
平成２６年度千葉県固定資産評価審議会会議録 

 

１ 日 時  平成２６年１２月２４日(水) 

       午前１０時から１１時まで 

 

２ 場 所  ホテルプラザ菜の花 ３階｢菜の花｣ 

 

３ 出席者 （委 員）大杉麻美（会長）、上原美津子、梅山雄二、 

後藤一誠、多部田秀也、鶴岡宏祥、 

手代木仁、長谷川優子、花嶋実（９名） 

       ※（欠席委員）渡邊統子 

（事務局）岡本市町村課長、飯田副課長、林税政班長、 

渡邉副主査、石神主事、武藤主事、冨川主事 

 

４ 議 題 

平成２７年度固定資産（土地）の基準地価格（案）について 

 

５ 審議会 

（１）開会 

○飯田副課長 

ただ今から、平成２６年度千葉県固定資産評価審議会を開催いたします。 

私は、本日の司会をつとめさせていただきます、千葉県総務部市町村課副課

長の飯田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  

（２）会議の成立 

○飯田副課長 

開会にあたり、御報告申し上げます。本日は、委員の皆様１０名のうち、現

在９名の方に御出席をいただいております。千葉県行政組織条例第３２条第２

項の規定により、定足数である半数以上の出席を満たしており、会議は有効に

成立しております。 

 

（３）市町村課長あいさつ 

○飯田副課長 

それでは、審議会開催にあたりまして、市町村課長の岡本からごあいさつ申

し上げます。 



○岡本市町村課長 

皆様おはようございます。市町村課長の岡本でございます。 

本日は、年末のお忙しい中、千葉県固定資産評価審議会に御出席いただきま

して、誠にありがとうございます。 

固定資産税は、市町村税収の４割を占めるということで、市町村民税ととも

に市町村財政を支える基幹税目として、重要な役割を果たしております。固定

資産税を適正に課税し、安定的に確保していくことが大変重要でございます。  

平成２７年度は、各市町村が固定資産税の課税の基礎となる評価額の見直し

を行う年度となります。評価替えに当たっては、地方税法により、総務大臣及

び知事が評価の均衡を図るため、所要の調整を行うこととされているところで

ございます。 

本日の審議会では、土地の評価額の基礎となります基準地の価格につきまし

て諮問をさせていただいております。委員の皆様におかれましては、よろしく

御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 
（４）委員の紹介 

○飯田副課長 

 続きまして、委員の皆様を御紹介させていただきます。御紹介はお手元にお

配りさせていただいております名簿に従いまして、五十音順で御紹介させてい

ただきます。 

 

 千葉県建築士会会員であります、上原美津子委員でございます。 

 千葉県森林組合連合会代表理事専務であります、梅山雄二委員でございます。 

 明海大学不動産学部教授であります、大杉麻美委員でございます。 

 千葉東税務署長であります、後藤一誠委員でございます。 

東庄町町民課長であります、多部田秀也委員でございます。 

千葉県農業会議会長であります、鶴岡宏祥委員でございます。 

市川市固定資産税課長であります、手代木仁委員でございます。 

千葉県商工会議所女性会連合会副会長であります、長谷川優子委員でござい

ます。 

 千葉県税理士会相談役であります、花嶋実委員でございます。 

 

なお、千葉県不動産鑑定士協会会員であります、渡邊統子委員におかれまして

は、体調が優れず欠席される旨、連絡がございましたのでお知らせをさせてい

ただきます。 



（５）会長の選出 

○飯田副課長 

続きまして、会議の議長についてでございますが、千葉県行政組織条例第３

２条第１項によりまして会長にお願いするところでございますが、今回の本審

議会は、委嘱替え後最初の審議会でございますので、会長選出までの間、議事

の進行を事務局の岡本課長の方で務めさせていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

○岡本市町村課長 

それでは、会長選出までの間議事を進めさせていただきます。 

議題（１）の会長の選出についてでございますが、会長の選出は、千葉県行

政組織条例第３０条第１項の規定により、委員の互選により行うこととなって

おります。どなたか御提案がございましたら、お願いいたします。 

 

○花嶋委員 

明海大学教授であられます大杉委員にお願いしてはいかがでしょうか。 

 

