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１  公示価格一覧の見方について  

 

（１） (1)の欄「標準地番号」  

冠記番号  例    示  標 準 地 の 用 途  

なし    －１、  －２、・・・・・・・  住 宅 地 

３  ３－１、３－２、・・・・・・・  宅 地 見 込 地 

５  ５－１、５－２、・・・・・・・  商 業 地 

９  ９－１、９－２、・・・・・・・  工 業 地 

13  13－１、13－２、・・・・・・・  林 地 

 

（２） (2)の欄「標準地の所在及び地番並びに住居表示」  

   (2)の「   」は住居表示を、（   ）は土地区画整理事業の仮換地番号を    

表示している。  

 

（３）価格欄  

   (3)は今年の公示価格を、 (4)は前年の公示価格を表示している。  

   なお、今年、選定替を行った標準地の前年の公示価格は「 -」と表示している。  

 

（４）変動率  

   (5)は今年の対前年変動率を表示している。  

   なお、今年、選定替を行った標準地の対前年変動率は「 -」と表示している。 

 

（５）その他  

   ＊印は、地価調査の基準地と同一地点である標準地を示す。  



２　公示価格一覧　

(1)
標準地番号

(2)
標準地の所在及び地番並びに住居表示

(3)
標準地の１平
方メートルあ
たりの価格
（円）

(4)
前年公示価格
（円／㎡）

(5)
変動率
（％）

水戸 -1 上水戸１丁目３２５２番３「上水戸１－６－５」 48,900 49,000 -0.2

水戸 -2 内原町字門１１０５番５ 30,800 30,800 0.0

水戸 -3 河和田１丁目１５８６番６１ 42,200 42,200 0.0

＊ 水戸 -4 東赤塚２１８３番５ 40,000 40,000 0.0

水戸 -5 堀町字野田原２２５３番５０ 36,300 36,400 -0.3

水戸 -6 千波町字久保３３０番４ 53,800 54,000 -0.4

水戸 -7 元吉田町字境町２８４５番３ 40,400 40,500 -0.2

水戸 -8 姫子１丁目３２６番４ 40,500 40,500 0.0

水戸 -9 見和２丁目１９４番６１ 48,400 48,500 -0.2

水戸 -10 双葉台４丁目２番７ 35,000 35,200 -0.6

水戸 -11 堀町字大谷原１１９９番４９ 32,900 33,000 -0.3

水戸 -12 緑町１丁目５２３８番６７「緑町１－９－３」 48,900 49,200 -0.6

水戸 -13 若宮１丁目３２８番１１「若宮１－５－３０」 26,600 27,500 -3.3

水戸 -14 城東２丁目４５３番２「城東２－３－４７」 41,500 41,500 0.0

水戸 -15 赤塚１丁目２０３７番２ 44,500 44,500 0.0

水戸 -16 見和１丁目３４５番４３ 46,600 47,000 -0.9

水戸 -17 見川２丁目４４番２２ 44,300 44,300 0.0

＊ 水戸 -18 備前町８４２番２外「備前町５－５」 105,000 105,000 0.0

水戸 -19 見川町字中山２５６３番５０２ 31,600 31,900 -0.9

水戸 -20 鯉淵町字一ノ割１２０９番２ 11,600 11,700 -0.9

水戸 -21 袴塚３丁目２１４７番４「袴塚３－８－２２」 44,700 45,000 -0.7

水戸 -22 金町２丁目１６０５番２「金町２－２－２１」 72,700 72,700 0.0

水戸 -23 笠原町１２１６番１９ 41,600 41,600 0.0

水戸 -24 見川３丁目８５０番３ 38,000 38,500 -1.3

水戸 -25 平須町字新山１８２８番３９７ 40,100 40,200 -0.2

水戸 -26 吉沢町字中組４５番１９ 37,300 37,400 -0.3

水戸 -27 千波町字千波原２８７６番３２ 47,600 47,700 -0.2

水戸 -28 浜田２丁目４番７「浜田２－４－９」 40,500 41,000 -1.2

水戸 -29 千波町字中道北１４１１番４ 50,300 50,400 -0.2

水戸 -30 千波町字船付１２２９番３ 56,500 56,500 0.0

水戸 -31 大足町字中宿９６１番 12,400 12,600 -1.6

水戸 -32 元吉田町字同心町中宿７４９番１ 44,500 44,700 -0.4

水戸 -33 河和田町字新田前５６番２４ 33,300 33,400 -0.3

水戸 -34 北見町６５３番１８「北見町８－１２」 64,400 65,000 -0.9

水戸 -35 元吉田町字横宿２６４９番５１ 27,200 27,600 -1.4

水戸 -36 大串町字原５１番１３ 23,700 24,000 -1.3

水戸 -37 内原町字前原１５７４番３ 34,600 34,600 0.0

水戸 -38 けやき台１丁目１０２番 46,400 47,100 -1.5

水戸 -39 赤塚２丁目２１０番３２ 32,600 32,800 -0.6

水戸 -40 城東１丁目３７番５「城東１－７－２４」 44,500 44,900 -0.9

水戸 -41 飯富町字中坪３５６２番８外 13,600 13,900 -2.2

水戸 -42 河和田町字中道５２６番１ 27,400 27,500 -0.4

水戸 -43 東野町字東山１２０番１４ 28,000 28,200 -0.7

水戸 -44 住吉町１３８番１１ 25,200 25,300 -0.4

水戸 -45 青柳町字後田４７５４番６ 24,200 - -

水戸 -46 大串町字原坪６６２番４ 15,000 - -

水戸 -47 千波町字海道付２２７９番２５ 48,300 48,300 0.0

水戸 -48 西原１丁目３５４６番８「西原１－１１－１８」 43,100 43,100 0.0

＊ 水戸 5-1 赤塚１丁目１９８３番２ 57,100 57,500 -0.7

水戸 5-2 本町２丁目１番１１外「本町２－１－２９」 49,500 49,700 -0.4
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(1)
標準地番号

