
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
⾼知県 住宅地 -0.6 -0.5 -0.8 -0.6 -0.5
⾼知県 宅地⾒込地 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.3
⾼知県 商業地 -0.8 -0.5 -1.2 -1.0 -0.8
⾼知県 準⼯業地
⾼知県 ⼯業地 0.8 0.6 0.0 0.1 0.1
⾼知県 市街化調整区域内宅地
⾼知県 林地
⾼知市 住宅地 -0.5 -0.4 -0.8 -0.5 -0.3
⾼知市 宅地⾒込地 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.3
⾼知市 商業地 -0.1 0.2 -0.8 -0.7 -0.3
⾼知市 準⼯業地
⾼知市 ⼯業地 0.9 0.3 -0.5 -0.5 -0.5
⾼知市 市街化調整区域内宅地
⾼知市 林地
室⼾市 住宅地 -1.8 -1.8 -2.1 -1.2 -1.2
室⼾市 宅地⾒込地
室⼾市 商業地 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2 -1.2
室⼾市 準⼯業地
室⼾市 ⼯業地
室⼾市 市街化調整区域内宅地
室⼾市 林地
安芸市 住宅地 -0.8 -0.5 -1.0 -1.3 -1.3
安芸市 宅地⾒込地
安芸市 商業地 -0.9 -0.8 -1.4 -1.6 -1.6
安芸市 準⼯業地
安芸市 ⼯業地
安芸市 市街化調整区域内宅地
安芸市 林地
南国市 住宅地 -0.2 0.1 -0.2 0.2 0.3
南国市 宅地⾒込地
南国市 商業地 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.0
南国市 準⼯業地
南国市 ⼯業地 0.8 1.2 0.8 1.2 1.2
南国市 市街化調整区域内宅地
南国市 林地
⼟佐市 住宅地 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3
⼟佐市 宅地⾒込地
⼟佐市 商業地 -1.1 -0.9 -1.2 -1.1 -1.1
⼟佐市 準⼯業地
⼟佐市 ⼯業地
⼟佐市 市街化調整区域内宅地
⼟佐市 林地
須崎市 住宅地 -1.0 -1.0 -1.4 -1.2 -1.3
須崎市 宅地⾒込地
須崎市 商業地 -2.1 -1.8 -2.5 -2.2 -2.1



須崎市 準⼯業地
須崎市 ⼯業地
須崎市 市街化調整区域内宅地
須崎市 林地
宿⽑市 住宅地 -1.4 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8
宿⽑市 宅地⾒込地
宿⽑市 商業地 -2.4 -1.7 -1.8 -1.6 -1.5
宿⽑市 準⼯業地
宿⽑市 ⼯業地
宿⽑市 市街化調整区域内宅地
宿⽑市 林地
⼟佐清⽔市 住宅地 -1.6 -1.6 -1.7 -1.7 -1.3
⼟佐清⽔市 宅地⾒込地
⼟佐清⽔市 商業地 -2.0 -2.0 -2.5 -2.1 -1.6
⼟佐清⽔市 準⼯業地
⼟佐清⽔市 ⼯業地
⼟佐清⽔市 市街化調整区域内宅地
⼟佐清⽔市 林地
四万⼗市 住宅地 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.2
四万⼗市 宅地⾒込地
四万⼗市 商業地 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.5
四万⼗市 準⼯業地
四万⼗市 ⼯業地
四万⼗市 市街化調整区域内宅地
四万⼗市 林地
⾹南市 住宅地 -0.8 -0.7 -1.0 -0.8 -0.7
⾹南市 宅地⾒込地
⾹南市 商業地 -0.8 -0.8 -1.4 -1.1 -1.0
⾹南市 準⼯業地
⾹南市 ⼯業地
⾹南市 市街化調整区域内宅地
⾹南市 林地
⾹美市 住宅地 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3
⾹美市 宅地⾒込地
⾹美市 商業地 -0.2 -0.5 -1.0 -0.7 -0.7
⾹美市 準⼯業地
⾹美市 ⼯業地
⾹美市 市街化調整区域内宅地
⾹美市 林地
安芸郡東洋町 住宅地 -2.0 -2.1 -2.1 -2.2 -2.2
安芸郡東洋町 宅地⾒込地
安芸郡東洋町 商業地 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8
安芸郡東洋町 準⼯業地
安芸郡東洋町 ⼯業地
安芸郡東洋町 市街化調整区域内宅地
安芸郡東洋町 林地