○岡本市町村課長 

ただいま、花嶋委員の方から、大杉委員に会長をお願いしてはどうかとの御

提案がございましたがいかがでしょうか。 

            （異議なしの声） 

 

○岡本市町村課長 

 大杉委員、会長就任につきまして、お引き受けいただけますでしょうか。 

 

 

○大杉委員 

はい。 

 

○岡本市町村課長 

 それでは、互選により大杉委員を会長に選出していただきましたので、大杉

委員には会長席の方にお移りいただきますよう、お願いいたします。 

 

（６）会長あいさつ 

○飯田副課長 



それでは、大杉会長から就任の御挨拶をお願いいたします。 

 

○大杉会長 

 ただいま会長に選出いただきました明海大学の大杉でございます。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 皆様方の御協力をいただきながら職責を果たしてまいりたいと存じますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日は、平成２７年度の固定資産税における土地の基準地価格の内容に

ついて､知事から諮問されておりますので､これを審議するわけですが､十分に

審議を尽くしていただいて答申したいと存じますので、よろしくお願い申し上

げます。簡単ではございますが、私の御挨拶とさせていただきます。 

 

（７）司会の引継及び議事の進行 

○飯田副課長 

 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これからの議事進行につきましては、大杉会長にお願いしたいと

存じます。よろしくお願いいいたします。 

 

○大杉会長 

 それでは、これより審議に入ります。 

 まずはじめに、本日の諮問事項である「平成２７年度の土地の基準地価格」

につきまして、事務局の説明を求めます。 

 

ア 事務局説明 

○岡本市町村課長（概括説明） 

私の方から、諮問の趣旨及び基準地価格の概要について御説明させていただ

きます。 

諮問（案）につきましては、お配りさせていただきました資料のとおりでご

ざいます。 

はじめに今回の諮問の趣旨でございますが、固定資産評価額につきましては、

原則３年に一度価格を見直すことされており、来年度、平成２７年度は見直し

を行う年度に当たります。 

この評価替えに当たりまして、知事が定めることとされております「固定資

産評価基準の細目」として、お手元に配布させていただいた諮問書のとおり、

平成２７年度の土地の基準地価格について、御審議いただきたく、諮問させて

いただくものでございます。 



次に基準地価格の概要について御説明させていただきます。 

はじめに平成２７年度の評価替えを取り巻く環境として、地価の動向につい 

て、お話をさせていただきます。 

資料１の「宅地の地価動向」をご覧下さい。 

資料上段にグラフがありますが、これは、地価公示平均価格の推移を、昭和

５８年を１００とした指数で示したものです。 

ご覧のとおり、地価は平成３年に最高価格を示しますが、その後、平成１８

年まで下落し、平成１９年・２０年と持ち直しの兆しを見せたものの、平成２

１年から２５年度まで、千葉県も含めた全国において、住宅地及び商業地とも

下落が続きました。 

しかしながら、２６年１月１日現在の千葉県の地価公示平均価格については、

対前年比で、住宅地は据置き、商業地については 0.3％の上昇に転じており、全

国平均についても、その下落幅は縮小しています。 

次に、資料２の「平成２７年度基準地価格（案）の概要」をご覧下さい。 

この表は、平成２７年度基準地価格（案）について、地目ごとに変動状況を

まとめたものです。 

まず、宅地についてですが、前回平成２４年度評価替えと比べ４４市町村で

引き続き下落しているものの、２市で据え置きとなり、８市で上昇に転じてい

ます。 

表には、平成２３年７月１日から平成２６年７月１日時点の比較で、最も上

昇している団体及び最も下落している団体の変動率、県内市町村の平均変動率

を載せております。 

前回に引き続き下落している団体のなかで、最大の下落となっているのは千

葉市です。 

要因としては、東京により近い都市に営業所を設ける企業が多く、積極的な

需要が千葉市ではあまり見られていないことによるものと思われます。 

一方、上昇に転じている団体の中で最大の上昇率を示しているのは船橋市で

す。 

船橋市は、前回の評価替えにおいて基準地の最高価格となっていた柏市に替

わり、1,092,000 円で今回の県内最高価格団体にもなっています。 

一方、最低価格は、九十九里町の 8,600 円となっています。 

次に、田、畑及び山林について、御説明いたします。 

白子町の田及び畑以外はすべて、据え置きとなっています。 

白子町については、状況類似地区の見直しに伴い価格が変更となっています。 

以上、諮問の趣旨及び基準地価格の概要についてお話させていただきました。 

この後、詳細につきまして税政班長より説明いたします。 



委員の皆様には、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 

 

