阿用３８７番 8,600 8,400 -2.3

雲南(県)　－４ 加茂町加茂中１０１１番１ 24,000 23,300 -2.9

雲南(県)　－５ 加茂町東谷１４０番３ 15,300 15,200 -0.7

雲南(県)　－６ 掛合町掛合５２７番１９ 8,100 8,000 -1.2

雲南(県)　－７ 木次町新市４４１番 24,500 24,200 -1.2

雲南(県)　－８ 木次町西日登１６４番１１ 14,200 14,100 -0.7

雲南(県)　－９ 木次町下熊谷１２１０番１ 30,500 30,300 -0.7

雲南(県)　－10 三刀屋町給下８５８番５外 16,300 16,000 -1.8

雲南(県)　－11 掛合町掛合２１９０番１ 11,900 11,600 -2.5



7

基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 22年度標準価格
（円／㎡）

23年度標準価格
（円／㎡）

変動率
（％）

雲南(県)　－12 三刀屋町三刀屋９５６番３ 22,000 21,800 -0.9

雲南(県)　－13 三刀屋町三刀屋１２３０番５８ 24,400 23,800 -2.5

雲南(県)　－14 吉田町吉田字町２７０４番７ 8,000 7,800 -2.5

雲南(県)　－15 吉田町深野字深野５０番 3,350 3,300 -1.5

雲南(県)　－16 掛合町入間２７９番６ 6,200 6,100 -1.6

雲南(県)５－１ 木次町木次４６８番６ 35,000 34,300 -2.0

雲南(県)５－２ 三刀屋町三刀屋３５番２外 45,000 44,000 -2.2

雲南(県)５－３ 掛合町掛合２１５０番６６ 15,300 14,900 -2.6

雲南(県)７－１ 木次町里方５１２番１外 34,000 33,500 -1.5

東出雲(県)　－１ 八束郡東出雲町大字出雲郷字大木８１４
番３２外

36,000 34,600 -3.9

東出雲(県)　－２ 大字出雲郷字郡屋敷４１１番１ 38,700 38,100 -1.6

東出雲(県)　－３ 大字揖屋町字付谷２１０４番１２ 34,500 32,600 -5.5

東出雲(県)５－１ 大字揖屋町字森ヶ上１２０５番１ 43,500 43,000 -1.1

東出雲(県)９－１ 大字揖屋町字崎田２７３０番１外 20,000 19,000 -5.0

東出雲(県)10－１ 大字今宮字下ノ前３４１番 13,900 13,800 -0.7

奥出雲(県)　－１ 仁多郡奥出雲町三成４４７番４ 24,900 23,900 -4.0

奥出雲(県)　－２ 三成７１０番４ 21,900 21,100 -3.7

奥出雲(県)　－３ 亀嵩１５５６番 8,750 8,650 -1.1

奥出雲(県)　－４ 横田６８４番１外 17,500 17,100 -2.3

奥出雲(県)　－５ 下横田３４５番１ 12,800 12,500 -2.3

奥出雲(県)５－１ 三成２６５番 30,000 28,600 -4.7

奥出雲(県)５－２ 横田１０４３番２外 29,200 28,100 -3.8

奥出雲(県)７－１ 横田１１２８番５ 14,800 14,600 -1.4

飯南(県)　－１ 飯石郡飯南町頓原１６０８番２ 10,900 10,700 -1.8

飯南(県)　－２ 頓原２２０１番２０ 10,200 10,000 -2.0

飯南(県)　－３ 長谷５８番 5,950 5,900 -0.8

飯南(県)　－４ 野萱１００８番１ 5,900 5,850 -0.8

飯南(県)　－５ 上赤名１２４番３ 8,300 8,150 -1.8

飯南(県)　－６ 下赤名１３４４番３ 4,150 4,100 -1.2

飯南(県)５－１ 頓原２０７９番７ 17,200 17,000 -1.2

飯南(県)５－２ 上赤名１６６３番２ 14,100 13,700 -2.8

斐川(県)　－１ 簸川郡斐川町大字荘原町３９１３番 30,200 29,100 -3.6
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基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 22年度標準価格
（円／㎡）

