
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年地価公示 公示価格一覧 

（滋賀県分） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※標準地の用途ごとに標準地番号を付しています。 

住宅地 ○○-1、-2、… ／ 商業地 ○○5-1、5-2、… ／ 工業地 ○○9-1、9-2、… 

※当年価格と前年価格は単位 円、変動率は単位 ％ となっています。 



標準地番号 市町名 所在および地番 住居表示 当年価格         前年価格 変動率
大津-1 大津市 堅田１丁目字上濱入１１０５番５ 堅田１－１２－４８ 61,800 62,100 -0.5
大津-2 大津市 真野２丁目字甲田１００番９ 真野２－２－４７ 91,700 91,500 0.2
大津-3 大津市 雄琴３丁目字鳩８０６番１ 雄琴３－１６－４１ 43,900 44,300 -0.9
大津-4 大津市 坂本７丁目字九条２５２７番２８ 坂本７－８－２６ 79,600 79,700 -0.1
大津-5 大津市 北小松字村屋敷４１４番 19,200 19,400 -1
大津-6 大津市 下阪本１丁目字寺田７５６番３０ 下阪本１－９－８ 84,600
大津-7 大津市 神宮町字上河原７７４番２８外 神宮町５－５ 93,500 93,300 0.2
大津-8 大津市 勧学２丁目字上水ノ渕１８５番２５ 勧学２－１４－３ 95,400 94,900 0.5
大津-9 大津市 尾花川３７番 尾花川１３－４８ 67,600 67,600 0
大津-10 大津市 一里山５丁目字小松原７６５番１０９ 一里山５－２６－１６ 105,000 102,000 2.9
大津-11 大津市 横木１丁目字北上ケ田７０４番１８ 横木１－９－２４ 91,500 91,700 -0.2
大津-12 大津市 本堅田１丁目字 し爪５２７番 本堅田１－２３－２７ 50,600 50,700 -0.2
大津-13 大津市 竜が丘字大岩４６８番２３ 竜が丘２２－１６ 113,000 111,000 1.8
大津-14 大津市 梅林１丁目字月見坂９１０番１９ 梅林１－１３－１８ 143,000 140,000 2.1
大津-15 大津市 小関町字西大路１５０番 小関町４－２４ 96,700 96,400 0.3
大津-16 大津市 朝日が丘１丁目字梅林８３８番２８ 朝日が丘１－１４－１ 132,000 129,000 2.3
大津-17 大津市 秋葉台字山ノ防８３５番３９ 秋葉台２６－１１ 87,700 87,700 0
大津-18 大津市 本宮２丁目字石ケ谷１９１番３ 本宮２－１５－１３ 86,700 86,600 0.1
大津-19 大津市 水明２丁目１７番１１ 57,900 58,100 -0.3
大津-20 大津市 大平１丁目字大平山９７２番 大平１－２７－２０ 66,000 67,800 -2.7
大津-21 大津市 南郷２丁目字田中１３３番６ 南郷２－１９－３ 78,400 78,900 -0.6
大津-22 大津市 千町１丁目字岩崎４６番９ 千町１－１７－６ 68,800 69,200 -0.6
大津-23 大津市 瀬田２丁目字市ノ辺８１１番２９ 瀬田２－６－２１ 80,000 79,300 0.9
大津-24 大津市 瀬田３丁目字山添４１７番２４ 瀬田３－３１－１４ 89,600 88,300 1.5
大津-25 大津市 一里山２丁目字往還浦１３３４番 一里山２－１８－１７ 95,700 94,800 0.9
大津-26 大津市 黒津２丁目字横園２２８番２５ 黒津２－５－１６ 60,100 60,300 -0.3
大津-27 大津市 大萱５丁目字田葭２７７２番４７ 大萱５－３３－１３ 110,000 108,000 1.9
大津-28 大津市 里６丁目字池ケ谷８０８番８０ 里６－１６－１３ 56,300 56,600 -0.5
大津-29 大津市 国分１丁目字畑ケ山１３９番２９ 国分１－１３－４０ 81,900 81,900 0
大津-30 大津市 瀬田１丁目字蛸田９４８番５６ 瀬田１－７－５ 91,000 89,500 1.7
大津-31 大津市 青山４丁目１２番６ 青山４－１２－６ 89,600 88,800 0.9
大津-32 大津市 中庄２丁目字中庄３６２番６ 中庄２－１１－２２ 92,300 90,100 2.4
