
令 和 ３ 年 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)

所 在 及 び 地 番 住居表示
R３年

公示価格
Ｒ２年

公示価格
差額

Ｒ３年
変動率

Ｒ２年
変動率

共 松山 -1 松山市持田町4丁目168番2 持田町4-1-6 226,000 221,000 5,000 2.3 3.3

松山(県) -38 222,000 218,000 4,000 1.8 0.5

松山 -2 松山市上市1丁目24番9 上市1-2-26 176,000 175,000 1,000 0.6 2.9

隔 松山 -3 松山市桑原2丁目852番8 桑原2-3-35 － 99,600 　　 － 　　－ -0.4

松山 -4 松山市居相6丁目230番30 居相6-11-7 106,000 106,000 0 0.0 1.0

共 松山 -5 松山市東長戸3丁目576番15 東長戸3-10-18 83,900 83,900 0 0.0 0.0

松山(県) -28 83,900 83,900 0 0.0 0.0

松山 -6 松山市北条辻󠄀453番8 42,100 42,700 -600 -1.4 -1.4

松山 -7 松山市山越4丁目159番11外 山越4-7-60 96,700 96,700 0 0.0 0.0

松山 -8 松山市辻町272番6 辻町11-27 119,000 118,000 1,000 0.8 1.7

共 松山 -9 松山市古川北2丁目211番3 古川北2-10-14 114,000 114,000 0 0.0 0.9

松山(県) -17 114,000 114,000 0 0.0 0.0

松山 -10 松山市西垣生町397番32 59,000 59,000 0 0.0 -0.3

松山 -11 松山市衣山5丁目31番56 69,800 70,000 -200 -0.3 -0.4

松山 -12 松山市別府町377番12 72,800 73,200 -400 -0.5 -0.7

松山 -13 松山市祝谷5丁目823番5 祝谷5-9-15 78,500 79,600 -1,100 -1.4 -1.7

松山 -14 松山市東野5丁目甲699番4外 東野5-7-23 87,800 88,500 -700 -0.8 -0.8

松山 -15 松山市富久町295番15 82,600 83,100 -500 -0.6 -0.5

松山 -16 松山市南久米町176番10 93,800 93,800 0 0.0 0.0

松山 -17 松山市北条1071番3 36,400 37,000 -600 -1.6 -1.9

松山 -18 松山市高岡町712番10 70,200 71,100 -900 -1.3 -1.3

松山 -19 松山市内浜町5番3外 内浜町5-14 74,500 75,000 -500 -0.7 -0.7

松山 -20 松山市土居田町737番5 96,400 96,400 0 0.0 0.0

共 松山 -21 松山市中央1丁目391番3 中央1-6-8 106,000 106,000 0 0.0 0.0

松山(県) -14 106,000 106,000 0 0.0 0.0

松山 -22 松山市小栗4丁目487番6 小栗4-1-16 103,000 103,000 0 0.0 0.0

松山 -23 松山市道後今市1043番3 道後今市3-22 145,000 145,000 0 0.0 2.8

松山 -24 松山市平井町甲3660番1 69,900 70,800 -900 -1.3 -1.1

松山 -25 松山市柳井町1丁目9番7 155,000 155,000 0 0.0 1.3

松山 -26 松山市来住町1488番13 98,100 98,100 0 0.0 0.0

松山 -27 松山市平井町甲1644番1 42,000 42,500 -500 -1.2 -1.2

松山 -28 松山市緑町2丁目8番31 169,000 169,000 0 0.0 1.8

松山 -29 松山市湯渡町66番6 湯渡町8-11 111,000 111,000 0 0.0 0.9

松山 -30 松山市中村4丁目399番8 中村4-4-28 97,600 97,600 0 0.0 0.0

松山 -31 松山市三町2丁目301番11 三町2-3-7 84,300 84,600 -300 -0.4 -0.4

松山 -32 松山市石風呂町360番 49,900 50,800 -900 -1.8 -1.9

松山 -33 松山市若葉町6番7 若葉町6-9 69,900 70,600 -700 -1.0 -1.1

松山 -34 松山市南斎院町732番5外 77,800 78,100 -300 -0.4 -0.5

松山 -35 松山市余戸東1丁目389番3 余戸東1-2-20 99,400 99,400 0 0.0 0.0

松山 -36 松山市久米窪田町1000番13 78,900 79,100 -200 -0.3 -0.3

松山 -37 松山市森松町996番6 72,800 73,500 -700 -1.0 -0.8

松山 -38 松山市勝岡町161番1 46,600 47,100 -500 -1.1 -1.1

松山 -39 松山市苞木甲3番6 33,700 34,400 -700 -2.0 -2.3

松山 -40 松山市溝辺町甲97番12 67,000 68,000 -1,000 -1.5 -1.6

松山 -41 松山市岩崎町1丁目256番3 岩崎町1-4-52 160,000 150,000 10,000 6.7 6.4

松山 -42 松山市土居田町450番7 93,000 93,000 0 0.0 0.0

松山 -43 松山市白水台4丁目4番14 42,600 43,000 -400 -0.9 -1.1

標 準 地
番　　号

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和2年度及び
　　 　令和元年度地価調査について記載しており、「R2年変動率」欄には、令和2年地価公示(R2.1.1)から令和２年度地価調査(R2.7.1)ま
       での半年変動率を、「R3年変動率」欄には、令和2年度地価調査(R2.7.1)から令和3年地価公示(R3.1.1)までの半年変動率を記載し
       ている。「替」は選定替地点、「隔」は隔年調査地点である。
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標 準 地
番　　号