23年度標準価格
（円／㎡）

変動率
（％）

斐川(県)　－２ 大字上庄原字上新川１７３０番２ 25,900 25,200 -2.7

斐川(県)　－３ 大字直江町１５５５番６３ 28,700 27,800 -3.1

斐川(県)５－１ 大字直江町４８３１番２ 38,500 37,000 -3.9

斐川(県)５－２ 大字荘原町３８４９番 33,200 32,300 -2.7

斐川(県)７－１ 大字荘原町３１６８番１外 11,200 11,000 -1.8

川本(県)　－１ 邑智郡川本町大字川本１１４７番３ 9,400 9,000 -4.3

川本(県)　－２ 大字川本４２７番１５ 22,200 21,000 -5.4

川本(県)　－３ 大字因原３５１番３外 11,000 10,600 -3.6

美郷(県)　－１ 美郷町浜原６５番１ 8,050 7,800 -3.1

美郷(県)　－２ 粕渕２７７番 12,400 12,000 -3.2

美郷(県)　－３ 都賀行５２番４ 4,000 3,950 -1.3

美郷(県)　－４ 都賀本郷３９７番１外 5,600 5,450 -2.7

美郷(県)５－１ 粕渕１７７番１０ 19,700 19,000 -3.6

邑南(県)　－１ 邑南町阿須那１４７番３ 5,700 5,500 -3.5

邑南(県)　－２ 中野２４１３番１ 5,800 5,700 -1.7

邑南(県)　－３ 高見４０３番１ 4,700 4,600 -2.1

邑南(県)　－４ 市木１９４４番 5,300 5,200 -1.9

邑南(県)　－５ 下田所２５８番８ 6,900 6,700 -2.9

邑南(県)　－６ 矢上１０８９番３ 5,500 5,500 0.0

邑南(県)　－７ 日貫３２２０番２ 4,300 4,250 -1.2

邑南(県)５－１ 下口羽５５４番３ 6,600 6,400 -3.0

邑南(県)５－２ 三日市５２３番 6,300 6,100 -3.2

邑南(県)５－３ 矢上４２番外 7,500 7,400 -1.3

邑南(県)９－１ 下田所９３番１ 5,300 5,100 -3.8

津和野(県)　－１ 鹿足郡津和野町寺田字宮ノ下８番内１ 21,600 21,300 -1.4

津和野(県)　－２ 中座字小坂ロ８１番外 34,900 34,000 -2.6

津和野(県)　－３ 後田字万町ロ５０７番 36,900 35,800 -3.0

津和野(県)　－４ 枕瀬９７４番４７ 18,100 17,600 -2.8

津和野(県)　－５ 青原７９０番１ 14,000 13,500 -3.6

津和野(県)　－６ 左鐙字久四郎９９０番２ 5,000 4,900 -2.0

津和野(県)５－１ 森村字堀内ハ１９番５外 51,000 47,800 -6.3

津和野(県)５－２ 日原２３３番３ 25,000 24,000 -4.0
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基 準 地 番 号 基準地の所在及び地番並びに住居表示 22年度標準価格
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変動率
（％）

