
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
福岡県 住宅地 2.6 3.5 1.5 3.2 4.2
福岡県 宅地⾒込地 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
福岡県 商業地 5.2 7.0 2.5 4.2 5.3
福岡県 準⼯業地
福岡県 ⼯業地 2.5 3.7 3.8 6.0 6.6
福岡県 市街化調整区域内宅地
福岡県 林地
北九州市 住宅地 -0.1 0.2 0.0 0.4 0.8
北九州市 宅地⾒込地 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
北九州市 商業地 1.1 1.4 0.1 1.0 2.2
北九州市 準⼯業地
北九州市 ⼯業地 0.2 0.7 0.8 1.4 2.3
北九州市 市街化調整区域内宅地
北九州市 林地
北九州市 ⾨司区 住宅地 -0.7 -0.6 -0.6 -0.3 -0.1
北九州市 ⾨司区 宅地⾒込地
北九州市 ⾨司区 商業地 0.4 0.5 0.6 0.9 1.5
北九州市 ⾨司区 準⼯業地
北九州市 ⾨司区 ⼯業地 0.2 0.8 1.0 1.7 2.1
北九州市 ⾨司区 市街化調整区域内宅地
北九州市 ⾨司区 林地
北九州市 若松区 住宅地 -0.9 -0.6 -0.8 -0.4 -0.1
北九州市 若松区 宅地⾒込地
北九州市 若松区 商業地 -0.9 -0.8 -0.7 -0.5 0.3
北九州市 若松区 準⼯業地
北九州市 若松区 ⼯業地 -0.2 0.5 0.5 1.1 1.7
北九州市 若松区 市街化調整区域内宅地
北九州市 若松区 林地
北九州市 ⼾畑区 住宅地 0.5 0.6 0.1 0.8 1.7
北九州市 ⼾畑区 宅地⾒込地
北九州市 ⼾畑区 商業地 0.8 1.1 0.4 0.6 1.5
北九州市 ⼾畑区 準⼯業地
北九州市 ⼾畑区 ⼯業地 0.2 0.3 0.2 1.4 2.6
北九州市 ⼾畑区 市街化調整区域内宅地
北九州市 ⼾畑区 林地
北九州市 ⼩倉北区 住宅地 -0.2 0.0 0.0 0.7 1.3
北九州市 ⼩倉北区 宅地⾒込地
北九州市 ⼩倉北区 商業地 3.5 3.9 -0.2 1.8 3.2
北九州市 ⼩倉北区 準⼯業地
北九州市 ⼩倉北区 ⼯業地 0.7 1.3 1.9 1.9 2.4
北九州市 ⼩倉北区 市街化調整区域内宅地
北九州市 ⼩倉北区 林地
北九州市 ⼩倉南区 住宅地 0.2 0.4 0.0 0.7 0.8
北九州市 ⼩倉南区 宅地⾒込地
北九州市 ⼩倉南区 商業地 0.5 0.9 0.3 0.8 1.4



北九州市 ⼩倉南区 準⼯業地
北九州市 ⼩倉南区 ⼯業地
北九州市 ⼩倉南区 市街化調整区域内宅地
北九州市 ⼩倉南区 林地
北九州市 ⼋幡東区 住宅地 -0.9 -0.7 -0.8 -0.5 -0.1
北九州市 ⼋幡東区 宅地⾒込地
北九州市 ⼋幡東区 商業地 0.5 1.2 0.8 1.7 3.0
北九州市 ⼋幡東区 準⼯業地
北九州市 ⼋幡東区 ⼯業地
北九州市 ⼋幡東区 市街化調整区域内宅地
北九州市 ⼋幡東区 林地
北九州市 ⼋幡⻄区 住宅地 0.8 1.1 0.8 1.2 1.8
北九州市 ⼋幡⻄区 宅地⾒込地 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6
北九州市 ⼋幡⻄区 商業地 0.2 0.5 0.1 0.6 2.5