(2)
標準地の所在及び地番並びに住居表示

(3)
標準地の１平
方メートルあ
たりの価格
（円）

(4)
前年公示価格
（円／㎡）

(5)
変動率
（％）

水戸 5-3 末広町３丁目２５２５番２外「末広町３－５－８」 50,700 50,900 -0.4

＊ 水戸 5-4 泉町１丁目２６番外「泉町１－２－１」 115,000 116,000 -0.9

水戸 5-5 泉町２丁目１００番「泉町２－２－４７」 95,900 96,500 -0.6

水戸 5-6 南町２丁目４８３番２外「南町２－５－２４」 95,000 95,400 -0.4

水戸 5-7 宮町１丁目２５０番「宮町１－２－４」 264,000 268,000 -1.5

水戸 5-8 城南３丁目１２番７外「城南３－１２－６」 83,200 83,200 0.0

水戸 5-9 泉町３丁目９５番「泉町３－６－８」 81,400 81,500 -0.1

水戸 5-10 松が丘２丁目４４７３番４「松が丘２－３－１９」 44,300 44,900 -1.3

水戸 5-11 笠原町字中組６００番２５ 60,700 60,700 0.0

水戸 5-12 桜川２丁目２番３ 105,000 106,000 -0.9

水戸 5-13 栄町１丁目２２番「栄町１－７－２」 81,400 82,600 -1.5

水戸 5-14 中央１丁目３番２０「中央１－３－３８」 109,000 109,000 0.0

水戸 5-15 南町２丁目３６番「南町２－４－３５」 126,000 127,000 -0.8

水戸 5-16 姫子２丁目６６５番３２外 74,300 74,300 0.0

水戸 5-17 五軒町２丁目１１８９番５「五軒町２－１－２」 84,500 84,500 0.0

水戸 9-1 元吉田町字岡崎１０７４番３外 27,500 27,500 0.0

水戸 9-2 元石川町字乗越沢６１１番９２ 20,800 21,100 -1.4

日立 -1 水木町１丁目４５５番２３「水木町１－９－１２」 33,000 33,200 -0.6

日立 -2 森山町１丁目３８９番「森山町１－１６－２５」 35,100 35,100 0.0

日立 -3 大みか町１丁目９８番「大みか町１－２４－１７」 45,900 45,900 0.0

日立 -4 南高野町２丁目６６７番「南高野町２－５－６」 36,500 36,600 -0.3

日立 -5 大みか町４丁目７２番「大みか町４－２６－２４」 40,200 40,200 0.0

日立 -6 台原町２丁目２３６番「台原町２－２３－１１」 30,900 31,500 -1.9

日立 -7 諏訪町４丁目８７番「諏訪町４－２３－２」 25,900 26,700 -3.0

日立 -8 城南町２丁目１５０番１外「城南町２－３－２３」 37,400 37,500 -0.3

日立 -9 十王町友部字中ノ内１６２１番１１ 27,700 27,800 -0.4

日立 -10 十王町友部東４丁目８番３ 34,600 34,700 -0.3

日立 -11 東多賀町４丁目２２１番「東多賀町４－４－６」 38,300 38,400 -0.3

日立 -12 東多賀町２丁目３００番「東多賀町２－４－１８」 36,100 36,200 -0.3

日立 -13 鮎川町５丁目１６１番「鮎川町５－５－２２」 37,500 37,600 -0.3

＊ 日立 -14 末広町３丁目１５２番外「末広町３－２３－１８」 41,500 41,500 0.0

日立 -15 東金沢町３丁目３３５番「東金沢町３－２１－８」 34,300 34,400 -0.3

日立 -16 東金沢町５丁目１４６番「東金沢町５－９－２３」 37,700 37,800 -0.3

日立 -17 国分町３丁目１０２番「国分町３－１０－２」 37,400 37,500 -0.3

日立 -18 末広町４丁目９７番「末広町４－４－２」 36,100 36,100 0.0

日立 -19 十王町伊師本郷字川向道上３８８７番４ 18,900 - -

日立 -20 助川町３丁目３９２番６「助川町３－７－７」 39,900 40,200 -0.7

日立 -21 中成沢町２丁目３３２番「中成沢町２－５－３」 35,000 35,200 -0.6

日立 -22 滑川本町３丁目２７８番「滑川本町３－２４－１５」 30,500 30,800 -1.0

日立 -23 相賀町１０６３番２「相賀町４－６」 35,800 35,900 -0.3

日立 -24 十王町伊師字宿３０２１番 9,350 9,350 0.0

日立 -25 小木津町３丁目１４７９番１「小木津町３－１７－１５」 31,900 32,000 -0.3

日立 -26 若葉町１丁目２４番「若葉町１－２－９」 52,600 52,700 -0.2

日立 -27 宮田町３丁目７３番「宮田町３－２－３」 40,800 41,200 -1.0

日立 -28 高鈴町４丁目２５５番「高鈴町４－１２－６１」 33,700 33,900 -0.6

日立 -29 弁天町２丁目９５番 49,700 49,700 0.0

日立 -30 神峰町４丁目８５番２「神峰町４－１３－１７」 41,700 41,800 -0.2

日立 -31 川尻町３丁目２０３３番２１１「川尻町３－３１－１０」 27,500 27,700 -0.7

日立 -32 相田町３丁目３８０８番４１「相田町３－９－８」 31,000 31,300 -1.0

日立 -33 東滑川町１丁目３１７６番７「東滑川町１－１－１０」 36,800 37,000 -0.5

日立 -34 田尻町５丁目２０６１番７「田尻町５－４－１１」 32,300 32,500 -0.6

日立 -35 本宮町１丁目４３番「本宮町１－３－２」 40,000 40,200 -0.5
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(1)
標準地番号

(2)
標準地の所在及び地番並びに住居表示

(3)
標準地の１平
方メートルあ
たりの価格
（円）

(4)
前年公示価格
（円／㎡）

(5)
変動率
（％）

日立 -36 大和田町字西宿２５４６番 15,000 15,300 -2.0

日立 -37 大久保町４丁目６２番「大久保町４－２－４」 37,200 37,300 -0.3

日立 -38 日高町１丁目１３番７「日高町１－６－１９」 36,700 36,800 -0.3

日立 -39 森山町４丁目３１０番「森山町４－１４－６」 31,800 31,900 -0.3

＊ 日立 5-1 鹿島町１丁目１９６番「鹿島町１－１－１３」 68,500 69,600 -1.6

日立 5-2 幸町１丁目４８番「幸町１－５－１２」 77,400 78,200 -1.0

日立 5-3 助川町１丁目１０９番外「助川町１－１５－１６」 55,400 55,900 -0.9

日立 5-4 田尻町４丁目１７２３番１１外「田尻町４－３６－５」 46,900 47,100 -0.4

日立 5-5 多賀町２丁目７５番「多賀町２－１－４」 59,200 59,700 -0.8

日立 5-6 幸町１丁目１５７番２外「幸町１－３－５」 86,800 87,300 -0.6

日立 5-7 鮎川町２丁目１２６番１「鮎川町２－７－８」 44,900 45,200 -0.7

日立 5-8 桜川町１丁目６番「桜川町１－３－１６」 51,900 52,100 -0.4

日立 9-1 国分町１丁目３番１外「国分町１－１－１」 18,000 18,200 -1.1

日立 9-2 田尻町３丁目９０２番１０外「田尻町３－２５－１」 24,100 24,500 -1.6

日立 9-3 留町字前川１２７０番６０ 18,600 18,900 -1.6

日立 9-4 日高町４丁目３９番外「日高町４－８－２８」 25,600 25,900 -1.2

土浦 -1 若松町４００７番８「若松町７－１３」 29,500 29,600 -0.3

土浦 -2 乙戸南２丁目１９２番１「乙戸南２－１９－１６」 31,700 31,700 0.0

土浦 -3 並木２丁目４２９０番２１「並木２－６－１２」 27,200 27,200 0.0

土浦 -4 真鍋４丁目２７００番６「真鍋４－９－３」 33,600 33,600 0.0

土浦 -5 中神立町６番４ 34,500 34,500 0.0

土浦 -6 西真鍋町１９２３番８「西真鍋町６－２」 27,600 27,600 0.0

土浦 -7 中村南１丁目１４０９番６４「中村南１－１９－２」 27,900 27,900 0.0

土浦 -8 木田余東台２丁目４９番「木田余東台２－１７－１７」 34,700 34,700 0.0

＊ 土浦 -9 千束町１２８０番１８「千束町２－１５」 50,000 49,400 1.2

土浦 -11 高岡字遠藤久保２３３６番６ 21,700 21,800 -0.5

土浦 -12 湖北１丁目５１５６番「湖北１－５－１６」 38,700 38,700 0.0

土浦 -13 真鍋６丁目９９７番１３「真鍋６－４－３９」 33,600 33,600 0.0

土浦 -14 小松１丁目７２番７「小松１－２６－５」 39,200 39,200 0.0

土浦 -15 天川１丁目１００８番１５「天川１－３－２」 35,100 35,100 0.0

土浦 -16 小松ケ丘町１２５８番６７「小松ケ丘町６－８」 31,300 31,300 0.0

土浦 -17 荒川沖東３丁目９９６番２「荒川沖東３－１６－１９」 40,900 40,900 0.0

土浦 -18 小岩田東２丁目１２６６番５６「小岩田東２－１０－４」 32,700 32,700 0.0

土浦 -19 藤沢字本町１４５５番 23,800 23,900 -0.4

土浦 -20 真鍋新町４８２３番２「真鍋新町１３－９」 36,700 36,700 0.0

土浦 -21 烏山４丁目１９４１番１３ 27,300 27,300 0.0

土浦 -22 霞ケ岡町２５７１番２「霞ケ岡町３１－７」 28,800 28,900 -0.3

土浦 -23 右籾字永長１６８１番８９ 27,800 27,800 0.0

土浦 -24 神立東１丁目４３０１番３４「神立東１－５－３５」 37,700 37,600 0.3

土浦 -25 中荒川沖町８３３番８３「中荒川沖町１７－６」 39,300 39,200 0.3

土浦 -26 中高津２丁目１３３１番２「中高津２－８－３３」 30,700 30,700 0.0

土浦 -27 並木５丁目５５１０番２ 11,200 11,200 0.0

土浦 -28 菅谷町字辰巳ノ砂１２８０番１９ 10,400 10,500 -1.0

土浦 -29 神立町字岩ノ久保２４２５番７ 23,000 23,000 0.0

土浦 -30 中村西根字西１５９１番１ 13,600 13,700 -0.7

土浦 -31 田宮字上宿６４０番２外 9,020 9,220 -2.2

土浦 -32 おおつ野８丁目１８番３「おおつ野８－４－９」 32,500 32,400 0.3

土浦 5-1 神立中央１丁目４２３７番５５外「神立中央１－１１－９」 43,800 43,800 0.0

＊ 土浦 5-2 桜町３丁目３３０９番２「桜町３－１－３」 59,500 60,500 -1.7

土浦 5-3 桜町１丁目３３２１番１１「桜町１－１２－１４」 44,800 45,200 -0.9

土浦 5-4 真鍋６丁目２２３７番２外「真鍋６－１－２５」 35,900 36,000 -0.3

土浦 5-5 大町１２１１番１「大町１３－１７」 46,100 46,200 -0.2
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土浦 5-6 荒川沖東２丁目１３８番１内「荒川沖東２－１６－２０」 50,600 50,700 -0.2

