
平成25年群馬県地価調査の概要

１ 地価調査の目的

地価調査は、国土利用計画法施行令第９条の規定に基づき知事が毎年１回、県内全域におい

て標準的な土地（以下「基準地」という｡)の正常価格（以下「標準価格」という｡)を判定し、

公表するものです。

地価調査の標準価格は、地価公示と一体となって、一般の土地取引価格の指標として適正な

価格の形成に寄与することを目的としています。

２ 調査地点数

（単位：地点）

宅 地 林 地 合 計

住宅地 商業地 準工業地 工業地 小 計

278 93 － 13 － 384 13 397

(276) (77) (24) (8) (27) (412) (18) (430)

（注）１ 地点数は、総地点数です。

２ 平成24年まで準工業地、市街化調整区域内宅地に区分されていた基準地は、平成25年からその基

準地の属する地域の土地利用の状況に合わせて、住宅地、商業地、工業地のいずれかの区分に分類

しています。

３ （ ）内の数値は平成24年地価調査のものです。

３ 基準地の選定原則

基準地は次の点に留意して選定しています。

(1) 代表性の原則

市町村の区域内において、適切に分布し、その区域全体の地価水準をできる限り代表しう

るものであること。

(2) 中庸性の原則

近隣地域内において土地の利用状況、環境、地積、形状等が中庸のものであること。

(3) 安定性の原則

できる限り土地の利用状況が安定した近隣地域内にあって、その近隣地域の一般的用途に

適合したものであること。

(4) 確定性の原則

土地登記簿、住居表示、建物、地形等によって明確に他の土地と区別され、かつ、容易に

確認できるものであること。

４ 価格判定の基準日

平成25年７月１日

市街化調整
区域内宅地
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５ 基準地の価格の判定

基準地の価格の判定は、各基準地について不動産鑑定士の鑑定評価結果を審査し、決定され

るもので、基準日における１平方メートル（林地については10アール）当たりの標準価格とな

っています。

なお、鑑定評価は、県内在住の34名の不動産鑑定士が行いました。

（注）１ 標準価格は、土地の利用が同質と認められる地域の標準的な画地の価格水準を示すものであり、最

高又は最低価格を示すものではありません。

２ 土地の価格は、同一の地域であっても地積・形状・接面道路等個別の価格形成要因の違いに応じて

異なります。

６ 周知方法

(1) 県報における公告

９月20日付け群馬県報により公告します。

(2) 県庁における閲覧

県民センター、土地・水対策室で基準地の価格とその他の公告された事項を記載した書面

を閲覧することができます。また、県のホームページでも閲覧できます。

(3) 市役所、町村役場における閲覧

市役所、町村役場の担当課において、基準地の価格とその他の公告された事項を記載した

書面を閲覧することができます。

７ 地価公示との比較

区 分 地価調査 地価公示

根拠法令 国土利用計画法施行令 地価公示法

制度創設 昭和50年度 昭和44年度

調査主体 都道府県知事 国土交通省土地鑑定委員会

価格判定基準日 各年７月１日 各年１月１日

調査地域 県内全域 都市計画区域等

調査対象地点 宅地 384地点 （平成25年）

林地 13地点 宅地 396地点

計 397地点

８ 選定替基準地等

近年の土地利用の状況変化を踏まえ、基準地の選定の適否について全体的に見直しを行い、

以下のとおり基準地の選定替等を行いました。

(1) 新規地点

８地点

（単位：地点）

宅 地 林 地 合 計

住宅地 商業地 工業地 小 計

2 3 3 8 0 8
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(2) 選定替地点

28地点

基準地の選定原則に合致しなくなった等の理由により、選定替しました。

（単位：地点）

宅 地 林 地 合 計

住宅地 商業地 工業地 小 計

22 5 1 28 0 28
(準工 1) (準工 1) (準工 1)

(調区 2) (調区 2) (調区 2)

