
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
熊本県 住宅地 1.0 1.1 0.5 0.9 1.9
熊本県 宅地⾒込地 2.0 2.0 0.8 0.5 1.1
熊本県 商業地 3.7 3.8 0.3 0.8 1.9
熊本県 準⼯業地
熊本県 ⼯業地 2.0 2.0 0.9 1.2 3.8
熊本県 市街化調整区域内宅地
熊本県 林地
熊本市 住宅地 1.4 1.5 0.7 1.1 1.9
熊本市 宅地⾒込地 2.0 2.0 0.8 0.5 1.1
熊本市 商業地 6.3 6.4 0.8 1.4 2.4
熊本市 準⼯業地
熊本市 ⼯業地 2.9 2.7 1.2 1.3 4.7
熊本市 市街化調整区域内宅地
熊本市 林地
熊本市 中央区 住宅地 2.4 2.7 1.3 2.4 3.3
熊本市 中央区 宅地⾒込地
熊本市 中央区 商業地 9.5 10.0 0.8 1.5 2.3
熊本市 中央区 準⼯業地
熊本市 中央区 ⼯業地 2.9 2.9 0.9 0.8 2.2
熊本市 中央区 市街化調整区域内宅地
熊本市 中央区 林地
熊本市 東区 住宅地 1.7 1.8 0.7 1.0 1.6
熊本市 東区 宅地⾒込地 2.0 2.0 1.0 1.0 0.9
熊本市 東区 商業地 2.7 1.8 -0.1 0.9 3.6
熊本市 東区 準⼯業地
熊本市 東区 ⼯業地 3.4 3.8 2.2 2.4 4.6
熊本市 東区 市街化調整区域内宅地
熊本市 東区 林地
熊本市 ⻄区 住宅地 0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.9
熊本市 ⻄区 宅地⾒込地
熊本市 ⻄区 商業地 2.4 3.1 1.4 1.9 2.5
熊本市 ⻄区 準⼯業地
熊本市 ⻄区 ⼯業地 1.1 0.9 0.0 0.0 0.7
熊本市 ⻄区 市街化調整区域内宅地
熊本市 ⻄区 林地
熊本市 南区 住宅地 1.3 1.4 0.7 0.7 0.9
熊本市 南区 宅地⾒込地
熊本市 南区 商業地 1.3 1.9 0.8 1.3 1.6
熊本市 南区 準⼯業地
熊本市 南区 ⼯業地 3.5 3.0 1.5 1.7 8.1
熊本市 南区 市街化調整区域内宅地
熊本市 南区 林地
熊本市 北区 住宅地 0.5 0.7 0.5 0.6 2.3
熊本市 北区 宅地⾒込地 0.6 0.0 1.2
熊本市 北区 商業地 1.2 1.7 0.9 1.5 1.6



熊本市 北区 準⼯業地
熊本市 北区 ⼯業地
熊本市 北区 市街化調整区域内宅地
熊本市 北区 林地
⼋代市 住宅地 -0.4 -0.4 -0.6 -0.3 -0.3
⼋代市 宅地⾒込地
⼋代市 商業地 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.3
⼋代市 準⼯業地
⼋代市 ⼯業地 3.8 4.2 1.5 2.0 3.9
⼋代市 市街化調整区域内宅地
⼋代市 林地
⼈吉市 住宅地 -1.0 0.2 -0.3 0.0 -0.3
⼈吉市 宅地⾒込地
⼈吉市 商業地 -0.8 0.0 -5.9 -1.4 -2.2
⼈吉市 準⼯業地
⼈吉市 ⼯業地
⼈吉市 市街化調整区域内宅地
⼈吉市 林地
荒尾市 住宅地 -0.1 -0.3 -0.5 -0.4 -0.3
荒尾市 宅地⾒込地
荒尾市 商業地 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.1
荒尾市 準⼯業地
荒尾市 ⼯業地 -1.0 -1.0 -0.5 0.1 0.6
荒尾市 市街化調整区域内宅地
荒尾市 林地
⽔俣市 住宅地 -0.1 -0.3 -0.8 -0.8 -0.8
⽔俣市 宅地⾒込地
⽔俣市 商業地 -0.9 -0.8 -1.0 -0.8 -1.1
⽔俣市 準⼯業地
⽔俣市 ⼯業地
⽔俣市 市街化調整区域内宅地
⽔俣市 林地
⽟名市 住宅地 -0.3 -0.3 -0.6 -0.7 -0.2
⽟名市 宅地⾒込地
⽟名市 商業地 -0.8 -0.5 -0.5 -0.4 -0.7
⽟名市 準⼯業地
⽟名市 ⼯業地
⽟名市 市街化調整区域内宅地
⽟名市 林地
⼭⿅市 住宅地 -0.2 0.2 0.0 -0.3 -0.2
⼭⿅市 宅地⾒込地
⼭⿅市 商業地 -1.3 -0.8 -0.9 -0.7 -0.6
⼭⿅市 準⼯業地
⼭⿅市 ⼯業地
⼭⿅市 市街化調整区域内宅地
⼭⿅市 林地