北九州市 ⼋幡⻄区 準⼯業地
北九州市 ⼋幡⻄区 ⼯業地 0.8 0.8 0.4 1.1 5.3
北九州市 ⼋幡⻄区 市街化調整区域内宅地
北九州市 ⼋幡⻄区 林地
福岡市 住宅地 5.4 6.8 3.3 6.1 8.0
福岡市 宅地⾒込地
福岡市 商業地 12.2 16.5 6.6 9.4 10.6
福岡市 準⼯業地
福岡市 ⼯業地 6.7 8.9 9.3 14.5 14.3
福岡市 市街化調整区域内宅地
福岡市 林地
福岡市 東区 住宅地 4.5 5.8 3.7 5.8 7.4
福岡市 東区 宅地⾒込地
福岡市 東区 商業地 12.9 14.0 7.5 11.5 11.7
福岡市 東区 準⼯業地
福岡市 東区 ⼯業地 7.8 9.0 9.7 14.7 13.8
福岡市 東区 市街化調整区域内宅地
福岡市 東区 林地
福岡市 博多区 住宅地 5.5 11.1 7.8 10.8 12.9
福岡市 博多区 宅地⾒込地
福岡市 博多区 商業地 16.0 21.6 8.7 11.0 11.8
福岡市 博多区 準⼯業地
福岡市 博多区 ⼯業地 2.9 8.6 7.9 13.9 16.1
福岡市 博多区 市街化調整区域内宅地
福岡市 博多区 林地
福岡市 中央区 住宅地 7.7 9.2 4.9 7.4 10.4
福岡市 中央区 宅地⾒込地
福岡市 中央区 商業地 13.4 20.8 7.8 9.5 10.8
福岡市 中央区 準⼯業地
福岡市 中央区 ⼯業地
福岡市 中央区 市街化調整区域内宅地
福岡市 中央区 林地



福岡市 南区 住宅地 7.5 8.2 2.4 5.8 7.2
福岡市 南区 宅地⾒込地
福岡市 南区 商業地 9.8 9.4 2.6 6.3 7.3
福岡市 南区 準⼯業地
福岡市 南区 ⼯業地
福岡市 南区 市街化調整区域内宅地
福岡市 南区 林地
福岡市 ⻄区 住宅地 3.6 5.5 2.0 4.8 6.4
福岡市 ⻄区 宅地⾒込地
福岡市 ⻄区 商業地 5.5 7.9 4.4 7.7 9.7
福岡市 ⻄区 準⼯業地
福岡市 ⻄区 ⼯業地
福岡市 ⻄区 市街化調整区域内宅地
福岡市 ⻄区 林地
福岡市 城南区 住宅地 4.0 4.9 2.1 4.7 6.5
福岡市 城南区 宅地⾒込地
福岡市 城南区 商業地 7.7 6.8 3.0 7.8 11.8
福岡市 城南区 準⼯業地
福岡市 城南区 ⼯業地
福岡市 城南区 市街化調整区域内宅地
福岡市 城南区 林地
福岡市 早良区 住宅地 4.8 5.3 2.1 5.4 7.6
福岡市 早良区 宅地⾒込地
福岡市 早良区 商業地 6.5 9.1 3.9 8.6 10.3
福岡市 早良区 準⼯業地
福岡市 早良区 ⼯業地
福岡市 早良区 市街化調整区域内宅地
福岡市 早良区 林地
⼤牟⽥市 住宅地 -1.3 -1.2 -1.4 -1.0 -0.5
⼤牟⽥市 宅地⾒込地
⼤牟⽥市 商業地 -1.0 -1.1 -1.4 -0.8 -0.4
⼤牟⽥市 準⼯業地
⼤牟⽥市 ⼯業地 -0.5 0.3 0.0 0.6 1.9
⼤牟⽥市 市街化調整区域内宅地
⼤牟⽥市 林地
久留⽶市 住宅地 0.5 1.2 0.4 1.0 1.5
久留⽶市 宅地⾒込地
久留⽶市 商業地 2.3 3.0 1.5 2.7 3.8
久留⽶市 準⼯業地
久留⽶市 ⼯業地 0.5 1.1 0.8 1.8 3.2
久留⽶市 市街化調整区域内宅地
久留⽶市 林地
直⽅市 住宅地 -0.5 -0.4 -0.4 0.2 0.4
直⽅市 宅地⾒込地
