
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２７年３月１１日(水) 

       午前１０時から１０時４５分まで 

 

２ 場 所  ホテルプラザ菜の花 ４階｢槙｣ 

 

３ 出席者 （委 員）大杉麻美（会長）、上原美津子、後藤一誠 

鶴岡宏祥、手代木仁、長谷川優子、 

花嶋実、渡邊統子（８名） 

       ※（欠席委員）梅山雄二、多部田秀也  

（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年度提示平均価額（案）について 

・諮問案１ 平成２７年度提示平均価額（案） 宅地 

・諮問案２ 平成２７年度提示平均価額（案） 田 

・諮問案３ 平成２７年度提示平均価額（案） 畑 

・諮問案４ 平成２７年度提示平均価額（案） 山林 

 

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、皆様に御報告申し上げます。本日は、千葉県森林組合連合会

代表理事専務梅山委員、東庄町町民課長多部田委員につきましては所用により

欠席される旨御連絡をいただいております。会議の成立についてでございます

が、本日、委員１０名のうち８名の皆様に御出席をいただいておりますので、

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



席をいただいており、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。 

委員の皆様には、年度末のお忙しい中、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。 

昨年末の１２月２４日には、市町村の各地目の基準地価格について御審議を

いただきました。その後各市町村において、この基準地価格に基づきまして各

筆の評価を行いまして、この度、各地目ごとの全ての土地の評価額の総額が算

出・報告されました。今回は、それに基づき検討いたしました提示平均価額に

つきまして、皆様に御審議いただくものでございます。 

固定資産税につきましては、市町村税収の約４割を占める非常に重要で安定

的な財源でございます。 

市町村間の評価の適正・均衡化を図り課税していくことが、結果として行政

に対する信頼の確保につながるものと考えております。 

本日はよろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

 

（４）会長あいさつ 

○飯田副課長 

それでは、続きまして、大杉会長にごあいさつをお願したいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○大杉会長 

 皆さんおはようございます。 

 本日は、急に気温が下がっておりますけれども、年度末の御多忙の中お集ま

りくださいまして、誠にありがとうございます。 

 会長を務めさせていただいております大杉でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

本日は、先ほど御案内のございましたとおり、平成２７年度の固定資産税に

おける提示平均価額の内容につきまして、知事から諮問がございましたので審

議をしたいということでございます。十分に審議をしましたうえで答申したい



と思いますので、よろしくお願いいたします。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。 

 

（５）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。 

 それでは、以後の議事の進行でございますが、議長は千葉県行政組織条例第

３２条第１項によりまして、会長に務めていただくこととなっておりますので、

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、ただいま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年度の提示平均価額」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） 

私からは、今回の諮問の趣旨及び提示平均価額（案）の概要につきまして御

説明させていただきます。 

 お手元の配布資料１ページの資料１「平成２７年度提示平均価額案の概要に

ついて」を御覧ください。 

まず、始めに今回の諮問の趣旨について御説明申し上げます。 

昨年１２月２４日に、市町村ごとの基準地価格について御審議いただきまし

たが、決定された基準地価格に基づいて、市町村において各筆の土地の評価を

行い、すべての土地の評価額の総額が算出され、県へ提出されたところでござ

います。 

 資料１の１にございますように、本日、御審議いただく｢提示平均価額」は、

固定資産税賦課の前提となる固定資産の評価額について、市町村間の評価の均

衡を図る役割を果たすものでございます。 

この提示平均価額は、各市町村における、田、畑、宅地及び山林の４つの地目

に係る平均価額であり、算出方法は、各地目ごとの評価見込額の総額を、総面

積で割ることにより算出されるものでございます。 

なお、提示平均価額のうち、田、畑、宅地及び山林の各地目ごとに、総務大臣が

指定した県内の１市町村については、総務大臣が算定することとされており、そ

れ以外の市町村については、知事が近隣の市町村間の評価の均衡が保たれている

か等を検討した上で、案を策定し、皆様方に御審議いただいた後に、市町村に提



示することとされております。 

このため、本日は、平成２７年度の提示平均価額（案）について、皆様方に御審

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、提示平均価額（案）の概要についてでございます。 

同じ資料１の「２指定市町村における提示平均価額について」を御覧くださ

い。 

総務大臣が通知した指定市町村の提示平均価額については、表のとおりであ

り、変動率は 0％となっております。 

なお、この提示平均価額については、宅地が１㎡当たりの、田・畑・山林が

千㎡当たりの平均価額となっております。 

次に、同じ資料１の下の「３提示平均価額（案）の概要」を御覧ください。 

本日諮問させていただきます、指定市町村以外の市町村の提示平均価額案に

ついてでございますが、市町村からの報告数値をもとに、ただいま御覧いただ

きました、総務大臣通知額とのバランスなどを検討したうえで算定していると

ころです。詳細については、のちほど、税政班長から説明させますが、結果と

して、市町村からの報告数値のとおりとさせていただいております。 

「宅地」の提示平均価額（案）については、地価の回復傾向等を反映し、県

全体としては、2.0％の上昇となっております。 

一方、「田」及び「畑」につきましては▲０．１％、「山林」につきましては

０．２％の変動となっております。 

以上が、提示平均価額（案）の概要でございます。 

私からは以上でございます。なお、提示平均価額（案）の詳細につきまして

は、税政班長から御説明申し上げます。 

 

