
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
⿅児島県 住宅地 -1.0 -0.9 -1.1 -1.0 -0.8
⿅児島県 宅地⾒込地 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0
⿅児島県 商業地 -1.1 -1.0 -1.4 -1.3 -1.1
⿅児島県 準⼯業地
⿅児島県 ⼯業地 -0.7 0.4 0.2 0.8 1.0
⿅児島県 市街化調整区域内宅地
⿅児島県 林地
⿅児島市 住宅地 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.4
⿅児島市 宅地⾒込地 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0
⿅児島市 商業地 1.0 0.9 -0.2 0.1 0.5
⿅児島市 準⼯業地
⿅児島市 ⼯業地 -0.7 0.4 0.2 0.8 1.0
⿅児島市 市街化調整区域内宅地
⿅児島市 林地
⿅屋市 住宅地 -1.3 -1.2 -1.2 -0.7 -0.8
⿅屋市 宅地⾒込地
⿅屋市 商業地 -2.1 -1.5 -1.6 -2.1 -1.7
⿅屋市 準⼯業地
⿅屋市 ⼯業地
⿅屋市 市街化調整区域内宅地
⿅屋市 林地
枕崎市 住宅地 -1.0 -1.2 -1.3 -3.3 -3.3
枕崎市 宅地⾒込地
枕崎市 商業地 -1.3 -2.3 -1.8 -3.1 -3.4
枕崎市 準⼯業地
枕崎市 ⼯業地
枕崎市 市街化調整区域内宅地
枕崎市 林地
阿久根市 住宅地 -2.2 -2.5 -2.3 -2.6 -2.5
阿久根市 宅地⾒込地
阿久根市 商業地 -3.1 -3.6 -3.7 -3.8 -4.0
阿久根市 準⼯業地
阿久根市 ⼯業地
阿久根市 市街化調整区域内宅地
阿久根市 林地
出⽔市 住宅地 -0.5 -0.2 -0.5 -1.4 -1.2
出⽔市 宅地⾒込地
出⽔市 商業地 -1.8 -1.4 -1.4 -2.2 -2.2
出⽔市 準⼯業地
出⽔市 ⼯業地
出⽔市 市街化調整区域内宅地
出⽔市 林地
伊佐市 住宅地 -1.3 -2.0 -2.4 -1.9 -2.4
伊佐市 宅地⾒込地
伊佐市 商業地 -3.0 -3.4 -4.1 -3.9 -3.5



伊佐市 準⼯業地
伊佐市 ⼯業地
伊佐市 市街化調整区域内宅地
伊佐市 林地
指宿市 住宅地 -1.2 -0.9 -3.0 -2.4 -2.4
指宿市 宅地⾒込地
指宿市 商業地 -2.0 -2.0 -3.1 -2.5 -2.7
指宿市 準⼯業地
指宿市 ⼯業地
指宿市 市街化調整区域内宅地
指宿市 林地
⻄之表市 住宅地 -1.0 -1.3 -1.3 -1.3 -0.8
⻄之表市 宅地⾒込地
⻄之表市 商業地 -2.0 -1.5 -1.9 -1.2 0.3
⻄之表市 準⼯業地
⻄之表市 ⼯業地
⻄之表市 市街化調整区域内宅地
⻄之表市 林地
垂⽔市 住宅地 -2.6 -2.3 -2.0 -2.4 -2.0
垂⽔市 宅地⾒込地
垂⽔市 商業地 -2.9 -2.7 -2.8 -2.8 -2.6
垂⽔市 準⼯業地
垂⽔市 ⼯業地
垂⽔市 市街化調整区域内宅地
垂⽔市 林地
薩摩川内市 住宅地 -1.8 -1.6 -2.1 -1.9 -1.7
薩摩川内市 宅地⾒込地
薩摩川内市 商業地 -2.2 -2.0 -2.1 -1.9 -2.0
薩摩川内市 準⼯業地
薩摩川内市 ⼯業地
薩摩川内市 市街化調整区域内宅地
薩摩川内市 林地
⽇置市 住宅地 -0.8 -1.0 -0.7 -0.8 -0.7
⽇置市 宅地⾒込地
⽇置市 商業地 -1.8 -0.8 -0.7 -0.7 -0.5
⽇置市 準⼯業地
⽇置市 ⼯業地
⽇置市 市街化調整区域内宅地
⽇置市 林地
曽於市 住宅地 -1.9 -2.0 -1.8 -1.7 -1.4
曽於市 宅地⾒込地
曽於市 商業地 -3.1 -2.7 -2.7 -2.6 -2.2
曽於市 準⼯業地
曽於市 ⼯業地
曽於市 市街化調整区域内宅地
曽於市 林地