直⽅市 商業地 -0.9 -0.6 -0.6 0.0 0.2
直⽅市 準⼯業地



直⽅市 ⼯業地
直⽅市 市街化調整区域内宅地
直⽅市 林地
飯塚市 住宅地 -0.8 -0.5 0.2 2.7 3.5
飯塚市 宅地⾒込地
飯塚市 商業地 -1.4 -1.0 -1.0 0.6 2.3
飯塚市 準⼯業地
飯塚市 ⼯業地
飯塚市 市街化調整区域内宅地
飯塚市 林地
⽥川市 住宅地 -1.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.3
⽥川市 宅地⾒込地
⽥川市 商業地 -0.9 0.0 0.0
⽥川市 準⼯業地
⽥川市 ⼯業地
⽥川市 市街化調整区域内宅地
⽥川市 林地
柳川市 住宅地 -1.0 -0.9 -1.1 -0.8 -0.2
柳川市 宅地⾒込地
柳川市 商業地 -0.5 -0.1 -0.8 -0.9 -0.3
柳川市 準⼯業地
柳川市 ⼯業地
柳川市 市街化調整区域内宅地
柳川市 林地
⼋⼥市 住宅地 -1.5 -1.0 -1.1 -0.6 0.0
⼋⼥市 宅地⾒込地
⼋⼥市 商業地 -1.6 -1.5 -1.8 -1.4 -0.7
⼋⼥市 準⼯業地
⼋⼥市 ⼯業地
⼋⼥市 市街化調整区域内宅地
⼋⼥市 林地
筑後市 住宅地 1.8 2.0 1.2 1.8 5.8
筑後市 宅地⾒込地
筑後市 商業地 1.0 1.8 0.9 1.5 4.7
筑後市 準⼯業地
筑後市 ⼯業地
筑後市 市街化調整区域内宅地
筑後市 林地
⼤川市 住宅地 -0.2 -0.5 -0.9 -0.3 0.2
⼤川市 宅地⾒込地
⼤川市 商業地 -2.0 -1.4 -1.7 -0.7 0.3
⼤川市 準⼯業地
⼤川市 ⼯業地
⼤川市 市街化調整区域内宅地
⼤川市 林地
⾏橋市 住宅地 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4



⾏橋市 宅地⾒込地
⾏橋市 商業地 0.5 0.5 0.0 1.0 1.4
⾏橋市 準⼯業地
⾏橋市 ⼯業地
⾏橋市 市街化調整区域内宅地
⾏橋市 林地
豊前市 住宅地 -0.2 -0.4 -0.5 -0.7 -0.9
豊前市 宅地⾒込地
豊前市 商業地 -1.5 -1.3 -1.2 -3.3 -2.3
豊前市 準⼯業地
豊前市 ⼯業地
豊前市 市街化調整区域内宅地
豊前市 林地
中間市 住宅地 -0.2 -0.2 -0.4 -0.2 0.1
中間市 宅地⾒込地
中間市 商業地 -1.5 -1.3 -1.8 -1.7 0.0
中間市 準⼯業地
中間市 ⼯業地 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 0.9
中間市 市街化調整区域内宅地
中間市 林地
⼩郡市 住宅地 1.8 2.8 3.3 6.4 7.1
⼩郡市 宅地⾒込地
⼩郡市 商業地 -0.8 0.3 2.0 2.4 6.4
⼩郡市 準⼯業地
⼩郡市 ⼯業地
⼩郡市 市街化調整区域内宅地
⼩郡市 林地
筑紫野市 住宅地 4.7 9.1 6.5 7.2 8.1
筑紫野市 宅地⾒込地
筑紫野市 商業地 4.6 8.6 5.7 7.7 10.0
筑紫野市 準⼯業地
筑紫野市 ⼯業地 5.2 9.4 12.8 16.2 16.6
筑紫野市 市街化調整区域内宅地
筑紫野市 林地
春⽇市 住宅地 8.8 9.8 2.8 6.7 6.6
春⽇市 宅地⾒込地
春⽇市 商業地 9.2 8.5 2.0 7.0 8.4
春⽇市 準⼯業地
春⽇市 ⼯業地