⻑岡郡本⼭町 住宅地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
⻑岡郡本⼭町 宅地⾒込地
⻑岡郡本⼭町 商業地 -0.8 -0.8 -1.2 -0.8 -0.8
⻑岡郡本⼭町 準⼯業地
⻑岡郡本⼭町 ⼯業地
⻑岡郡本⼭町 市街化調整区域内宅地
⻑岡郡本⼭町 林地
⼟佐郡⼟佐町 住宅地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7
⼟佐郡⼟佐町 宅地⾒込地
⼟佐郡⼟佐町 商業地 -0.7 -1.1 -0.8 -0.8
⼟佐郡⼟佐町 準⼯業地
⼟佐郡⼟佐町 ⼯業地
⼟佐郡⼟佐町 市街化調整区域内宅地
⼟佐郡⼟佐町 林地
吾川郡いの町 住宅地 -0.3 -0.1 -0.3 -0.1 -0.1
吾川郡いの町 宅地⾒込地
吾川郡いの町 商業地 -1.3 -1.2 -1.4 -1.4 -1.3
吾川郡いの町 準⼯業地
吾川郡いの町 ⼯業地
吾川郡いの町 市街化調整区域内宅地
吾川郡いの町 林地
⾼岡郡中⼟佐町 住宅地 -1.0 -1.0 -1.5 -1.2 -1.3
⾼岡郡中⼟佐町 宅地⾒込地
⾼岡郡中⼟佐町 商業地 -1.6 -1.6 -2.2 -1.6 -1.7
⾼岡郡中⼟佐町 準⼯業地
⾼岡郡中⼟佐町 ⼯業地
⾼岡郡中⼟佐町 市街化調整区域内宅地
⾼岡郡中⼟佐町 林地
⾼岡郡佐川町 住宅地 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
⾼岡郡佐川町 宅地⾒込地
⾼岡郡佐川町 商業地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3
⾼岡郡佐川町 準⼯業地
⾼岡郡佐川町 ⼯業地
⾼岡郡佐川町 市街化調整区域内宅地
⾼岡郡佐川町 林地
⾼岡郡越知町 住宅地 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4
⾼岡郡越知町 宅地⾒込地
⾼岡郡越知町 商業地 -0.3 -0.3 -0.6 -0.6 -0.6
⾼岡郡越知町 準⼯業地
⾼岡郡越知町 ⼯業地
⾼岡郡越知町 市街化調整区域内宅地
⾼岡郡越知町 林地
⾼岡郡四万⼗町 住宅地 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
⾼岡郡四万⼗町 宅地⾒込地
⾼岡郡四万⼗町 商業地 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
⾼岡郡四万⼗町 準⼯業地



⾼岡郡四万⼗町 ⼯業地
⾼岡郡四万⼗町 市街化調整区域内宅地
⾼岡郡四万⼗町 林地
幡多郡⿊潮町 住宅地 -0.7 -0.7 -0.9 -0.9 -0.7
幡多郡⿊潮町 宅地⾒込地
幡多郡⿊潮町 商業地 -0.8 -0.8 -1.2 -1.3 -0.9
幡多郡⿊潮町 準⼯業地
幡多郡⿊潮町 ⼯業地
幡多郡⿊潮町 市街化調整区域内宅地
幡多郡⿊潮町 林地