○林税政班長（詳細説明） 

 市町村課税政班長の林です。 

それでは、私からは、土地評価の仕組み、基準地価格、及び諮問案の内容に

つきまして御説明いたします。 

配付資料の３の「土地評価の仕組み（概要）」を御覧ください。 

はじめに、土地に係る固定資産の評価の仕組みについて御説明いたします。 

土地評価の手順として、まず市町村において、状況が類似している地区ごと

に各土地を区分します。こうして区分された地区を状況類似地区と言います。 

その後状況類似地区ごとに一つの標準地を選定し、標準地の中から基準地を

選定いたします。 

市町村は、選定した基準地を評価し、指定市町村は知事を経由して総務大臣

へ、指定市町村以外の市町村は知事へ基準地価格を申し出ます。 

 今回御審議いただくのは、３の「基準地価格の報告」の部分についてであり

ます。 

審議会後、各市町村は４及び５を行います。ここでは、個々の土地について

の評価が行われます。 

その後、６の総評価見込額の算出をします。 

この総評価見込額をもとに、国・県において提示平均価額を検討し、当審議

会に諮問することになります。 

諮問については、３月頃を予定していますが、詳しい日程は改めて調整させ

ていただきたいと考えております。 

続きまして、資料４の「平成２７年度基準地価格（案）」についてを御覧くだ

さい。 

まず、「１ 基準地価格の意義」について御説明します。 

基準地価格は、土地評価の水準と市町村間の評価の均衡を確保するための指

標となるものであり、市町村ごとに地目別に、それぞれ１箇所設けられていま

す。 

宅地における基準地は、市町村における最高価格の土地であり、田畑山林に

おいては、上級に属する土地とされています。 

次に、「２ 基準地価格の調整」についてですが、基準地価格は、知事が固定

資産評価審議会の審議を経て所要の調整を行い、提示（通知）することとなっ

ています。 

また、都道府県間の均衡を図るため、都道府県ごとに地目別に、指定市町村

の基準地が設けられています。 



指定市町村の基準地価格は、総務大臣が地方財政審議会固定資産評価分科会

の審議を経て所要の調整を行い、提示することとなっています。 

総務大臣からの通知については、「３ 指定市町村の状況」に記載しています。 

平成２６年１０月１４日付けで通知があり、その額を記載してあります。 

本県の指定市町村は、田は多古町で千㎡当たり１２１，８００円、畑は、茂

原市で千㎡当たり８３，４００円、山林は、大多喜町で千㎡当たり４２，７００

円となっており、いずれも平成２４年度評価替えと同様の額となっております。 

また、宅地につきましては、指定市は県庁所在市の千葉市であり、１平方

メートル当たり９６万円となっており、平成２４年度評価替えと比べて

１３．５％の下落となっています。 

資料を１ページめくりまして、「４ 平成２７年度基準地価格の評価替えの考

え方」を御覧ください。 

まず、田、畑、山林、宅地のすべての地目に共通する事項としまして、各地

目は、平成２６年１月１日時点の価格となっています。 

ただし、宅地については、平成２６年１月１日から７月１日までの半年間の

地価の変動率を評価に反映させることができます。 

では、宅地に関する評価替えの考え方を御説明します。 

評価替えの考え方は、地価公示価格等を活用し平成２６年１月１日時点の価

格を鑑定し、当該価格の７割を目途とすることとされています。 

そして、平成２６年１月１日から７月１日までの半年間の地価の変動に対応

した評価額の修正については、平成２６年度県地価調査や不動産鑑定等を活用

し、下落修正の状況を把握しています。 

次に、田畑山林について御説明します。 

固定資産評価基準では、売買実例価額を基準として算定することとされてお

り、これらの土地に係る地価動向を勘案しながら評価しています。 

今回の評価替えにおいても、前回の評価替えと同様に、（一財）日本不動産研

究所の調査結果や指定市町村についての国の調整において、評価額が据え置き

となったことを踏まえ、必要な調整を行うこととなっています。 

このような考えのもとお示しした今回の基準地価格については、先ほど課長

より概要を御説明したとおり、宅地については、前回平成２４年度評価替えと

比べ４４市町村で引き続き下落しているものの、２市で据え置きとなり、８市

で上昇に転じています。田畑山林については、田・畑については、白子町を除