春⽇市 市街化調整区域内宅地
春⽇市 林地
⼤野城市 住宅地 7.6 8.2 2.8 7.5 8.6
⼤野城市 宅地⾒込地
⼤野城市 商業地 8.7 10.6 3.3 6.8 8.1
⼤野城市 準⼯業地
⼤野城市 ⼯業地 7.0 9.5 6.3 10.9 11.0



⼤野城市 市街化調整区域内宅地
⼤野城市 林地
宗像市 住宅地 1.1 1.3 0.8 1.9 3.3
宗像市 宅地⾒込地
宗像市 商業地 1.4 2.4 1.1 2.7 3.3
宗像市 準⼯業地
宗像市 ⼯業地
宗像市 市街化調整区域内宅地
宗像市 林地
太宰府市 住宅地 4.2 5.4 2.0 5.3 6.5
太宰府市 宅地⾒込地
太宰府市 商業地 9.3 8.9 0.7 3.9 6.3
太宰府市 準⼯業地
太宰府市 ⼯業地
太宰府市 市街化調整区域内宅地
太宰府市 林地
古賀市 住宅地 3.4 4.8 2.0 5.1 9.2
古賀市 宅地⾒込地
古賀市 商業地 2.9 3.2 1.6 4.1 6.3
古賀市 準⼯業地
古賀市 ⼯業地
古賀市 市街化調整区域内宅地
古賀市 林地
福津市 住宅地 4.0 5.5 4.4 5.5 6.5
福津市 宅地⾒込地
福津市 商業地 5.0 4.9 3.7 4.1 5.1
福津市 準⼯業地
福津市 ⼯業地
福津市 市街化調整区域内宅地
福津市 林地
宮若市 住宅地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.5 0.0
宮若市 宅地⾒込地
宮若市 商業地 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.8
宮若市 準⼯業地
宮若市 ⼯業地
宮若市 市街化調整区域内宅地
宮若市 林地
嘉⿇市 住宅地 -2.0 -1.7 -1.8 -0.7 -0.3
嘉⿇市 宅地⾒込地
嘉⿇市 商業地 -2.0 -1.5 -1.9 -0.9 -0.4
嘉⿇市 準⼯業地
嘉⿇市 ⼯業地
嘉⿇市 市街化調整区域内宅地
嘉⿇市 林地
朝倉市 住宅地 0.7 0.9 0.2 3.0 3.6
朝倉市 宅地⾒込地



朝倉市 商業地 -0.2 0.0 -0.4 1.5 3.1
朝倉市 準⼯業地
朝倉市 ⼯業地
朝倉市 市街化調整区域内宅地
朝倉市 林地
みやま市 住宅地 -0.8 -0.4 -0.4 -0.2 -0.3
みやま市 宅地⾒込地
みやま市 商業地 -1.3 -0.8 -1.0 -0.2 0.3
みやま市 準⼯業地
みやま市 ⼯業地
みやま市 市街化調整区域内宅地
みやま市 林地
⽷島市 住宅地 0.6 2.5 1.2 2.9 4.1
⽷島市 宅地⾒込地
⽷島市 商業地 0.9 2.6 1.1 4.4 6.2
⽷島市 準⼯業地
⽷島市 ⼯業地
⽷島市 市街化調整区域内宅地
⽷島市 林地
那珂川市 住宅地 4.9 5.6 0.7 2.9 4.1
那珂川市 宅地⾒込地
那珂川市 商業地
那珂川市 準⼯業地
那珂川市 ⼯業地
那珂川市 市街化調整区域内宅地
那珂川市 林地
糟屋郡宇美町 住宅地 3.1 5.2 1.7 5.2 7.1
糟屋郡宇美町 宅地⾒込地
糟屋郡宇美町 商業地 4.3 7.1 1.4 5.0 5.4
糟屋郡宇美町 準⼯業地
糟屋郡宇美町 ⼯業地
糟屋郡宇美町 市街化調整区域内宅地
糟屋郡宇美町 林地
糟屋郡篠栗町 住宅地 6.6 10.0 4.3 6.2 6.7
糟屋郡篠栗町 宅地⾒込地
糟屋郡篠栗町 商業地 7.9 10.2 3.4 5.3 6.6