土浦 5-7 真鍋１丁目３４５６番「真鍋１－１４－１５」 45,200 45,300 -0.2

土浦 5-8 中村南４丁目番外２６番２外「中村南４－１１－１７」 34,300 34,400 -0.3

土浦 5-9 おおつ野７丁目１番３「おおつ野７－１－１」 44,300 44,300 0.0

土浦 9-1 東中貫町５番３ 21,200 21,200 0.0

古河 -1 松並２丁目４６１６番２「松並２－８－３０」 43,800 43,800 0.0

古河 -2 横山町３丁目５４６８番７「横山町３－６－１９」 43,700 43,700 0.0

古河 -3 中央町２丁目６５６６番２「中央町２－５－２６」 52,800 52,800 0.0

古河 -4 長谷町２４７番４「長谷町１９－１７」 44,400 44,400 0.0

古河 -5 諸川字海道西１２０９番７ 24,100 24,100 0.0

古河 -6 旭町１丁目６４７番２「旭町１－１５－２４」 55,700 55,700 0.0

古河 -7 駒込字屋敷尻８７７番５ 10,500 10,600 -0.9

古河 -8 東４丁目４２７番２ 74,300 74,300 0.0

古河 -9 緑町２４２７番２６９「緑町２５－５」 49,200 49,200 0.0

古河 -10 下山町９９３番３「下山町２－３２」 46,500 46,500 0.0

古河 -11 尾崎字殿山４３１４番１２ 11,800 11,800 0.0

古河 -12 坂間字北山２４９番５７外 34,200 34,200 0.0

古河 -13 中田字藤塚２３２１番外 29,600 29,700 -0.3

古河 -14 中田新田字新帳神明３４番６７ 33,700 33,800 -0.3

古河 -15 大堤字本田下１８３番２３ 46,100 46,000 0.2

古河 -16 西牛谷字杉ノ下５２０番４ 37,000 37,000 0.0

古河 -17 東牛谷字新田前４５６番４ 30,600 30,600 0.0

＊ 古河 -18 上辺見字一丁目２６５７番２ 46,000 46,000 0.0

古河 -19 女沼字大道北１７１７番１ 32,000 32,000 0.0

古河 -20 諸川字十日山１７９５番１６ 21,600 21,600 0.0

古河 -21 上辺見字鹿養大道中１０３２番７ 37,600 37,500 0.3

古河 -22 関戸字稲荷前１６３０番１０ 29,400 29,400 0.0

古河 -23 久能字三番割１１２３番６ 28,600 28,700 -0.3

古河 -24 下大野字原山８８１番４ 11,900 12,000 -0.8

古河 -25 小堤字上中新田２９３番６ 12,800 12,900 -0.8

古河 -26 中田字野久保４０６番５ 28,900 29,000 -0.3

＊ 古河 5-1 本町１丁目５６０３番２外「本町１－３－９」 74,700 75,100 -0.5

古河 5-2 東本町２丁目４９０番２「東本町２－３－３」 83,500 83,500 0.0

古河 5-3 東１丁目４番２外「東１－４－７」 71,100 71,500 -0.6

古河 5-4 上辺見字鹿養大道北３４１番１外 45,400 45,400 0.0

古河 5-5 諸川字中町谷６４５番１ 31,600 31,700 -0.3

古河 5-6 雷電町２９６１番２「雷電町１２－４０」 46,300 46,300 0.0

古河 5-7 西牛谷字北前１０１７番５外 46,000 46,100 -0.2

古河 5-8 中央町１丁目５６７６番外「中央町１－４－３」 65,100 65,400 -0.5

石岡 -1 鹿の子２丁目９８５２番２「鹿の子２－７－３６」 18,200 18,300 -0.5

石岡 -2 三村字水内２１０８番２ 7,700 7,750 -0.6

石岡 -3 柿岡字鴻の巣３４５０番５外 10,500 10,700 -1.9

石岡 -4 高浜字中坪８２５番１４ 19,700 19,900 -1.0

石岡 -5 東石岡４丁目３９３４番１８「東石岡４－７－７」 24,600 24,600 0.0

石岡 -6 府中３丁目１８０２番１０「府中３－５－５」 22,700 22,900 -0.9

石岡 -7 石岡字東ノ辻１４００３番８ 20,600 20,700 -0.5

石岡 -8 国府４丁目１９３２番５「国府４－５－２１」 25,300 25,400 -0.4

石岡 -9 東光台５丁目２９２０番３６「東光台５－８－５」 23,400 23,400 0.0

石岡 -10 茨城１丁目４９４１番１「茨城１－１５－１６」 15,100 15,200 -0.7

＊ 石岡 -11 府中５丁目７９２１番６「府中５－３－６」 20,900 21,000 -0.5

石岡 -12 南台２丁目１１番１０「南台２－１１－１０」 30,500 30,500 0.0

石岡 -13 真家字宿２４５０番 6,580 6,680 -1.5
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石岡 -14 高浜字道祖神２６番２ 15,200 15,400 -1.3

石岡 -15 八軒台３１５８番１９「八軒台８－１０」 20,300 20,400 -0.5

石岡 -16 碁石沢１０６９０番３３ 6,700 6,800 -1.5

石岡 -17 総社２丁目５６０番６「総社２－５－１８」 20,000 20,100 -0.5

石岡 5-1 国府３丁目６９５番１内「国府３－２－６」 32,100 32,400 -0.9

石岡 5-2 旭台２丁目３７５４番１外「旭台２－１８－８」 33,000 33,100 -0.3

＊ 石岡 5-3 東石岡５丁目２９２６番１「東石岡５－７－３」 42,100 42,400 -0.7

石岡 9-1 柏原９番１外 17,200 17,200 0.0

結城 -1 新福寺１丁目１６番１４外 37,700 37,600 0.3

結城 -2 大字結城字油内７１８８番２５外（南部第２工区４８－１街区１４、１５） 36,500 36,300 0.6

結城 -3 大字結城字永正塚１８８０番２４ 27,500 27,600 -0.4

結城 -4 大字結城字西町１６６２番８ 34,900 34,900 0.0

結城 -5 大字結城字神明町１７９３番８７ 31,200 31,300 -0.3

結城 -6 大字田間字北ノ内１０１１番１９ 17,900 18,100 -1.1

結城 -7 大字矢畑字矢畑南１２２番６ 9,300 9,300 0.0

結城 5-1 大字結城字浦町１７６番 36,800 37,000 -0.5

結城 5-2 下り松６丁目７番２１外 41,400 41,500 -0.2

結城 9-1 新堤仲通り６番１８外 18,700 18,700 0.0

龍ケ崎 -1 佐貫町字浅間ケ浦９２９番１１０ 31,600 31,700 -0.3

龍ケ崎 -2 字立野４９４５番１１ 22,000 22,100 -0.5

龍ケ崎 -3 川原代町字池ノ下１２３４番１７ 28,100 28,400 -1.1

龍ケ崎 -4 姫宮町２７番 23,000 23,100 -0.4

龍ケ崎 -5 愛戸町２６番 21,600 21,700 -0.5

＊ 龍ケ崎 -6 佐貫４丁目８番７ 62,600 63,100 -0.8

龍ケ崎 -7 八代町字宮下前１０５１番１ 10,300 10,400 -1.0

龍ケ崎 -8 大徳町字上大徳２６６番３ 19,200 19,300 -0.5

龍ケ崎 -9 松ケ丘１丁目１５番６ 31,300 31,200 0.3

龍ケ崎 -10 野原町５９番２ 21,500 21,600 -0.5

龍ケ崎 -11 川原代町字小屋１０２２番６外 28,200 28,500 -1.1

龍ケ崎 -12 南中島町字菅沼１６７番６ 27,500 27,600 -0.4

龍ケ崎 -13 中根台５丁目２番１７ 37,700 37,700 0.0

龍ケ崎 -14 字直鮒７５１６番９ 18,900 19,000 -0.5

龍ケ崎 3-1 南中島町字中畑２８３番１ 10,800 11,000 -1.8

龍ケ崎 5-1 藤ケ丘５丁目１５番６外 45,800 45,700 0.2

龍ケ崎 5-2 佐貫１丁目９番３ 97,800 98,600 -0.8

龍ケ崎 5-3 久保台２丁目１番１３外 61,200 61,200 0.0

龍ケ崎 5-4 佐貫町字蛭川４８９番４９外 45,500 45,500 0.0

龍ケ崎 5-5 川原代町字下田５４２５番２ 21,400 21,500 -0.5

＊ 龍ケ崎 9-1 向陽台３丁目４番１外 20,500 20,500 0.0

下妻 -1 下妻字栗山乙２８３番６ 22,000 22,100 -0.5

下妻 -2 大宝字本町５９８番 13,800 13,900 -0.7

下妻 -3 本宿町１丁目７６番 23,400 23,500 -0.4

下妻 -4 宗道字前原１４３番３ 19,600 19,900 -1.5

下妻 -5 本宗道字宮西５４番３ 16,900 17,100 -1.2

下妻 5-1 下妻字栗山乙３４９番２８ 30,900 31,300 -1.3

下妻 5-2 宗道字上宿１６番１ 24,000 24,500 -2.0

下妻 5-3 長塚字大貝３８番３ 38,300 38,600 -0.8

常総 -1 中妻町字砂場８１５番３０外 19,800 20,100 -1.5

常総 -2 水海道橋本町字三木内３３４０番２ 24,200 24,400 -0.8

＊ 常総 -3 水海道山田町字八間西４７２２番４ 27,900 28,400 -1.8

常総 -4 水海道淵頭町字石宮２８８７番１６ 30,100 30,400 -1.0

常総 -5 大輪町字満藏前２２１５番５外 10,500 10,700 -1.9
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常総 -6 本石下字寺浦４９１５番３ 21,300 21,500 -0.9

