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標 準 地 番 号 標準地の所在及び地番並びに住居表示 前年公示価格
（円／㎡）

本年公示価格
（円／㎡）

変動率
（％）

松江　－１ 松江市東津田町字根屋２２５２番４外 53,800 52,000 -3.3

松江　－２ 外中原町１２３番 91,700 89,100 -2.8

松江　－３ 北堀町９５番 82,400 79,600 -3.4

松江　－４ 母衣町１７７番１外 92,200 87,600 -5.0

松江　－５ 南田町１２４番２１４ 77,200 73,400 -4.9

松江　－６ 法吉町字二反田２３６番１３ 51,500 49,300 -4.3

松江　－７ 西津田３丁目１４４６番１５「西津田３－２５－
２７」

65,000 62,700 -3.5

松江　－８ 東朝日町字小浜２３２番１２ 73,900 72,300 -2.2

松江　－９ 上乃木５丁目２１９１番６「上乃木５－１４－１
３」

66,000 62,300 -5.6

松江　－10 浜乃木１丁目２１２番７外「浜乃木１－２４－
１４」

55,400 53,100 -4.2

松江　－11 宍道町白石１７４５番１７ 26,100 25,100 -3.8

松江　－12 古志原５丁目１１３６番「古志原５－１１－２
３」

59,700 57,100 -4.4

松江　－13 八幡町字休免１０番４外 40,900 39,500 -3.4

松江　－14 玉湯町湯町９１９番 46,000 43,900 -4.6

松江　－15 西川津町７４８番８３ 65,600 62,700 -4.4

松江　－16 浜乃木３丁目１０４２番１２「浜乃木３－６－１
３」

69,500 67,500 -2.9

松江　－17 青葉台１７０番「青葉台９－１９」 42,000 40,200 -4.3

松江　－18 雑賀町字３丁目５０７番３外 64,100 61,500 -4.1

松江　－19 内中原町１４０番１ 103,000 98,500 -4.4

松江　－20 奥谷町１０６番６ 73,000 70,000 -4.1

松江　－21 山代町字鍛冶屋４２５番６ 54,200 52,000 -4.1

松江　－22 東津田町字宮原８８０番３ 55,400 54,200 -2.2

松江　－23 黒田町字深坪１９番９ 59,900 59,200 -1.2

松江　－24 国屋町字釣瓶３３１番６ 51,700 50,000 -3.3

松江　－25 玉湯町玉造１１０番６ 31,600 30,100 -4.7

松江　－26 八雲町日吉３３３番３８ 39,300 38,500 -2.0

松江　－27 浜乃木６丁目１２７９番１１「浜乃木６－４－５
０」

82,500 78,700 -4.6

松江　－28 乃白町字岡ノ空５８６番１５ 47,100 46,500 -1.3

松江　－29 宍道町昭和５７番 36,600 36,100 -1.4

松江　－30 学園２丁目４６３番「学園２－２１－２８」 106,000 100,000 -5.7
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松江　－31 学園南１丁目３８２番「学園南１－１４－２９」 88,000 86,000 -2.3