松山 3-1 松山市別府町391番 34,600 34,700 -100 -0.3 -0.3

共 松山 5-1 松山市大街道2丁目4番13 821,000 821,000 0 0.0 2.2

松山(県) 5-18 821,000 810,000 11,000 0.0 0.0

共 松山 5-2 松山市宮田町186番4外 231,000 231,000 0 0.0 1.3

松山(県) 5-19 229,000 229,000 0 0.9 -0.9

松山 5-3 松山市勝山町2丁目17番5 221,000 221,000 0 0.0 0.9

松山 5-4 松山市三番町5丁目9番4 181,000 181,000 0 0.0 1.1

松山 5-5 松山市中村2丁目30番7 中村2-1-24 136,000 135,000 1,000 0.7 0.7

松山 5-6 松山市竹原2丁目108番3 竹原2-6-13 116,000 115,000 1,000 0.9 1.8

松山 5-7 松山市千舟町4丁目2番2外 369,000 368,000 1,000 0.3 1.4

松山 5-8 松山市平和通2丁目5番4 171,000 171,000 0 0.0 1.2

松山 5-9 松山市千舟町8丁目67番15外 173,000 172,000 1,000 0.6 1.8

松山 5-10 松山市来住町485番1外 107,000 107,000 0 0.0 0.0

松山 5-11 松山市三番町2丁目10番10 209,000 210,000 -1,000 -0.5 1.4

共 松山 5-12 松山市三番町4丁目11番12 358,000 358,000 0 0.0 1.7

松山(県) 5-20 358,000 355,000 3,000 0.0 0.0

松山 5-13 松山市歩行町1丁目8番3 200,000 200,000 0 0.0 1.0

松山 5-14 松山市二番町2丁目7番23 306,000 311,000 -5,000 -1.6 1.3

松山 5-15 松山市味酒町2丁目3番30 149,000 149,000 0 0.0 0.7

松山 5-16 松山市大街道3丁目2番36 306,000 306,000 0 0.0 1.3

共 松山 5-17 松山市朝生田町2丁目363番1 朝生田町2-4-5 153,000 153,000 0 0.0 1.3

松山(県) 5-17 153,000 152,000 1,000 0.0 0.0

松山 5-18 松山市南久米町226番1外 103,000 103,000 0 0.0 0.0

松山 5-19 松山市東石井2丁目324番1外 東石井2-21-11 135,000 135,000 0 0.0 0.7

松山 5-20 松山市井門町454番1外 104,000 104,000 0 0.0 0.0

松山 5-21 松山市保免西1丁目521番1外 保免西1-3-5 104,000 103,000 1,000 1.0 1.0

松山 5-22 松山市枝松1丁目434番1 枝松1-9-26 148,000 147,000 1,000 0.7 0.7

松山 5-23 松山市北条辻󠄀1406番1外 42,900 44,000 -1,100 -2.5 -2.7

松山 5-24 松山市永木町1丁目7番11外 144,000 144,000 0 0.0 0.0

松山 5-25 松山市東一万町2番 186,000 186,000 0 0.0 0.5

松山 5-26 松山市東長戸4丁目432番1 東長戸4-4-38 106,000 106,000 0 0.0 0.0

松山 5-27 松山市花園町4番7外 277,000 273,000 4,000 1.5 2.6

松山 5-28 松山市空港通1丁目335番2 空港通1-6-27 106,000 106,000 0 0.0 1.0

松山 5-29 松山市六軒家町1042番 六軒家町3-14 115,000 114,000 1,000 0.9 1.8

松山 5-30 松山市久万ﾉ台182番1外 124,000 124,000 0 0.0 0.8

松山 5-31 松山市祓川2丁目1862番9外 祓川2-10-23 87,600 88,400 -800 -0.9 -0.8

松山 5-32 松山市北斎院町643番1 114,000 114,000 0 0.0 0.0

松山 5-33 松山市古川北1丁目102番1外 古川北1-10-12 161,000 160,000 1,000 0.6 1.3

松山 5-34 松山市枝松5丁目121番19 枝松5-6-8 129,000 129,000 0 0.0 0.0

松山 5-35 松山市余戸東1丁目400番1 余戸東1-1-7 106,000 105,000 1,000 1.0 1.0

隔 松山 5-201 松山市道後湯之町甲1570番 道後湯之町13-20 333,000 　　　－ 　　 － 　　－ 　　－

松山 9-1 松山市北吉田町1055番2 46,800 47,200 -400 -0.8 -0.8

松山 9-2 松山市南吉田町2284番1 34,400 34,500 -100 -0.3 -0.3

松山 9-3 松山市北吉田町77番3外 19,700 19,700 0 0.0 0.0

松山 9-4 松山市南吉田町2798番50 24,000 24,200 -200 -0.8 -0.4

松山 9-5 松山市西垣生町1808番2外 18,600 18,700 -100 -0.5 -0.5

松山 9-6 松山市三津2丁目451番3外 三津2-6-28 38,500 39,200 -700 -1.8 -1.8

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和2年度及び
　　 　令和元年度地価調査について記載しており、「R2年変動率」欄には、令和2年地価公示(R2.1.1)から令和２年度地価調査(R2.7.1)ま
       での半年変動率を、「R3年変動率」欄には、令和2年度地価調査(R2.7.1)から令和3年地価公示(R3.1.1)までの半年変動率を記載し
       ている。「替」は選定替地点、「隔」は隔年調査地点である。
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今治 -1 今治市湊町2丁目丙89番1外 湊町2-2-38 28,400 29,000 -600 -2.1 -1.4

