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路線価の概要（平成 30年） Vol.32  
August_2018 

１１１１．．．．今年今年今年今年のののの路線価路線価路線価路線価のののの概要概要概要概要    

    7 月 2 日、平成 30 年（1 月 1 日時点）の路線価が国税庁より発表されました。 

路線価は、相続税や贈与税の算定基準となるもので、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅

地が面している路線ごとに設定されます。路線価算定の基準となる全国に約 33 万 1000 地点ある標準宅地の

価格は、全国平均で対前年比 0.7％プラスと伸び率は前年の 0.4％から拡大し、3 年連続で上昇しました。 

都道府県別では 18 の都道府県で変動率の平均値が前年より上昇しました。前回は 13 都道府県でした。首

都圏では東京、神奈川、千葉および埼玉が 5 年連続で上昇、愛知県は 6 年連続、大阪府も 5 年連続で上昇し

ました。 （図表-1） 
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図表図表図表図表----2222

東京国税局各税務署管内における最高路線価（価格順）

（千/㎡）

・東京国税局各税務署管内の最高路線価の上位5ヶ所を表示

出所：国税庁

２２２２．．．．東京国税局東京国税局東京国税局東京国税局のののの最高路線価最高路線価最高路線価最高路線価    

    

東京国税局所管内に存する各税務署管内の最高路線

価をみると、東京都心部の上昇率は前年より縮小したも

のの、周辺部の開発が進んでいる利便性の高いエリアの

上昇率が目立っています。（図表-2、3） 

価格順では、中央区銀座 5 丁目の「銀座鳩居堂」前が

33 年連続で全国 1 位となり、1 ㎡当りの価格は 4,432 万

円、上昇率は前年の 26.0％から 9.9％に縮小しました。2

位は新宿 3 丁目の「高野ビル」前、3 位は同じく新宿 3 丁

目の「伊勢丹本店」前と新宿区が続き、4 位は「有楽町マ

リオン」前、5 位は渋谷「スクランブル交差点」前となりまし

た。 

上昇率順では 1 位は都心の「表参道交差点」でした

が、2 位はホテル開業等整備が進む「横浜鶴屋橋北側」、

3 位は再開発が進む「川崎駅東口広場」前、4 位は複数

の大学を誘致した「北千住駅西口駅前広場」、5 位は駅ビ

ル開業が見込まれる「横浜駅西口前」となりました。 

➍➍➍➍    

 

① 東京都港区北青山3丁目（青山通り　表参道駅） 15.8%

②
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目（市道高

島台107号線　鶴屋橋北側）
14.9%

②
神奈川県川崎市川崎区駅前本町（川崎駅東口

広場通り）
14.9%

④
東京都足立区千住3丁目（北千住駅西口駅前広

場通り）
14.5%

⑤
神奈川県横浜市西区南幸1丁目(横浜駅西口バ

スターミナル前通り)
13.3%

➋➋➋➋➌➌➌➌    
    
    

図表図表図表図表----3333    

最高路線価（上昇率順） 
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(C)2011 Shobunsha Publications,Inc. 
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最高路線価（上昇率順） 

➊➊➊➊    

➍➍➍➍    
京都京都京都京都    

神戸神戸神戸神戸    
➋➋➋➋    

神戸神戸神戸神戸    

大阪大阪大阪大阪    

横浜横浜横浜横浜    川崎川崎川崎川崎    

東京東京東京東京    

３３３３．．．．大阪国税局大阪国税局大阪国税局大阪国税局のののの最高路線価最高路線価最高路線価最高路線価    

    

