
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
岩⼿県 住宅地 -0.4 -0.1 -0.4 -0.1 0.1
岩⼿県 宅地⾒込地 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3
岩⼿県 商業地 -1.1 -0.6 -1.7 -0.9 -0.9
岩⼿県 準⼯業地
岩⼿県 ⼯業地 6.5 1.9 0.7 1.0 2.1
岩⼿県 市街化調整区域内宅地
岩⼿県 林地
盛岡市 住宅地 0.4 0.8 0.2 1.1 1.3
盛岡市 宅地⾒込地 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3
盛岡市 商業地 1.3 1.1 -1.7 0.1 0.6
盛岡市 準⼯業地
盛岡市 ⼯業地 0.0 0.0 0.0
盛岡市 市街化調整区域内宅地
盛岡市 林地
宮古市 住宅地 -0.3 -0.3 -0.5 -0.8 -0.8
宮古市 宅地⾒込地
宮古市 商業地 -0.3 -0.3 -1.1 -2.1 -3.0
宮古市 準⼯業地
宮古市 ⼯業地
宮古市 市街化調整区域内宅地
宮古市 林地
⼤船渡市 住宅地 -0.3 -0.3 -0.1 -0.1 -1.0
⼤船渡市 宅地⾒込地
⼤船渡市 商業地 0.0 -0.6 -0.6 0.0 -1.4
⼤船渡市 準⼯業地
⼤船渡市 ⼯業地
⼤船渡市 市街化調整区域内宅地
⼤船渡市 林地
花巻市 住宅地 -0.7 -0.5 -0.6 -1.0 -0.6
花巻市 宅地⾒込地
花巻市 商業地 -1.7 -1.1 -1.0 -0.6 -1.2
花巻市 準⼯業地
花巻市 ⼯業地 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
花巻市 市街化調整区域内宅地
花巻市 林地
北上市 住宅地 -0.4 0.5 0.5 0.4 1.7
北上市 宅地⾒込地
北上市 商業地 0.0 1.6 0.0 0.0 -0.5
北上市 準⼯業地
北上市 ⼯業地 1.5 1.5 1.5 2.2 2.1
北上市 市街化調整区域内宅地
北上市 林地
久慈市 住宅地 -1.6 -1.6 -1.7 -1.5 -2.0
久慈市 宅地⾒込地
久慈市 商業地 -2.7 -2.8 -2.6 -2.1 -1.8



久慈市 準⼯業地
久慈市 ⼯業地
久慈市 市街化調整区域内宅地
久慈市 林地
遠野市 住宅地 -1.6 -1.4 -0.6 -0.6 -0.6
遠野市 宅地⾒込地
遠野市 商業地 -2.8 -2.8 -2.0 -1.8 -1.5
遠野市 準⼯業地
遠野市 ⼯業地
遠野市 市街化調整区域内宅地
遠野市 林地
⼀関市 住宅地 -2.4 -2.0 -1.8 -1.4 -1.5
⼀関市 宅地⾒込地
⼀関市 商業地 -4.3 -2.9 -2.5 -2.5 -1.9
⼀関市 準⼯業地
⼀関市 ⼯業地
⼀関市 市街化調整区域内宅地
⼀関市 林地
陸前⾼⽥市 住宅地 0.5 0.0 -0.8 -0.9 -0.8
陸前⾼⽥市 宅地⾒込地
陸前⾼⽥市 商業地 -1.1 0.0
陸前⾼⽥市 準⼯業地
陸前⾼⽥市 ⼯業地
陸前⾼⽥市 市街化調整区域内宅地
陸前⾼⽥市 林地
釜⽯市 住宅地 1.2 0.9 -1.2 -1.3 -1.1
釜⽯市 宅地⾒込地
釜⽯市 商業地 -2.6 0.5 -0.5 -0.8 -0.7
釜⽯市 準⼯業地
釜⽯市 ⼯業地
釜⽯市 市街化調整区域内宅地
釜⽯市 林地
⼆⼾市 住宅地 -3.3 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6
⼆⼾市 宅地⾒込地
⼆⼾市 商業地 -2.6 -0.9 -1.5 -1.2 -1.3
⼆⼾市 準⼯業地
⼆⼾市 ⼯業地
⼆⼾市 市街化調整区域内宅地
⼆⼾市 林地
⼋幡平市 住宅地 -0.9 -0.9 -1.6 -1.1 -0.4
⼋幡平市 宅地⾒込地
⼋幡平市 商業地 -2.3 -2.0 -2.0 -1.7 -2.1
⼋幡平市 準⼯業地
⼋幡平市 ⼯業地
⼋幡平市 市街化調整区域内宅地
⼋幡平市 林地