（ ）内は、平成24年地価調査における旧用途区分の地点数で内数です（(3)、(4)についても同様）。

(3) 廃止地点

41地点

（単位：地点）

宅 地 林 地 合 計

住宅地 商業地 工業地 小 計

29 7 0 36 5 41
(準工 2) (準工 1) (準工 3) (準工 3)
(調区 5) (調区 5) (調区 5)

(4) 用途区分の見直し地点

43地点

平成24年まで準工業地、市街化調整区域内宅地に区分されていた基準地を、その基準地の

属する地域の土地利用の状況に合わせて、住宅地、商業地、工業地のいずれかの区分に分類

しました。

（単位：地点）

宅 地 林 地 合 計

住宅地 商業地 工業地 小 計

22 19 2 43 0 43
(準工 3) (準工 16) (準工 2) (準工 21) (準工 21)
(調区 19) (調区 3) (調区 22) (調区 22)

(5) 番号変更地点

14地点

（単位：地点）

宅 地 林 地 合 計

住宅地 商業地 工業地 小 計

11 0 0 11 3 14

（注）選定替基準地等の地点一覧は、次頁以降のとおりです。
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(1)　新　規　　８地点

No. 市町村 用途区分 基準地番号

1 前橋市 住宅地 前橋(県)－３７

2 商業地 高崎(県)５－１７

3 工業地 高崎(県)９－２

4 桐生市 商業地 桐生(県)５－８

5 伊勢崎市 住宅地 伊勢崎(県)－２４

6 太田市 工業地 太田(県)９－４

7 館林市 工業地 館林(県)９－２

8 吉岡町 商業地 吉岡(県)５－１

(2)　選定替　２８地点

新（25年） 旧（24年）

1 住宅地 前橋(県)－６ 箱田町字西稲荷境１１５８番５ 前箱田町二丁目９番３

2 住宅地 前橋(県)－７ 二之宮町字東中島１７６７番２ 二之宮町字宮後３４５番３

3 住宅地 前橋(県)－２９ 堀越町１５９７番１０ 堀越町２１４５番

4 商業地 前橋(県)５－７ 天川大島町一丁目３番３３外 朝日町三丁目１９番１３

5 住宅地 高崎(県)－９ 浜尻町字八坂西９９６番１７ 浜尻町字寺東７０６番８

6 住宅地 高崎(県)－１２ 八千代町三丁目１７番４ 片岡町一丁目５番１７外

7 住宅地 高崎(県)－２５ 倉渕町川浦字四目町３６７４番２外 倉渕町川浦字桑木原３６４３番３

8 住宅地 高崎(県)－２９ 箕郷町矢原字藤森５０６番８ 箕郷町柏木沢字東谷２２５１番１外

9 住宅地 高崎(県)－３０ 菅谷町字紺屋貝戸６７６番７ 棟高町字村北１９２８番１６５

10 住宅地 高崎(県)－３９ 吉井町長根字宿裏１５０６番２ 吉井町本郷字西浦６７３番２

11 商業地 高崎(県)５－９ 江木町字観音沖６２２番４ 江木町字観音沖６１０番１３

12 桐生市 住宅地 桐生(県)－１ 宮本町一丁目１３３２番６外 宮本町二丁目１３８５番２

13 伊勢崎市 住宅地 伊勢崎(県)－９ 曲輪町１９番２５ 上泉町２９２番２

14 住宅地 太田(県)－３ 城西町７０番４ 新道町１０８番５２

15 住宅地 太田(県)－１２ 南矢島町５６－１甲 東矢島町１１９２番６

16 商業地 太田(県)５－７ 飯塚町６２１番３外 新田木崎町甲７９３番

17 沼田市 商業地 沼田(県)５－１ 下久屋町字下原１０４４番１ 西原新町字滝棚９７番４

18 住宅地 藤岡(県)－２ 岡之郷字清水６４７番６ 岡之郷字社宮司８５８番３

19 商業地 藤岡(県)５－２ 中栗須字藤岡境１１７番３外 藤岡字新町道東６０５番８外

20 吉岡町 住宅地 吉岡(県)－２ 大字大久保字沼１２７９番１７ 大字大久保字大松１４２３番９

21 東吾妻町 住宅地 東吾妻(県)－２ 大字岡崎字柏原４８番 大字岡崎字柏原２３番３

22 川場村 住宅地 川場(県)－１ 大字谷地字中原１９６０番３外 大字谷地字新井２１８４番９

23 住宅地 みなかみ(県)－１ 上津字村主１２４０番３外 後閑字南入河原２５番６

24 住宅地 みなかみ(県)－２ 羽場字廻戸８５５番４ 月夜野字蟹原４５２番５

25 住宅地 みなかみ(県)－５ 大穴字北原３４２番 小仁田字日影３４８番１

26 板倉町 住宅地 板倉(県)－４ 大字西岡字前原３６０番３ 大字西岡字台１３３４番１

27 住宅地 大泉(県)－５ 大字古氷細田６１０番１ 大字古氷字野向１０６番２外

28 工業地 大泉(県)９－２ 大字吉田字本郷１２１６番２ 大字古海字松塚７３６番１２外
大泉町

高崎市

前橋市

みなかみ町

高崎市

藤岡市

太田市

用途区分

大新田町字南蓮河原１５６番３

大字大久保字善徳１０２０番１

平成25年地価調査　選定替等地点一覧

市町村 基準地番号
基準地の所在及び地番

基準地の所在及び地番（25年）

No.