大阪国税局所管内に存する各税務署管内の最高路線価をみ

ると、インバウンド需要に伴うホテル等商業用地の旺盛な需要を

背景に、価格の上昇が続いています。（図表-4、5） 

価格順では、1 位は「阪急百貨店うめだ本店」前、2 位は心斎

橋筋の「 戎
えびす

橋
ばし

北詰」付近、3 位は JR 大阪駅北側「グランフロン

ト」前と前年と同地点。4 位は京都四条通の阪急「河原町」駅前、

5 位は河原町駅北側の「河原町通」となりました。 

上昇率順では、1 位は京都祇園に近い四条通り沿いの「南座」

前、2 位は神戸市の「三宮センター街」、3 位は心斎橋筋「 戎
えびす

橋
ばし

北詰」、4 位は谷町筋の「天王寺」駅前、5 位は京都四条通の阪

急「河原町」駅前でした。 

 

① 中央区銀座 5 丁目（銀座中央通り 鳩居堂） 

② 新宿区新宿 3 丁目（新宿通り タカノビル） 

③ 新宿区新宿 3 丁目（新宿通り 伊勢丹） 

④ 千代田区有楽町 2 丁目（晴海通り 有楽町

マリオン） 

⑤ 渋谷区宇田川町（渋谷駅側通り Q フロント） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目（新尾頭金山線

通り 金山駅）
22.8%

②
愛知県名古屋市西区牛島町（広井町線通り ルーセン

トタワー）
15.5%

③ 愛知県豊田市西町1丁目（市道西町若宮線通り） 14.9%

④ 愛知県名古屋市東区久屋町8丁目（久屋大通り 栄駅） 14.7%

⑤
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目（名駅通り JRセント

ラ ルタワーズ）
13.6%
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名古屋名古屋名古屋名古屋    

(C)2011 Shounsha Publications,Inc. 

４４４４．．．．名古屋国税局名古屋国税局名古屋国税局名古屋国税局のののの最高路線価最高路線価最高路線価最高路線価    

    

名古屋国税局所管内に存する各税務署管内の最高路線価

をみると、最高地点は JR名古屋駅前の「JRセントラルタワー

ズ」が 1,000 万円と、1994 年以来 24 年振りに名古屋市内で

1,000 万円超えとなりました。2027 年予定のリニア中央新幹線

開通に向け相次ぐ大型ビルの開発が地価を押し上げました。

（図表-6、7） 

価格順では、1 位の JR名古屋駅前に次ぎ、2 位は栄 3 丁目

の大津通沿い「名古屋三越栄本店」前、3 位は久屋大通沿い

「栄」駅前、4 位は「名古屋ルーセントタワー」前 、5 位は新尾

藤金山線通り「金山駅」前と前年同様の順位で、全て名古屋市

内となりました。 

上昇率順では、1 位は新尾藤金山線通り「金山駅」前、2 位

は「名古屋ルーセントタワー」前と、前年から順位が入れ替わり

ました。3 位は豊田市駅前「市道西町若宮線通り」、 4 位は久

屋大通り「栄駅」前、 5 位は名駅通り「JRセントラルタワーズ」

となりました。 

●●●●：価格順    
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最高路線価（上昇率順） 
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豊田豊田豊田豊田    

 

