
資料６　平成２４年和歌山県地価調査基準地価格一覧

住宅地(5-1)住宅地(5-1)住宅地(5-1)住宅地(5-1) (基準地番号の末尾に＊がある地点は地価公示との共通地点)

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

和歌山（県）－1 雑賀道６番 105,000 102,000 -2.9

和歌山（県）－2 塩屋５丁目１４４番１３「塩屋５－５－４３」 90,000 87,000 -3.3

和歌山（県）－3 有家字寺田２６２番６ 77,000 74,800 -2.9

和歌山（県）－4 狐島字西淀屋６１５番１００外 52,000 49,000 -5.8

和歌山（県）－5 南田辺丁２７番 110,000 107,000 -2.7

和歌山（県）－6 三葛字的場６６４番１３ 65,600 63,500 -3.2

和歌山（県）－7 吉礼字箱田５２３番１２ 45,400 43,000 -5.3

和歌山（県）－8 粟字重道ノ坪１８１番２７ 58,500 56,200 -3.9

和歌山（県）－9 宇須２丁目３５４番２８外「宇須２－２－１８」 92,600 91,000 -1.7

和歌山（県）－10 禰宜字瓜畑１３６０番１６ 48,000 46,300 -3.5

和歌山（県）－11 関戸１丁目８３番５「関戸１－３－５」 115,000 114,000 -0.9

和歌山（県）－12 北中島１丁目９７番１５「北中島１－９－４４」 82,300 80,700 -1.9

和歌山（県）－13 大谷字東谷８０６番６０ 51,100 49,600 -2.9

和歌山（県）－14 西浜字中川向ノ坪１４２４番６外 59,000 57,200 -3.1

和歌山（県）－15 木ノ本字岩ノ谷１４５０番５０ 34,200 31,000 -9.4

和歌山（県）－16 松江東４丁目１１６７番５９「松江東４－７－３７」 59,000 56,600 -4.1

和歌山（県）－17 西高松２丁目１２５番１３「西高松２－１１－３１」 134,000 132,000 -1.5

和歌山（県）－18 西浜字郷西ノ坪１０６３番４５ 85,500 83,000 -2.9

和歌山（県）－19 和歌浦東３丁目５９５番２３「和歌浦東３－２－２３」 78,000 76,400 -2.1

和歌山（県）－20 和歌浦南２丁目１６６３番３３「和歌浦南２－５－１０」 78,800 72,500 -8.0

和歌山（県）－21 黒田字桑ノ木２２９番１０外 81,100 77,800 -4.1

和歌山（県）－22 中字枇杷谷５８３番４１ [60,500] 61,100 [1.0] ※　欄外

和歌山（県）－23 秋月字川田９３番３２ 84,000 80,000 -4.8

和歌山（県）－24 内原字番田１２３８番３外 37,300 35,000 -6.2

和歌山（県）－25＊ 西長町２丁目３８番 124,000 120,000 -3.2

和歌山（県）－26 中之島字東垣内１８９７番外 113,000 109,000 -3.5

和歌山（県）－27 毛見字塩田１３５番３５ 80,800 78,100 -3.3

和歌山（県）－28 吹上４丁目６番１５「吹上４－２－３１」 171,000 171,000 0.0 価格横ばい

和歌山（県）－29 小松原６丁目５番６７「小松原６－６－７」 96,800 94,500 -2.4

和歌山（県）－30 加納字長池３６１番３９外 63,500 61,300 -3.5

和歌山（県）－31＊ 太田字神ノ畔１５２番 126,000 124,000 -1.6

和歌山（県）－32 有本字焼野５７７番１１ 60,500 56,000 -7.4

和歌山（県）－33＊ 西庄字清田２５１番１１ 53,500 51,000 -4.7

和歌山（県）－34＊ 向字高屋敷４５番１２ 54,500 52,100 -4.4

海南（県）－1 黒江字室山１番６０ 72,300 70,000 -3.2

海南（県）－2 日方字新濵１２７２番６３外 79,900 75,100 -6.0

海南（県）－3 大野中字井田前４７４番５８ 82,100 80,000 -2.6

海南（県）－4 名高字赤倉３６９番１ 50,400 48,400 -4.0

海南（県）－5 阪井字高畑ヶ１５４６番３ 39,700 38,300 -3.5

海南（県）－6 井田字大坪１５３番４ 65,300 63,600 -2.6

海南（県）－7 原野字東原ノ代３５２番１ 20,500 19,800 -3.4

海南（県）－8 下津町丸田字佃１２８番４ 57,000 55,300 -3.0

海南（県）－9 下津町中字横手６７番１ 34,000 32,600 -4.1

※　和歌山（県）－22は昨年の和歌山（県）10－4と同一地点であるが、用途区分が異なるため統計上は新規地点の扱い



資料６　平成２４年和歌山県地価調査基準地価格一覧

住宅地(5-2)住宅地(5-2)住宅地(5-2)住宅地(5-2) (基準地番号の末尾に＊がある地点は地価公示との共通地点)