糟屋郡篠栗町 準⼯業地
糟屋郡篠栗町 ⼯業地
糟屋郡篠栗町 市街化調整区域内宅地
糟屋郡篠栗町 林地
糟屋郡志免町 住宅地 7.8 9.4 1.3 3.9 4.5
糟屋郡志免町 宅地⾒込地
糟屋郡志免町 商業地 9.9 12.0 1.9 7.3 6.0
糟屋郡志免町 準⼯業地
糟屋郡志免町 ⼯業地 11.4 13.0 10.6 17.0 16.6
糟屋郡志免町 市街化調整区域内宅地



糟屋郡志免町 林地
糟屋郡須恵町 住宅地 9.4 10.3 3.5 8.6 8.9
糟屋郡須恵町 宅地⾒込地
糟屋郡須恵町 商業地
糟屋郡須恵町 準⼯業地
糟屋郡須恵町 ⼯業地
糟屋郡須恵町 市街化調整区域内宅地
糟屋郡須恵町 林地
糟屋郡新宮町 住宅地 5.4 6.4 4.7 7.6 7.8
糟屋郡新宮町 宅地⾒込地
糟屋郡新宮町 商業地
糟屋郡新宮町 準⼯業地
糟屋郡新宮町 ⼯業地
糟屋郡新宮町 市街化調整区域内宅地
糟屋郡新宮町 林地
糟屋郡久⼭町 住宅地 0.7 2.7 0.9 1.2 2.6
糟屋郡久⼭町 宅地⾒込地
糟屋郡久⼭町 商業地
糟屋郡久⼭町 準⼯業地
糟屋郡久⼭町 ⼯業地
糟屋郡久⼭町 市街化調整区域内宅地
糟屋郡久⼭町 林地
糟屋郡粕屋町 住宅地 6.1 7.7 4.2 5.1 6.8
糟屋郡粕屋町 宅地⾒込地
糟屋郡粕屋町 商業地 7.5 8.1 5.4 7.1 9.5
糟屋郡粕屋町 準⼯業地
糟屋郡粕屋町 ⼯業地 4.8 5.2 5.2 8.9 11.3
糟屋郡粕屋町 市街化調整区域内宅地
糟屋郡粕屋町 林地
遠賀郡芦屋町 住宅地 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.6
遠賀郡芦屋町 宅地⾒込地
遠賀郡芦屋町 商業地 -1.8 -1.5 -1.8 -1.2 -0.9
遠賀郡芦屋町 準⼯業地
遠賀郡芦屋町 ⼯業地
遠賀郡芦屋町 市街化調整区域内宅地
遠賀郡芦屋町 林地
遠賀郡⽔巻町 住宅地 1.5 2.0 0.2 1.0 1.6
遠賀郡⽔巻町 宅地⾒込地
遠賀郡⽔巻町 商業地 0.0 0.0 -0.2 0.4 2.2
遠賀郡⽔巻町 準⼯業地
遠賀郡⽔巻町 ⼯業地
遠賀郡⽔巻町 市街化調整区域内宅地
遠賀郡⽔巻町 林地
遠賀郡岡垣町 住宅地 0.1 0.3 0.0 1.1 1.3
遠賀郡岡垣町 宅地⾒込地
遠賀郡岡垣町 商業地 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6



遠賀郡岡垣町 準⼯業地
遠賀郡岡垣町 ⼯業地
遠賀郡岡垣町 市街化調整区域内宅地
遠賀郡岡垣町 林地
遠賀郡遠賀町 住宅地 0.6 1.1 -0.1 0.6 1.1
遠賀郡遠賀町 宅地⾒込地
遠賀郡遠賀町 商業地 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7
遠賀郡遠賀町 準⼯業地
遠賀郡遠賀町 ⼯業地
遠賀郡遠賀町 市街化調整区域内宅地
遠賀郡遠賀町 林地
鞍⼿郡⼩⽵町 住宅地 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
鞍⼿郡⼩⽵町 宅地⾒込地
鞍⼿郡⼩⽵町 商業地 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
鞍⼿郡⼩⽵町 準⼯業地
鞍⼿郡⼩⽵町 ⼯業地
鞍⼿郡⼩⽵町 市街化調整区域内宅地
鞍⼿郡⼩⽵町 林地
鞍⼿郡鞍⼿町 住宅地 -0.7 -0.4 -0.4 -0.4 0.5