大津-33 大津市 野郷原１丁目字野郷原１４１番１８ 野郷原１－１８－２９ 71,700 71,700 0
大津-34 大津市 真野２丁目字下川原１４９番３７ 真野２－２６－１２ 76,000 76,100 -0.1
大津-35 大津市 木戸字北出畑２７０番 22,000 22,100 -0.5
大津-36 大津市 下阪本１丁目字南川原１０４３番１外 下阪本１－２３－１３ 52,200 52,900 -1.3
大津-37 大津市 稲葉台字十二盃３５７番１７８ 稲葉台７－８ 79,200 79,500 -0.4
大津-38 大津市 蛍谷７０２番５ 蛍谷６－３０ 75,600 75,600 0
大津-39 大津市 仰木の里６丁目１２番１１ 仰木の里６－１２－１１ 71,100 71,100 0
大津-40 大津市 比叡平１丁目字広小場１０７０番３８ 比叡平１－１９－９ 29,500 30,000 -1.7
大津-41 大津市 石場字後田２８番９ 石場２－８ 128,000 125,000 2.4
大津-42 大津市 千石台９番２ 千石台９－２ 83,100 83,200 -0.1
大津-43 大津市 瀬田５丁目字篠部１２１番９外 瀬田５－２０－１０ 80,800 80,800 0
大津-44 大津市 神領３丁目字光来６７６番５ 神領３－１１－２３ 84,400 83,500 1.1
大津-45 大津市 京町２丁目４０７番 京町２－４－６ 122,000 118,000 3.4
大津-46 大津市 南郷４丁目字上山５０８番５４ 南郷４－２７－６ 43,000 43,300 -0.7
大津-47 大津市 和邇高城字竹ケ花３４番３外 37,700 38,000 -0.8
大津-48 大津市 本宮２丁目字本宮２２７番１３８外 本宮２－３６－１ 101,000 100,000 1
大津-49 大津市 国分２丁目字新田３６３番２１ 37,200 37,600 -1.1
大津-50 大津市 伊香立下在地町字上出９１７番 23,000 23,200 -0.9
大津-51 大津市 千野１丁目字内畑１１５３番１外 千野１－１３－６ 23,400 23,600 -0.8
大津-52 大津市 真野大野１丁目字長路山６１０番２５ 真野大野１－１８－１０ 30,700 31,300 -1.9
大津-53 大津市 千町３丁目字坂口５７７番１ 29,600 30,000 -1.3
大津-54 大津市 関津１丁目字桜本９４０番３外 関津１－３－８ 28,000 28,300 -1.1
大津-55 大津市 平野１丁目字里ノ内２６５番１ 平野１－１７－１５ 28,200 28,500 -1.1
大津-56 大津市 大谷町３７番１０外 大谷町２３－８ 46,300 46,800 -1.1
大津-57 大津市 和邇高城字願成寺２４８番２５ 32,600 32,800 -0.6
大津5-1 大津市 今堅田２丁目１５番５ 今堅田２－１５－１４ 92,500 90,500 2.2
大津5-2 大津市 中央３丁目３１０番１外 中央３－２－２ 180,000 175,000 2.9
大津5-3 大津市 松山町字一丁田１１２１番１外 松山町１２－９ 98,800 96,300 2.6
大津5-4 大津市 唐崎３丁目４５８番９ 唐崎３－１－２６ 101,000 101,000 0
大津5-5 大津市 真野５丁目字須原１７７９番５ 真野５－３５－７ 66,200
大津5-6 大津市 梅林１丁目１６７番外 梅林１－３－２４ 316,000 306,000 3.3
大津5-7 大津市 大萱１丁目３５０５番２ 大萱１－１７－５ 201,000 196,000 2.6
大津5-8 大津市 湖城が丘字石神６４９番 湖城が丘２－９ 95,100 94,700 0.4
大津5-9 大津市 京町４丁目字松ケ枝１０７８番１７ 京町４－５－２３ 168,000 162,000 3.7
大津5-10 大津市 皇子が丘２丁目字中ノ田２３９番１ 皇子が丘２－９－１９ 163,000 161,000 1.2
大津5-11 大津市 におの浜２丁目１番３６ におの浜２－２－６ 219,000 210,000 4.3
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標準地番号 市町名 所在および地番 住居表示 当年価格         前年価格 変動率
大津5-12 大津市 和邇中浜字下梶原４４４番１外 60,000 60,000 0