今治 -2 今治市中堀2丁目178番31 中堀2-7-22 41,800 43,000 -1,200 -2.8 -2.1

今治 -3 今治市桜井1丁目甲1666番5 桜井1-2-54 25,700 26,500 -800 -3.0 -1.9

今治 -4 今治市東村4丁目甲413番6外 東村4-3-44 38,700 39,000 -300 -0.8 -0.3

今治 -5 今治市南高下町3丁目788番5 南高下町3-5-24 43,000 43,400 -400 -0.9 0.0

共 今治 -6 今治市郷本町2丁目752番5 郷本町2-1-25 42,800 43,500 -700 -1.6 0.0

今治(県) -4 43,200 43,500 -300 -0.9 -0.7

今治 -7 今治市山路字大坪431番7外 41,300 41,500 -200 -0.5 0.0

今治 -8 今治市南大門町3丁目1番9 70,000 71,000 -1,000 -1.4 -0.6

今治 -9 今治市菊間町浜114番 20,100 20,400 -300 -1.5 -1.0

今治 -10 今治市別名字中河原149番14 57,800 58,100 -300 -0.5 0.0

今治 -11 今治市宮下町1丁目甲1592番6 宮下町1-4-44 47,000 47,500 -500 -1.1 -0.6

今治 -12 今治市波止浜字赤崎10番68 36,700 37,600 -900 -2.4 -0.5

今治 -13 今治市立花町3丁目490番15 立花町3-4-21 46,500 47,000 -500 -1.1 -0.4

今治 -14 今治市片山2丁目289番5 片山2-5-60 60,000 60,600 -600 -1.0 0.0

今治 -15 今治市大新田町5丁目242番6 大新田町5-5-9 40,700 40,900 -200 -0.5 0.0

今治 -16 今治市波方町郷字郷乙415番296 31,300 32,200 -900 -2.8 -0.9

今治 -17 今治市大西町九王甲2256番22 30,400 30,800 -400 -1.3 -0.3

今治 -18 今治市玉川町小鴨部字居屋敷甲300番 20,200 20,600 -400 -1.9 -1.0

今治 -19 今治市大正町6丁目365番43 大正町6-1-64 37,500 38,100 -600 -1.6 -1.0

今治 -20 今治市高市字ｺﾓｲｹ甲42番15 35,600 35,900 -300 -0.8 0.0

今治 -21 今治市矢田字後山乙360番25 35,500 35,900 -400 -1.1 -0.3

今治 -22 今治市徳重字川崎71番12 35,100 35,300 -200 -0.6 0.0

今治 -23 今治市朝倉北甲633番80 20,500 21,200 -700 -3.3 -2.8

今治 -24 今治市しまなみﾋﾙｽﾞ8番7 38,000 38,200 -200 -0.5 0.0

今治 3-1 今治市高部字辻堂甲1087番1 9,600 9,900 -300 -3.0 -2.0

今治 5-1 今治市北日吉町1丁目218番8 北日吉町1-2-7 83,000 84,100 -1,100 -1.3 -0.4