常総 -7 水海道本町字新町２５７１番１ 26,900 27,200 -1.1

常総 -8 水海道諏訪町字八幡下東３１６２番５ 23,300 23,500 -0.9

常総 -9 水海道高野町字正西２３３９番１ 11,100 11,200 -0.9

常総 -10 水海道森下町字森下大道東４３７７番２外 23,400 23,800 -1.7

常総 -11 豊岡町字権現台丙２６３８番２０ 23,900 24,000 -0.4

常総 5-1 水海道栄町字亀岡東２６８０番１４ 34,600 35,000 -1.1

＊ 常総 5-2 水海道淵頭町字石宮２８８１番１ 39,400 40,000 -1.5

常総 5-3 新石下字陣屋敷２１５番２ 28,900 29,000 -0.3

常総 9-1 大生郷町字中丸６１２５番 21,800 21,700 0.5

常総 9-2 内守谷町字柳田３９４６番外 22,700 22,500 0.9

常陸太田 -1 天神林町８４７番５２ 17,400 17,600 -1.1

＊ 常陸太田 -2 木崎二町３８４３番２ 27,500 27,900 -1.4

常陸太田 -3 大森町字西畑１４２７番７８ 23,600 23,700 -0.4

常陸太田 -4 磯部町字屋敷後５４１番１０ 17,100 17,200 -0.6

常陸太田 -5 木崎二町字上軍田９２８番１４ 27,900 28,100 -0.7

常陸太田 -6 塙町字東一東２２７０番 23,400 23,700 -1.3

常陸太田 -7 真弓町３１０７番１２ 19,900 20,100 -1.0

常陸太田 -8 幡町字柳町１６３２番 9,640 9,720 -0.8

常陸太田 5-1 内堀町字西鯉沼２９６３番１外 43,100 43,200 -0.2

高萩 -1 肥前町２丁目８番２ 22,200 22,600 -1.8

高萩 -2 大字島名字堂ノ上２１２９番６２ 19,500 19,800 -1.5

＊ 高萩 -3 有明町２丁目３５番２外 23,000 23,400 -1.7

高萩 5-1 本町２丁目８番 28,300 28,900 -2.1

高萩 5-2 東本町２丁目２４番 27,000 27,700 -2.5

北茨城 -1 磯原町磯原５丁目７７番外 27,000 27,200 -0.7

北茨城 -2 大津町北町４丁目４番９ 23,100 23,500 -1.7

北茨城 -3 中郷町汐見ケ丘５丁目１９７番２２ 17,700 17,900 -1.1

北茨城 -4 大津町北町字浜道１４８０番２ 15,000 15,200 -1.3

北茨城 5-1 磯原町本町２丁目３番７外 28,300 28,800 -1.7

北茨城 5-2 磯原町磯原１丁目１２８番外 36,500 36,900 -1.1

北茨城 5-3 大津町北町２丁目２番２ 26,900 27,400 -1.8

笠間 -1 笠間字大和田１５０５番２ 24,900 25,300 -1.6

笠間 -2 吉岡字新切３３番７ 22,600 23,200 -2.6

笠間 -3 下市毛字常楽４９番９ 18,800 19,000 -1.1

笠間 -4 鯉淵字十ノ割６２５６番４５ 25,000 25,200 -0.8

笠間 -5 仁古田字踊場１１２９番４ 11,500 11,700 -1.7

笠間 -6 下郷字西裏３９６９番２ 16,400 16,800 -2.4

＊ 笠間 5-1 赤坂９番５ 32,300 32,800 -1.5

笠間 5-2 笠間字宝持寺前１４０３番１外 27,200 27,600 -1.4

笠間 5-3 赤坂４番４ 31,700 32,100 -1.2

笠間 5-4 八雲１丁目８番３「八雲１－８－５」 38,800 38,900 -0.3

取手 -1 台宿２丁目５７８番１１外「台宿２－１－３７」 85,100 86,000 -1.0

取手 -2 白山１丁目乙１０２９番２「白山１－２－３９」 62,600 - -

取手 -3 井野２丁目３２４１番１２「井野２－１２－１０」 54,100 54,500 -0.7

取手 -4 宮和田字道上１０２１番３１ 52,800 52,900 -0.2

取手 -5 椚木字椚木３５２番３９ 26,700 26,800 -0.4

取手 -6 米ノ井字辻田１２６番３９ 39,500 39,900 -1.0

取手 -7 新取手３丁目４１５２番１３９「新取手３－４３－１５」 26,400 26,500 -0.4

取手 -8 井野台５丁目４６８８番「井野台５－８－６」 55,500 55,900 -0.7

取手 -9 井野字前土井７５９番２７ 44,100 44,200 -0.2

取手 -10 井野３丁目３７１６番３０「井野３－８－１６」 54,200 54,700 -0.9
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取手 -11 井野１丁目４０８７番「井野１－３－１８」 62,200 62,400 -0.3