奥州市 住宅地 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.3
奥州市 宅地⾒込地
奥州市 商業地 -3.4 -3.4 -2.8 -1.9 -1.9
奥州市 準⼯業地
奥州市 ⼯業地
奥州市 市街化調整区域内宅地
奥州市 林地
滝沢市 住宅地 0.3 0.8 0.3 0.5 1.0
滝沢市 宅地⾒込地
滝沢市 商業地
滝沢市 準⼯業地
滝沢市 ⼯業地
滝沢市 市街化調整区域内宅地
滝沢市 林地
岩⼿郡雫⽯町 住宅地 -3.0 -2.8 -2.3 -1.6 -1.4
岩⼿郡雫⽯町 宅地⾒込地
岩⼿郡雫⽯町 商業地 -2.2 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4
岩⼿郡雫⽯町 準⼯業地
岩⼿郡雫⽯町 ⼯業地
岩⼿郡雫⽯町 市街化調整区域内宅地
岩⼿郡雫⽯町 林地
岩⼿郡岩⼿町 住宅地 -3.7 -3.8 -4.6 -4.2 -4.4
岩⼿郡岩⼿町 宅地⾒込地
岩⼿郡岩⼿町 商業地 -4.7 -4.7 -5.2 -5.5 -5.4
岩⼿郡岩⼿町 準⼯業地
岩⼿郡岩⼿町 ⼯業地
岩⼿郡岩⼿町 市街化調整区域内宅地
岩⼿郡岩⼿町 林地
紫波郡紫波町 住宅地 2.1 2.9 2.2 2.5 3.3
紫波郡紫波町 宅地⾒込地
紫波郡紫波町 商業地 -3.4 -1.8 -1.5 -1.2 -0.9
紫波郡紫波町 準⼯業地
紫波郡紫波町 ⼯業地
紫波郡紫波町 市街化調整区域内宅地
紫波郡紫波町 林地
紫波郡⽮⼱町 住宅地 2.8 2.9 3.4 3.8 4.0
紫波郡⽮⼱町 宅地⾒込地
紫波郡⽮⼱町 商業地 4.6 2.8 2.3 2.2
紫波郡⽮⼱町 準⼯業地
紫波郡⽮⼱町 ⼯業地 18.0 4.2 1.3 1.8 4.7
紫波郡⽮⼱町 市街化調整区域内宅地
紫波郡⽮⼱町 林地
胆沢郡⾦ケ崎町 住宅地 -0.3 0.2 -0.7 -0.7 -0.4
胆沢郡⾦ケ崎町 宅地⾒込地
胆沢郡⾦ケ崎町 商業地 -1.1 -1.1
胆沢郡⾦ケ崎町 準⼯業地



胆沢郡⾦ケ崎町 ⼯業地
胆沢郡⾦ケ崎町 市街化調整区域内宅地
胆沢郡⾦ケ崎町 林地
⻄磐井郡平泉町 住宅地 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.9
⻄磐井郡平泉町 宅地⾒込地
⻄磐井郡平泉町 商業地 -2.4 -2.1 -2.9 -3.0 -2.3
⻄磐井郡平泉町 準⼯業地
⻄磐井郡平泉町 ⼯業地
⻄磐井郡平泉町 市街化調整区域内宅地
⻄磐井郡平泉町 林地
上閉伊郡⼤槌町 住宅地 -1.4 -0.7 -1.3 -1.7 -2.8
上閉伊郡⼤槌町 宅地⾒込地
上閉伊郡⼤槌町 商業地 -1.1 -2.8
上閉伊郡⼤槌町 準⼯業地
上閉伊郡⼤槌町 ⼯業地
上閉伊郡⼤槌町 市街化調整区域内宅地
上閉伊郡⼤槌町 林地
下閉伊郡⼭⽥町 住宅地 -0.9 -1.6 -2.9 -4.3 -4.6
下閉伊郡⼭⽥町 宅地⾒込地
下閉伊郡⼭⽥町 商業地 0.0 -0.5 -0.5 -4.5
下閉伊郡⼭⽥町 準⼯業地
下閉伊郡⼭⽥町 ⼯業地
下閉伊郡⼭⽥町 市街化調整区域内宅地
下閉伊郡⼭⽥町 林地
下閉伊郡岩泉町 住宅地 -2.7 -2.8 -2.3 -2.6 -1.8
下閉伊郡岩泉町 宅地⾒込地
下閉伊郡岩泉町 商業地 -3.2 -3.3 -3.0 -2.6 -2.3
下閉伊郡岩泉町 準⼯業地
下閉伊郡岩泉町 ⼯業地
下閉伊郡岩泉町 市街化調整区域内宅地
下閉伊郡岩泉町 林地
九⼾郡野⽥村 住宅地 -2.4 -2.1 -2.1 -2.2 -2.2
九⼾郡野⽥村 宅地⾒込地
九⼾郡野⽥村 商業地
九⼾郡野⽥村 準⼯業地
九⼾郡野⽥村 ⼯業地
九⼾郡野⽥村 市街化調整区域内宅地
九⼾郡野⽥村 林地
⼆⼾郡⼀⼾町 住宅地 -3.8 -3.4 -2.5 -2.3 -2.6
⼆⼾郡⼀⼾町 宅地⾒込地
⼆⼾郡⼀⼾町 商業地 -5.0 -4.7 -3.0 -2.1 -2.1
⼆⼾郡⼀⼾町 準⼯業地
⼆⼾郡⼀⼾町 ⼯業地
⼆⼾郡⼀⼾町 市街化調整区域内宅地
⼆⼾郡⼀⼾町 林地