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

海南（県）－10 下津町上字宮ノ前７４０番 32,000 30,700 -4.1

橋本（県）－1 隅田町中島字野元３２２番４ 37,000 35,000 -5.4

橋本（県）－2 胡麻生字向山６９３番１２ 41,800 40,200 -3.8

橋本（県）－3 小峰台１丁目１９番１７ 40,100 38,500 -4.0

橋本（県）－4 高野口町大野字上知山８２４番１２内 31,500 29,500 -6.3

橋本（県）－5 三石台３丁目９番２ 71,600 70,500 -1.5

橋本（県）－6＊ 古佐田３丁目５４４番３「古佐田３－９－１２」 45,900 43,800 -4.6

橋本（県）－7 南馬場字西ヶ瀬９０４番１９ 39,000 37,100 -4.9

橋本（県）－8 出塔字寺前７５番４ 28,200 26,800 -5.0

橋本（県）－9 恋野字中切２３０７番２ 17,900 17,300 -3.4

橋本（県）－10 高野口町名古曽字竹鼻８２３番３ 36,500 34,600 -5.2

橋本（県）－11 高野口町応其字居垣内３３０番 28,500 27,100 -4.9

有田（県）－1 堂字中筋５７４番１ 47,900 46,000 -4.0

有田（県）－2 糸我町中番字上高井３４６番４ 35,200 34,000 -3.4

有田（県）－3 宮原町滝川原字神上２９番５ 43,000 40,500 -5.8

有田（県）－4 港町字葭原７９３番４６ 42,600 40,000 -6.1

御坊（県）－1 名田町野島字前畑１５７６番外 28,700 27,600 -3.8

御坊（県）－2 湯川町財部字下河原８８１番１４ 45,300 42,500 -6.2

御坊（県）－3 塩屋町北塩屋字峠６３６番４ 35,500 33,700 -5.1

御坊（県）－4 藤田町吉田字砂窪２８４番１０ 38,600 36,600 -5.2

御坊（県）－5 湯川町財部字薮田５０４番１外 44,200 41,800 -5.4

田辺（県）－1 東山２丁目８２６番８８「東山２－２１－１８」 61,900 59,000 -4.7

田辺（県）－2 文里２丁目７３２番３１４「文里２－２０－６」 46,700 43,500 -6.9

田辺（県）－3 明洋２丁目３９８１番５４「明洋２－６－１８」 45,300 43,500 -4.0

田辺（県）－4 上屋敷２丁目１１６番３２「上屋敷２－１１－５２」 67,700 62,500 -7.7

田辺（県）－5 新庄町字名喜里１９２１番３外 46,000 43,300 -5.9

田辺（県）－6 目良２４４２番８「目良３８－２８」 31,000 28,000 -9.7

田辺（県）－7＊ 南新万１１２５番６４「南新万２－６」 78,300 78,300 0.0 価格横ばい

田辺（県）－8 本宮町静川字平６４１番２外 4,100 4,000 -2.4

田辺（県）－9 中芳養字嶋之谷１７５７番 21,700 20,600 -5.1

田辺（県）－10 龍神村東字丹生平３９１番１ 10,600 10,500 -0.9

田辺（県）－11 合川字地下背戸６８０番１７ 5,300 5,170 -2.5

田辺（県）－12 龍神村福井字中家１５０番１ 8,690 8,600 -1.0

田辺（県）－13 中辺路町栗栖川字神田３３８番３ 20,000 19,300 -3.5

田辺（県）－14 本宮町伏拝字日浦１０２１番４ 13,000 12,300 -5.4

田辺（県）－15 中辺路町近露字北野９４７番 9,000 8,690 -3.4

田辺（県）－16 鮎川字下附５１９番１３ 22,400 21,300 -4.9

田辺（県）－17 下川下字打越７５４番外 6,150 6,010 -2.3

新宮（県）－1 池田２丁目１番１１「池田２－１－１０」 66,000 61,300 -7.1

新宮（県）－2 橋本２丁目３９３９番１０「橋本２－１２－１９」 54,500 50,600 -7.2

新宮（県）－3 佐野１丁目１３９番２外「佐野１－６－１７」 51,000 48,200 -5.5

新宮（県）－4 新宮字松山４６４３番７４ 47,000 46,500 -1.1

新宮（県）－5 熊野川町西敷屋字内ノ井９７２番２外 7,400 6,800 -8.1

新宮（県）－6 熊野川町九重字浦地４４９番 8,400 7,600 -9.5



資料６　平成２４年和歌山県地価調査基準地価格一覧

住宅地(5-3)住宅地(5-3)住宅地(5-3)住宅地(5-3)