○林税政班長（詳細説明） 

 私からは、諮問案の概要等を説明させていただきます。 

まず、土地評価の仕組み、及び本日御審議いただく、指定市町村以外の市町

村に係る提示平均価額の２点について、御説明いたします。 

それでは、土地評価の仕組みについて、御説明させていただきます。 

配布資料３ページ資料３、「土地評価のしくみ（概要）」をお開きください。 

資料の中の「１ 状況類似地区」から「５ 標準地以外の各筆の評点の付設」

までは、３年ごとの評価替えの年に行う事務であり、「３ 基準地価格の報告」

において、昨年１２月の審議会で答申をいただき、これを受け、市町村では各

筆の評価を行いました。 

「６ 総評価見込額の算出及び報告」ですが、市町村は、各筆の評価額を積

み上げ、地目ごとに評価の総見込額である総評価見込額を算出し、県に報告し



ます。 

これを受け、県では、「６ 総評価見込額の算出及び報告」の右にありますと

おり、指定市町村以外の各市町村の提示平均価額については、総務大臣が算定

した指定市町村の提示平均価額とのバランスや各市町村における個別の評価額

の変動要因等について、考慮、検討した上で、本審議会の御審議を経て、知事

が決定することとなっております。 

各市町村においては、知事が通知した提示平均価額を基に、「７ 評点１点あ

たりの価額の決定」、「８ 各筆の土地の価額の決定」を行い、各筆の土地の価

額が決定することになります。 

配布資料４ページ資料４を御覧ください。 

これまでの宅地の地価動向について、地価公示平均価格の推移としてお示し

してあります。 

このグラフは、バブル景気が始まる直前の昭和５８年の地価公示価格を

１００として、年度ごとの動向を示しています。 

御覧のとおり、地価は平成３年に最高価格を示しますが、その後、平成１ ８ 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２１