霧島市 住宅地 -1.7 -1.4 -1.5 -1.3 -1.1
霧島市 宅地⾒込地
霧島市 商業地 -1.6 -1.3 -1.3 -1.0 -0.7
霧島市 準⼯業地
霧島市 ⼯業地
霧島市 市街化調整区域内宅地
霧島市 林地
いちき串⽊野市 住宅地 -2.6 -2.7 -3.1 -2.8 -3.0
いちき串⽊野市 宅地⾒込地
いちき串⽊野市 商業地 -2.7 -2.8 -3.6 -4.0 -3.8
いちき串⽊野市 準⼯業地
いちき串⽊野市 ⼯業地
いちき串⽊野市 市街化調整区域内宅地
いちき串⽊野市 林地
南さつま市 住宅地 -1.4 -1.2 -1.5 -1.7 -2.7
南さつま市 宅地⾒込地
南さつま市 商業地 -2.2 -2.9 -2.7 -3.9 -3.6
南さつま市 準⼯業地
南さつま市 ⼯業地
南さつま市 市街化調整区域内宅地
南さつま市 林地
志布志市 住宅地 -2.4 -2.6 -2.9 -3.0 -2.8
志布志市 宅地⾒込地
志布志市 商業地 -2.5 -2.6 -2.6 -2.0 -2.1
志布志市 準⼯業地
志布志市 ⼯業地
志布志市 市街化調整区域内宅地
志布志市 林地
奄美市 住宅地 0.7 0.6 0.0 0.5 0.7
奄美市 宅地⾒込地
奄美市 商業地 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
奄美市 準⼯業地
奄美市 ⼯業地
奄美市 市街化調整区域内宅地
奄美市 林地
南九州市 住宅地 -1.2 -0.9 -1.3 -1.5 -1.6
南九州市 宅地⾒込地
南九州市 商業地 -1.5 -1.3 -2.7 -3.3 -3.1
南九州市 準⼯業地
南九州市 ⼯業地
南九州市 市街化調整区域内宅地
南九州市 林地
姶良市 住宅地 -1.1 -0.9 -0.8 0.0 0.3
姶良市 宅地⾒込地
姶良市 商業地 -2.2 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6
姶良市 準⼯業地



姶良市 ⼯業地
姶良市 市街化調整区域内宅地
姶良市 林地
薩摩郡さつま町 住宅地 -1.0 -1.9 -2.4 -2.5 -2.2
薩摩郡さつま町 宅地⾒込地
薩摩郡さつま町 商業地 -3.4 -3.6 -3.7 -3.8 -3.2
薩摩郡さつま町 準⼯業地
薩摩郡さつま町 ⼯業地
薩摩郡さつま町 市街化調整区域内宅地
薩摩郡さつま町 林地
姶良郡湧⽔町 住宅地 -1.9 -1.8 -1.8 -1.4 -1.6
姶良郡湧⽔町 宅地⾒込地
姶良郡湧⽔町 商業地 -3.9 -2.7 -2.3 -1.9 -2.4
姶良郡湧⽔町 準⼯業地
姶良郡湧⽔町 ⼯業地
姶良郡湧⽔町 市街化調整区域内宅地
姶良郡湧⽔町 林地
曽於郡⼤崎町 住宅地 -1.6 -2.4 -2.5 -1.8 -1.4
曽於郡⼤崎町 宅地⾒込地
曽於郡⼤崎町 商業地
曽於郡⼤崎町 準⼯業地
曽於郡⼤崎町 ⼯業地
曽於郡⼤崎町 市街化調整区域内宅地
曽於郡⼤崎町 林地
肝属郡錦江町 住宅地 -4.0 -4.2 -3.4 -3.0 -2.8
肝属郡錦江町 宅地⾒込地
肝属郡錦江町 商業地 -3.8 -4.0 -3.6 -3.1 -3.2
肝属郡錦江町 準⼯業地
肝属郡錦江町 ⼯業地
肝属郡錦江町 市街化調整区域内宅地
肝属郡錦江町 林地
肝属郡南⼤隅町 住宅地 -3.6 -2.8 -2.9 -3.0 -3.1
肝属郡南⼤隅町 宅地⾒込地
肝属郡南⼤隅町 商業地
肝属郡南⼤隅町 準⼯業地
肝属郡南⼤隅町 ⼯業地
肝属郡南⼤隅町 市街化調整区域内宅地
肝属郡南⼤隅町 林地
肝属郡肝付町 住宅地 -2.1 -2.3 -2.3 -1.6 -1.9
肝属郡肝付町 宅地⾒込地
肝属郡肝付町 商業地 -3.7 -3.8 -3.3 -2.7 -2.8
肝属郡肝付町 準⼯業地
肝属郡肝付町 ⼯業地
肝属郡肝付町 市街化調整区域内宅地
肝属郡肝付町 林地
熊⽑郡中種⼦町 住宅地 -4.2 -4.1 -3.0 -2.2 -2.3