大津5-13 大津市 衣川１丁目字斧研１３７８番１７ 衣川１－２－１５ 60,500 60,500 0
大津5-14 大津市 粟津町１１１４番２０ 粟津町９－２３ 179,000 174,000 2.9
大津5-15 大津市 一里山１丁目字西野２５５２番４外 一里山１－２－６ 131,000 128,000 2.3
大津5-16 大津市 瀬田１丁目字北浦１１５１番 瀬田１－１７－１６ 94,200 94,800 -0.6
大津5-17 大津市 松原町１２９番８外 松原町１０－１ 122,000 120,000 1.7
大津5-18 大津市 馬場２丁目字西柳川２５２番８ 馬場２－８－７ 252,000 245,000 2.9
大津5-19 大津市 大萱７丁目字菖蒲７９７番２外 大萱７－１２－１３ 98,000 97,000 1
大津9-1 大津市 晴嵐２丁目字堂ノ前２４１番６外 晴嵐２－５－１６ 44,300 43,800 1.1
彦根-1 彦根市 肥田町字定永９５６番１０ 52,400 52,800 -0.8
彦根-2 彦根市 清崎町字大方５００番１４ 56,400 56,900 -0.9
彦根-3 彦根市 本町３丁目１３４番 本町３－２－４１ 56,300 56,500 -0.4
彦根-4 彦根市 野田山町字北浦１０６４番５５ 40,400 41,400 -2.4
彦根-5 彦根市 松原２丁目字大黒４１番 松原２－５－５ 49,900 51,200 -2.5
彦根-6 彦根市 小泉町字南巴２８５番６ 68,400 68,400 0
彦根-7 彦根市 高宮町字門口２４０６番 38,900 39,400 -1.3
彦根-8 彦根市 東沼波町字川原口２０７番４ 43,500 44,100 -1.4
彦根-9 彦根市 南川瀬町字林ノ下１３９２番２０ 55,000 55,200 -0.4
彦根-10 彦根市 鳥居本町字森次１８７２番３６外 40,000 40,700 -1.7
彦根-11 彦根市 小泉町字中畑４８２番外 45,000 45,200 -0.4
彦根-12 彦根市 鳥居本町字立町１６６８番 28,400 28,900 -1.7
彦根-13 彦根市 平田町字月沢７３４番１５ 56,400 57,000 -1.1
彦根-14 彦根市 川瀬馬場町字北４８６番８ 31,400 31,700 -0.9
彦根-15 彦根市 大薮町字大柳２０９２番 59,600 61,200 -2.6
彦根-16 彦根市 西今町字松田１０４１番１４ 58,500 58,800 -0.5
彦根-17 彦根市 甲崎町字城屋敷１０２番外 17,200 17,600 -2.3
彦根-18 彦根市 宮田町字馬場２０１番 15,600 15,700 -0.6
彦根-19 彦根市 開出今町字蔵ノ町２１０２番 34,600 35,000 -1.1
彦根5-1 彦根市 旭町５９８番 旭町８－２４ 75,100 75,300 -0.3
彦根5-2 彦根市 小泉町字巴３００番３２ 71,300 71,500 -0.3
彦根5-3 彦根市 大東町字南古町４１２番 大東町２－２９ 127,000 127,000 0
彦根5-4 彦根市 後三条町字戸出６２６番２ 65,800 66,300 -0.8
彦根5-5 彦根市 佐和町２０番 佐和町９－２７ 79,500 79,700 -0.3
彦根5-6 彦根市 立花町字油屋町２２２番 立花町６－４７ 84,900 87,100 -2.5
彦根5-7 彦根市 稲部町字六ノ坪９０番５ 63,600 65,300 -2.6
彦根5-8 彦根市 西沼波町字五斗代１８２番６外 67,200 68,300 -1.6
彦根5-9 彦根市 高宮町字澤１７３６番１外 51,400 51,900 -1
彦根9-1 彦根市 楡町字下外輪２４６番２外 19,900 19,900 0
彦根9-2 彦根市 高宮町字塚本焼屋２２番３ 26,300 26,400 -0.4
長浜-1 長浜市 神照町字上神子４８７番１３ 56,900 57,500 -1
長浜-2 長浜市 木之本町木之本字十禅神１２４３番外 23,400 23,800 -1.7
長浜-3 長浜市 下坂浜町字西畑１０２番 44,100 44,500 -0.9
長浜-4 長浜市 宮司町字東谷寺９６５番３１ 60,300 60,600 -0.5
長浜-5 長浜市 朝日町字五反田１２０６番 朝日町１９－２８ 71,200 71,300 -0.1
長浜-6 長浜市 相撲町字堂前８７７番１５ 48,700 49,100 -0.8