＊ 取手 -12 台宿１丁目７０２番７「台宿１－７－２２」 71,100 72,600 -2.1

取手 -13 藤代字蔵前溝下１８５０番１２ 39,600 40,000 -1.0

＊ 取手 -14 戸頭３丁目１４番１９「戸頭３－１４－２８」 48,800 49,900 -2.2

取手 -15 井野台１丁目２７６６番４「井野台１－１２－１６」 49,600 49,900 -0.6

取手 -16 宮和田字北側３７４番６ 33,600 34,000 -1.2

取手 -17 藤代字屋敷付５５８番２ 32,800 33,000 -0.6

取手 -18 東３丁目１０２１番３「東３－５－３５」 48,200 48,400 -0.4

取手 -19 本郷１丁目１７６６番２「本郷１－２２－１２」 44,600 45,400 -1.8

取手 -20 西１丁目１３６番１３５「西１－２５－１３」 55,000 55,600 -1.1

取手 -21 野々井字前原２０９番１６ 30,700 31,200 -1.6

取手 -22 山王字前畑３３８番１ 15,800 16,100 -1.9

取手 -23 戸頭字西坪１５７３番４ 34,300 34,700 -1.2

取手 -24 寺田字佃４７２２番３９ 34,400 34,900 -1.4

取手 -25 下高井字官上木１０７８番１８ 16,500 17,000 -2.9

取手 -26 中田字北敷耕地９４９番２外 14,400 14,700 -2.0

取手 -27 戸頭９丁目１６番１３「戸頭９－１６－２５」 50,200 51,100 -1.8

取手 -28 井野台３丁目４３２４番２「井野台３－１５－２３」 52,700 52,800 -0.2

取手 -29 新町４丁目甲３８８番１７「新町４－１９－２」 75,500 76,300 -1.0

取手 -30 西２丁目１０８番４４「西２－３０－１３」 56,900 57,600 -1.2

取手 -31 谷中字本田６５番３４外 33,100 33,300 -0.6

取手 -32 桑原字三升蒔耕地１０５５番１１ 37,400 37,600 -0.5

取手 -33 藤代南２丁目１０番１７ 55,600 55,600 0.0

取手 3-1 戸頭字大明神１０６２番 13,300 - -

取手 5-1 白山２丁目乙９４４番６３外「白山２－４－１８」 50,600 51,000 -0.8

取手 5-2 取手１丁目乙１５６８番３「取手１－２－６」 72,000 72,000 0.0

取手 5-3 白山３丁目乙９８７番１「白山３－２－３０」 51,200 51,200 0.0

取手 5-4 取手２丁目３番４「取手２－３－４」 116,000 117,000 -0.9

取手 5-5 寺田字原谷６３３６番１外 58,700 58,900 -0.3

取手 5-6 片町字北側３１２番１外 47,800 48,200 -0.8

取手 5-7 青柳字屋敷通１２５番２ 46,300 46,800 -1.1

牛久 -1 南７丁目８番２ 39,200 39,400 -0.5

牛久 -2 久野町６８７番 10,900 11,000 -0.9

牛久 -3 中央２丁目１８番２ 61,400 61,400 0.0

牛久 -4 田宮町字新山１０７１番３４ 39,300 39,500 -0.5

牛久 -5 上柏田２丁目１５番１０ 32,700 33,000 -0.9

牛久 -6 牛久町字大流３１３７番１９ 39,000 39,100 -0.3

牛久 -7 南１丁目５番６ 55,700 55,700 0.0

牛久 -8 神谷１丁目３６番２５ 39,700 39,800 -0.3

牛久 -9 田宮町字落合２３０番７ 49,000 49,300 -0.6

牛久 -10 刈谷町１丁目１２６番 38,800 38,900 -0.3

牛久 -11 神谷６丁目３５番４ 40,700 40,900 -0.5

牛久 -12 ひたち野東１丁目１５番５ 74,300 74,000 0.4

牛久 -13 岡見町字須賀久保２５７７番３外 11,400 11,500 -0.9

牛久 -14 栄町１丁目５６番４６ 52,300 52,300 0.0

牛久 -15 さくら台１丁目４８番１６ 32,900 33,100 -0.6

牛久 3-1 牛久町字南裏２４３６番外 11,600 11,700 -0.9

牛久 5-1 田宮町字堂薬師１４２番６ 60,200 61,100 -1.5

牛久 5-2 上柏田４丁目１番７ 59,300 59,500 -0.3

牛久 5-3 猪子町字前山久保９９５番１２１外 45,100 45,600 -1.1

牛久 5-4 中央５丁目２０番９ 98,800 99,500 -0.7

牛久 5-5 中央３丁目２２番２ 62,800 63,000 -0.3
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牛久 5-6 ひたち野東４丁目１番１０ 91,600 91,500 0.1

牛久 9-1 奥原町１６５０番１１外 21,600 21,600 0.0

牛久 13-1 さくら台４丁目１９番６外 2,840 2,900 -2.1

つくば -1 春日３丁目５番１９ 89,600 89,600 0.0

つくば -2 稲荷前２４番８ 81,000 81,200 -0.2

＊ つくば -3 春日２丁目１５番５ 114,000 113,000 0.9

＊ つくば -4 谷田部字駒形４０３２番３外 22,800 23,000 -0.9

つくば -5 倉掛字新田１２０５番１２ 40,100 40,100 0.0

つくば -6 東光台３丁目６番７ 44,000 44,000 0.0

つくば -7 花畑３丁目８番２８ 43,100 43,200 -0.2

つくば -8 境松字北ノ前３３２番２ 12,700 12,900 -1.6

つくば -9 小田字荒宿３０３５番２ 16,600 16,700 -0.6

つくば -10 若葉６番３ 32,100 32,200 -0.3

つくば -11 天久保３丁目１３番５ 83,000 83,100 -0.1

つくば -12 天久保１丁目８番１２ 99,400 100,000 -0.6

つくば -13 千現１丁目１８番１ 125,000 125,000 0.0

つくば -14 牧園８番８ 36,400 36,600 -0.5

つくば -15 高野台３丁目１２番２０外 39,400 39,600 -0.5

つくば -16 観音台１丁目３４番１９ 35,300 35,500 -0.6

つくば -17 谷田部字臺町６２８６番１外 27,300 27,400 -0.4

つくば -18 並木２丁目１番３ 85,400 85,800 -0.5

つくば -19 高見原４丁目６番９外 28,200 28,300 -0.4

つくば -20 桜２丁目３２番８ 73,100 73,500 -0.5

つくば -21 竹園２丁目１３番１９ 174,000 173,000 0.6

つくば -22 春日３丁目１２番５ 92,900 92,900 0.0

つくば -23 古来字屋敷４４５番１ 14,500 14,600 -0.7

つくば -24 上境字屋敷上３８３番 12,600 12,700 -0.8

つくば -25 高須賀字谷口５０番１ 10,400 10,500 -1.0

つくば -26 国松字馬場８３番２ 10,800 10,900 -0.9

つくば -27 今鹿島字下屋敷東２４９８番１外 16,000 16,200 -1.2

つくば -28 神郡字上町９８番１ 9,430 9,480 -0.5

つくば -29 竹園１丁目８番２ 210,000 208,000 1.0

つくば -201 島名字白合２１４８番５（島名・福田坪Ｂ５０街区１４） 75,000 - -

つくば 5-1 小野崎字千駄苅２９２番３外 80,000 80,000 0.0

つくば 5-2 桜２丁目１４番４ 83,600 83,600 0.0

つくば 5-3 竹園１丁目６番１ 290,000 285,000 1.8

＊ つくば 5-4 東新井２４番３外 172,000 171,000 0.6

つくば 5-5 筑穂２丁目１番５外「筑穂２－１－５」 57,400 57,500 -0.2

つくば 5-6 大曽根字宿西２９９９番１ 27,900 28,000 -0.4

ひたちなか -1 大字市毛字下坪４０４番１４６ 34,900 34,900 0.0

ひたちなか -2 大字稲田字今鹿島１４５５番９ 24,200 24,200 0.0

ひたちなか -3 長堀町３丁目１１番６「長堀町３－１１－１５」 52,000 52,000 0.0

ひたちなか -4 大字東石川字堂端３５７０番３ 33,900 33,900 0.0

ひたちなか -5 外野２丁目１０番７「外野２－１０－２９」 46,000 46,000 0.0

ひたちなか -6 笹野町３丁目１５番２１「笹野町３－１５－７６」 43,300 43,300 0.0

ひたちなか -7 平磯遠原町２７番１５ 21,500 21,600 -0.5

ひたちなか -8 大字田彦字西原６３番３９ 35,900 35,900 0.0

ひたちなか -9 大字枝川字鳴戸内１２７９番 15,000 15,500 -3.2

ひたちなか -10 勝田本町１６番１０「勝田本町１６－６」 49,100 48,500 1.2

ひたちなか -11 大字勝倉字大房地２６３４番２０ 25,900 25,900 0.0

＊ ひたちなか -12 東大島４丁目４番２外「東大島４－４－２」 48,100 47,800 0.6

ひたちなか -13 高場３丁目１０番５ 38,800 38,600 0.5
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ひたちなか -14 大字稲田字円明３９番４ 31,900 31,700 0.6