今治 5-2 今治市旭町3丁目4番8 62,900 64,000 -1,100 -1.7 -0.8

共 今治 5-3 今治市北宝来町3丁目1番28 79,100 80,500 -1,400 -1.7 -0.5

今治(県) 5-4 79,600 80,600 -1,000 -0.6 -1.1

今治 5-4 今治市常盤町4丁目2番4外 113,000 116,000 -3,000 -2.6 -1.7

今治 5-5 今治市南高下町1丁目825番1 南高下町1-1-41 59,300 60,000 -700 -1.2 -0.3

今治 5-6 今治市地堀1丁目274番87 地堀1-2-23 51,800 53,900 -2,100 -3.9 -3.8

今治 9-1 今治市富田新港1丁目2番2 22,800 22,900 -100 -0.4 0.0

共 宇和島 -1 宇和島市愛宕町2丁目82番2 愛宕町2-1-22 66,500 66,500 0 0.0 0.0

宇和島(県) -7 66,500 66,500 0 0.0 0.0

宇和島 -2 宇和島市柿原字連楽田甲150番13 43,500 44,000 -500 -1.1 -1.3

宇和島 -3 宇和島市津島町高田丙268番87 28,900 29,600 -700 -2.4 -2.3

宇和島 -4 宇和島市保田字子ﾚﾉ木甲647番18 39,200 39,800 -600 -1.5 -1.7

宇和島 -5 宇和島市吉田町東小路字東小路甲19番6 33,300 34,200 -900 -2.6 -2.0

宇和島 -6 宇和島市吉田町沖村字汐入甲344番8 21,300 21,800 -500 -2.3 -1.8

宇和島 -7 宇和島市津島町高田丙471番5 33,000 33,700 -700 -2.1 -2.3

宇和島 5-1 宇和島市中央町1丁目616番 中央町1-6-11 67,200 68,000 -800 -1.2 -1.6

宇和島 5-2 宇和島市丸之内1丁目1番536 丸之内1-2-19 87,800 89,000 -1,200 -1.3 -1.3

宇和島 5-3 宇和島市吉田町東小路字東小路甲85番6 38,800 40,000 -1,200 -3.0 -2.4

共 宇和島 5-4 宇和島市恵美須町1丁目608番2外 恵美須町1-6-18 100,000 102,000 -2,000 -2.0 -1.9

宇和島(県) 5-1 101,000 103,000 -2,000 -1.0 -1.0

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和2年度及び
　　 　令和元年度地価調査について記載しており、「R2年変動率」欄には、令和2年地価公示(R2.1.1)から令和２年度地価調査(R2.7.1)ま
       での半年変動率を、「R3年変動率」欄には、令和2年度地価調査(R2.7.1)から令和3年地価公示(R3.1.1)までの半年変動率を記載し
       ている。「替」は選定替地点、「隔」は隔年調査地点である。
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八幡浜 -1 八幡浜市古町2丁目651番4 古町2-2-41 59,000 59,800 -800 -1.3 -1.5