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

紀の川（県）－1 窪字小田４３番４１ 29,000 28,000 -3.4

紀の川（県）－2 中三谷字西大道下８９番１外 22,500 21,800 -3.1

紀の川（県）－3 花野字宮脇９２番３０ 35,500 34,700 -2.3

紀の川（県）－4 東国分字上川３５３番４０ 31,500 30,800 -2.2

紀の川（県）－5 貴志川町長山字里ノ内５７３番１ 26,500 24,900 -6.0

紀の川（県）－6 貴志川町長山字荒子谷２７７番７５８ 29,900 29,000 -3.0

紀の川（県）－7 野上字八屋窪１０６番１ 20,200 18,900 -6.4

紀の川（県）－8 粉河字上打田１３７９番１６ 34,300 32,600 -5.0

紀の川（県）－9 上田井字佛５０１番５５ 28,200 26,700 -5.3

紀の川（県）－10 名手西野字杉ノ森２７１番２ 25,300 23,600 -6.7

紀の川（県）－11 貴志川町井ノ口字中ノ場２６１番２ 23,600 22,300 -5.5

紀の川（県）－12 北涌字木ノ下４４１番９ 12,500 11,700 -6.4

紀の川（県）－13 桃山町調月字北上ノ台８３２番３ 29,100 27,000 -7.2

紀の川（県）－14 桃山町段新田字安多良３１２番 20,200 19,500 -3.5

紀の川（県）－15 桃山町善田字垣内１１６３番１内 10,500 9,900 -5.7

紀の川（県）－16 貴志川町丸栖字井ノ奥１５６７番１３ 29,400 27,800 -5.4

岩出（県）－1 山崎字東口５２番６４ 29,000 28,400 -2.1

岩出（県）－2 金屋字岸ノ上１７９番１ 28,000 27,400 -2.1

岩出（県）－3 野上野字沼ノ上２２１番１９ 39,400 39,400 0.0 価格横ばい

岩出（県）－4 中黒字髙圦４４６番４８ 43,700 43,700 0.0 価格横ばい

岩出（県）－5 清水字北端２８５番１０ 49,100 48,600 -1.0

岩出（県）－6 中迫字外野４３番２６ 41,200 40,500 -1.7

紀美野（県）－1 小西字大西３９５番１ 6,600 6,500 -1.5

紀美野（県）－2 長谷字縄手１６番５ 14,500 14,000 -3.4

紀美野（県）－3 下佐々字上中通４６３番３ 28,000 26,000 -7.1

紀美野（県）－4 福田字垣内２００番内 16,800 15,800 -6.0

紀美野（県）－5 井堰字中や垣内５４７番１ 9,250 8,770 -5.2

かつらぎ（県）－1 大字妙寺字上ノ島１６０番３１ 44,800 42,000 -6.3

かつらぎ（県）－2 大字丁ノ町字北鳥居田７６８番１７ 39,000 37,800 -3.1

かつらぎ（県）－3 大字笠田中字稲子１３９番１ 31,400 30,300 -3.5

かつらぎ（県）－4 大字花園梁瀬字荒神小路６０４番 4,600 4,500 -2.2

九度山（県）－1 大字九度山字東山６６３番２外 28,000 26,800 -4.3

九度山（県）－2 大字入郷字中ノ段５８７番１ 30,200 28,700 -5.0

九度山（県）－3 大字下古沢字柳３０９番３ 21,900 21,300 -2.7

高野（県）－1 大字高野山字西院谷２３４番１内 43,100 41,800 -3.0

高野（県）－2 大字高野山字千手院谷４４番８内 39,500 38,400 -2.8

高野（県）－3 大字高野山字蓮花谷５０７番５ 40,500 39,200 -3.2

湯浅（県）－1 大字栖原字宮池尻９９６番 30,500 29,100 -4.6

湯浅（県）－2 大字青木字西長谷５４９番７ 51,000 47,500 -6.9

湯浅（県）－3 大字湯浅字新屋敷２８８２番 51,200 45,500 -11.1

湯浅（県）－4 大字湯浅字宮ノ西１７６６番３ 52,000 48,200 -7.3

広川（県）－1 大字広字南ノ町１１４１番 34,800 33,000 -5.2

広川（県）－2 大字山本字赤井段４４１番 25,600 24,800 -3.1

広川（県）－3 大字下津木字権蔵原７４３番３ 17,900 17,600 -1.7



資料６　平成２４年和歌山県地価調査基準地価格一覧

住宅地(5-4)住宅地(5-4)住宅地(5-4)住宅地(5-4)