ひたちなか -15 阿字ケ浦町字南平１００１番４ 15,900 16,100 -1.2

ひたちなか -16 大字足崎字舟橋１３０２番６４ 27,700 27,700 0.0

ひたちなか -17 大字足崎字北根６６８番１ 12,200 12,400 -1.6

ひたちなか -18 大字馬渡字向野２９２０番１７７ 31,700 31,800 -0.3

ひたちなか -19 牛久保２丁目１２７１番「牛久保２－１７－３」 20,200 20,400 -1.0

ひたちなか -20 大字中根字富士山３３３７番１４６ 33,900 33,900 0.0

ひたちなか -21 平磯町字宮下１７９０番１ 17,500 17,900 -2.2

ひたちなか -22 小砂町１丁目８番１５ 38,500 38,500 0.0

ひたちなか -23 湊泉町５３１０番２「湊泉町３－３３」 20,500 20,800 -1.4

ひたちなか -24 西十三奉行１１４６６番３ 17,300 17,300 0.0

ひたちなか -25 八幡町７１２９番５外「八幡町７－６」 19,600 19,700 -0.5

ひたちなか -26 大字武田字久保４５９番１９（武田７４街区１７） 48,100 47,800 0.6

ひたちなか -27 大字馬渡字西谷津２５２５番１７９ 29,900 30,100 -0.7

ひたちなか -28 大字高場字庚塚１６０８番８９ 33,200 33,200 0.0

ひたちなか -29 大字市毛字上坪１２２０番１２ 36,000 36,000 0.0

ひたちなか -30 大字足崎字深谷津１４６９番４９ 28,600 28,600 0.0

ひたちなか -31 西大島３丁目９番１５「西大島３－９－１５」 45,200 45,000 0.4

ひたちなか 5-1 表町１番７「表町１－４」 56,000 56,000 0.0

＊ ひたちなか 5-2 笹野町３丁目２番１９「笹野町３－２－５」 54,200 54,500 -0.6

ひたちなか 5-3 東大島１丁目１８番１１「東大島１－１８－５」 49,700 49,700 0.0

ひたちなか 5-4 大字市毛字上坪１２４３番２外 38,900 39,000 -0.3

ひたちなか 5-5 湊中央２丁目５６６１番「湊中央２－１－２９」 26,800 27,300 -1.8

ひたちなか 5-6 田中後４５番８ 33,800 34,100 -0.9

ひたちなか 9-1 山崎１７０番 16,900 17,000 -0.6

ひたちなか 9-2 大字稲田字カチ内１０９６番３４外 21,100 21,200 -0.5

鹿嶋 -1 宮中３丁目４番１５「宮中３－４－２５」 29,300 29,300 0.0

鹿嶋 -2 港ケ丘１丁目２８２番２２５外「港ケ丘１－１４－１５」 25,100 24,900 0.8

鹿嶋 -3 大字佐田字久保山４７９番２外 18,600 18,600 0.0

鹿嶋 -4 大字宮中字三笠山５１７０番１ 24,900 24,900 0.0

鹿嶋 -5 大字平井字新押合２０番２１８ 13,500 13,600 -0.7

鹿嶋 -6 大字宮中字東山３４２番２外 25,400 25,000 1.6

鹿嶋 -7 大字下津字新田畑６６０番４ 13,200 13,400 -1.5

鹿嶋 -8 大字中字里前１６９２番１ 8,300 8,550 -2.9

鹿嶋 -9 大字荒井字前５４９番８ 12,400 12,500 -0.8

＊ 鹿嶋 5-1 宮中１丁目２２１９番２外「宮中１－９－３０」 25,700 25,800 -0.4

鹿嶋 5-2 宮中３丁目１番１５「宮中３－１－２０」 27,500 27,500 0.0

潮来 -1 牛堀字宮前９８番１ 13,600 13,900 -2.2

潮来 -2 上戸字芝宿４１番３ 8,220 8,410 -2.3

潮来 -3 川尾３６９３番３０ 15,300 15,300 0.0

潮来 -4 大塚野２丁目２１番１６ 18,000 18,000 0.0

潮来 -5 曲松２７５８番１ 14,100 14,200 -0.7

潮来 -6 宮前２丁目３７番１４ 16,500 16,500 0.0

潮来 -7 あやめ２丁目３０番２１ 22,800 22,900 -0.4

潮来 -8 辻字中辻２１７番 13,900 14,000 -0.7

潮来 -9 延方東１８６６番７ 11,100 11,200 -0.9

潮来 -10 島須字馬ノ峰６３４番１ 5,920 5,950 -0.5

潮来 -11 古高３３９４番１ 5,780 5,820 -0.7

潮来 -12 大生字御鍵免１０１１番３外 4,960 5,010 -1.0

潮来 5-1 潮来字七丁目９２３番１ 16,400 16,500 -0.6

潮来 5-2 辻字横田３９３番１外 21,900 22,000 -0.5

守谷 -1 百合ケ丘２丁目字清水２７６５番１１外 94,900 94,100 0.9
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守谷 -2 ひがし野１丁目６番１６ 159,000 157,000 1.3

守谷 -3 百合ケ丘３丁目字土塔前２６６１番１９ 113,000 112,000 0.9

守谷 -4 松ケ丘７丁目４番５ 91,900 91,800 0.1

守谷 -5 本町字新町５０４番８ 111,000 110,000 0.9

守谷 -6 みずき野１丁目８番４ 70,600 71,400 -1.1

守谷 -7 百合ケ丘３丁目字新山２７９２番１２ 87,600 87,300 0.3

＊ 守谷 -8 けやき台５丁目１３番７ 107,000 107,000 0.0

守谷 -9 久保ケ丘２丁目１０番２ 78,600 78,600 0.0

守谷 -10 薬師台７丁目８番１４ 67,000 67,100 -0.1

守谷 -11 松ケ丘２丁目２１番７外 89,700 89,700 0.0

守谷 -12 本町字中割３９１２番２ 21,700 21,800 -0.5

守谷 -13 野木崎字庄太郎久保１１５４番１ 20,700 20,800 -0.5

守谷 5-1 本町字向原１５３番１ 117,000 117,000 0.0

守谷 5-2 中央２丁目１６番２０ 191,000 189,000 1.1

守谷 5-3 御所ケ丘２丁目１１番２ 78,300 78,700 -0.5

守谷 9-1 緑２丁目２７番１外 34,500 33,500 3.0

常陸大宮 -1 泉字新山４９７番１２ 17,900 18,100 -1.1

常陸大宮 -2 抽ヶ台町８１５番８ 20,400 20,600 -1.0

常陸大宮 5-1 南町２９３番８ 27,400 27,800 -1.4

那珂 -1 菅谷字杉原６５８番５２ 29,000 29,100 -0.3

那珂 -2 菅谷字両宮西２９８３番５ 32,000 32,000 0.0

那珂 -3 菅谷字一ノ関４５５２番１７ 34,200 34,200 0.0

＊ 那珂 -4 菅谷字小六内１９４１番４９ 26,600 26,600 0.0

那珂 -5 菅谷字新地３４１１番２外 26,500 26,500 0.0

那珂 -6 菅谷字大木内９６２番１３ 25,300 25,300 0.0

那珂 -7 瓜連字水戸海道６５２番１ 14,700 14,700 0.0

那珂 -8 菅谷字下宿西４２１０番 33,800 34,000 -0.6

那珂 -9 瓜連字宿１１６９番２ 16,100 16,300 -1.2

那珂 -10 東木倉字原地３２６番３ 14,900 15,200 -2.0

那珂 -11 鴻巣字油免１３０７番１ 10,500 - -

那珂 -12 額田南郷字新宿２９番 11,900 12,000 -0.8

那珂 -13 下大賀字大井戸脇１２８３番３外 6,600 6,620 -0.3

筑西 -1 字台甲４７５番 27,500 27,600 -0.4

筑西 -2 市野辺字柳町１４番 26,200 26,300 -0.4

筑西 -3 女方字東新田２６８番６２ 21,700 21,800 -0.5

筑西 -4 松原字篠ノ内２９８８番３外 15,500 15,700 -1.3

＊ 筑西 -5 菅谷字大道１７６８番 31,500 31,600 -0.3

筑西 -6 二木成字稲荷塚８４７番５ 29,000 29,000 0.0

筑西 -7 字鷹場丙６７番２ 31,900 32,000 -0.3

筑西 -8 新治字谷島１９６４番７外 19,900 20,000 -0.5

筑西 -9 黒子字無１８３番 16,600 17,000 -2.4

筑西 -10 関本中字館内６３番４外 15,800 16,000 -1.3

筑西 -11 新治字谷島１９９６番６８ 20,700 20,800 -0.5

筑西 -12 海老ケ島字上内並木９７４番５ 17,500 17,700 -1.1

筑西 -13 横島字遠羽賀２７８番１５ 23,500 23,500 0.0

筑西 -14 幸町２丁目１３０５番１５７「幸町２－２４－１１」 26,700 26,700 0.0

筑西 -15 大関字北浦９６９番１ 10,300 10,400 -1.0

筑西 -16 五所宮字萩山１１１０番５ 8,600 8,600 0.0

筑西 -17 花田字西山５８番２ 9,100 9,250 -1.6

筑西 -18 横塚字町北１８９番２ 10,800 10,900 -0.9

筑西 -19 東石田字東台１１３２番 9,360 9,480 -1.3

＊ 筑西 5-1 字田谷川乙９５４番 44,500 45,300 -1.8
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筑西 5-2 下川島字下寺野８１２番２外 36,000 36,100 -0.3