大友町二丁目１０番３３

岩押町１２０番１６外

西横手町３５１番１

三吉町二丁目１９３番１

茂呂町二丁目２６０８番２

清原町５番１０
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(3)　廃　止　　４１地点

No. 市町村等 用途区分 基準地番号 基準地の所在及び地番（24年）

1 住宅地  前橋(県)－7 昭和町三丁目３７４番６

2 住宅地  前橋(県)－20 山王町一丁目２番１５

3 商業地  前橋(県)5－1 住吉町二丁目１０番６外

4 商業地  前橋(県)5－12 千代田町三丁目５番２１

5 商業地  前橋(県)7－1 天川大島町二丁目１４番１

6 住宅地  前橋(県)10－2 上泉町１９３１番４

7 住宅地  高崎(県)－27 箕郷町西明屋字上ノ宿５７４番６

8 住宅地  高崎(県)－37 吉井町本郷字硯町８５２番２７

9 商業地  高崎(県)5－12 下室田町字清水９５９番１

10 住宅地  桐生(県)－3 梅田町四丁目字上ノ原１９１番４外

11 住宅地  桐生(県)7－5 川内町三丁目字西ノ根６６５番１外

12 住宅地  桐生(県)7－7 川内町五丁目字大道東１４８８番８

13 住宅地  伊勢崎(県)－3 宗高町６１番３

14 住宅地  伊勢崎(県)－11 今井町字河北２５０番２５

15 住宅地  伊勢崎(県)－23 境美原９番１２外

16 住宅地  太田(県)－4 大久保町４７２番２

17 住宅地  太田(県)－22 新田木崎町５５２番１

18 住宅地  太田(県)10－1 新田上田中町９０３番１

19 住宅地  太田(県)10－3 高林北町２０５８番１

20 住宅地  太田(県)10－4 武蔵島町２２番２

21 住宅地  沼田(県)－1 高橋場町字十三割２０２６番２７外

22 住宅地  沼田(県)－6  白沢町下古語父字欅反６８８番１

23 館林市 住宅地  館林(県)10－1 大島町字正儀内５４１０番５

24 住宅地  渋川(県)－4 石原字手川１３０２番５

25 住宅地  渋川(県)－7 北橘町小室字高田１０５１番５

26 住宅地  渋川(県)－11 白井字松原７５８番３

27 藤岡市 商業地  藤岡(県)5－3 鬼石字相生５３７番１外

28 富岡市 住宅地  富岡(県)－6 妙義町上高田字川幡１０７４番１

29 みどり市 住宅地  みどり(県)－8 大間々町高津戸６７５番３外

30 吉岡町 住宅地  吉岡(県)－1 大字大久保字宮３６番２２

31 神流町 住宅地  神流(県)－2 大字相原字寺ノ前４２番

32 下仁田町 商業地  下仁田(県)5－1 大字下仁田字東原３５３番７外

33 住宅地  中之条(県)－2 大字中之条町字長田原７５番２

34 住宅地  中之条(県)－6 大字日影字八舛蒔９３４番１外

35 東吾妻町 住宅地  東吾妻町(県)－3 大字箱島字宿７７１番１

36 板倉町 商業地  板倉(県)5－1 大字板倉字中耕地１６８６番１

37 林地  群馬(林)－1  高崎市箕郷町善地字葦之沢２００７番

38 林地  群馬(林)－5 みなかみ町下牧字馬立３１７８番２

39 林地  群馬(林)－9 前橋市三夜沢町４０２番

40 林地  群馬(林)－15 南牧村大字大仁田字大星乙１４２５番１