①
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町

（四条通　京阪祇園四条駅）
25.9%

②
兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目（三宮センター

街）
22.5%

③
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目(心斎橋筋

戎橋)
22.3%

④
大阪府大阪市天王寺区悲田院町(谷町筋　天王寺

駅)
21.8%

⑤
京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅

町(四条通　河原町駅)
21.2%

図表図表図表図表----5555    

最高路線価（上昇率順） 

① 大阪市北区角田町（御堂筋 阪急百貨店） 

② 大阪市中央区心斎橋筋2丁目（心斎橋筋 戎橋） 

③ 大阪市北区大深町（JR 大阪駅北側 グランフロ

ント） 

④ 京都市下京区四条通寺町東入 2 丁目御旅町 

（四条通 河原町駅） 

⑤ 京都市中京区河原町通四条上る米屋町（河原

町通 ） 

① 名古屋市中村区名駅 1 丁目（名駅通り JR セン

トラルタワーズ） 

② 名古屋市中区栄 3 丁目（大津通り 三越） 

③ 名古屋市東区久屋町 8 丁目（久屋大通り 栄駅） 

④ 名古屋市西区牛島町（広井町線通り ルーセン

トタワー） 

⑤ 名古屋市熱田区金山町 1 丁目（新尾頭金山線

通り 金山駅） 
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仲介事業   

事業⽤不動産業界で最⼤規模。 

信頼の仲介コンサルティングを⾏います。 

不動産鑑定   

豊富な実績と専門知識、ネットワークを駆

使した適正な不動産鑑定。 

デューデリジェンス 

お客様が保有する不動産の資産価値を

正しく評価します。 

不動産ファンド/有効活⽤   

不動産戦略を進めるお客様に、具体的な

実践・運⽤をアドバイス。 

不動産投資   

不動産・不動産ファンドへの投資による、

ポートフォリオ積み上げを⾏っています。建

物はもちろん、管理・運営⾯についてもお

任せいただけます。 

東洋プロパティはオフィスビルや収益⽤不動産、店舗、倉庫などを総合的に扱う事業⽤不動産会社として 50 年以上の経験と

実績を積み重ねてきました。多様化するニーズに対応したさまざまな情報サービスを提供し、お客様の経営課題解決に向け最

大限のサポートをお約束します。 

路線価とは 

路線価は、相続税や贈与税の算定基準となるもので、宅地の

価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線

ごとに設定されます。路線価は、路線に接する宅地で次に掲げる

すべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価

格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基

として国税局長がその路線ごとに評定した一平方メートル当たり

の価額です。公示価格を 100 とした場合、固定資産税評価額は

70、路線価は 80 の水準に設定しています。 

(1) その路線のほぼ中央部にあること。 

(2) その一連の宅地に共通している地勢にあること。 

(3) その路線だけに接していること。 

(4) その路線に面している宅地の標準的な間口距離及び奥行 

距離を有する矩
く

形又は正方形のものであること。 

路線価図は、国税庁のホームページ 

http://www.rosenka.nta.go.jp/ で公開されています。 

路線価図の見方 

路線価図には、①路線価、②地区区分、③借地権割合が

記載されています。①路線価は数字（千円単位）②地区区分

は数字を囲む記号の種類で③借地権割合は路線価の後の

アルファベットで表します。（下図） 

■本社 
〒105-0001 東京都港区⻁ノ門 1-1-28 

東洋プロパティ⻁ノ門ビル 

℡  03-3504-2246 
 

■⼤阪本社 
〒541-0044 ⼤阪府⼤阪市中央区伏⾒町 4-4-9 

淀屋橋東洋ビル  

℡  06-6228-6685 
 

■京都営業部     

〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東⼊ 

⻑⼑鉾町 10  京都ダイヤビル 

℡  075-222-2471 
 

■神⼾営業部   

〒650-0037 兵庫県神⼾市中央区明⽯町 48 

 神⼾ダイヤモンドビル 

℡  078-393-8530 
 

■九州営業部   

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-12-7 

福岡ダイヤモンドビル 

℡  092-735-1040 

 

図表-9 

最高路線価（上昇率順） 
 

① 熊本県熊本市中央区手取本町（下通り） 22.0%

② 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目（住吉通り） 18.2%

③ 福岡県福岡市中央区天神2丁目（渡辺通り） 15.8%

④ 沖縄県那覇市おもろまち4丁目（那覇中環状線） 15.0%

⑤ 沖縄県石垣市字大川（市役所通り） 13.6%

① 福岡市中央区天神 2 丁目（渡辺通り） 

② 福岡市博多区博多駅前 2 丁目（住吉通り） 

③ 熊本市中央区手取本町（下通り） 

④ 鹿児島市東千石町（天文館電車通り） 

⑤ 長崎市浜町（浜市アーケード） 

那覇市久茂地 3 丁目（国際通り） 