筑西 5-3 字上八町甲２７番１外 35,700 35,900 -0.6

筑西 5-4 外塚字神明７４８番外 38,900 39,100 -0.5

坂東 -1 岩井字篠山４８９９番６ 27,400 27,500 -0.4

坂東 -2 辺田字原新１１１１番２８ 30,900 31,000 -0.3

坂東 -3 辺田字御林１５１７番６９ 27,800 27,900 -0.4

坂東 -4 辺田字向地５５１番１０ 20,800 20,900 -0.5

坂東 -5 岩井字旧境内２２５５番６ 24,600 24,800 -0.8

坂東 -6 辺田字外手山１０８５番４５ 26,800 27,000 -0.7

坂東 -7 沓掛字西郷１６７７番２ 17,600 17,700 -0.6

坂東 -8 岩井字大山４１５２番１１外 25,000 25,100 -0.4

坂東 -9 沓掛字神明８３２番１ 20,600 20,700 -0.5

坂東 -10 猫実字前原１６１１番２ 9,900 10,000 -1.0

坂東 -11 生子字宿坪２１８２番 9,800 9,900 -1.0

坂東 -12 長須字新久裏３６９１番１ 10,300 10,400 -1.0

坂東 5-1 岩井字新町東側４４４８番１ 40,000 40,600 -1.5

＊ 稲敷 -1 佐倉字佐倉原３３３２番７ 11,000 11,200 -1.8

稲敷 -2 江戸崎字中宿乙１０６番６ 11,700 11,800 -0.8

稲敷 -3 古渡字田宿３７番１外 10,100 10,200 -1.0

稲敷 -4 橋向字橋向１０７番３外 6,600 6,720 -1.8

稲敷 -5 浮島字中郷３２０４番 7,180 7,300 -1.6

稲敷 5-1 江戸崎字道上沖甲３５６０番３ 16,600 16,800 -1.2

稲敷 5-2 中山字後畑４３７６番２ 16,500 16,700 -1.2

稲敷 9-1 下太田字諏訪原４５７４番４ 13,800 13,800 0.0

かすみがうら -1 宍倉字古屋敷５７００番１ 14,100 14,200 -0.7

かすみがうら -2 宍倉字鹿野山６２０７番１７ 20,800 20,900 -0.5

かすみがうら -3 下稲吉字逆西３１８６番１９ 28,700 28,700 0.0

かすみがうら -4 稲吉２丁目２６１３番３３９「稲吉２－１４－７」 34,000 34,000 0.0

かすみがうら -5 稲吉東２丁目２４６５番３２「稲吉東２－１８－８」 31,600 31,600 0.0

かすみがうら -6 稲吉東４丁目３８７３番４「稲吉東４－２２－３」 31,900 31,900 0.0

かすみがうら -7 下稲吉字向原１６９９番１６ 23,900 24,000 -0.4

かすみがうら -8 宍倉字金川西５１９７番１２ 6,100 6,200 -1.6

かすみがうら -9 深谷字こノ区２９６５番７ 7,260 7,340 -1.1

かすみがうら -10 西野寺字十文字７３９番１４ 7,760 7,800 -0.5

かすみがうら -11 中志筑字藤野２２３０番２ 6,230 6,270 -0.6

かすみがうら 9-1 宍倉字鹿野山６１４７番４３ 13,500 13,600 -0.7

桜川 -1 友部字水代２０７番７ 17,500 17,600 -0.6

桜川 -2 明日香４丁目４７番１ 32,500 32,600 -0.3

桜川 -3 鍬田字向原５５３番５８ 20,500 20,500 0.0

桜川 -4 真壁町飯塚字参番耕地１２８番６ 17,100 17,200 -0.6

桜川 -5 真壁町古城字大手前５６３番４ 15,100 15,200 -0.7

桜川 -6 真壁町桜井字馬場３３５番１ 15,200 15,300 -0.7

桜川 -7 本木字西原１２５５番２ 11,700 11,900 -1.7

桜川 -8 阿部田字清水頭３１４番５外 15,900 16,300 -2.5

桜川 -9 真壁町椎尾字小萩６７３番 10,100 10,200 -1.0

桜川 -10 長方字中内２９４番２ 11,000 11,000 0.0

桜川 -11 本木字久保４８８番３ 9,100 9,200 -1.1

桜川 5-1 岩瀬字山王１９５番１内 29,400 29,500 -0.3

＊ 神栖 -1 神栖２丁目１２１９番１５７「神栖２－１４－２４」 23,000 22,500 2.2

神栖 -2 大野原１丁目２４４５番２８外「大野原１－４－４８」 22,200 21,800 1.8

神栖 -3 神栖３丁目１２２２番１８６「神栖３－１２－２３」 21,600 21,300 1.4

神栖 -4 知手中央５丁目３４０６番４５４「知手中央５－３－２１」 20,300 20,300 0.0
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神栖 -5 平泉東１丁目５６番２７ 19,000 18,700 1.6

神栖 -6 波崎字小玉台６８６４番１１ 19,300 19,400 -0.5

神栖 -7 矢田部字中２９２６番３ 9,680 9,860 -1.8

神栖 -8 波崎字豊ケ崎９１７８番３ 15,300 15,400 -0.6

神栖 -9 波崎字本郷新田８４７０番１ 18,900 19,100 -1.0

神栖 -10 知手字和手２９７５番２８ 12,200 12,100 0.8

神栖 -11 波崎字後口１８１７番外 6,580 6,610 -0.5

神栖 -12 波崎字田端７１７２番 14,900 15,000 -0.7

神栖 5-1 大野原３丁目４０８番１８外「大野原３－１０－１」 46,000 45,500 1.1

神栖 5-2 堀割１丁目６００番２０「堀割１－２－３１」 28,600 28,400 0.7

神栖 9-1 奥野谷字浜野６２２３番６５外 17,000 17,000 0.0

神栖 9-2 奥野谷字根岸８０８９番 14,800 14,800 0.0

行方 -1 麻生字大坂１１６１番６ 9,300 9,400 -1.1

行方 -2 麻生字田倉３２８６番２２ 5,350 5,450 -1.8

行方 -3 沖洲字観音下１９２番１外 6,850 6,970 -1.7

行方 -4 小幡字六十塚１４１８番２８ 5,370 5,470 -1.8

行方 5-1 玉造字大町甲６５９番１ 24,100 24,200 -0.4

行方 5-2 麻生字一丁窪３２９０番１２内 14,200 14,300 -0.7

鉾田 -1 子生字葉秋上８４０番４４ 7,100 7,240 -1.9

鉾田 -2 上沢字荒地上１５０８番外 6,200 6,340 -2.2

鉾田 -3 新鉾田西２丁目３番２ 16,300 16,400 -0.6

鉾田 -4 串挽字高崎下３１９番１３ 7,240 7,330 -1.2

鉾田 -5 札字下宿１１４９番 6,330 6,420 -1.4

鉾田 5-1 汲上字麦ノ内１１７０番１外 12,000 12,100 -0.8

鉾田 5-2 新鉾田２丁目２番４外 20,100 20,300 -1.0

つくばみらい -1 豊体字横町１１７１番１１ 16,900 17,100 -1.2

つくばみらい -2 谷井田字北耕地１４０３番９ 24,000 24,600 -2.4

つくばみらい -3 小絹字溜下１８５番３６ 33,100 33,400 -0.9

＊ つくばみらい -4 紫峰ヶ丘２丁目１４番６ 64,000 63,700 0.5

つくばみらい -5 台字台坪１４番１ 12,600 12,800 -1.6

つくばみらい -6 伊奈東字伊奈東３３番５８ 23,900 24,400 -2.0

つくばみらい -7 筒戸字諏訪２０２５番１３ 26,300 26,400 -0.4

つくばみらい -8 新戸字下２８５番 10,500 10,700 -1.9

つくばみらい -9 西ノ台字西ノ台８番１２ 38,100 38,600 -1.3

つくばみらい -10 絹の台６丁目３番１０ 78,500 78,500 0.0

つくばみらい 5-1 絹の台２丁目７番１ 79,300 79,300 0.0

つくばみらい 5-2 古川字前田耕地３１９番１外 18,700 18,800 -0.5

つくばみらい 9-1 福岡字逆瀬川向２５０５番１ 22,400 21,800 2.8

小美玉 -1 小川字宿後８６１番４ 17,500 17,600 -0.6

小美玉 -2 山野字インマ峯２５番１１外 9,200 9,300 -1.1

小美玉 -3 羽鳥字花舘２８９５番１６６ 17,100 17,200 -0.6

小美玉 -4 羽鳥字東平２６５９番３７ 20,900 21,100 -0.9

小美玉 -5 川中子字東西１３４６番２外 6,430 6,510 -1.2

小美玉 -6 田木谷字うち巳１０１６番１４外 15,000 15,100 -0.7

小美玉 -7 野田字インヤ１９番２ 10,400 10,500 -1.0

小美玉 5-1 中延字稲子田１２８番２ 23,700 23,800 -0.4

小美玉 5-2 羽鳥字東平２６７３番５ 29,400 29,500 -0.3

茨城 -1 大字長岡字大連寺３３１８番１１６ 23,700 23,800 -0.4

茨城 -2 大字小鶴字宿１７６５番 22,500 22,800 -1.3

茨城 -3 大字奥谷字馬場先１９２１番１ 20,600 20,900 -1.4

茨城 -4 大字長岡字下宿１４５番１ 24,000 24,300 -1.2

茨城 -5 大字飯沼字下宿６６７番１ 8,820 9,000 -2.0
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茨城 -6 大字神谷字高房３３６番３外 6,450 6,500 -0.8