長浜-7 長浜市 祇園町字十ノ坪１４０番８ 53,300 53,900 -1.1
長浜-8 長浜市 八島町字野上９９番１９ 31,200 31,300 -0.3
長浜-9 長浜市 酢字正法１９６番２外 14,300 14,500 -1.4
長浜-10 長浜市 三川町字東川８０９番外 17,400 17,800 -2.2
長浜-11 長浜市 木之本町黒田字田町９８２番 14,000 14,200 -1.4
長浜-12 長浜市 湖北町河毛字東堀１２６５番 15,800 15,900 -0.6
長浜-13 長浜市 高月町高月字前田１６５３番２ 28,800 29,100 -1
長浜-14 長浜市 高月町馬上字西良１５７２番 12,600 12,700 -0.8
長浜-15 長浜市 小沢町字村ノ西４７２番外 16,500 16,800 -1.8
長浜-16 長浜市 七条町字郷堀９６７番１ 23,600 24,100 -2.1
長浜-17 長浜市 下八木町字村中５７４番１ 10,900 11,000 -0.9
長浜-18 長浜市 曽根町字御館１４９０番１５ 27,000 27,200 -0.7
長浜5-1 長浜市 南呉服町字中鞴３０６番３外 南呉服町９－３１ 123,000 123,000 0
長浜5-2 長浜市 大宮町１４２番 大宮町５－２２ 81,700 82,000 -0.4
長浜5-3 長浜市 高田町字西毛１２４番２ 高田町１４－３１ 92,600 93,400 -0.9
長浜5-4 長浜市 木之本町木之本字横田１５５９番 37,100 37,700 -1.6
長浜5-5 長浜市 内保町字堂ノ東２４３３番１外 33,000 33,200 -0.6
長浜5-6 長浜市 大寺町字細田１０４５番２外 27,300 27,700 -1.4
長浜5-7 長浜市 八幡中山町字西蓮庵１１７６番２外 63,100 63,700 -0.9
長浜5-8 長浜市 高月町高月字馬所目１１７２番１ 34,700 35,100 -1.1
近江八幡-1 近江八幡市 中村町１８番１６ 85,400 85,400 0
近江八幡-2 近江八幡市 緑町３丁目７３９番８６ 56,500 56,700 -0.4
近江八幡-3 近江八幡市 中小森町字十ノ坪６５２番１７外 67,000 67,100 -0.1
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標準地番号 市町名 所在および地番 住居表示 当年価格         前年価格 変動率
近江八幡-4 近江八幡市 江頭町字岩井木５６９番４ 33,300 33,600 -0.9
近江八幡-5 近江八幡市 博労町元１０番 44,200 44,500 -0.7
近江八幡-6 近江八幡市 北之庄町字川西１１８０番１２ 48,100 48,600 -1
近江八幡-7 近江八幡市 出町４１３番１２ 90,500 90,500 0
近江八幡-8 近江八幡市 安土町下豊浦字十七５０９６番７０ 54,500 54,600 -0.2
近江八幡-9 近江八幡市 安土町下豊浦字十七４９９１番 29,100 29,500 -1.4
近江八幡-10 近江八幡市 船木町字蓮池１４４４番２１ 42,100 42,500 -0.9
近江八幡-11 近江八幡市 安土町中屋字屋敷ノ内１１３番 17,600 17,700 -0.6
近江八幡5-1 近江八幡市 鷹飼町１４９６番外 143,000 143,000 0
近江八幡5-2 近江八幡市 鷹飼町４５４番４ 115,000 115,000 0
近江八幡9-1 近江八幡市 上田町字向沢２７番４外 19,600 19,600 0
草津-1 草津市 野村１丁目字上羽高１０番１３ 野村１－１０－１４ 161,000 157,000 2.5
草津-2 草津市 木川町字上林１２４１番２１ 60,300 60,600 -0.5
草津-3 草津市 西草津２丁目字南ソブ田１６３０番５１ 西草津２－３－３１－５ 96,400 95,500 0.9
草津-4 草津市 若竹町字渕ヶ上２６４番４０ 116,000 114,000 1.8
草津-5 草津市 野路町字下北池２４２９番７ 116,000 114,000 1.8
草津-6 草津市 追分３丁目字田白１２１番５ 追分３－７－２４ 80,700 79,700 1.3
草津-7 草津市 南草津１丁目３番３外 250,000 241,000 3.7
草津-8 草津市 若草３丁目５番５ 87,000 86,500 0.6