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

有田川（県）－1 大字天満字窪田町８８番２外 56,000 54,000 -3.6

有田川（県）－2 大字水尻字垣内１１４５番６ 61,600 59,100 -4.1

有田川（県）－3 大字粟生字戎山３９９番 18,400 16,600 -9.8

有田川（県）－4 大字市場字里１５８番 45,000 42,200 -6.2

有田川（県）－5 大字歓喜寺字中越２３９番 21,700 21,100 -2.8

有田川（県）－6 大字小川字吉田１７７９番外 33,800 31,400 -7.1

有田川（県）－7 大字久野原字西番１１０９番２外 8,440 8,320 -1.4

有田川（県）－8 大字二川字東前３７３番３ 21,500 20,100 -6.5

美浜（県）－1 大字和田字宮垣内１５８９番３ 25,800 24,000 -7.0

美浜（県）－2 大字吉原字大西５４７番１４ 37,700 35,500 -5.8

美浜（県）－3 大字三尾字中ノ浜８８４番 21,600 20,100 -6.9

日高（県）－1 大字比井字濱田９８１番 17,100 15,800 -7.6

日高（県）－2 大字荊木字萩之前６３５番２外 24,200 23,100 -4.5

日高（県）－3 大字高家字藤ノ木６２０番４ 34,000 32,500 -4.4

由良（県）－1 大字網代字西２０１番１３ 31,400 29,200 -7.0

由良（県）－2 大字吹井字柳原２５２番４８ 28,300 26,500 -6.4

由良（県）－3 大字衣奈字前田坪７６７番２ 25,500 23,800 -6.7

印南（県）－1 大字島田字嶋田北側９８４番 26,100 25,000 -4.2

印南（県）－2 大字山口字不老ノ谷１３１８番外 20,500 19,600 -4.4

印南（県）－3 大字崎ノ原字横畑２６４番 7,130 6,800 -4.6

みなべ（県）－1 東岩代字丸山２０４５番 15,000 14,500 -3.3

みなべ（県）－2 堺字道筋４８３番５ 32,000 30,500 -4.7

みなべ（県）－3 埴田字拜殿１５６番 44,000 41,700 -5.2

みなべ（県）－4 西本庄字久宗１２７１番２外 38,300 36,300 -5.2

日高川（県）－1 大字小熊字法徳寺２３５７番９外 29,800 28,500 -4.4

日高川（県）－2 大字江川字炭屋垣内１６５２番１外 9,300 9,000 -3.2

日高川（県）－3 大字松瀬字柿木４８４番１ 8,900 8,600 -3.4

日高川（県）－4 大字坂野川字岩垣内３４４番１外 8,300 8,000 -3.6

日高川（県）－5 大字川原河字堂ノ上ミ１９１番 11,100 10,700 -3.6

日高川（県）－6 大字船津字田中３２９番２ 13,400 12,800 -4.5

日高川（県）－7 大字初湯川字平２１３番９０ 6,200 6,000 -3.2

白浜（県）－1 中字中村１４０番 21,800 19,700 -9.6

白浜（県）－2 字小谷奥３１４３番５１ 44,000 39,800 -9.5

白浜（県）－3 字瓜切２９２７番５８７外 25,300 23,500 -7.1

白浜（県）－4 堅田字ケ峯２３９９番６９ 30,800 29,700 -3.6