鞍⼿郡鞍⼿町 宅地⾒込地
鞍⼿郡鞍⼿町 商業地 -0.7 0.0 1.9 1.5 1.4
鞍⼿郡鞍⼿町 準⼯業地
鞍⼿郡鞍⼿町 ⼯業地
鞍⼿郡鞍⼿町 市街化調整区域内宅地
鞍⼿郡鞍⼿町 林地
嘉穂郡桂川町 住宅地 -0.5 -0.6 -0.6 0.3 0.8
嘉穂郡桂川町 宅地⾒込地
嘉穂郡桂川町 商業地 -1.3 -1.0 -1.7 -1.0 0.0
嘉穂郡桂川町 準⼯業地
嘉穂郡桂川町 ⼯業地
嘉穂郡桂川町 市街化調整区域内宅地
嘉穂郡桂川町 林地
朝倉郡筑前町 住宅地 1.8 2.3 1.0 3.8 5.3
朝倉郡筑前町 宅地⾒込地
朝倉郡筑前町 商業地 0.0 0.6 0.0 2.0 4.7
朝倉郡筑前町 準⼯業地
朝倉郡筑前町 ⼯業地
朝倉郡筑前町 市街化調整区域内宅地
朝倉郡筑前町 林地
三井郡⼤⼑洗町 住宅地 -0.5 1.2 0.7 1.0 2.2
三井郡⼤⼑洗町 宅地⾒込地
三井郡⼤⼑洗町 商業地 0.0 0.6 0.6 2.1 2.4
三井郡⼤⼑洗町 準⼯業地
三井郡⼤⼑洗町 ⼯業地
三井郡⼤⼑洗町 市街化調整区域内宅地
三井郡⼤⼑洗町 林地



⼋⼥郡広川町 住宅地 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.6
⼋⼥郡広川町 宅地⾒込地
⼋⼥郡広川町 商業地 -1.2 0.0 0.0 0.0 2.0
⼋⼥郡広川町 準⼯業地
⼋⼥郡広川町 ⼯業地
⼋⼥郡広川町 市街化調整区域内宅地
⼋⼥郡広川町 林地
⽥川郡添⽥町 住宅地 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.0
⽥川郡添⽥町 宅地⾒込地
⽥川郡添⽥町 商業地
⽥川郡添⽥町 準⼯業地
⽥川郡添⽥町 ⼯業地
⽥川郡添⽥町 市街化調整区域内宅地
⽥川郡添⽥町 林地
⽥川郡川崎町 住宅地 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.4
⽥川郡川崎町 宅地⾒込地
⽥川郡川崎町 商業地
⽥川郡川崎町 準⼯業地
⽥川郡川崎町 ⼯業地
⽥川郡川崎町 市街化調整区域内宅地
⽥川郡川崎町 林地
京都郡苅⽥町 住宅地 0.4 0.5 0.1 0.4 0.7
京都郡苅⽥町 宅地⾒込地
京都郡苅⽥町 商業地 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.7
京都郡苅⽥町 準⼯業地
京都郡苅⽥町 ⼯業地 1.1 2.4 3.3 4.0 4.3
京都郡苅⽥町 市街化調整区域内宅地
京都郡苅⽥町 林地
京都郡みやこ町 住宅地 -1.0 -1.0 -1.0 -1.4 -1.4
京都郡みやこ町 宅地⾒込地
京都郡みやこ町 商業地 -1.2 -1.2
京都郡みやこ町 準⼯業地
京都郡みやこ町 ⼯業地
京都郡みやこ町 市街化調整区域内宅地
京都郡みやこ町 林地
築上郡吉富町 住宅地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1.3
築上郡吉富町 宅地⾒込地
築上郡吉富町 商業地 -0.9 -0.4
築上郡吉富町 準⼯業地
築上郡吉富町 ⼯業地
築上郡吉富町 市街化調整区域内宅地
築上郡吉富町 林地
築上郡築上町 住宅地 -1.4 -1.1 -0.9 -0.9 -1.6
築上郡築上町 宅地⾒込地
築上郡築上町 商業地
築上郡築上町 準⼯業地



築上郡築上町 ⼯業地
築上郡築上町 市街化調整区域内宅地
築上郡築上町 林地