いて据え置きとなっています。山林については、全団体で据え置きとなってい

ます。 

資料の５の「固定資産評価における調整の仕組み」を御覧ください。 

こちらは、ただいま御説明した基準地価格の評価について、国・県における



調整の仕組みを図示したもので、参考に御覧いただければと思います。 

それでは、宅地の諮問案について御説明します。 

資料の６の「平成２７年度基準地価格（宅地）（案）」の詳細を御覧ください。 

基準地の所在地は、大字の名称、参考として前面道路の路線名を示しており

ます。 

今回御審議いただく平成２７年度の基準地価格は二重線で囲ってあります、

平成２６年１月１日時点の価格及び平成２６年７月１日時点の価格であり、比

較としてその左側に「平成２４年度の評価額」を載せてあります。 

一方、右側にそれぞれの変動率を示しております。 

先ほど課長から地価動向について御説明しましたが、宅地の基準地価格も全

国の地価公示平均価格と同様、下落幅が縮小する傾向を示しています。 

平成２４年度評価替えでは、すべての市町村で平成２１年度評価替えと比較

して下落していました。 

しかし、今回の平成２７年度基準地価格（案）では、引き続き４４市町村で

下落しているものの、２市で据え置きとなり、８市で上昇に転じています。下

落が続いている市町村については、その下落幅は縮小しています。 

また、課長の説明にもありましたが、船橋市が柏市に代わって最高価格とな

りました。 

その要因は、東京に近く、鉄道の乗り入れ路線も多いため不動産需要が伸び

ていることによるものと思われます。 

資料の７の「基準地価格変動状況（平成２３年７月１日→平成２６年７月１

日）」を御覧ください。 

こちらは、平成２３年７月１日から平成２６年７月１日までの宅地に関する

基準地価格の変動率を図に落としたものです。 

１０％以上下落している千葉市は赤に、５％以上１０％未満下落している団

体は黄色になっています。 

一方上昇に転じている団体は白くしています。 

要因としては、東京に近い都市やアクアラインに隣接する都市で不動産の需

要等が高まっていることが挙げられます。 

資料の８の「基準地価格（宅地）の状況」を御覧ください。 

こちらは、宅地に関する基準地価格の分布図となっています。 

東京に近い東葛地域の基準地価格が高いのが御覧いただけると思います。 

一方、南部又は東部の基準地価格は低くなっています。  

宅地については以上でございます。 

続きまして、田及び畑の諮問案につきまして御説明いたします。 

お手元の「諮問案」を御覧ください。 



１ページ目は、平成２７年度宅地に係る基準地価格（案）をお示ししており

ます。先ほど御説明した資料６の数値を記載しています。 

２ページ目に、田、畑、山林に係る平成２７年度の基準地価格（案）をお示

ししてあります。 

諮問案の２ページを御覧下さい。  

農地・山林の価格は、生産力に応じた価格と見てよいもので、取引価格や（一

財）日本不動産研究所が調査した都道府県別平均価格をもとに算出しています。 

国においては、同研究所調査価格における農地、山林の価格が下落傾向にあ

ることから基準地価格を引き上げる状況にないこと、また評価額を引き下げる

ことについては、同研究所調査価格と比較し、もともと低いと考えられる農地、

山林の評価額を更に低下させることとなるため適当ではないと、考えていると

のことです。 

これにより、国における千葉県の指定市町村の調整結果（田：多古町、畑：

茂原市、山林：大多喜町）も据え置きとなっています。 

県内市町村においても、（一財）日本不動産研究所の調査価格と比較し、低い

水準となっており、価格を引き下げることは更にその水準を低下させること、

農地、山林の地価が長期下落傾向にあり価格を引き上げる状況にないこと、ま

た、国の調整で指定市町村が据え置きとされたことから、原則、据え置くこと

が適当であると判断しました。 

このことから、山林については全団体据え置きとしていますが、田及び畑に

ついて、白子町のみ引き下げとしています。 

白子町については、状況類似地区を見直した結果、基準地を含む状況類似地

区の価格が周辺の状況類似地区と同じになったため、価格を見直すものです。 

以上、土地評価の方法及び諮問案の内容についてお話させていただきました。 

委員の皆様には、よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 

 