白浜（県）－5 安宅字城ノ内１１１番２内 11,500 11,300 -1.7

白浜（県）－6 日置字上廣小路８６０番 18,000 16,500 -8.3

上富田（県）－1 岩田字大坊１７３７番４ 29,800 28,900 -3.0

上富田（県）－2 朝来字馬ノ谷２３２３番２２ 32,500 31,500 -3.1

上富田（県）－3 生馬字両新田６４９番１ 36,000 34,000 -5.6

すさみ（県）－1 周参見字田中３９１５番 31,600 30,100 -4.7

すさみ（県）－2 周参見字大関２５１０番１ 23,700 22,700 -4.2

すさみ（県）－3 江住字平１０１７番８ 15,600 15,000 -3.8

那智勝浦（県）－1 大字下里字間所８８８番３外 26,400 24,200 -8.3



資料６　平成２４年和歌山県地価調査基準地価格一覧

住宅地(5-5)住宅地(5-5)住宅地(5-5)住宅地(5-5)

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

那智勝浦（県）－2 大字川関字在ノ内３８６番 25,200 22,000 -12.7

那智勝浦（県）－3 大字朝日１丁目１４８番 44,800 41,000 -8.5

那智勝浦（県）－4 大字湯川字門口２５６番６０ 28,500 27,000 -5.3

太地（県）－1 大字森浦字オソ作２５８番４ 25,400 23,500 -7.5

太地（県）－2 大字太地字暖海４１７０番 27,500 25,000 -9.1

太地（県）－3 大字太地字高塚６８４番１ 24,000 23,000 -4.2

古座川（県）－1 佐田字浦地平４５７番３ 4,000 3,840 -4.0

古座川（県）－2 鶴川字柳谷１１３番１外 9,590 9,010 -6.0

古座川（県）－3 高池字江崎１８２番 29,000 26,400 -9.0

北山（県）－1 大字七色字瀬ノ上ヱ９７番 5,400 5,200 -3.7

北山（県）－2 大字下尾井字片ブケ５３番２ 7,600 7,400 -2.6

北山（県）－3 大字大沼字中里１９６番 12,500 12,200 -2.4

串本（県）－1 田並字円光寺前１０６０番３ 20,200 18,200 -9.9

串本（県）－2 潮岬字上地１７０３番１外 24,000 23,600 -1.7

串本（県）－3 串本２２００番 40,600 36,400 -10.3

串本（県）－4 古座字狼煙山５１５番３ 29,000 26,100 -10.0

串本（県）－5 姫字ゴウラ６２６番５外 26,500 23,900 -9.8

串本（県）－6 田原字上地４７２番 19,200 17,400 -9.4

宅地見込地宅地見込地宅地見込地宅地見込地

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

和歌山（県）3－1 楠見中字本傳木２６３番１ 16,200 15,600 -3.7

和歌山（県）3－2 井辺字儀法堂３２番 20,400 19,700 -3.4

橋本（県）3－1 隅田町芋生字鳥井戸２７番３ 13,800 13,100 -5.1

岩出（県）3－1 西国分字西野々５５１番 13,700 13,500 -1.5



資料６　平成２４年和歌山県地価調査基準地価格一覧

商業地商業地商業地商業地 (基準地番号の末尾に＊がある地点は地価公示との共通地点)