草津-9 草津市 平井１丁目字十町田１８番５ 平井１－１８－６ 126,000 123,000 2.4
草津-10 草津市 草津４丁目字宮町８６１番 草津４－５－１９ 85,200 84,500 0.8
草津-11 草津市 東草津２丁目字上野田６２３番１０ 東草津２－２－４８－８ 97,100 95,800 1.4
草津-12 草津市 矢橋町字馬池下２３番３７ 97,100 95,600 1.6
草津-13 草津市 北山田町字西ノ内２０番 30,700 30,800 -0.3
草津5-1 草津市 大路１丁目字西浦７２１番４ 221,000 215,000 2.8
草津5-2 草津市 草津３丁目字四町目１０２８番 草津３－１０－４４ 90,300 89,400 1
草津5-3 草津市 野村４丁目字八ノ坪５６２番１ 野村４－１－１９ 138,000 135,000 2.2
草津5-4 草津市 野路１丁目字池之尻１６番５外 野路１－１４－３８ 281,000 270,000 4.1
草津5-5 草津市 西渋川１丁目字丸ノ内７６３番５ 西渋川１－１－３ 262,000 253,000 3.6
草津5-6 草津市 上笠４丁目字松木６１４番２ 上笠４－１２－１３ 105,000 104,000 1
草津5-7 草津市 野路町字片原６８８番２外 123,000 120,000 2.5
草津5-8 草津市 東矢倉２丁目字金池２３３番５ 東矢倉２－１－２３ 102,000 99,800 2.2
草津9-1 草津市 笠山５丁目字新池１０６番２３外 笠山５－１－５９ 39,400 39,000 1
守山-1 守山市 水保町字北川１１４４番４ 52,700 52,700 0
守山-2 守山市 下之郷１丁目字八代７６番２ 下之郷１－５－１５ 81,600 81,400 0.2
守山-3 守山市 立入町字打合５７番３６ 86,600 85,300 1.5
守山-4 守山市 今宿２丁目字西浦２６８番３９ 今宿２－１２－６－１０ 106,000 103,000 2.9
守山-5 守山市 小島町字江西９３５番３３ 88,100 87,300 0.9
守山-6 守山市 守山４丁目字南高田１２７４番１ 守山４－１－２３ 101,000 99,000 2
守山-7 守山市 金森町字山柿６５０番２７ 89,400 88,100 1.5
守山-8 守山市 播磨田町字願立１０７８番１５ 86,000 85,000 1.2
守山-9 守山市 矢島町字屋敷田３１８３番 30,200 30,400 -0.7
守山5-1 守山市 播磨田町字大塚３９４番４ 94,200 92,600 1.7
守山5-2 守山市 焰魔堂町字友２３３番１外 91,900 91,100 0.9
守山5-3 守山市 浮気町字中ノ町３００番１９ 111,000 108,000 2.8
守山5-4 守山市 勝部１丁目字三反長２３２番５ 勝部１－１－２１ 158,000 153,000 3.3
守山5-5 守山市 守山２丁目字南河水２７番２ 守山２－１６－３８ 100,000 97,900 2.1
守山9-1 守山市 古高町字松塚８０８番２４外 31,800 31,500 1
栗東-1 栗東市 小柿１０丁目７８７番１９ 小柿１０－４－２５ 85,500 83,800 2
栗東-2 栗東市 高野字一橋４６８番２５ 65,400 65,100 0.5
栗東-3 栗東市 安養寺２丁目３６０番６ 安養寺２－１１－１９ 78,600 77,800 1
栗東-4 栗東市 御園字大平田９９１番１ 54,200 53,400 1.5
栗東-5 栗東市 綣６丁目３４２番３０ 綣６－２－５ 125,000 122,000 2.5
栗東-6 栗東市 下鈎字小松寺１１９５番６５ 94,300 93,400 1
栗東-7 栗東市 霊仙寺２丁目６６４番 霊仙寺２－８－１７ 95,900 94,600 1.4
栗東-8 栗東市 大橋４丁目２７７番５ 大橋４－５－２１ 72,200 71,900 0.4
栗東-9 栗東市 坊袋字杉ノ木１７６番１０ 74,400 74,100 0.4
栗東-10 栗東市 御園字奥谷１６５３番外 20,700 20,800 -0.5
栗東5-1 栗東市 安養寺６丁目字柿田５８１番６外 安養寺６－９－６０ 83,100 83,500 -0.5
栗東5-2 栗東市 上鈎字口井関３３３番外 70,600 70,600 0
栗東5-3 栗東市 霊仙寺２丁目７６６番 霊仙寺２－１－３２ 102,000 101,000 1