替 八幡浜 -2 八幡浜市保内町川之石5番耕地45番1 19,400 　　　－ 　　 － 　　－ 　　－

八幡浜 -3 八幡浜市松柏丙560番1 54,900 55,600 -700 -1.3 -1.6

八幡浜 -4 八幡浜市保内町川之石1番耕地236番146 43,800 44,900 -1,100 -2.4 -2.4

八幡浜 5-1 八幡浜市字川通1469番33外 55,200 56,800 -1,600 -2.8 -2.7

共 八幡浜 5-2 八幡浜市字中深1215番1外 84,500 85,500 -1,000 -1.2 -1.2

八幡浜(県) 5-1 85,100 86,000 -900 -0.7 -0.5

八幡浜 5-3 八幡浜市朝潮橋1590番9 83,500 84,400 -900 -1.1 -1.5

新居浜 -1 新居浜市久保田町2丁目甲1001番4 久保田町2-12-38 63,800 64,400 -600 -0.9 -0.5

新居浜 -2 新居浜市庄内町3丁目524番136外 庄内町3-12-5 49,600 50,300 -700 -1.4 -0.8

新居浜 -3 新居浜市中萩町2199番14 中萩町6-11 37,900 38,400 -500 -1.3 -0.8

新居浜 -4 新居浜市桜木町乙397番25 桜木町16-74 42,800 43,500 -700 -1.6 -1.1

新居浜 -5 新居浜市東田2丁目甲1721番7 28,200 28,300 -100 -0.4 -0.4

新居浜 -6 新居浜市松神子2丁目159番15 松神子2-5-14 31,300 32,100 -800 -2.5 -1.8

共 新居浜 -7 新居浜市船木字国領甲4839番4 30,400 30,700 -300 -1.0 -0.6

新居浜(県) -4 30,500 30,800 -300 -0.3 -0.7

新居浜 -8 新居浜市多喜浜4丁目142番80 多喜浜4-2-49 23,700 24,200 -500 -2.1 -1.6

新居浜 -9 新居浜市河内町乙471番4 河内町10-12 66,500 66,800 -300 -0.4 0.0

新居浜 -10 新居浜市土橋2丁目2770番8 土橋2-14-24 37,900 38,700 -800 -2.1 -1.5

共 新居浜 -11 新居浜市一宮町2丁目甲856番6 一宮町2-6-23 62,700 63,200 -500 -0.8 -0.6

新居浜(県) -11 62,800 63,300 -500 -0.2 -0.6

新居浜 -12 新居浜市横水町566番9 横水町6-21 35,400 35,900 -500 -1.4 -1.1

新居浜 -13 新居浜市郷1丁目甲305番9 郷1-16-15 36,900 37,200 -300 -0.8 -0.5

新居浜 -14 新居浜市萩生字本郷821番2 29,800 30,300 -500 -1.7 -1.0

新居浜 -15 新居浜市中村松木1丁目1213番3 中村松木1-9-36 35,700 36,300 -600 -1.7 -1.1

新居浜 -16 新居浜市八幡1丁目甲793番5 八幡1-16-20 29,200 29,900 -700 -2.3 -2.0

新居浜 -17 新居浜市新田町1丁目乙1237番11 新田町1-6-3 43,100 43,600 -500 -1.1 -0.7