菊池市 住宅地 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.2
菊池市 宅地⾒込地
菊池市 商業地 -0.5 -0.2 -0.2 0.0 -0.1
菊池市 準⼯業地
菊池市 ⼯業地
菊池市 市街化調整区域内宅地
菊池市 林地
宇⼟市 住宅地 0.1 0.5 0.2 -0.1 0.8
宇⼟市 宅地⾒込地
宇⼟市 商業地 0.6
宇⼟市 準⼯業地
宇⼟市 ⼯業地
宇⼟市 市街化調整区域内宅地
宇⼟市 林地
宇城市 住宅地 1.5 1.4 1.1 1.6 1.5
宇城市 宅地⾒込地
宇城市 商業地 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.6
宇城市 準⼯業地
宇城市 ⼯業地
宇城市 市街化調整区域内宅地
宇城市 林地
阿蘇市 住宅地 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
阿蘇市 宅地⾒込地
阿蘇市 商業地 -2.8 -1.0 -0.5 -0.5 0.0
阿蘇市 準⼯業地
阿蘇市 ⼯業地
阿蘇市 市街化調整区域内宅地
阿蘇市 林地
天草市 住宅地 -0.7 -0.9 -1.1 -1.1 -0.8
天草市 宅地⾒込地
天草市 商業地 0.0 -0.3 -0.6 -1.7 -0.8
天草市 準⼯業地
天草市 ⼯業地
天草市 市街化調整区域内宅地
天草市 林地
合志市 住宅地 0.5 0.9 0.7 2.4 7.1
合志市 宅地⾒込地
合志市 商業地 9.8
合志市 準⼯業地
合志市 ⼯業地
合志市 市街化調整区域内宅地
合志市 林地
⽟名郡⻑洲町 住宅地 -0.3 0.0 -0.3 0.0 0.0
⽟名郡⻑洲町 宅地⾒込地
⽟名郡⻑洲町 商業地 -1.9 -1.0 -0.5 0.0 -0.5
⽟名郡⻑洲町 準⼯業地



⽟名郡⻑洲町 ⼯業地
⽟名郡⻑洲町 市街化調整区域内宅地
⽟名郡⻑洲町 林地
菊池郡⼤津町 住宅地 3.7 3.8 3.5 3.4 5.6
菊池郡⼤津町 宅地⾒込地
菊池郡⼤津町 商業地 2.3 4.5 3.2 3.1 16.8
菊池郡⼤津町 準⼯業地
菊池郡⼤津町 ⼯業地
菊池郡⼤津町 市街化調整区域内宅地
菊池郡⼤津町 林地
菊池郡菊陽町 住宅地 2.2 2.5 2.0 4.6 9.7
菊池郡菊陽町 宅地⾒込地
菊池郡菊陽町 商業地 1.9 3.7 2.7 4.3 21.7
菊池郡菊陽町 準⼯業地
菊池郡菊陽町 ⼯業地
菊池郡菊陽町 市街化調整区域内宅地
菊池郡菊陽町 林地
上益城郡御船町 住宅地 0.2 0.7 0.1 0.9 1.2
上益城郡御船町 宅地⾒込地
上益城郡御船町 商業地 0.9 0.9 0.9 0.6
上益城郡御船町 準⼯業地
上益城郡御船町 ⼯業地
上益城郡御船町 市街化調整区域内宅地
上益城郡御船町 林地
上益城郡嘉島町 住宅地 3.3 3.3 2.6 1.4 1.5
上益城郡嘉島町 宅地⾒込地
上益城郡嘉島町 商業地
上益城郡嘉島町 準⼯業地
上益城郡嘉島町 ⼯業地
上益城郡嘉島町 市街化調整区域内宅地
上益城郡嘉島町 林地
上益城郡益城町 住宅地 3.5 2.2 0.5 0.7 0.7
上益城郡益城町 宅地⾒込地
上益城郡益城町 商業地 2.3 1.1 1.6 1.3 1.4
上益城郡益城町 準⼯業地
上益城郡益城町 ⼯業地 2.1 1.3 1.8 5.0
上益城郡益城町 市街化調整区域内宅地
上益城郡益城町 林地
葦北郡芦北町 住宅地 -0.9 -0.7 -2.4 -1.0 -0.4
葦北郡芦北町 宅地⾒込地
葦北郡芦北町 商業地
葦北郡芦北町 準⼯業地
葦北郡芦北町 ⼯業地
葦北郡芦北町 市街化調整区域内宅地
葦北郡芦北町 林地


