
Ⅱ　平成 27 年香川県地価調査結果の概要
　本県においては、高松市を中心に昭和 63 年頃から地価高騰が始まり、その上昇率は平成２年頃にピークとなった後、急速に

沈静化に向かい、平成４年頃を境として地価下落に転じた。本年の地価調査（平成 27 年７月１日現在）においては、県全体と

してはその傾向が継続し地価は下落しているが、下落幅は全体として縮小傾向にあり、一部に価格上昇や横ばいの地点が見ら

れるようになっている。

　１　概況（表３、表８、表９参照）

　⑴ 　本県における基準地価格は、住宅地平均及び全用途平均については平成５年以後 23 年連続、商業地平均については

平成４年以後 24 年連続の下落となった。

　⑵　対前年平均変動率は、住宅地、商業地及び全用途平均全てにおいて下落率が縮小した。

　　　　住宅地　-1.9％（前年：-2.8％）、商業地　-2.3％（前年：-3.5％）

　　　　全用途平均　-2.0％（前年：-3.1％）

　⑶ 　市町別に見ると、県内全市町において、住宅地、商業地、工業地及び全用途の平均価格はいずれも下落し、横ばい

または上昇となった市町はない。

　⑷ 　調査地点ごとにみると、継続調査地点（179 地点）のうち、６地点で価格が上昇、13 地点で横ばい、160 地点で価

格が下落し、上昇地点及び横ばい地点が増加した。

　⑸　価格が下落した全継続調査地点 160 地点のうち、下落率が拡大したのは６地点であり、前年と同数であった。

　　　　表３　価格動向と地点数

平成27年調査 平成26年調査

基準地の地点数 県下全市町（８市９町）
182地点（３地点は選定替）

県下全市町（８市９町）
182地点（４地点は選定替）

前年度からの継続地点数 179地点 178地点

価
格
動
向

上昇地点 ６地点 ３地点

価格変動なし 13地点 ６地点

下
落
地
点

変動率拡大 ６地点（3.6％） ６地点（3.6％）

変動率同率 ５地点（3.2％） ６地点（3.6％）

変動率縮小 145地点（92.9％） 154地点（90.1％）

比較不能 ４地点 ３地点

計 160地点 169地点

　　　　※比較不能とは前年に新設または選定替えした地点で、変動率の比較ができない地点である。
　　　　※拡大・縮小における（　）内の割合は、比較不能地点数を除いて算定。
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　２　住宅地について