松江　－32 東出雲町揖屋字町並９８９番 41,000 39,900 -2.7

松江　－33 東出雲町出雲郷字郡屋敷４１１番１ 38,300 37,700 -1.6

松江　－34 東出雲町下意東字蛇ノ堀７６５番４ 25,400 24,700 -2.8

松江　－35 東出雲町錦新町７丁目７番３「錦新町７－７
－３」

42,400 42,200 -0.5

松江３－１ 黒田町字馬場２４４番１ 25,900 24,300 -6.2

松江５－１ 竪町８１番 75,800 71,700 -5.4

松江５－２ 西茶町１０２番 93,200 87,500 -6.1

松江５－３ 朝日町字伊勢宮４７６番７ 214,000 192,000 -10.3

松江５－４ 天神町１３４番 109,000 101,000 -7.3

松江５－５ 朝日町字伊勢宮４７０番１外 137,000 128,000 -6.6

松江５－６ 玉湯町玉造３２５番外 89,200 83,000 -7.0

松江５－７ 南田町２５番１外 103,000 98,000 -4.9

松江５－８ 東本町１丁目３３番１ 130,000 120,000 -7.7

松江５－９ 殿町２４８番外 94,700 91,500 -3.4

松江５－10 大正町字伊勢宮４４９番２外 93,700 88,600 -5.4

松江７－１ 西津田３丁目５４１番１「西津田３－１－１０」 109,000 104,000 -4.6

松江７－２ 浜乃木３丁目９３７番８「浜乃木３－２－２０」 69,000 66,000 -4.3

松江９－１ 矢田町２５０番８７ 28,700 27,200 -5.2

松江９－２ 富士見町３番１３外 17,600 16,700 -5.1

松江10－１ 西尾町字梅母１５３２番５８ 30,500 30,000 -1.6

松江10－２ 竹矢町字上竹矢２８番１ 24,400 23,700 -2.9

松江10－３ 東長江町４５６番 11,900 11,800 -0.8

松江10－４ 大庭町字北原１１４６番１８ 40,200 40,000 -0.5

松江10－５ 玉湯町湯町１９２２番 30,100 29,000 -3.7

松江10－６ 東出雲町揖屋字横枕２４６７番６ 16,400 16,300 -0.6

浜田　－１ 浜田市相生町３９６４番 58,600 56,000 -4.4

浜田　－２ 国分町７６２番 27,900 27,200 -2.5

浜田　－３ 笠柄町１０８番 43,100 41,500 -3.7

浜田　－４ 三隅町古市場１２５０番１０外 13,000 12,600 -3.1

浜田　－５ 旭町今市１００５番７ 11,900 11,500 -3.4
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浜田　－６ 三隅町三隅１１８４番 32,400 31,200 -3.7

浜田５－１ 黒川町４１８９番 121,000 113,000 -6.6

浜田５－２ 片庭町２５４番４ 61,500 58,300 -5.2

浜田５－３ 三隅町西河内４７１番２ 23,800 23,300 -2.1

出雲　－１ 出雲市小山町４６番３外 49,500 47,800 -3.4

出雲　－２ 塩冶町字有原１７３５番１ 48,300 46,600 -3.5

出雲　－３ 大社町杵築東字真名井１４５番 0 17,900 選定替

出雲　－４ 大社町修理免字西原８００番 23,200 22,800 -1.7

出雲　－５ 塩冶町字海上１４８４番２ 53,500 51,300 -4.1

出雲　－６ 平田町字蓮田１４４７番２２ 36,500 34,700 -4.9

出雲　－７ 平田町字古川２５３６番１ 29,300 28,400 -3.1

出雲　－８ 湖陵町大池１７２６番１ 8,750 8,700 -0.6

出雲　－９ 斐川町上直江２９９８番 33,400 31,900 -4.5

出雲　－10 斐川町直江４０３９番２ 21,700 20,800 -4.1

出雲５－１ 今市町字藤ケ森９３０番３ 138,000 122,000 -11.6

出雲５－２ 渡橋町字御前４４番２外 84,500 75,200 -11.0

出雲５－３ 今市町字本町５６２番 74,000 66,300 -10.4

出雲５－４ 平田町字本町１０１３番 49,000 47,000 -4.1

出雲５－５ 高岡町４５１番３外 57,200 54,900 -4.0

出雲５－６ 湖陵町差海７１９番３ 27,600 27,000 -2.2

出雲５－７ 大社町杵築南字院内９８９番 31,500 30,800 -2.2

出雲５－８ 斐川町直江１１２１番 31,500 30,300 -3.8

益田　－１ 益田市元町２８０番「元町１－１３」 52,900 50,400 -4.7

益田　－２ 幸町ロ１９０３番２外「幸町６－７４」 48,300 47,000 -2.7

益田　－３ 三宅町ロ１１７８番６「三宅町９－１４」 46,300 45,100 -2.6

益田　－４ 高津５丁目イ１５９２番６６「高津５－３２－１
９」

43,500 42,200 -3.0

益田　－５ 匹見町匹見イ６７６番１ 4,200 4,100 -2.4

益田５－１ 駅前町１番９外「駅前町２６－２」 121,000 112,000 -7.4

益田５－２ 乙吉町イ１０３番４ 78,500 73,200 -6.8

益田５－３ 横田町２８１番２外 30,600 30,000 -2.0

島根大田　－１ 大田市大田町大田字南代イ４４番２ 34,100 32,500 -4.7
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島根大田　－２ 久手町波根西字久手２１１１番 18,100 17,600 -2.8