新居浜 -18 新居浜市北内町3丁目2514番10 北内町3-6-19 29,300 29,900 -600 -2.0 -1.6

新居浜 -19 新居浜市新須賀町2丁目甲474番5 新須賀町2-6-8 39,200 39,700 -500 -1.3 -1.0

新居浜 -20 新居浜市坂井町2丁目1234番 坂井町2-1-13 62,700 62,700 0 0.0 0.0

新居浜 5-1 新居浜市繁本町甲720番9 繁本町1-8 90,400 92,600 -2,200 -2.4 -1.8

新居浜 5-2 新居浜市坂井町2丁目1294番 坂井町2-5-24 77,600 77,200 400 0.5 1.2

新居浜 5-3 新居浜市若水町1丁目甲535番10 若水町1-9-18 40,200 41,300 -1,100 -2.7 -2.6

共 新居浜 5-4 新居浜市坂井町1丁目甲5444番7外 坂井町1-5-8 76,600 79,000 -2,400 -3.0 -2.3

新居浜(県) 5-5 77,200 79,100 -1,900 -0.8 -2.3

新居浜 5-5 新居浜市菊本町2丁目甲779番7外 菊本町2-3-31 43,000 44,000 -1,000 -2.3 -1.8

新居浜 5-6 新居浜市徳常町甲590番4 徳常町8-41 54,800 55,300 -500 -0.9 -0.7

新居浜 9-1 新居浜市黒島1丁目930番63 黒島1-5-54 15,100 15,100 0 0.0 0.7

新居浜 9-2 新居浜市阿島1丁目939番147外 阿島1-4-56 19,900 19,900 0 0.0 0.5

西条 -1 西条市朔日市字秋吉604番5 50,800 51,500 -700 -1.4 -0.8

共 西条 -2 西条市喜多川字梅ヶ須賀740番7 52,400 53,300 -900 -1.7 -0.4

西条(県) -4 52,600 53,400 -800 -0.4 -1.3

西条 -3 西条市大町字広坪326番22外 50,800 51,700 -900 -1.7 -1.5

西条 -4 西条市明屋敷字滋巷450番8 55,600 56,200 -600 -1.1 -0.7

西条 -5 西条市小松町南川字御手洗甲130番1 22,900 23,300 -400 -1.7 -1.7

西条 -6 西条市福武字出晴甲890番34 34,600 34,900 -300 -0.9 -0.6

西条 -7 西条市新田字北新田216番14 51,600 52,100 -500 -1.0 -0.6

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和2年度及び
　　 　令和元年度地価調査について記載しており、「R2年変動率」欄には、令和2年地価公示(R2.1.1)から令和２年度地価調査(R2.7.1)ま
       での半年変動率を、「R3年変動率」欄には、令和2年度地価調査(R2.7.1)から令和3年地価公示(R3.1.1)までの半年変動率を記載し
       ている。「替」は選定替地点、「隔」は隔年調査地点である。



令 和 ３ 年 地 価 公 示 価 格 一 覧 表
(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)