年から２５年まで、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、

対前年度比で、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。 

一方、２６年７月１日現在の地価調査価格について、住宅地の県平均は 0.1％

の下落、商業地は０．４％の上昇、全用途平均は横ばいとなりました。 

続きまして、本日御審議いただく、指定市町村以外の市町村に係る提示平均 

価額につきまして、その概要を申し上げます。 

まず、諮問案の１ページをお開きください。 

諮問案１「平成２７年度提示平均価額（案）宅地」ですが、表の左側から、

平成２７年度提示平均価額、次に提示平均価額の算定基礎である価額と地積、

そして平成２６年度評価実績の平均価額を、その右に変動率、これは平成２６

年度評価実績との変動率を市町村別にお示ししてございます。 

なお、総務大臣が提示する宅地の指定市町村は、資料の１番上の千葉市で、

市町村名の横に※印を付けております。 

以下、その他の地目についても、総務大臣が提示する指定市町村については、

※印を付けております。 

宅地の県全体の提示平均価格案は３４，５２６円、前年度との比較で２．０％

の上昇となっております。 



ここで、今回提示しております、提示平均価額案ですが、結果として、各市

町村から報告のあった総評価見込額を各市町村の総地積で割った価額と同一に

なっております。 

その理由についてでございますが、各市町村の変動率が指定市である千葉市

の変動率と比較して均衡を失するほどの乖離がないこと、また、指定市と比較

して比較的乖離が大きい市町村においては、次に御説明いたしますとおり、妥

当な理由があるためです。 

配布資料５ページ資料５を御覧ください。 

資料５「平成２７年度宅地提示平均価額（案）変動率順位」は、平均価額の

上昇率の高い団体、下落率の高い団体の状況をまとめた表であります。 

平均価額の上昇率の高い団体は、高い方から市川市、浦安市、木更津市、睦

沢町、酒々井町となっております。 

市川市については、本八幡駅近くにおいて、再開発によりタワーマンション・

京成電鉄本社の業務棟が完成し、湾岸地域の工業地においても、立地条件の良

さを背景に物流倉庫が増加していること等により、 

浦安市については、震災後落ち込んでいた地価の回復等により、 

木更津市については、区画整理地（金田東地区、ほたる野地区、請西地区、

羽鳥野地区）の商業地、住宅地の取引件数が増加し地価が上昇したことにより、 

睦沢町については、２７年度評価替えにあたり、これまでの状況類似地区に

ついて、一部細かく区分されていた部分がございまして、今回これを見直し、

価格水準についても見直しをしたことにより、 

酒々井町については、酒々井南部土地区画整理事業に伴い換地された宅地価

格を見直したことにより、 

それぞれ上昇率が高くなっております。 

一方、下落率の高い団体は、御宿町、栄町、いすみ市、長南町、香取市となって

おります。 

御宿町については、地価が下落傾向にある町の中でも、御宿台地区にある分

譲宅地の取引価格が下落し、特にその傾向が顕著になっていることにより、 

栄町については、町役場周辺や安食駅周辺は下落幅は少ないものの、安食駅

から遠く利便性の劣る竜角寺台や酒直台の団地については、未だに下落傾向に

あることから、 

いすみ市については、地価の下落傾向が続いていることにより、 

長南町については、２７年度評価替えに伴い状況類似地区を見直したことに

より、 

香取市については、地価の下落幅については縮小してきているものの、依然

として下落傾向にあることから、 



下落率は高くなっております。 

配布資料６ページ資料６を御覧ください。 

資料６「平成２７年度宅地提示平均価額（案）変動率分布図」は、県内の変

動率を色分けし、図示したものです。 

配布資料７ページ資料７を御覧ください。 

資料７「平成２７年度宅地提示平均価額（案）の状況」は、県内の提示平均

価格額を色分けし、図示したものです。 

宅地については、以上でございます。 

次に、田、畑、山林の提示平均価額案についてです。 

今回提示しております、提示平均価額案は、３地目とも、結果として、各市

町村から報告のあった総評価見込額を各市町村の総地積で割った価額と同一に

なっております。 

その理由についてでございますが、各市町村の変動率が各指定市町と比較し

て均衡を失するほどの乖離がないためです。 

 以下、それぞれの地目について、御説明いたします。 

まず、田についてですが、諮問案の２ページを御覧ください。 

田の県平均の提示平均価額１００，８６１円、前年度比▲０．１％となって

おります。 

市町村別に見ると、変動率は、０．０％の団体がほとんどですが、地目変更

等の影響を受け、７団体が上昇し、２団体が下落しています。 

変動幅は、増加については、０．１％から０．２％と小規模になっています

が、下落については、印西市において▲２．１％の下落となっており、やや高

めになっています。 

この理由についてですが、印西市は平成２２年３月に旧印西市・旧印旛村・

旧本埜村が合併を行っており、合併特例の経過措置として、合併前の旧団体ご

との評価を用いておりましたが、特例の期限である平成２７年度の評価替えを

もって、単価を見直し・統合させたことによるものでございます。 

次に、畑について、諮問案の３ページを御覧ください。 

畑の県平均の提示平均価額は５８，６５５円、前年度比▲０．１％となって

おります。 

市町村別に見ると、変動率は、０．０％の団体がほとんどですが、地目変換

等の影響を受け、４団体が上昇し、４団体が下落しています。 

変動幅は、増加については０．１％から０．４％と小規模になっていますが、

下落については▲５．４％や▲０．８%の団体があるなど、やや高めになってい

ます。 

その理由ですが、芝山町については、地積調査後面積が確定したことに伴い、



これまで宅地として評価していた土地の一部を畑の評価に戻すことに伴うもの

でございます。 

富津市については、市の平均価額より高い土地について、雑種地へ地目変換

されたことにより変動率が高くなっております。 

最後に、山林について、諮問案の４ページを御覧ください。 

山林の県平均の提示平均価額は３６，３４０円、前年度比０．２％の変動と

なっております。 

市町村別に見ると、変動率は、０．０％の団体がほとんどですが、地目変換

等の影響を受け、５団体が上昇し、１団体が下落しています。 

変動幅は、下落については、▲０．１％と小規模になっていますが、上昇に

ついては、印西市において７．８％と高めになっています。 

印西市については、田の方でも御説明させていただいた内容と同様でござい

まして、合併特例の経過措置として、合併前の旧団体の評価を用いておりまし

たが、特例の期限である平成２７年度の評価替えをもって、単価を見直し・統

合させたことによるものでございます。 

配布資料８ページ資料８につきましては、各地目の提示平均価額の推移を取

りまとめたものでございます。 

上段の宅地について、平成２７年度（案）は、県計で１平方メートルあたり

３４，５２６円であり、前年度に比べ上昇しております。 

下段の田、畑、山林については、おおむね横ばいとなっております。 

土地については以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、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。宅地の提示平均価額について質疑はご

ざいますか。 

 

○大杉会長 

 質疑もないようですので、宅地の提示平均価額について、異議はございませ

んでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

 