吉賀(県)　－１ 吉賀町柿木村柿木５６７番１ 11,400 11,200 -1.8

吉賀(県)　－２ 柿木村柿木２２３番２ 8,600 8,500 -1.2

吉賀(県)　－３ 六日市８７２番 19,400 18,500 -4.6

吉賀(県)　－４ 七日市９７２番 12,500 11,900 -4.8

吉賀(県)　－５ 立河内２９９番５ 11,400 11,200 -1.8

吉賀(県)５－１ 六日市７８５番外 26,300 25,000 -4.9

海士(県)　－１ 隠岐郡海士町大字海士１０８９番１０ 10,900 10,700 -1.8

海士(県)　－２ 大字崎１６７１番 5,500 5,400 -1.8

海士(県)　－３ 大字宇受賀２０４番４ 6,000 5,900 -1.7

海士(県)５－１ 大字福井９６７番 24,000 23,200 -3.3

西ノ島(県)　－１ 西ノ島町大字浦郷字坂ノ浦７４７番１ 20,500 20,000 -2.4

西ノ島(県)　－２ 大字美田字大津２９９番１ 17,100 16,800 -1.8

西ノ島(県)　－３ 大字別府字後畑６６番１ 22,500 22,000 -2.2

西ノ島(県)５－１ 大字浦郷字延命小路３５１番１ 45,000 43,000 -4.4

知夫(県)　－１ 知夫村字仁夫リ浜２２７４番 4,650 4,600 -1.1

知夫(県)５－１ 字郡１０１４番２ 9,500 9,400 -1.1

隠岐の島(県)　－１ 隠岐の島町池田風呂前５５番１ 16,800 16,500 -1.8

隠岐の島(県)　－２ 加茂柯尾尻２５７番２ 6,800 6,750 -0.7

隠岐の島(県)　－３ 栄町１１０番 27,700 27,100 -2.2

隠岐の島(県)　－４ 布施下原２１３番２ 13,300 13,100 -1.5

隠岐の島(県)　－５ 都万屋内原２３４８番７外 13,900 13,700 -1.4

隠岐の島(県)　－６ 北方五反田３０６番１ 10,100 10,000 -1.0

隠岐の島(県)５－１ 中町目貫の四２８番１ 72,400 68,400 -5.5

隠岐の島(県)９－１ 原田二本松６番５外 18,400 18,100 -1.6



２　林地

基準地番号 基準地の所在及び地番 22年度標準価
格(円/10a)

23年度標準
価格(円

変動率
（％）

地域の特性

島根(林)　－１ 安来市切川町字内代１７０１番 155,000 147,000 -5.2 都市近郊林
地地域

島根(林)　－２ 隠岐郡隠岐の島町原田西堤１２７
７番

70,000 68,500 -2.1 林業本場林
地地域

島根(林)　－３ 松江市美保関町北浦１２５４番 110,000 106,000 -3.6 農村林地地
域

島根(林)　－４ 出雲市所原町字上ノ山５２４５番
１

52,600 50,500 -4.0 農村林地地
域

島根(林)　－５ 仁多郡奥出雲町上阿井２６０２番
１外

52,000 50,000 -3.8 山村奥地林
地地域

島根(林)　－６ 隠岐郡西ノ島町大字浦郷字赤ノ江
奥１９７４番

59,000 57,000 -3.4 農村林地地
域

島根(林)　－７ 出雲市久多見町字久地免８２８番
４

104,000 98,000 -5.8 都市近郊林
地地域

島根(林)　－８ 雲南市木次町東日登１９９１番 92,000 90,000 -2.2 農村林地地
域

島根(林)　－９ 雲南市掛合町松笠１９９３番１ 55,000 53,000 -3.6 農村林地地
域

島根(林)　－10 飯石郡飯南町花栗２３５番１ 51,000 49,000 -3.9 農村林地地
域

島根(林)　－11 安来市広瀬町布部２０１０番外 63,000 58,000 -7.9 山村奥地林
地地域

島根(林)　－12 大田市大田町大田字綿田イ２７２
０番３

100,000 97,000 -3.0 都市近郊林
地地域

島根(林)　－13 大田市久利町市原字木屋ケ廻イ２
４２番１

48,000 47,000 -2.1 農村林地地
域

島根(林)　－14 邑智郡川本町大字川下３２３２番
１

42,000 40,000 -4.8 農村林地地
域

島根(林)　－15 浜田市金城町上来原１００７番 40,000 38,000 -5.0 山村奥地林
地地域

島根(林)　－16 邑智郡邑南町上田所２０９８番１
８

58,000 55,000 -5.2 農村林地地
域

島根(林)　－17 鹿足郡津和野町青原１０４４番１ 48,000 46,000 -4.2 農村林地地
域

島根(林)　－18 鹿足郡吉賀町広石８２３番 38,000 37,000 -2.6 山村奥地林
地地域

島根(林)　－19 江津市松川町太田６４９番１ 100,000 97,000 -3.0 農村林地地
域

島根(林)　－20 浜田市日脚町１３２７番４０ 105,000 100,000 -4.8 都市近郊林
地地域

島根(林)　－21 益田市美都町都茂４３０４番外 38,500 37,000 -3.9 山村奥地林
地地域

島根(林)　－22 益田市栄町ロ４２５番外 180,000 171,000 -5.0 都市近郊林
地地域

島根(林)　－23 浜田市久代町１４５３番６ 810,000 770,000 -4.9 都市近郊林
地地域

島根(林)　－24 松江市佐草町字一本松１０９９番 590,000 570,000 -3.4 都市近郊林
地地域
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