41 林地  群馬(林)－17 安中市松井田町土塩字倉骨３１８７番

林地

前橋市

高崎市

桐生市

伊勢崎市

太田市

沼田市

渋川市

中之条町
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(4)　用途区分の見直し　４３地点

1 住宅地 前橋(県)－7 調区  前橋(県)10－1 二之宮町字宮後３４５番３

2 住宅地 前橋(県)－20 調区  前橋(県)10－3 上細井町字荒屋敷６９１番１外

3 住宅地 前橋(県)－35 調区  前橋(県)10－4 堀之下町２９７番

4 住宅地 前橋(県)－36 調区  前橋(県)10－6 下佐鳥町８３番

5 商業地 前橋(県)5－1 準工  前橋(県)7－2 上小出町三丁目１１番１６外

6 商業地 前橋(県)5－12 調区  前橋(県)10－5 亀里町３３８番２外

7 住宅地 高崎(県)－27 調区  高崎(県)10－2 根小屋町字上石堂２２２７番５

8 住宅地 高崎(県)－37 調区  高崎(県)10－3 中里町字薬師２５９番３

9 商業地 高崎(県)5－12 準工  高崎(県)7－1 下之城町字村北１７６番７外

10 商業地 高崎(県)5－14 準工  高崎(県)7－2 菅谷町字滝社１１５番１外

11 商業地 高崎(県)5－15 準工  高崎(県)7－3 江木町字若宮１５３９番２

12 商業地 高崎(県)5－16 調区  高崎(県)10－1 島野町字大岩９９４番１外

13 住宅地 桐生(県)－3 準工  桐生(県)7－1 東二丁目１０６３番１５外

14 住宅地 桐生(県)－17 準工  桐生(県)7－3 境野町七丁目１８１９番３２

15 住宅地 桐生(県)－18 準工  桐生(県)7－6 菱町二丁目字内膳屋敷１８１１番８

16 住宅地 桐生(県)－19 調区  桐生(県)10－1 堤町一丁目２３９４番５

17 商業地 桐生(県)5－6 準工  桐生(県)7－2 新宿二丁目５４２番７

18 商業地 桐生(県)5－7 準工  桐生(県)7－4 広沢町六丁目字田中８８７番１外

19 住宅地 伊勢崎(県)－3 調区  伊勢崎(県)10－1 波志江町字新宿下１２７６番４

20 住宅地 伊勢崎(県)－11 調区  伊勢崎(県)10－2 宮古町１８２番２

21 住宅地 伊勢崎(県)－23 調区  伊勢崎(県)10－3 境小此木字南塚越５２０番１

22 商業地 伊勢崎(県)5－6 準工  伊勢崎(県)7－1 連取町３０６２番１７

23 住宅地 太田(県)－4 調区  太田(県)10－2 丸山町２５１番

24 住宅地 太田(県)－22 調区  太田(県)10－5 新田反町町５７７番１

25 商業地 太田(県)5－10 準工  太田(県)7－1 高瀬町２０１番１１

26 商業地 太田(県)5－11 準工  太田(県)7－2 西矢島町７１１番３外

27 商業地 太田(県)5－12 準工  太田(県)7－4 内ヶ島町２１４番１

28 工業地 太田(県)9－3 準工  太田(県)7－3 西新町６番４外

29 住宅地 館林(県)－12 調区  館林(県)10－2 羽附町上志柄１８０７番１外

30 商業地 館林(県)5－3 準工  館林(県)7－1 足次町字道下１１７２番１外