 

イ 宅地についての審議 

○大杉会長 

ただいま事務局より説明がありましたが、これより地目別に諮問内容を  

審議いたします。 

まず、宅地について審議いたします。宅地について質疑はございますか。 

 

○梅山委員 

宅地の評価については、地価公示価格等の７割程度とするとのことですが、

この７割評価の意義は何ですか。  



 

○林税政班長 

 ７割評価については、固定資産評価基準に定められておりますが、その意義

は、実勢価格に近い地価公示価格と、個別要因を踏まえた各土地の評価額との

間の評価の差異を調整し、納税者に不利が生じることのないように堅めの評価

にしているということでございます。 

 

○大杉会長 

 他に質疑はございますか。 

質疑がないようですので、宅地の基準地価格については諮問案どおり了承い

たします。 

 

ウ 田についての審議 

○大杉会長 

次に、田について審議いたします。田について質疑はございますか。 

 

○手代木委員 

 田・畑・山林全般としてお伺いしたいと思います。 

 例えば市川市では、田の基準地価格は８９，０００円であり、他の市町村を

見ると１００，０００円を超えるような団体も多いですが、田・畑・山林につ

いては、どのように評価するのか教えていただきたいと思います。 

 

○林税政班長 

 田・畑・山林については、売買実例価額等を参考に評価しているところです。

しかしながら、これらの地目についてはなかなか取引事例がなく、実際のとこ

ろは変動がないというような状況でございます。 

 また、日本不動産研究所の調査価格と比較いたしましても、低い水準となっ

ており、価格を引き下げることは更にその水準を低下させること、農地、山林

の地価が長期下落傾向にあり価格を引き上げる状況にないことから基本的に据

え置きとさせていただいたところでございます。 

 

○梅山委員 

 田・畑・山林については、メガソーラーへの転用が多くなっていますけれど

も、その影響は何かありますか。 

 

○林税政班長 



メガソーラーについては、県内にも非常に多くなってきておりますが、この

用地の評価については雑種地として評価されるということになります。雑種地

の評価方法についてですが、雑種地の売買実例価格から評定する適正な時価に

よってその価格を求める売買実例比準方式によるか、市町村内に売買実例がな

い場合においては、土地の位置、利用状況等を考慮し、附近の土地の価格に比

準してその価格を求める近傍地比準方式により評価するということになります。 

 

○大杉会長 

他に質疑はございますか。 

質疑がないようですので、田の基準地価格については諮問案どおり了承いた

します。 

 

エ 畑についての審議 

○大杉会長 

畑について審議いたします。畑について質疑はございますか。 

 

○梅山委員 

 松戸市の畑の価格と田の価格は、ほぼ同額となっていますが、これはどのよ

うに考えたらいいでしょうか。 

 

○林税政班長 

 田・畑・山林の価格については近年据え置きとなっているものであり、ほぼ

同額となっている経緯については分かりませんが、それぞれの地目の評価をし

ていった結果、こうした状況になっているということでございます。 

 

○大杉会長 

他に質疑はございますか。 

質疑がないようですので、畑の基準地価格については諮問案どおり了承いた

します。 

 

オ 山林についての審議 

○大杉会長 

山林について審議いたします。山林について質疑はございますか。 

質疑がないようですので、山林の基準地価格については諮問案どおり了承い

たします。 

 



カ 答申 

○大杉会長 

 以上、知事から諮問のありました平成２７年度の土地の基準地価格につきま

して、「宅地」、「田」、「畑」、「山林」の地目ごとに審議してきたわけでございま

すが、いずれの地目につきましても異議がございませんでしたので、平成２７

年度の土地の基準地価格につきましては、審議の結果、異議のない旨、知事に

答申することといたします。 

 

（８）閉会 

○大杉会長 

 以上をもちまして、千葉県固定資産評価審議会を終了いたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 

○飯田副課長 

 ありがとうございました。 

 それでは最後に、次回の審議会について御案内申し上げます。事務局の説明

の中にもございましたが、次回の審議会は来年３月、提示平均価額の御審議を

お願いする予定でございます。具体的な日時等が決まりましたら御通知申し上

げたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもあり

がとうございました。 

 