　　⑴　変動率

　　　①　推移（図１、表８）

　県内の住宅地の対前年変動率の平均は-1.9％である。

平成 10 年以来拡大していた下落幅は平成 19 年〜 20

年に一旦縮小、リーマンショック後の平成 21 年〜 23

年に再び拡大し、平成 24 年以降徐々に縮小している。

　　　②　市町別平均変動率（表９）

　市町別にみると、平均価格の上昇を示した市町はな

く、全市町（８市９町）で下落となった。また、下落

率の大きい順に、東かがわ市（-3.3％）、土庄町（-3.1％）、

坂出市、善通寺市、及び小豆島町（-2.8％）となっている。

　　　③　基準地別対前年変動率

　住宅地の継続地点 122 地点（前年：121 地点）は、

６地点で価格が上昇、12 地点で横ばい、104 地点で価

格が下落した。また、下落率の大きい基準地は次表の

とおりである。

　表４　住宅地の下落率上位基準地一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円 /㎡、％）

順位 基準地番号 基　準　地　の　所　在　地 平成27年価格 変動率
前　年

変動率 順位

1 小豆島（県）−２ 小豆郡小豆島町草壁本町字下川西499番５ 26,000 △4.8 △5.2 3

2 三豊（県）−２ 三豊市詫間町詫間字大通257番 21,600 △4.0 △4.7 9

3 高松（県）−５ 高松市浜ノ町295番113「浜ノ町38−２」 54,200 △3.9 △4.4 12

4 高松（県）−26 高松市塩江町安原上東字北井247番８ 12,700 △3.8 △5.0 4

5 三豊（県）−４ 三豊市山本町大野字下南川原269番28 18,100 △3.7 △4.1 22

6 さぬき（県）−１ さぬき市津田町津田字南上所820番４ 26,100 △3.7 △4.9 5

7 三豊（県）−５ 三豊市仁尾町仁尾字北草木丙695番 13,300 △3.6 △3.5 44

8 坂出（県）−５ 坂出市府中町字赤尾555番172 24,000 △3.6 △4.2 18

9 東かがわ（県）−２ 東かがわ市松原字小磯新田1703番９ 16,500 △3.5 △3.9 31

10 高松（県）−６ 高松市小村町字北下所298番３ 24,900 △3.5 △4.8 7

　※変動率表示は小数第２位四捨五入の結果。順位は四捨五入前の変動率の値で判断した。

　　⑵　価格

　　　①　推移（図１、表８）

　本県の住宅地の基準地の平均価格は 33,100 円 /㎡（前年：33,500 円 /㎡）で、最も高かった平成５年（72,800 円 /㎡）

の約 45％の値となっている。また、基準地の改廃や物価変動率その他の要因を考慮に入れず、平均価格のみを比較す

ると、住宅地は昭和 56 年以前の水準となる。

　　　②　市町別平均価格（図２、表９）

　住宅地の平均価格を市町別にみると、市では高松市が 47,500 円 /㎡（前年：47,600 円 /㎡）で最も高く、次いで丸亀

市が 34,500 円 /㎡（前年：35,200 円 /㎡）、坂出市が 27,700 円 /㎡（前年：28,500 円 /㎡）となっている。また、町で

は宇多津町 35,300 円 /㎡（前年：36,000 円 /㎡）が最も高く、次いで多度津町 30,400 円 /㎡（前年：31,200 円 /㎡）、

三木町 26,300 円 /㎡（前年：26,800 円 /㎡）の順となっている。

　なお、平均価格は基準地の単価を市町別に単純平均したものである。基準地の配置状況や地点数は市町により異な

ること、またその改廃によって平均価格は大きく変動することに留意されたい。
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　　　③　基準地別価格

　住宅地の価格上位の基準地は、次表のとおりである。

　表５　住宅地の価格上位基準地一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円 /㎡、％）

順位 基準地番号 基　準　地　の　所　在　地 平成27年価格 変動率 前年順位

1 高松（県）−36 高松市番町３丁目14番８「番町３−14−30」 219,000 0.0 1

2 高松（県）−８ 高松市亀岡町３番11「亀岡町３−６」 153,000 0.0 2

3 高松（県）−29 高松市上之町１丁目７番８「上之町１−７−18」 112,000 0.9 3

4 高松（県）−14 高松市昭和町２丁目327番５「昭和町２−11−19」 103,000 0.0 4

5 高松（県）−４ 高松市楠上町１丁目513番３「楠上町１−２−24」 96,000 0.0 5

6 高松（県）−９ 高松市今里町２丁目20番11外 91,000 0.0 6

7 丸亀（県）−６ 丸亀市十番丁４番 71,700 △1.8 7

8 高松（県）−18 高松市室町字室1851番４ 71,500 △2.1 7

9 高松（県）−11 高松市三条町字下所224番６ 70,800 0.0 9

10 高松（県）−21 高松市木太町5110番11外 70,500 0.0 10

　※所在地の「　　」内は、住居表示である。

　　⑶　分析

　一般的要因として、人口減少・高齢化率の上昇はあるものの、労働需給や雇用者所得の緩やかな持ち直しをはじめと

する実体経済の改善傾向等のプラス要因が加わり、また長年続いた地価の下落によって値頃感が強くなっていること等

から、総じて下落幅は縮小している。

　上昇地点と横ばい地点はすべて高松市の基準地である。上昇地点は南部郊外のサンメッセ香川周辺で、宅地開発が活

発に行われ地区内人口が増加しており、需要も増大している。横ばい地点は番町、亀岡、楠上等の中心部の住宅地域及

びその外側の太田、木太、三条等の住宅地域である。

　また高松市以外は上昇地点はないものの、値頃感から下落幅は縮小傾向にある。
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　３　商業地について