島根大田　－３ 仁摩町天河内字日ノ本７２１番４０ 14,900 14,500 -2.7

島根大田　－４ 温泉津町小浜字寺ノ前イ５１４番１２ 17,500 17,000 -2.9

島根大田　－５ 仁摩町仁万字浜１８０２番３６ 17,200 16,700 -2.9

島根大田５－１ 大田町大田字大沢輪ノ内イ６６０番１２外 63,500 59,200 -6.8

島根大田５－２ 仁摩町仁万字ワタキ７６４番１ 20,300 19,700 -3.0

島根大田５－３ 温泉津町温泉津字上町ノ内ロ２０５番１外 26,000 25,400 -2.3

安来　－１ 安来市安来町字内浜１０９０番２ 55,400 52,700 -4.9

安来　－２ 宮内町字山辺２９０番２ 40,700 39,800 -2.2

安来　－３ 広瀬町広瀬７６６番外 27,500 27,100 -1.5

安来３－１ 飯島町字藤木２５５番４ 18,300 17,200 -6.0

安来５－１ 安来町字内浜１１３３番１ 79,400 74,000 -6.8

安来５－２ 広瀬町広瀬９４１番外 31,300 30,800 -1.6

安来７－１ 黒井田町字長曽７４８番１外 36,900 34,700 -6.0

安来10－１ 赤江町字寺下１５１５番６ 25,400 25,100 -1.2

江津　－１ 江津市江津町９５４番３３ 34,500 33,400 -3.2

江津　－２ 渡津町１４９番１０ 19,300 18,900 -2.1

江津　－３ 和木町６０５番１１ 25,900 24,700 -4.6

江津　－４ 桜江町小田２１３番 10,000 9,900 -1.0

江津５－１ 江津町１５１８番１７ 52,900 50,300 -4.9

雲南　－１ 雲南市大東町大東１４６７番１５ 14,400 14,200 -1.4

雲南　－２ 大東町大東８４８番２ 23,100 22,600 -2.2

雲南　－３ 三刀屋町三刀屋１２１２番１９ 29,000 28,800 -0.7

雲南　－４ 加茂町神原１３６８番１２ 18,200 17,900 -1.6

雲南　－５ 三刀屋町古城４６１番１外 8,940 8,860 -0.9

雲南　－６ 木次町里方４７７番１３ 23,100 22,800 -1.3

雲南５－１ 大東町飯田７８５番３ 33,000 32,200 -2.4

雲南５－２ 三刀屋町三刀屋３２４番４ 28,100 27,100 -3.6

雲南５－３ 木次町木次９２番 27,000 25,900 -4.1

奥出雲　－１ 仁多郡奥出雲町三成３２９番３７ 25,200 24,100 -4.4

奥出雲　－２ 三成７９０番１ 12,800 12,300 -3.9
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奥出雲　－３ 横田７３４番１ 16,700 16,300 -2.4

奥出雲　－４ 稲原２２番９ 14,300 14,100 -1.4

奥出雲５－１ 三成４１４番３ 26,400 25,300 -4.2

奥出雲５－２ 横田９０２番３外 24,700 23,700 -4.0

島根川本　－１ 邑智郡川本町大字川本２３９番１ 26,100 24,600 -5.7

島根川本　－２ 大字川下９９９番２外 13,500 12,800 -5.2

島根川本５－１ 大字川本５３７番９ 31,400 29,600 -5.7

津和野　－１ 鹿足郡津和野町後田字鉄砲丁ロ１３７番２０
外

40,600 39,200 -3.4

津和野　－２ 鷲原字本丁ロ１４０番外 29,000 28,000 -3.4

津和野５－１ 後田字本町ロ２１０番 59,500 55,100 -7.4

吉賀　－１ 吉賀町有飯２１２番１ 11,000 10,700 -2.7

吉賀５－１ 六日市４１１番３ 23,900 23,000 -3.8

隠岐の島　－１ 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の一２４番 36,000 34,600 -3.9

隠岐の島　－２ 有木月無４番７外 26,300 25,600 -2.7

隠岐の島５－１ 西町八尾ノ一１番１ 80,000 76,000 -5.0
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