栗東9-1 栗東市 下鈎字富寿９５９番１５ 31,800 31,500 1
甲賀-1 甲賀市 水口町東名坂１５８番３ 53,500 53,700 -0.4
甲賀-2 甲賀市 水口町名坂字飯道寺田１０１４番３４ 32,300 32,700 -1.2
甲賀-3 甲賀市 水口町城東３６８７番 城東２－２３ 37,200 37,400 -0.5
甲賀-4 甲賀市 甲南町深川字川原田２８６８番２ 36,200 36,600 -1.1
甲賀-5 甲賀市 水口町新城字北沢６２５番３９ 27,900 28,200 -1.1
甲賀-6 甲賀市 土山町南土山字生里野甲７８番１５ 16,700 17,100 -2.3
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甲賀-7 甲賀市 土山町南土山字堂垣外甲６３７番外 18,700 19,200 -2.6
甲賀-8 甲賀市 信楽町江田字小麦生５９７番外 20,200 20,600 -1.9
甲賀-9 甲賀市 甲賀町上野字供養前１２８９番３ 14,800 15,000 -1.3
甲賀-10 甲賀市 甲賀町大原市場字中野５０３番外 19,100 19,500 -2.1
甲賀-11 甲賀市 信楽町長野字広芝１３６９番５ 21,500 22,000 -2.3
甲賀-12 甲賀市 甲南町寺庄字飯道寺前３９８番１ 22,400 22,600 -0.9
甲賀-13 甲賀市 水口町山字菖蒲谷１６４０番２９７ 16,100 16,300 -1.2
甲賀-14 甲賀市 水口町酒人字風呂ノ後５６８番１外 15,200 15,500 -1.9
甲賀-15 甲賀市 甲賀町鳥居野字西川原１２０３番１ 12,700 12,900 -1.6
甲賀-16 甲賀市 甲賀町高嶺字中大平７６７番外 10,800 11,000 -1.8
甲賀-17 甲賀市 甲南町竜法師字野村２３１２番 13,400 13,600 -1.5
甲賀-18 甲賀市 甲南町希望ケ丘４丁目８番７ 20,900 20,900 0
甲賀5-1 甲賀市 水口町宮の前４７５８番１外 水口町宮の前１－１８ 63,800 64,100 -0.5
甲賀5-2 甲賀市 水口町虫生野中央４３番 64,500 65,000 -0.8
甲賀5-3 甲賀市 信楽町長野字三代出４５９番９ 38,000 39,000 -2.6
甲賀5-4 甲賀市 甲賀町大原市場８１７番外 34,100 34,600 -1.4
甲賀5-5 甲賀市 甲南町深川字宮ノ前２００７番２ 27,700 28,200 -1.8
甲賀9-1 甲賀市 甲賀町鳥居野字中山谷１２１番１５ 9,950 9,850 1
野洲-1 野洲市 野洲字木ノ座１７５番６ 65,500 65,000 0.8
野洲-2 野洲市 行畑字中出３４３番１４ 89,400 88,000 1.6
野洲-3 野洲市 小篠原字横枕１８１８番４４ 87,000 85,200 2.1
野洲-4 野洲市 久野部字七ノ坪１番１９ 88,700 87,300 1.6
野洲-5 野洲市 西河原字川ケ中１０３６番２３ 51,200 50,000 2.4
野洲-6 野洲市 西河原字里ノ内６８０番 32,100 32,400 -0.9
野洲-7 野洲市 永原字四拾軒町４１６番 23,600 23,800 -0.8
野洲-8 野洲市 妙光寺字松田２０９番外 20,700 20,800 -0.5
野洲-9 野洲市 井口字地門４８６番２ 19,300 19,400 -0.5
野洲5-1 野洲市 小篠原字門田２２１３番４ 132,000 129,000 2.3
野洲5-2 野洲市 小篠原字操り合２５５３番外 66,100 66,100 0
野洲9-1 野洲市 上屋字北川１４４番３外 22,400 22,300 0.4
湖南-1 湖南市 宮の森１丁目４２０７番２８ 宮の森１－９－２２ 49,800 50,100 -0.6
湖南-2 湖南市 石部東３丁目４４５番３ 石部東３－１－３５ 49,500 49,500 0
湖南-3 湖南市 石部西２丁目２６４６番外 石部西２－１０－２８ 35,900 35,900 0
湖南-4 湖南市 下田字髙松２２３５番３２ 35,700 36,100 -1.1
湖南-5 湖南市 中央５丁目１５４番 61,400 61,500 -0.2
湖南-6 湖南市 三雲字奥山１３７２番１９ 36,100 36,600 -1.4
湖南-7 湖南市 岩根字山ノ神８３３番５０ 38,900 39,300 -1