31 商業地 館林(県)5－4 準工  館林(県)7－2 東美園町３０番１５

32 渋川市 商業地 渋川(県)5－4 準工  渋川(県)7－1 半田字沼辺１８８４番１

33 住宅地 藤岡(県)-7 調区  藤岡(県)10－1 上大塚字城１１番３

34 商業地 藤岡(県)5－3 調区  藤岡(県)10－2 中大塚字薬師堂３６７番外

35 安中市 商業地 安中(県)5－3 準工  安中(県)7－1 安中一丁目字並木５６番１外

36 東吾妻町 商業地 東吾妻町(県)5－2 準工  東吾妻町(県)7－1 大字原町字清光７１７番４

37 みなかみ町 商業地 みなかみ(県)5－4 準工  みなかみ(県)7－1 政所１０４２番

38 玉村町 住宅地 玉村(県)－3 調区  玉村(県)10－1 大字上新田１７７０番１１

39 板倉町 住宅地 板倉(県)－4 調区  板倉(県)10－1 大字西岡字台１３３４番１

40 明和町 住宅地 明和(県)－3 調区  明和(県)10－1 梅原１０６４番２

41 千代田町 住宅地 千代田(県)－3 調区  千代田(県)10－1 大字上中森９６４番１

42 大泉町 工業地 大泉(県)9－2 準工  大泉(県)7－1 大字古海字松塚７３６番１２外

43 邑楽町 住宅地 邑楽(県)－3 調区  邑楽(県)10－1 大字石打字家間１０６８番３

基準地の所在及び地番

藤岡市

新（25年）

用途区分・基準地番号

前橋市

No. 市町村
旧（24年）

高崎市

桐生市

伊勢崎市

太田市

館林市
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(5)　番号変更　１４地点

新（25年） 旧（24年）

1 住宅地 沼田(県)－1  沼田(県)－7 利根町追貝字原開戸２１６番１

2 住宅地 沼田(県)－6  沼田(県)－8 利根町老神字ヲロ地２５０番１外

3 住宅地 渋川(県)－4  渋川(県)－15 小野子字宮原２９４番１外

4 住宅地 渋川(県)－7  渋川(県)－16 伊香保町伊香保字湯沢３０６番５

5 住宅地 渋川(県)－11  渋川(県)－17 伊香保町伊香保字甲ノ外野３５３番１３外

6 富岡市 住宅地 富岡(県)－6  富岡(県)－7 妙義町菅原字中宿１０２９番１

7 みどり市 住宅地 みどり(県)－8  みどり(県)－9 大間々町大間々１９９１番５

8 吉岡町 住宅地 吉岡(県)－1  吉岡(県)－5 大字漆原字元屋敷１１９１番４外

9 神流町 住宅地 神流(県)－2  神流(県)－3 大字平原字西３１６番

10 中之条町 住宅地 中之条(県)－2  中之条(県)－7 大字入山字引沼１８９９番５

11 東吾妻町 住宅地 東吾妻町(県)－3  東吾妻町(県)－6 大字岩井字松木１０１５番３

12 林地 群馬(林)－1  群馬(林)－14 昭和村大字赤城原字松之木平１２１０番３１

13 林地 群馬(林)－5  群馬(林)－16 甘楽町大字秋畑字長開１３９３番１

14 林地 群馬(林)－9  群馬(林)－18 中之条町大字四万字新田６０７番１１

No. 市町村等 基準地の所在及び地番用途区分
基準地番号

沼田市

渋川市

林地
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