　　⑴　変動率

　　　①　推移（図３、表８）

　県内商業地の対前年変動率の平均は -2.3％である。

平成９年以来拡大してきた下落率は 18 年以降縮小傾

向にあったが、リーマンショック後の平成 21 年〜 23

年に再び拡大し、平成 24 年以降縮小に転じ現在に到っ

ている。

　　　②　市町別平均変動率（表９）

　商業地の対前年平均変動率を市町別にみると、上昇

を示した市町はなく、全市町で下落となった。

　また、下落率の大きい順に土庄町（-3.4％）、坂出市

（-3.3％）、綾川町及びまんのう町（-2.9％）となった。

　　　③　基準地別

　商業地の継続地点 39 地点（前年：38 地点）は、１地点で価格が横ばい、38 地点で価格が下落した。

　また、下落率の大きい基準地は次表のとおりである。

　表６　商業地の下落率上位基準地一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円 /㎡、％）

順位 基準地番号 基　準　地　の　所　在　地 平成27年価格 変動率
前　年

変動率 順位

1 高松（県）５−２ 高松市香南町由佐字中屋335番３ 25,500 △3.8 △4.0 16

2 坂出（県）５−3 坂出市京町１丁目3793番18外「京町１−２−13」 73,000 △3.7 △5.3 1

3 土庄（県）５−１ 小豆郡土庄町淵崎字西宮下甲2128番５ 50,700 △3.4 △4.2 11

4 高松（県）５−９ 高松市上福岡町字一本松916番４ 65,500 △3.4 △4.5 9

5 高松（県）５−10 高松市東山崎町字八反地347番６ 48,800 △3.4 △4.7 7

6 高松（県）５−14 高松市塩江町安原上東字塩之江383番７ 23,700 △3.3 △4.7 8

7 高松（県）５−15 高松市香川町大野字本村721番１ 48,200 △3.2 △5.1 3

8 坂出（県）５−２ 坂出市旭町１丁目4345番10外「旭町１−１−24」 48,800 △3.2 △4.0 14

9 丸亀（県）５−１ 丸亀市葭町９番１ 68,200 △3.1 △4.9 5

10 綾川（県）５−１ 綾歌郡綾川町陶字川北東2518番７ 42,900 △2.9 △3.9 18

　※所在地の ｢　　｣ 内は住居表示である。変動率表示は小数第２位四捨五入の結果。順位は四捨五入前の変動率の値で判断した。

　　⑵　価格

　　　①　推移（図３、表８）

　県内の商業地基準地の平均価格は、73,900 円 /㎡（前年：75,500 円 /㎡）となっている。基準地の改廃や物価変動率

その他の要因を考慮に入れず、平均価格のみを比較すると、最も高かった平成３年（402,000 円 /㎡）の約 18％の値となっ

ている。

　　　②　市町別平均価格（図４、表９）

　商業地の平均価格を市町別にみると、市では高松市が 107,000 円（前年：108,800 円 /㎡）で最も高く、次いで丸亀

市 72,400 円 /㎡（前年：73,900 円 /㎡）、観音寺市 64,700 円 /㎡（前年：66,000 円）となっている。また町では、宇

多津町 53,300 円 /㎡（前年：54,800 円 /㎡）で最も高く、次いで琴平町 52,200 円 /㎡（前年：53,200 円 /㎡）、土庄町

50,700 円 /㎡（前年：52,500/㎡）となっている。

　なお、平均価格は基準地の単価を市町別に単純平均したものである。基準地の配置状況や地点数は市町により異な

ること、またその改廃によって平均価格は大きく変動することに留意されたい。また、直島町には商業地の基準地は

ない。
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　　　③　基準地別価格

　商業地の価格上位の基準地は、次表のとおりである。