湖南-8 湖南市 三雲字東代６３３番９ 44,600 44,800 -0.4
湖南-9 湖南市 菩提寺西７丁目２０９３番３６５ 菩提寺西７－１０－１９ 41,500 41,900 -1
湖南-10 湖南市 石部口１丁目９８２番５ 石部口１－３－５３ 28,700 28,700 0
湖南-11 湖南市 三雲字入道開戸１４９６番２８ 29,000 29,300 -1
湖南-12 湖南市 朝国字宮之下６４６番 19,500 19,700 -1
湖南5-1 湖南市 石部中央６丁目１１９２番２ 57,500 57,500 0
湖南5-2 湖南市 岩根中央３丁目４４番 54,100 54,500 -0.7
湖南5-3 湖南市 三雲字ナガレ１４６番１ 54,100 54,500 -0.7
湖南9-1 湖南市 柑子袋字河原３６０番 19,600 19,400 1
滋賀高島-1 高島市 勝野字市内１２９３番 27,200 28,000 -2.9
滋賀高島-2 高島市 宮野字榎元３２１番 14,900 15,100 -1.3
滋賀高島-3 高島市 マキノ町大沼字北里１６２番 14,300 14,500 -1.4
滋賀高島-4 高島市 マキノ町知内字大川９１３番外 16,600 16,800 -1.2
滋賀高島-5 高島市 今津町今津字下信辻１５８８番１外 32,000 32,700 -2.1
滋賀高島-6 高島市 今津町弘川字下野１３０８番９ 19,300 19,700 -2
滋賀高島-7 高島市 安曇川町田中字立市３６０番外 28,100 28,800 -2.4
滋賀高島-8 高島市 安曇川町田中字森海道２６５７番１ 17,400 17,600 -1.1
滋賀高島-9 高島市 新旭町新庄字庄村６１８番３ 18,200 18,500 -1.6
滋賀高島-10 高島市 新旭町深溝字丸沢１４５５番 16,400 16,600 -1.2
滋賀高島5-1 高島市 勝野字郭内１７４８番１７外 42,700 44,500 -4
滋賀高島5-2 高島市 安曇川町田中字赤井田４３番５外 35,400 36,300 -2.5
滋賀高島5-3 高島市 今津町住吉１丁目５番１７ 45,400 47,300 -4
東近江-1 東近江市 建部日吉町字竹ケ鼻３９２番８ 50,000 50,100 -0.2
東近江-2 東近江市 東沖野２丁目字沖野１６２３番３ 東沖野２－５－３４ 49,200 49,300 -0.2
東近江-3 東近江市 中小路町字上巾６８０番５外 43,200 43,300 -0.2
東近江-4 東近江市 八日市町１５７番７ 八日市町５－１６ 55,400 56,000 -1.1
東近江-5 東近江市 中野町７２３番３３ 54,000 54,100 -0.2
東近江-6 東近江市 八日市緑町３４番２ 八日市緑町３－３ 58,700 58,700 0
東近江-7 東近江市 五個荘竜田町字古合６７５番１１ 44,800 45,100 -0.7
東近江-8 東近江市 五個荘石塚町字東ノ浦１５６番１１ 50,300 51,400 -2.1
東近江-9 東近江市 躰光寺町字位徳７７１番 26,100 26,400 -1.1
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東近江-10 東近江市 園町字岡ノ上９９６番 11,700 11,900 -1.7
東近江-11 東近江市 北坂町字笹ケ谷９５４番４ 13,500 13,600 -0.7
東近江-12 東近江市 北清水町字上小路２８８番 14,900 15,000 -0.7
東近江-13 東近江市 勝堂町字里西１０６５番１ 14,200 14,300 -0.7
東近江-14 東近江市 福堂町字里ノ南３１８９番１ 14,800 15,000 -1.3
東近江-15 東近江市 市子殿町字津島４４６番 17,800 17,900 -0.6
東近江-16 東近江市 桜川西町字向川原９１８番 33,300 33,400 -0.3
東近江-17 東近江市 佐野町字筋違３４６番１６ 60,600 61,200 -1
東近江-18 東近江市 山路町字中夜這３６３番６ 58,400 58,400 0
東近江-19 東近江市 小脇町字永１５３８番７ 20,900 21,100 -0.9
東近江-20 東近江市 上平木町字南出１４２８番 17,200 17,400 -1.1
東近江-21 東近江市 五個荘奥町字里ノ前６５２番 14,000 14,100 -0.7