茨城 -7 大字中石崎字才ノ久保８７７番１ 7,330 7,370 -0.5

茨城 -8 大字駒場字西ノ内１８２番１ 12,200 12,400 -1.6

茨城 5-1 大字小鶴字白粉田１０５番４ 23,300 23,700 -1.7

茨城 5-2 大字長岡字新田３４７２番１外 30,600 30,900 -1.0

＊ 大洗 -1 桜道３９２番外 28,100 28,400 -1.1

大洗 -2 磯浜町字小松原５３４９番 27,900 28,100 -0.7

大洗 -3 大貫町字中宿１３５番 17,900 18,300 -2.2

大洗 -4 磯浜町字鍜治屋後１１６１番 26,700 26,900 -0.7

大洗 -5 磯浜町字梶内４１０７番 22,200 22,600 -1.8

大洗 -6 磯浜町字二葉町７８１２番１０ 13,800 13,900 -0.7

大洗 5-1 磯浜町字寿町８９３番１外 31,900 32,500 -1.8

城里 -1 大字石塚字南行２３７６番３２ 13,600 13,800 -1.4

城里 -2 大字石塚字長峰９２３番１２ 10,600 10,800 -1.9

城里 5-1 大字石塚字杉合１１７５番５ 18,300 18,900 -3.2

茨城東海 -1 大字石神外宿字冨士山２４５２番２９外 33,000 33,000 0.0

茨城東海 -2 大山台２丁目１７番１４「大山台２－１７－３２」 48,500 48,500 0.0

茨城東海 -3 大字舟石川字正神堂３５５番１外「舟石川駅西４－１４－３」 51,100 51,100 0.0

茨城東海 -4 大字村松字瀧坂１４６０番３ 35,500 35,500 0.0

茨城東海 -5 舟石川駅東３丁目９番１６「舟石川駅東３－９－３６」 53,200 53,200 0.0

茨城東海 -6 豊白１丁目１７３６番１２「豊白１－１０－３８」 32,500 32,500 0.0

茨城東海 -7 大字船場字後山７２４番３５ 17,000 17,000 0.0

大子 -1 大字大子字後山５３４番２ 10,600 11,000 -3.6

大子 -2 大字北田気字上ノ原８１７番２４ 9,900 10,200 -2.9

大子 5-1 大字大子字本町南側６９０番２ 15,400 15,900 -3.1

美浦 -1 大字木原字後宿５１０番 11,500 11,700 -1.7

美浦 -2 大字信太字信太原２８３６番７ 10,300 10,500 -1.9

阿見 -1 大字若栗字西神田１３３９番１５外 20,600 20,700 -0.5

阿見 -2 住吉１丁目１４番１３外 30,600 30,800 -0.6

阿見 -3 大字阿見字宮ノ下１７４４番６９ 25,300 25,400 -0.4

阿見 -4 中央５丁目３６９９番４２「中央５－１４－１３」 27,700 27,700 0.0

阿見 -5 大字荒川本郷字おて橋１３４３番５３ 33,700 33,700 0.0

阿見 -6 大字曙８２番２ 22,000 22,100 -0.5

阿見 -7 岡崎３丁目１２番１０ 28,800 28,800 0.0

阿見 -8 中央３丁目３７９３番２４「中央３－８－２」 27,000 27,000 0.0

阿見 -9 うずら野３丁目３番１７ 27,700 27,700 0.0

阿見 -10 うずら野４丁目１７番２ 30,100 30,100 0.0

阿見 -11 大字実穀字寺子１５１８番４６ 15,200 15,300 -0.7

阿見 -12 大字吉原字中内８０２番 9,900 10,000 -1.0

阿見 -13 本郷１丁目１５番２５ 50,400 50,400 0.0

阿見 5-1 住吉２丁目１４番２ 51,000 51,500 -1.0

阿見 5-2 中郷２丁目２３番５外 56,000 56,500 -0.9

茨城河内 -1 片巻字古天神２３１番１ 9,470 9,530 -0.6

茨城河内 -2 長竿字愛宕町２７５番３ 10,500 10,600 -0.9

茨城八千代 -1 大字菅谷字伊勢山２１０番５ 15,100 15,100 0.0

茨城八千代 -2 大字西大山字瓦ケ台５２４番３ 9,150 9,200 -0.5

茨城八千代 -3 大字久下田字遠上東５９９番１ 9,400 9,450 -0.5

五霞 -1 原宿台３丁目２２番３ 27,900 28,100 -0.7

五霞 -2 原宿台２丁目１８番２ 25,300 25,500 -0.8

五霞 -3 大字小手指字堀の内１１７９番１ 11,900 12,000 -0.8

＊ 五霞 9-1 大字元栗橋字観音下４０３番８外 38,500 38,000 1.3

茨城境 -1 字下田６５０番５ 25,000 25,000 0.0
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茨城境 -2 字宮後１８１１番４ 26,200 26,200 0.0

＊ 茨城境 -3 字松ノ岡２１８９番４５ 25,900 25,900 0.0

茨城境 -4 字中通３８３番５ 27,000 27,100 -0.4

茨城境 -5 大字伏木字関根３５３２番１ 10,600 10,700 -0.9

茨城境 -6 大字長井戸字志辺９９６番４ 11,600 11,600 0.0

茨城境 5-1 字向地７８９番１ 34,500 34,700 -0.6

利根 -1 大字八幡台１１番６ 16,600 16,800 -1.2

利根 -2 大字布川字野岸２０８０番４５ 16,800 17,000 -1.2

利根 -3 大字布川字東１７８８番４外 13,100 13,300 -1.5

利根 -4 大字羽根野字羽根野台８８０番１１９ 15,800 16,000 -1.3

利根 -5 大字早尾字早尾台３００番３４０ 16,700 16,900 -1.2

利根 -6 大字押付新田字五の耕地８７６番 8,940 9,010 -0.8

利根 5-1 大字布川字台１４５９番１外 16,800 17,100 -1.8
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３　地価調査の基準地と同一地点である標準地一覧

地価公示の
標準地番号

地価調査の
基準地番号

標準地の所在及び地番並びに住居表示
令和３年

地価公示価格
（円／㎡）

令和２年
地価調査価格
（円／㎡）

令和２年
地価公示価格
（円／㎡）

水戸-4 水戸-19 東赤塚２１８３番５ 40,000 40,000 40,000

水戸-18 水戸-27 備前町８４２番２外「備前町５－５」 105,000 105,000 105,000

水戸5-1 水戸5-6 赤塚１丁目１９８３番２ 57,100 57,200 57,500

水戸5-4 水戸5-3 泉町１丁目２６番外「泉町１－２－１」 115,000 115,000 116,000

日立-14 日立-5 末広町３丁目１５２番外「末広町３－２３－１８」 41,500 41,500 41,500

日立5-1 日立5-2 鹿島町１丁目１９６番「鹿島町１－１－１３」 68,500 68,600 69,600

土浦-9 土浦-20 千束町１２８０番１８「千束町２－１５」 50,000 49,400 49,400

土浦5-2 土浦5-4 桜町３丁目３３０９番２「桜町３－１－３」 59,500 60,000 60,500

古河-18 古河-11 上辺見字一丁目２６５７番２ 46,000 46,000 46,000

古河5-1 古河5-3 本町１丁目５６０３番２外「本町１－３－９」 74,700 74,700 75,100

石岡-11 石岡-2 府中５丁目７９２１番６「府中５－３－６」 20,900 20,800 21,000

石岡5-3 石岡5-1 東石岡５丁目２９２６番１「東石岡５－７－３」 42,100 42,200 42,400

龍ケ崎-6 龍ケ崎-1 佐貫４丁目８番７ 62,600 62,800 63,100

龍ケ崎9-1 龍ケ崎9-1 向陽台３丁目４番１外 20,500 20,500 20,500

常総-3 常総-2 水海道山田町字八間西４７２２番４ 27,900 28,100 28,400

常総5-2 常総5-1 水海道淵頭町字石宮２８８１番１ 39,400 39,500 40,000

常陸太田-2 常陸太田-2 木崎二町３８４３番２ 27,500 27,600 27,900

高萩-3 高萩-1 有明町２丁目３５番２外 23,000 23,200 23,400

笠間5-1 笠間5-1 赤坂９番５ 32,300 32,700 32,800

取手-12 取手-4 台宿１丁目７０２番７「台宿１－７－２２」 71,100 72,500 72,600

取手-14 取手-1 戸頭３丁目１４番１９「戸頭３－１４－２８」 48,800 49,000 49,900

つくば-3 つくば-8 春日２丁目１５番５ 114,000 113,000 113,000

つくば-4 つくば-12 谷田部字駒形４０３２番３外 22,800 22,900 23,000

つくば5-4 つくば5-5 東新井２４番３外 172,000 171,000 171,000

ひたちなか-12 ひたちなか-7 東大島４丁目４番２外「東大島４－４－２」 48,100 47,800 47,800

ひたちなか5-2 ひたちなか5-2 笹野町３丁目２番１９「笹野町３－２－５」 54,200 54,200 54,500

鹿嶋5-1 鹿嶋5-1 宮中１丁目２２１９番２外「宮中１－９－３０」 25,700 25,700 25,800

守谷-8 守谷-1 けやき台５丁目１３番７ 107,000 107,000 107,000

那珂-4 那珂-3 菅谷字小六内１９４１番４９ 26,600 26,600 26,600

筑西-5 筑西-2 菅谷字大道１７６８番 31,500 31,500 31,600

筑西5-1 筑西5-2 字田谷川乙９５４番 44,500 44,700 45,300

稲敷-1 稲敷-1 佐倉字佐倉原３３３２番７ 11,000 11,100 11,200

神栖-1 神栖-4 神栖２丁目１２１９番１５７「神栖２－１４－２４」 23,000 22,500 22,500

つくばみらい-4 つくばみらい-9 紫峰ヶ丘２丁目１４番６ 64,000 63,700 63,700

大洗-1 大洗-2 桜道３９２番外 28,100 28,200 28,400

五霞9-1 五霞9-2 大字元栗橋字観音下４０３番８外 38,500 38,000 38,000

茨城境-3 境-1 字松ノ岡２１８９番４５ 25,900 25,900 25,900
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