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

和歌山（県）5－1＊ 友田町５丁目５０番 477,000 455,000 -4.6 最高価格地

和歌山（県）5－2 元寺町４丁目５番 161,000 157,000 -2.5

和歌山（県）5－3＊ 本町１丁目３３番 135,000 126,000 -6.7

和歌山（県）5－4 十一番丁４３番 131,000 125,000 -4.6

和歌山（県）5－5 舟大工町６番外 150,000 144,000 -4.0

和歌山（県）5－6 広瀬通丁２丁目１番 129,000 126,000 -2.3

和歌山（県）5－7 吉田字秡戸７２３番 113,000 111,000 -1.8

和歌山（県）5－8 太田２丁目１３番８「太田２－１３－１２」 193,000 187,000 -3.1

和歌山（県）5－9 東長町５丁目３７番 139,000 136,000 -2.2

和歌山（県）5－10 本町３丁目２９番１外 156,000 152,000 -2.6

和歌山（県）5－11 北野字古屋４０９番２外 67,000 62,600 -6.6

和歌山（県）5－12 次郎丸字塩ノ口８４番４ 82,200 80,000 -2.7

和歌山（県）5－13 島橋東ノ丁２６７番８外「島橋東ノ丁１－４７」 93,000 90,500 -2.7

和歌山（県）5－14 美園町５丁目３番６ 202,000 196,000 -3.0

和歌山（県）5－15＊ 中之島字西垣内６７３番９外 114,000 111,000 -2.6

和歌山（県）5－16 新内字友田５番 148,000 145,000 -2.0

和歌山（県）5－17 小雑賀３丁目１４０番１６「小雑賀３－５－３１」 125,000 123,000 -1.6

海南（県）5－1 船尾字居村濱１５４番１０ 72,000 70,000 -2.8

海南（県）5－2 船尾字東濱１８６番５６ 81,000 73,700 -9.0

橋本（県）5－1 東家６丁目３３８番５「東家６－１－１」 108,000 102,000 -5.6

橋本（県）5－2 隅田町中島字宮ノ前１１９番６外 55,500 52,200 -5.9

橋本（県）5－3 高野口町名倉字東大木芝１７９番１ 53,600 50,400 -6.0

有田（県）5－1 箕島字川田２０番５ 68,800 64,000 -7.0

御坊（県）5－1 薗字野田９７番１外 67,000 62,500 -6.7

田辺（県）5－1 北新町１６番 63,200 60,500 -4.3

田辺（県）5－2 上の山２丁目１１４９番１１「上の山２－１５－１９」 55,500 51,700 -6.8

田辺（県）5－3 宝来町８１４番２「宝来町１４－２４」 78,500 75,400 -3.9

田辺（県）5－4 本宮町本宮字坂町１５７１番１３ 22,700 21,000 -7.5

新宮（県）5－1 神倉２丁目１４１３番１「神倉２－７－２６」 88,000 78,000 -11.4

新宮（県）5－2 新宮字上熊野７６４７番１ 86,500 77,300 -10.6

新宮（県）5－3 熊野川町能城山本字畑谷１１１番１ - 13,000 - 選定替

紀の川（県）5－1 西大井字波分９４番１ 48,500 46,500 -4.1

紀の川（県）5－2 粉河字西前田４１８番２外 50,000 48,000 -4.0

紀の川（県）5－3 名手市場字丹過６４番１ - 38,000 - 選定替

紀の川（県）5－4 桃山町元字中田３６１番１ 36,500 33,600 -7.9

岩出（県）5－1 清水字千代３６４番４ 69,700 68,000 -2.4

岩出（県）5－2 西野字保田１３１番１ 77,800 76,200 -2.1

紀美野（県）5－1 小畑字庄田坪２７８番１ 41,000 38,500 -6.1

かつらぎ（県）5－1 大字新田字上嶋北１０６番６ 43,100 41,800 -3.0

高野（県）5－1 大字高野山字小田原谷４１５番外 108,000 102,000 -5.6

