
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
群⾺県 住宅地 -0.5 -0.5 -1.0 -0.9 -0.8
群⾺県 宅地⾒込地
群⾺県 商業地 -0.2 -0.2 -1.2 -1.1 -0.9
群⾺県 準⼯業地
群⾺県 ⼯業地 0.1 0.8 -0.1 0.5 0.9
群⾺県 市街化調整区域内宅地
群⾺県 林地
前橋市 住宅地 -0.3 -0.3 -0.6 -0.5 -0.5
前橋市 宅地⾒込地
前橋市 商業地 -0.2 -0.1 -1.0 -0.8 -0.7
前橋市 準⼯業地
前橋市 ⼯業地 0.0 0.5 0.0 0.8 1.1
前橋市 市街化調整区域内宅地
前橋市 林地
⾼崎市 住宅地 0.2 0.3 -0.3 -0.3 -0.3
⾼崎市 宅地⾒込地
⾼崎市 商業地 1.6 1.9 -0.2 -0.1 -0.1
⾼崎市 準⼯業地
⾼崎市 ⼯業地 0.0 1.3 0.0 0.6 0.9
⾼崎市 市街化調整区域内宅地
⾼崎市 林地
桐⽣市 住宅地 -1.5 -1.6 -2.0 -2.0 -1.8
桐⽣市 宅地⾒込地
桐⽣市 商業地 -1.3 -1.5 -2.2 -2.1 -1.9
桐⽣市 準⼯業地
桐⽣市 ⼯業地
桐⽣市 市街化調整区域内宅地
桐⽣市 林地
伊勢崎市 住宅地 -0.2 -0.3 -0.7 -0.5 -0.5
伊勢崎市 宅地⾒込地
伊勢崎市 商業地 0.0 -0.4 -1.0 -0.8 -0.6
伊勢崎市 準⼯業地
伊勢崎市 ⼯業地 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0
伊勢崎市 市街化調整区域内宅地
伊勢崎市 林地
太⽥市 住宅地 0.1 0.1 -0.5 -0.4 -0.1
太⽥市 宅地⾒込地
太⽥市 商業地 0.7 0.7 -0.6 -0.5 -0.2
太⽥市 準⼯業地
太⽥市 ⼯業地 0.4 0.7 -0.3 0.2 0.8
太⽥市 市街化調整区域内宅地
太⽥市 林地
沼⽥市 住宅地 -0.4 -0.4 -1.3 -1.3 -1.1
沼⽥市 宅地⾒込地
沼⽥市 商業地 0.0 0.0 -1.0 -1.1 -1.1



沼⽥市 準⼯業地
沼⽥市 ⼯業地
沼⽥市 市街化調整区域内宅地
沼⽥市 林地
館林市 住宅地 -0.4 -0.4 -0.8 -0.8 -0.7
館林市 宅地⾒込地
館林市 商業地 -0.2 -0.2 -0.8 -0.8 -0.6
館林市 準⼯業地
館林市 ⼯業地
館林市 市街化調整区域内宅地
館林市 林地
渋川市 住宅地 -1.4 -1.3 -1.8 -1.9 -1.6
渋川市 宅地⾒込地
渋川市 商業地 -1.8 -1.6 -2.0 -2.0 -1.6
渋川市 準⼯業地
渋川市 ⼯業地
渋川市 市街化調整区域内宅地
渋川市 林地
藤岡市 住宅地 -1.4 -1.4 -1.4 -1.2 -1.1
藤岡市 宅地⾒込地
藤岡市 商業地 -2.5 -2.4 -2.8 -2.5 -2.4
藤岡市 準⼯業地
藤岡市 ⼯業地
藤岡市 市街化調整区域内宅地
藤岡市 林地
富岡市 住宅地 -0.7 -0.7 -1.4 -1.5 -1.4
富岡市 宅地⾒込地
富岡市 商業地 -1.4 -1.4 -2.5 -2.6 -2.4
富岡市 準⼯業地
富岡市 ⼯業地
富岡市 市街化調整区域内宅地
富岡市 林地
安中市 住宅地 -1.4 -1.4 -1.8 -1.8 -1.9
安中市 宅地⾒込地
安中市 商業地 -2.3 -2.3 -3.0 -2.8 -2.9
安中市 準⼯業地
安中市 ⼯業地
安中市 市街化調整区域内宅地
安中市 林地
みどり市 住宅地 -0.4 -0.4 -1.1 -0.8 -0.7
みどり市 宅地⾒込地
みどり市 商業地 -0.9 -1.2 -2.2 -2.0 -1.5
みどり市 準⼯業地
みどり市 ⼯業地
みどり市 市街化調整区域内宅地
みどり市 林地