所 在 及 び 地 番 住居表示
R３年

公示価格
Ｒ２年

公示価格
差額

Ｒ３年
変動率

Ｒ２年
変動率

標 準 地
番　　号

西条 -8 西条市大町字弁財天724番17 58,000 58,700 -700 -1.2 -0.7

西条 -9 西条市丹原町願連寺210番6 23,000 23,400 -400 -1.7 -1.3

西条 -10 西条市飯岡字西原2565番45 23,500 23,800 -300 -1.3 -1.2

西条 -11 西条市西泉字戊新田甲9番4 19,000 19,200 -200 -1.0 -1.0

西条 -12 西条市小松町新屋敷字小松甲225番1外 28,700 29,200 -500 -1.7 -1.7

西条 -13 西条市古川字新田甲389番4 49,500 50,700 -1,200 -2.4 -1.6

西条 -14 西条市三芳2347番1 19,300 19,500 -200 -1.0 -1.0

西条 -15 西条市喜多台463番9 25,800 26,200 -400 -1.5 -1.1

西条 -16 西条市石田239番4 21,800 22,100 -300 -1.4 -0.9

西条 -17 西条市周布985番11 23,100 23,400 -300 -1.3 -1.3

西条 5-1 西条市丹原町今井471番2 23,500 24,100 -600 -2.5 -2.4

西条 5-2 西条市大町字弁財天706番7 84,500 86,600 -2,100 -2.4 -2.1

西条 5-3 西条市周布624番3 55,600 56,300 -700 -1.2 -0.9

西条 5-4 西条市三津屋南9番7 42,200 43,300 -1,100 -2.5 -2.3

西条 5-5 西条市大町字新町1695番4 98,500 101,000 -2,500 -2.5 -1.9

西条 5-6 西条市小松町新屋敷字東町裏甲347番3外 30,200 30,900 -700 -2.3 -2.2

西条 5-7 西条市周布922番2 25,300 25,700 -400 -1.6 -1.5

西条 9-1 西条市ひうち字西ひうち8番27 22,200 22,200 0 0.0 0.0

西条 9-2 西条市ひうち字東ひうち18番17 20,000 20,000 0 0.0 0.0

共 大洲 -1 大洲市若宮字堀之内445番5外 50,300 51,600 -1,300 -2.5 -2.5

大洲(県) -2 50,800 52,200 -1,400 -1.0 -1.6

大洲 -2 大洲市柚木字尾阪358番80 38,700 39,700 -1,000 -2.5 -1.7

大洲 -3 大洲市大洲字三ﾉ丸880番90 43,700 44,900 -1,200 -2.7 -2.6

大洲 -4 大洲市長浜甲502番 35,200 36,500 -1,300 -3.6 -3.7

大洲 -5 大洲市長浜甲593番3 24,600 25,600 -1,000 -3.9 -3.8

大洲 5-1 大洲市常磐町字東側88番1外 48,800 50,000 -1,200 -2.4 -2.9

大洲 5-2 大洲市中村字長畑210番31 67,000 68,400 -1,400 -2.0 -2.0

大洲 5-3 大洲市東若宮18番5外 58,400 59,800 -1,400 -2.3 -1.3

伊予 -1 伊予市米湊字安広748番2 60,500 61,000 -500 -0.8 -1.1

伊予 -2 伊予市下吾川字北西原2025番26 53,700 54,300 -600 -1.1 -1.3

伊予 -3 伊予市下吾川字北野483番14 56,000 56,100 -100 -0.2 -0.5

伊予 -4 伊予市下三谷字中小路1431番4 31,600 32,200 -600 -1.9 -1.8

伊予 5-1 伊予市米湊字安広803番27 67,000 68,100 -1,100 -1.6 -1.7

伊予 5-2 伊予市灘町字西144番1 50,100 51,300 -1,200 -2.3 -2.3

伊予 5-3 伊予市下吾川字馬塚943番3 79,800 80,400 -600 -0.7 -1.3

四国中央 -1 四国中央市川之江町字松之本2451番2 57,300 57,700 -400 -0.7 -0.2

四国中央 -2 四国中央市妻鳥町字金津子1743番4 57,500 57,700 -200 -0.3 0.0

四国中央 -3 四国中央市金生町下分字馬木1209番3 55,800 56,300 -500 -0.9 -0.4

四国中央 -4 四国中央市三島中央5丁目字木瓜1606番3 三島中央5-9-12 57,100 57,500 -400 -0.7 -0.2

四国中央 -5 四国中央市豊岡町長田字小川原1024番5 22,300 22,700 -400 -1.8 -1.3

共 四国中央 -6 四国中央市下柏町字彦助屋敷233番5 54,200 54,600 -400 -0.7 -0.2

四国中央(県) -11 54,400 54,600 -200 -0.4 -0.4

四国中央 -7 四国中央市土居町土居301番4 20,000 20,300 -300 -1.5 -1.5

四国中央 -8 四国中央市土居町小林1218番 17,500 17,800 -300 -1.7 -1.7

四国中央 5-1 四国中央市下柏町字九郎左ｴ門渕西713番1 85,200 86,500 -1,300 -1.5 -1.3

四国中央 5-2 四国中央市金生町下分字田中993番1 70,600 71,600 -1,000 -1.4 -1.2

四国中央 5-3 四国中央市土居町中村1261番1 32,500 32,900 -400 -1.2 -1.5

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和2年度及び
　　 　令和元年度地価調査について記載しており、「R2年変動率」欄には、令和2年地価公示(R2.1.1)から令和２年度地価調査(R2.7.1)ま
       での半年変動率を、「R3年変動率」欄には、令和2年度地価調査(R2.7.1)から令和3年地価公示(R3.1.1)までの半年変動率を記載し
       ている。「替」は選定替地点、「隔」は隔年調査地点である。
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(単位：価格 円/㎡ , 変動率 ％)
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R３年

公示価格
Ｒ２年
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Ｒ３年
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番　　号