○大杉会長 

 異議がないようですので、宅地の提示平均価額について了承したいと存じま

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。田の提示平均価額について質疑はござい

ますか。 

  

○大杉会長 

 質疑もないようですので、田の提示平均価額について、異議はございません

でしょうか。 

 （異議なしの声） 

 

○大杉会長 

 異議がないようですので、田の提示平均価額について了承したいと存じます。 

 

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。畑の提示平均価額について質疑はございますか。 

 

○大杉会長 

 質疑もないようですので、畑の提示平均価額について、異議はございません

でしょうか。 

 （異議なしの声） 

 

○大杉会長 

 異議がないようですので、畑の提示平均価額について了承したいと存じます。 

 

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。山林の提示平均価額について質疑はございま

すか。 

 

○大杉会長 

 質疑もないようですので、山林の提示平均価額について、異議はございませ



んでしょうか。 

             （異議なしの声） 

 

○大杉会長 

 異議がないようですので、山林の提示平均価額について了承したいと存じま

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年度の提示平均価額につきまして、

「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、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。 

 

（６）その他 

○大杉会長 

本日の審議事項は以上ですが、次第の５のその他ということで家屋の平均価

額について、事務局から説明をお願いたします。 

 

○林税政班長 

 それでは、私のほうから家屋の平均価額について御説明させていただきます。 

 家屋の提示平均価額の算定に係る事務については、固定資産評価基準におい

て、２４年度の評価替えより停止する旨の経過措置がとられており、２７年度

も引き続きこの措置が延長されることとなりましたが、各市町村別に算出いた

しました平均価額を集計しまとめましたので、御報告させていただきます。 

資料の９ページ、「千葉県における平均価額（家屋）の推移について」を御覧

ください。 

家屋の評価においては、評価替え年度には、在来分の家屋の時間の経過に伴

う減価、即ち経年減点補正率を乗じるため、全体の評価額が大きく下がり、据

置き年度は、在来分の家屋の評価額は据え置かれますので、新築・増築と滅失

の差の分だけ上昇する、というのを繰り返しています。 

傾向としては、木造、非木造ともに評価替えの年度は下がっております。 

資料の１０ページ、「平成２７年度平均価額木造」を御覧ください。 

平成２７年度分の県の平均価額は、資料の「平成２７年度見込み」欄の県計

の平均価額欄にありますように、２３，０６９円であり、前年度評価実績との

対比では、県平均で３．８％の下落となっております。 



平均価額が最も下落した団体は３７番の大網白里市▲１１．８％、４３番の九十九

里町▲１１．３％、７番の松戸市▲１１．０％です。 

大網白里市・九十九里町については、家屋の新増築が少ない中、評価替えに

よる在来分家屋価額の減少が多かった結果、比較的大きな減少となっておりま

す。松戸市については、大規模家屋の滅失はないものの、評価替えによる減価

が主な理由となっております。 

一方、平均価額が上昇した団体は、１８番の流山市３．９％、６番の木更津

市３．０％、２０番の我孫子市３．０％です。 

流山市・木更津市については、市街化区域の造成が引き続き行われているこ

とにより新増築家屋が増加したため上昇となりました。我孫子市については、

戸建の新築家屋棟数の増加が多かった結果上昇となりました。 

非木造家屋につきまして、１１ページの「平成２７年度平均価額非木造」を

御覧ください。 

平成２７年度分の県の平均価額は、資料の「平成２７年度見込み」欄の県計

の平均価額欄にありますように、４６，５７０円であり、前年度評価実績との

対比では、県平均で２．０％の下落となっております。 

平均価額が最も下落した団体は、４３番の九十九里町▲１２．１％、３７番の大網

白里市▲８．２％、４４番の芝山町▲７．２％です。 

九十九里町、大網白里市及び芝山町については、評価替えの影響を受けて、

大きな減少となっています。 

一方平均価額が上昇した団体は、１８番の流山市３．８％、６番の木更津市

２．４％です。 

流山市・木更津市両市については、共同住宅等新築家屋の増加や大規模商業

施設の建築増加といった要因が加わり、大幅な上昇となっております。 

家屋についての説明は以上でございます。 

 

○大杉会長 

 それでは、ただいまの件につきまして、質問等はございますでしょうか。 

 

○大杉会長 

 それでは、質問もないようですので、その他の事項については終了いたしま

す。 

 

（７）閉会 

○大杉会長 



 以上で、本日予定しておりました案件については、すべて終わりました。 

これをもちまして、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。 

 委員の皆様には、長時間にわたり御審議いただきましてありがとうございま

した。来年度の審議会の予定でございますが、来年度は１回の開催を予定して

おります。この時期、今回と同様に、次回は平成２８年度の提示平均価額につ

きまして御審議いただく予定でございます。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。 

 