湯浅（県）5－1 大字湯浅字筒井２３２８番３ 64,800 59,600 -8.0

広川（県）5－1 大字広字濱添３１８番１１外 42,300 39,700 -6.1

有田川（県）5－1 大字徳田字北垣内２４１番９ 53,900 48,500 -10.0

日高（県）5－1 大字萩原字西前田８７３番３内 49,300 46,500 -5.7

由良（県）5－1 大字里字宮ノ前２７６番１ 45,900 42,100 -8.3

印南（県）5－1 大字印南字本郷３１４８番２ 43,900 40,800 -7.1

みなべ（県）5－1 北道字新町通り２５８番１ 52,000 49,500 -4.8

日高川（県）5－1 大字小熊字大板２４０７番１０外 - 34,500 -

白浜（県）5－1 字上堀８９０番８８外 91,000 86,000 -5.5

白浜（県）5－2 日置字谷ケ地７９番２ 36,600 33,500 -8.5

上富田（県）5－1 朝来字大沼２４５９番１３ 42,200 39,200 -7.1

那智勝浦（県）5－1 大字北浜１丁目１６番 52,600 47,000 -10.6

古座川（県）5－1 高池字江崎３４番５外 33,200 30,000 -9.6

串本（県）5－1 串本字中地生１７３５番９１外 56,300 51,200 -9.1



資料６　平成２４年和歌山県地価調査基準地価格一覧

準工業地準工業地準工業地準工業地

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

和歌山（県）7－1 小雑賀字堂東２７８番１４外 51,600 49,800 -3.5

和歌山（県）7－2 三葛字北向浜３４４番４外 115,000 114,000 -0.9

海南（県）7－1 岡田字クツリ２２３番２６ 40,500 38,300 -5.4

橋本（県）7－1 神野々字西石畑１１８２番外 28,200 27,300 -3.2

有田（県）7－1 新堂字天神２０８番１ 62,500 56,300 -9.9

御坊（県）7－1 名屋字川端１７６番４ 29,000 26,500 -8.6

田辺（県）7－1 上の山１丁目１０３９番１１「上の山１－１２－６」 41,000 38,500 -6.1

新宮（県）7－1 新宮字鴻田３５６０番１０外 57,800 54,000 -6.6

工業地工業地工業地工業地

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

和歌山（県）9－1 宇須４丁目１７８番５「宇須４－４－９」 36,900 34,600 -6.2

海南（県）9－1 日方字新濵１２９４番２１ 32,500 29,800 -8.3

紀の川（県）9－1 北勢田字烏子川１０７９番１０外 18,200 17,400 -4.4

調整区域内宅地調整区域内宅地調整区域内宅地調整区域内宅地

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/㎡)

平成24年価格
(円/㎡)

対前年変
動率(%)

備考

和歌山（県）10－1 中筋日延字小柴２６１番 23,000 22,000 -4.3

和歌山（県）10－2 田屋字堂４７３番 29,300 28,700 -2.0

和歌山（県）10－3 朝日字荒毛１番２ 33,500 31,200 -6.9

和歌山（県）10－4 川辺字神ノ木１９３番１外 - 48,300 - 選定替

林地林地林地林地

基準地番号 基準地の所在及び地番
平成23年価格
(円/10アール)

平成24年価格
(円/10アール)

対前年変
動率(%)

備考

和歌山（林）－1 和歌山市西庄字駒井谷１１６３番 1,410,000 1,300,000 -7.8

和歌山（林）－2 田辺市龍神村甲斐ノ川字玉谷１２９８番 12,700 11,500 -9.4

和歌山（林）－3 有田川町大字糸川字岩原８７７番外 73,000 64,200 -12.1

和歌山（林）－4 古座川町小川字長７５４番１ 11,700 10,500 -10.3