　表７　商業地の価格上位基準地一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円 /㎡、％）

順位 基準地番号 基　準　地　の　所　在　地 平成27年価格 変動率 前年順位

1 高松（県）５−11 高松市磨屋町２番６外 382,000 △0.8 1

2 高松（県）５−５ 高松市天神前６番６「天神前６−29」 202,000 △1.9 2

3 高松（県）５−12 高松市亀岡町９番４「亀岡町９−17」 153,000 △1.3 3

4 高松（県）５−１ 高松市昭和町１丁目138番１外「昭和町１−１−20」 134,000 △2.2 4

5 高松（県）５−４ 高松市伏石町2103番14外 125,000 0 5

6 高松（県）５−６ 高松市藤塚町１丁目７番39外「藤塚町１−７−26」 116,000 △1.7 6

7 高松（県）５−８ 高松市塩上町２丁目９番21「塩上町２−８−19」 115,000 △1.7 7

8 丸亀（県）５−３ 丸亀市塩飽町50番３外 95,400 △1.0 8

9 丸亀（県）５−５ 丸亀市中府町１丁目161番３外「中府町１−６−39」 77,000 △2.2 9

10 高松（県）５−３ 高松市上天神町字源太也198番２外 75,000 △2.0 10

　※所在地の ｢　　｣ 内は住居表示である。

　　⑶　分析

　一般的要因としては、人口減少や消費増税による消費の低迷、借地需要への転換による売買需要の減退、アーケード

商店街をはじめとする既存商業地の衰退、さらに郊外型大規模店舗どうしの過当競争等々のマイナス要因が依然として

多い。これらのことから地価は趨勢としては引き続き下落傾向が続いているものの、一部では長年続いた地価下落によ

る値頃感から、横ばいやそれに近い地点が見られるようになっている。

　高松市の中心部やその周辺については、下落幅は縮小し横ばいに近づいている。一方、高松市郊外及び高松市以外の

市町については、商業地の需要は依然弱い。ただし、地点によっては、下げ止まり傾向を示すものも散見される。
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　４　四国及び全国との比較

　　⑴　住宅地について（図５、表 10）

　住宅地については、全国平均で見るとリーマンショッ

ク後の平成21年に大幅に拡大した対前年変動率（下落率）

が、平成22年以降縮小に転じて平成27年は-1.0％となり、

下げ止まり傾向を示してきている。

　四国では、バブル崩壊からの回復は全国平均よりやや

遅れ、四国平均（ここでは各県の平均変動率を単純平均

したものとする。以下同様。）では平成 18 年から、香川

県平均では平成 19 年からようやく下落率が縮小に転じ

たが、平成 21 年〜 23 年の下落率は再び拡大を示し、平

成 24 年以降縮小に転じている。

　県内住宅地の本年の対前年平均変動率は -1.9％で、四

国平均の -2.1％よりやや小さい値となっている。

　　⑵　商業地について（図６、表 10）

　商業地については、全国平均で見ると平成 16 年から

対前年変動率（下落率）が徐々に縮小し、平成 19 年に

は変動率がプラスとなり地価上昇に転じた。しかし平成

20 年以降再び下落に転じ、リーマンショック後の平成

21 年調査では -5.9％と大きな下落幅となった。その後下

落幅は縮小傾向に転じ、本年調査においては -0.5％と下

げ止まり傾向を示してきている。

　四国平均では平成 17 年から、香川県平均では平成 18

年から下落率が縮小を示していたが、平成 21 年〜 23 年

で再度拡大、平成 24 年調査以降ようやく縮小に転じて

いる。

　県内商業地の本年の対前年平均変動率は -2.3％で、四

国平均の -2.6％よりもやや小さい値となっている。
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