熊⽑郡中種⼦町 宅地⾒込地
熊⽑郡中種⼦町 商業地 -4.8 -4.7 -4.1 -3.4 -3.5
熊⽑郡中種⼦町 準⼯業地
熊⽑郡中種⼦町 ⼯業地
熊⽑郡中種⼦町 市街化調整区域内宅地
熊⽑郡中種⼦町 林地
熊⽑郡南種⼦町 住宅地 -3.7 -3.9 -3.4 -3.3 -3.4
熊⽑郡南種⼦町 宅地⾒込地
熊⽑郡南種⼦町 商業地 -3.8 -2.5 -2.0 -2.1 -2.1
熊⽑郡南種⼦町 準⼯業地
熊⽑郡南種⼦町 ⼯業地
熊⽑郡南種⼦町 市街化調整区域内宅地
熊⽑郡南種⼦町 林地
熊⽑郡屋久島町 住宅地 -1.7 -1.7 -1.9 -1.9 -1.5
熊⽑郡屋久島町 宅地⾒込地
熊⽑郡屋久島町 商業地 -1.8 -1.9 -2.9 -3.0 -2.0
熊⽑郡屋久島町 準⼯業地
熊⽑郡屋久島町 ⼯業地
熊⽑郡屋久島町 市街化調整区域内宅地
熊⽑郡屋久島町 林地
⼤島郡瀬⼾内町 住宅地 -0.7 0.0 0.2 0.5 0.5
⼤島郡瀬⼾内町 宅地⾒込地
⼤島郡瀬⼾内町 商業地 -0.5 0.0 0.0 0.6 0.5
⼤島郡瀬⼾内町 準⼯業地
⼤島郡瀬⼾内町 ⼯業地
⼤島郡瀬⼾内町 市街化調整区域内宅地
⼤島郡瀬⼾内町 林地
⼤島郡⿓郷町 住宅地 2.8 3.1 2.6 2.6 2.5
⼤島郡⿓郷町 宅地⾒込地
⼤島郡⿓郷町 商業地
⼤島郡⿓郷町 準⼯業地
⼤島郡⿓郷町 ⼯業地
⼤島郡⿓郷町 市街化調整区域内宅地
⼤島郡⿓郷町 林地
⼤島郡喜界町 住宅地 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.5
⼤島郡喜界町 宅地⾒込地
⼤島郡喜界町 商業地
⼤島郡喜界町 準⼯業地
⼤島郡喜界町 ⼯業地
⼤島郡喜界町 市街化調整区域内宅地
⼤島郡喜界町 林地
⼤島郡徳之島町 住宅地 -0.8 -0.7 -0.5 -0.7 -0.8
⼤島郡徳之島町 宅地⾒込地
⼤島郡徳之島町 商業地
⼤島郡徳之島町 準⼯業地
⼤島郡徳之島町 ⼯業地



⼤島郡徳之島町 市街化調整区域内宅地
⼤島郡徳之島町 林地
⼤島郡天城町 住宅地 -1.7 -1.9 -1.6 -1.6 -1.6
⼤島郡天城町 宅地⾒込地
⼤島郡天城町 商業地
⼤島郡天城町 準⼯業地
⼤島郡天城町 ⼯業地
⼤島郡天城町 市街化調整区域内宅地
⼤島郡天城町 林地
⼤島郡和泊町 住宅地 -4.0 -3.8 -3.3 -3.4 -2.7
⼤島郡和泊町 宅地⾒込地
⼤島郡和泊町 商業地
⼤島郡和泊町 準⼯業地
⼤島郡和泊町 ⼯業地
⼤島郡和泊町 市街化調整区域内宅地
⼤島郡和泊町 林地
⼤島郡知名町 住宅地 -3.9 -3.7 -3.3 -3.2 -2.7
⼤島郡知名町 宅地⾒込地
⼤島郡知名町 商業地
⼤島郡知名町 準⼯業地
⼤島郡知名町 ⼯業地
⼤島郡知名町 市街化調整区域内宅地
⼤島郡知名町 林地