替 四国中央 5-4 四国中央市川之江町字下川原1815番3外 53,300 　　　－ 　　 － 　　－ 　　－

四国中央 9-1 四国中央市三島中央1丁目字陣屋2328番 31,400 31,500 -100 -0.3 0.0

西予 -1 西予市三瓶町朝立字櫓ﾉ下2番耕地24番2 30,500 31,300 -800 -2.6 -2.8

西予 -2 西予市三瓶町津布理字道ﾉ下90番12 28,200 29,000 -800 -2.8 -2.7

西予 -3 西予市宇和町卯之町2丁目664番 29,800 29,800 0 0.0 0.0

西予 -4 西予市宇和町下松葉140番11 32,100 32,100 0 0.0 0.0

西予 -5 西予市野村町野村11号89番 22,800 23,300 -500 -2.1 -2.1

西予 -6 西予市野村町野村1号468番2 9,690 9,730 -40 -0.4 -0.7

西予 5-1 西予市三瓶町朝立字日吉崎7番耕地286番36 33,300 34,200 -900 -2.6 -2.8

西予 5-2 西予市宇和町卯之町2丁目426番外 56,500 56,500 0 0.0 0.0

西予 5-3 西予市野村町野村12号749番1 38,900 39,700 -800 -2.0 -2.2

東温 -1 東温市西岡字熊の畑甲599番61 61,500 62,300 -800 -1.3 -1.4

東温 -2 東温市志津川字力石甲1133番35 60,900 61,800 -900 -1.5 -1.6

東温 -3 東温市南方字森1899番13 40,200 40,700 -500 -1.2 -1.2

東温 -4 東温市北方字川上甲2241番2 35,200 35,700 -500 -1.4 -1.4

東温 -5 東温市田窪字井手ﾉ上326番3 36,100 36,700 -600 -1.6 -1.6

東温 5-1 東温市牛渕字上樋1941番1 65,700 66,700 -1,000 -1.5 -1.6

東温 5-2 東温市牛渕字砂子地1047番1外 65,600 66,600 -1,000 -1.5 -1.6

東温 5-3 東温市樋口字前川甲1420番1 78,100 79,300 -1,200 -1.5 -1.5

久万高原 -1 久万高原町久万1451番2 14,000 14,300 -300 -2.1 -2.1

久万高原 -2 久万高原町東明神甲1090番1 10,400 10,600 -200 -1.9 -1.9

久万高原 5-1 久万高原町久万267番1 36,300 37,100 -800 -2.2 -2.4

共 松前 -1 松前町大字筒井字中須賀396番13 80,000 80,200 -200 -0.2 0.0

松前(県) -1 80,200 80,200 0 -0.2 0.0

替 松前 -2 松前町大字南黒田字下屋敷629番6 61,500 　　　－ 　　 － 　　－ 　　－

松前 -3 松前町大字浜字仁右衛門1140番8 61,800 62,100 -300 -0.5 -0.6

松前 -4 松前町大字西高柳字石楠131番2 58,600 58,700 -100 -0.2 -0.2

松前 5-1 松前町大字筒井字南内開348番4 85,600 85,900 -300 -0.3 -0.5

砥部 -1 砥部町高尾田796番 56,400 56,600 -200 -0.4 -0.4

砥部 -2 砥部町高尾田1292番 63,200 64,000 -800 -1.3 -1.2

砥部 5-1 砥部町拾町7番6外 59,100 59,900 -800 -1.3 -1.2

内子 -1 内子町内子1790番 46,000 46,500 -500 -1.1 -1.3

内子 -2 内子町内子3155番 33,100 33,600 -500 -1.5 -1.5

内子 -3 内子町平岡甲1519番 20,000 20,300 -300 -1.5 -1.5

内子 -4 内子町平岡甲408番4 30,200 30,300 -100 -0.3 -0.7

内子 5-1 内子町内子262番 51,700 52,700 -1,000 -1.9 -2.0

鬼北 -1 鬼北町大字出目1923番 15,200 15,500 -300 -1.9 -1.9

鬼北 -2 鬼北町大字国遠1054番2 13,000 13,200 -200 -1.5 -1.5

鬼北 5-1 鬼北町大字近永659番2 32,900 33,500 -600 -1.8 -2.3

愛南 -1 愛南町城辺甲3816番8 24,200 24,500 -300 -1.2 -1.2

愛南 -2 愛南町須ﾉ川314番 10,800 11,000 -200 -1.8 -1.8

愛南 -3 愛南町御荘平城2893番10 24,000 24,400 -400 -1.6 -1.6

愛南 -4 愛南町御荘平城4342番 22,600 22,900 -300 -1.3 -1.3

愛南 5-1 愛南町御荘平城3730番1外 47,600 48,700 -1,100 -2.3 -2.2

　注：「共」は、地価公示と地価調査の共通地点で、下段の地価調査ポイントの「標準地番号」から「差額」までの欄には、令和2年度及び
　　 　令和元年度地価調査について記載しており、「R2年変動率」欄には、令和2年地価公示(R2.1.1)から令和２年度地価調査(R2.7.1)ま
       での半年変動率を、「R3年変動率」欄には、令和2年度地価調査(R2.7.1)から令和3年地価公示(R3.1.1)までの半年変動率を記載し
       ている。「替」は選定替地点、「隔」は隔年調査地点である。