東近江-22 東近江市 下麻生町字七板１５３番 11,900 12,000 -0.8
東近江5-1 東近江市 八日市東浜町４３２番外 八日市東浜町１－２ 77,000
東近江5-2 東近江市 幸町６３６番 幸町２－５ 63,300 63,400 -0.2
東近江5-3 東近江市 八日市本町６１３番 八日市本町２－７ 87,900 89,400 -1.7
東近江5-4 東近江市 東中野町２３５番５ 東中野町４－２１ 60,100 60,600 -0.8
東近江5-5 東近江市 五個荘北町屋町字久保２３２番１ 43,000 43,400 -0.9
東近江5-6 東近江市 垣見町字木八７６８番１外 67,000 67,000 0
東近江9-1 東近江市 妙法寺町字沖野１１０１番２外 22,700 22,700 0
東近江9-2 東近江市 五個荘石塚町字南平１７７番外 22,100 22,100 0
米原-1 米原市 下多良字神通９９番７ 59,400 59,400 0
米原-2 米原市 一色字諏訪１４５番外 15,200 15,400 -1.3
米原-3 米原市 米原字北町通５９４番 42,700 42,900 -0.5
米原-4 米原市 柏原字御茶屋４３１６番１２ 21,700 22,100 -1.8
米原-5 米原市 市場字廻戸２２１番１２ 24,500 24,600 -0.4
米原-6 米原市 春照字宮ノ前１５９５番 12,700 12,800 -0.8
米原-7 米原市 村木字南川１１９６番 11,900 12,000 -0.8
米原-8 米原市 岩脇字フトンボ３００番４７ 44,900 45,300 -0.9
米原-9 米原市 磯字榎木浦２１４３番外 16,900 17,100 -1.2
米原-10 米原市 入江字丸葭２７４番３ 55,700 55,800 -0.2
米原-11 米原市 宇賀野字西屋敷１１２７番 17,900 18,100 -1.1
米原5-1 米原市 柏原字宿村８５８番 21,200 21,500 -1.4
米原5-2 米原市 高溝字七反田３０７番１外 38,900 39,600 -1.8
滋賀日野-1 日野町 大字山本字堀切８１５番６２ 11,800 11,900 -0.8
滋賀日野-2 日野町 大字上野田字野田代９０１番 24,600 25,100 -2
滋賀日野-3 日野町 大字村井字東中道９９０番１５ 25,400 25,500 -0.4
滋賀日野-4 日野町 大字中在寺字里中３６８番外 12,700 12,900 -1.6
滋賀日野-5 日野町 大字別所字清水１０９３番２４５ 12,700 13,000 -2.3
滋賀日野5-1 日野町 大字内池字播原９０５番２外 32,600 33,300 -2.1
滋賀日野9-1 日野町 大字大谷字東山３４１番１０外 13,900 13,900 0
滋賀竜王-1 竜王町 大字綾戸字南出４４７番 15,200 15,300 -0.7
滋賀竜王-2 竜王町 大字小口字黒谷１２５１番１８５ 28,300 28,400 -0.4
愛荘-1 愛荘町 沖字土手ノ内３３３番 13,300 13,400 -0.7
愛荘-2 愛荘町 愛知川字渕ノ下１１４０番４４ 37,400 37,500 -0.3
愛荘-3 愛荘町 愛知川字五反地６３番６外 41,300 41,300 0
愛荘5-1 愛荘町 長野字堀町２２４番１ 38,400 38,800 -1
豊郷-1 豊郷町 大字吉田字正法出２１３番 13,400 13,500 -0.7
豊郷-2 豊郷町 大字沢字阿曽田２１４番２ 13,400 13,500 -0.7
豊郷5-1 豊郷町 大字八目字八目９０番 24,700 24,800 -0.4
甲良-1 甲良町 大字北落字里７７番外 10,400 10,500 -1
甲良-2 甲良町 大字尼子字甲髙２３１８番外 12,100 12,300 -1.6
甲良5-1 甲良町 大字尼子字鎮堂１２６５番 16,000 16,300 -1.8
多賀-1 多賀町 大字多賀字新町６７４番 24,500 24,900 -1.6
多賀-2 多賀町 大字久徳字西出５１９番 16,500 16,700 -1.2
多賀-3 多賀町 大字一円字西角１５８番 9,170 9,200 -0.3
多賀5-1 多賀町 大字多賀字櫻町７０２番 31,500 32,200 -2.2
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