北群⾺郡榛東村 住宅地 -0.7 -0.7 -1.9 -1.9 -1.7
北群⾺郡榛東村 宅地⾒込地
北群⾺郡榛東村 商業地 -0.7 -0.7 -1.8 -1.9 -1.5
北群⾺郡榛東村 準⼯業地
北群⾺郡榛東村 ⼯業地
北群⾺郡榛東村 市街化調整区域内宅地
北群⾺郡榛東村 林地
北群⾺郡吉岡町 住宅地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
北群⾺郡吉岡町 宅地⾒込地
北群⾺郡吉岡町 商業地 -0.6 -0.6 -1.1 -0.9 -0.9
北群⾺郡吉岡町 準⼯業地
北群⾺郡吉岡町 ⼯業地
北群⾺郡吉岡町 市街化調整区域内宅地
北群⾺郡吉岡町 林地
⽢楽郡下仁⽥町 住宅地 -4.3 -4.0 -4.2 -3.9 -3.6
⽢楽郡下仁⽥町 宅地⾒込地
⽢楽郡下仁⽥町 商業地 -3.6 -3.3
⽢楽郡下仁⽥町 準⼯業地
⽢楽郡下仁⽥町 ⼯業地
⽢楽郡下仁⽥町 市街化調整区域内宅地
⽢楽郡下仁⽥町 林地
⽢楽郡⽢楽町 住宅地 -1.1 -1.1 -1.3 -1.3 -1.1
⽢楽郡⽢楽町 宅地⾒込地
⽢楽郡⽢楽町 商業地
⽢楽郡⽢楽町 準⼯業地
⽢楽郡⽢楽町 ⼯業地
⽢楽郡⽢楽町 市街化調整区域内宅地
⽢楽郡⽢楽町 林地
吾妻郡中之条町 住宅地 -2.7 -2.8 -3.1 -3.2 -3.1
吾妻郡中之条町 宅地⾒込地
吾妻郡中之条町 商業地 -2.8 -2.5 -2.9 -3.0 -3.1
吾妻郡中之条町 準⼯業地
吾妻郡中之条町 ⼯業地
吾妻郡中之条町 市街化調整区域内宅地
吾妻郡中之条町 林地
吾妻郡⻑野原町 住宅地 -0.8 -0.8 -1.7 -1.7 -1.6
吾妻郡⻑野原町 宅地⾒込地
吾妻郡⻑野原町 商業地 -0.6 -0.6 -1.2 -1.9 -1.9
吾妻郡⻑野原町 準⼯業地
吾妻郡⻑野原町 ⼯業地
吾妻郡⻑野原町 市街化調整区域内宅地
吾妻郡⻑野原町 林地
吾妻郡嬬恋村 住宅地 -3.4 -3.0 -2.3 -1.3 -1.1
吾妻郡嬬恋村 宅地⾒込地
吾妻郡嬬恋村 商業地
吾妻郡嬬恋村 準⼯業地



吾妻郡嬬恋村 ⼯業地
吾妻郡嬬恋村 市街化調整区域内宅地
吾妻郡嬬恋村 林地
吾妻郡草津町 住宅地 -1.8 -1.8 -2.5 -2.1 -1.6
吾妻郡草津町 宅地⾒込地
吾妻郡草津町 商業地 -0.8
吾妻郡草津町 準⼯業地
吾妻郡草津町 ⼯業地
吾妻郡草津町 市街化調整区域内宅地
吾妻郡草津町 林地
吾妻郡東吾妻町 住宅地 -2.7 -2.8 -2.2 -1.8 -1.6
吾妻郡東吾妻町 宅地⾒込地
吾妻郡東吾妻町 商業地 -3.1 -3.2 -2.9 -1.7 -1.3
吾妻郡東吾妻町 準⼯業地
吾妻郡東吾妻町 ⼯業地
吾妻郡東吾妻町 市街化調整区域内宅地
吾妻郡東吾妻町 林地
利根郡みなかみ町 住宅地 -3.0 -3.1 -3.4 -3.6 -3.4
利根郡みなかみ町 宅地⾒込地
利根郡みなかみ町 商業地 -2.3 -2.6 -3.4 -3.2 -2.9
利根郡みなかみ町 準⼯業地
利根郡みなかみ町 ⼯業地
利根郡みなかみ町 市街化調整区域内宅地
利根郡みなかみ町 林地
佐波郡⽟村町 住宅地 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0
佐波郡⽟村町 宅地⾒込地
佐波郡⽟村町 商業地 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8
佐波郡⽟村町 準⼯業地
佐波郡⽟村町 ⼯業地
佐波郡⽟村町 市街化調整区域内宅地
佐波郡⽟村町 林地
⾢楽郡板倉町 住宅地 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8
⾢楽郡板倉町 宅地⾒込地
⾢楽郡板倉町 商業地
⾢楽郡板倉町 準⼯業地
⾢楽郡板倉町 ⼯業地
⾢楽郡板倉町 市街化調整区域内宅地
⾢楽郡板倉町 林地
⾢楽郡明和町 住宅地 -0.4 -0.4 -0.7 -0.8 -0.8
⾢楽郡明和町 宅地⾒込地
⾢楽郡明和町 商業地
⾢楽郡明和町 準⼯業地
⾢楽郡明和町 ⼯業地
⾢楽郡明和町 市街化調整区域内宅地
⾢楽郡明和町 林地
⾢楽郡千代⽥町 住宅地 -0.9 -0.8 -1.6 -1.6 -1.2



⾢楽郡千代⽥町 宅地⾒込地
⾢楽郡千代⽥町 商業地
⾢楽郡千代⽥町 準⼯業地
⾢楽郡千代⽥町 ⼯業地
⾢楽郡千代⽥町 市街化調整区域内宅地
⾢楽郡千代⽥町 林地
⾢楽郡⼤泉町 住宅地 -0.2 -0.3 -0.6 -0.5 -0.6
⾢楽郡⼤泉町 宅地⾒込地
⾢楽郡⼤泉町 商業地 -0.7 -0.7 -1.1 -1.1 -1.0
⾢楽郡⼤泉町 準⼯業地
⾢楽郡⼤泉町 ⼯業地
⾢楽郡⼤泉町 市街化調整区域内宅地
⾢楽郡⼤泉町 林地
⾢楽郡⾢楽町 住宅地 -0.8 -0.7 -0.7 -1.0 -1.0
⾢楽郡⾢楽町 宅地⾒込地
⾢楽郡⾢楽町 商業地
⾢楽郡⾢楽町 準⼯業地
⾢楽郡⾢楽町 ⼯業地
⾢楽郡⾢楽町 市街化調整区域内宅地
⾢楽郡⾢楽町 林地


