
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
宮城県 住宅地 3.6 3.5 1.0 2.8 4.0
宮城県 宅地⾒込地 6.1 4.9 -0.5 1.2 1.1
宮城県 商業地 6.1 6.3 1.3 2.2 3.6
宮城県 準⼯業地
宮城県 ⼯業地 4.8 5.3 4.0 4.9 7.7
宮城県 市街化調整区域内宅地
宮城県 林地
仙台市 住宅地 5.9 5.9 2.0 4.5 5.9
仙台市 宅地⾒込地 6.1 4.9 1.7 4.2 4.0
仙台市 商業地 10.7 11.0 2.8 4.2 6.1
仙台市 準⼯業地
仙台市 ⼯業地 8.5 9.6 8.0 9.3 14.1
仙台市 市街化調整区域内宅地
仙台市 林地
仙台市 ⻘葉区 住宅地 6.7 7.1 2.5 4.3 5.0
仙台市 ⻘葉区 宅地⾒込地
仙台市 ⻘葉区 商業地 12.6 12.9 3.1 4.2 5.6
仙台市 ⻘葉区 準⼯業地
仙台市 ⻘葉区 ⼯業地
仙台市 ⻘葉区 市街化調整区域内宅地
仙台市 ⻘葉区 林地
仙台市 宮城野区 住宅地 3.5 3.7 1.0 4.3 6.8
仙台市 宮城野区 宅地⾒込地
仙台市 宮城野区 商業地 7.6 7.9 1.9 4.6 9.5
仙台市 宮城野区 準⼯業地
仙台市 宮城野区 ⼯業地 8.3 7.9 7.8 8.9 15.7
仙台市 宮城野区 市街化調整区域内宅地
仙台市 宮城野区 林地
仙台市 若林区 住宅地 6.0 5.0 1.8 4.6 6.0
仙台市 若林区 宅地⾒込地
仙台市 若林区 商業地 9.3 9.9 3.8 4.6 7.1
仙台市 若林区 準⼯業地
仙台市 若林区 ⼯業地 9.4 13.8 9.1 10.4 11.1
仙台市 若林区 市街化調整区域内宅地
仙台市 若林区 林地
仙台市 太⽩区 住宅地 6.5 7.1 2.3 4.1 5.8
仙台市 太⽩区 宅地⾒込地 6.1 4.9 1.7 4.2 4.0
仙台市 太⽩区 商業地 5.0 5.6 1.6 4.0 4.6
仙台市 太⽩区 準⼯業地
仙台市 太⽩区 ⼯業地
仙台市 太⽩区 市街化調整区域内宅地
仙台市 太⽩区 林地
仙台市 泉区 住宅地 6.0 5.4 2.0 5.1 6.6
仙台市 泉区 宅地⾒込地
仙台市 泉区 商業地 6.6 5.8 2.3 2.9 3.7



仙台市 泉区 準⼯業地
仙台市 泉区 ⼯業地 8.4 10.5 7.3 9.5 12.2
仙台市 泉区 市街化調整区域内宅地
仙台市 泉区 林地
⽯巻市 住宅地 -0.5 -0.7 -1.3 -1.1 -1.0
⽯巻市 宅地⾒込地 -2.7 -1.9 -1.9
⽯巻市 商業地 0.3 -0.3 -0.8 -0.7 -0.7
⽯巻市 準⼯業地
⽯巻市 ⼯業地 0.0 -1.1 -1.6 -0.6 -1.1
⽯巻市 市街化調整区域内宅地
⽯巻市 林地
塩竃市 住宅地 -0.4 -0.4 -0.9 -0.7 -0.3
塩竃市 宅地⾒込地
塩竃市 商業地 -0.1 -0.2 -1.0 -1.1 -0.3
塩竃市 準⼯業地
塩竃市 ⼯業地 2.5 2.4 0.0 0.0 0.0
塩竃市 市街化調整区域内宅地
塩竃市 林地
気仙沼市 住宅地 -0.9 -1.0 -1.8 -2.0 -2.6
気仙沼市 宅地⾒込地
気仙沼市 商業地 -2.0
気仙沼市 準⼯業地
気仙沼市 ⼯業地
気仙沼市 市街化調整区域内宅地
気仙沼市 林地
⽩⽯市 住宅地 0.0 -0.7 -1.4 -0.3 0.9
⽩⽯市 宅地⾒込地
⽩⽯市 商業地 -2.1 -2.2 -2.2 -1.1 -1.2
⽩⽯市 準⼯業地
⽩⽯市 ⼯業地
⽩⽯市 市街化調整区域内宅地
⽩⽯市 林地
名取市 住宅地 6.1 6.4 2.4 5.6 6.2
名取市 宅地⾒込地
名取市 商業地 6.1 7.3 1.9 4.8 8.4
名取市 準⼯業地
名取市 ⼯業地 0.0 0.0 0.0 1.4 4.9
名取市 市街化調整区域内宅地
名取市 林地
⾓⽥市 住宅地 0.7 -1.0 0.3 0.5 0.6
⾓⽥市 宅地⾒込地
⾓⽥市 商業地 -0.4 -1.2 0.0 0.0 0.0
⾓⽥市 準⼯業地
⾓⽥市 ⼯業地
⾓⽥市 市街化調整区域内宅地
⾓⽥市 林地



多賀城市 住宅地 1.5 1.5 0.2 2.7 4.7
多賀城市 宅地⾒込地
多賀城市 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
多賀城市 準⼯業地
多賀城市 ⼯業地 6.1 6.9 6.8 9.4 15.4
多賀城市 市街化調整区域内宅地
多賀城市 林地
岩沼市 住宅地 3.4 3.6 0.7 2.6 5.3
岩沼市 宅地⾒込地
岩沼市 商業地 2.1 4.7 2.9 4.5 6.0
岩沼市 準⼯業地
岩沼市 ⼯業地 4.1 6.1 3.3 3.2 5.4
岩沼市 市街化調整区域内宅地
岩沼市 林地
登⽶市 住宅地 -1.1 -1.2 -1.5 -1.4 -1.7
登⽶市 宅地⾒込地
登⽶市 商業地 -0.6 -1.1 -1.5 -1.6 -1.7
登⽶市 準⼯業地
登⽶市 ⼯業地
登⽶市 市街化調整区域内宅地
登⽶市 林地
栗原市 住宅地 -0.5 -0.9 -0.8 -0.7 -0.5
栗原市 宅地⾒込地
栗原市 商業地 -1.5 -1.7 -1.8 -2.0 -1.6
栗原市 準⼯業地
栗原市 ⼯業地
栗原市 市街化調整区域内宅地
栗原市 林地
東松島市 住宅地 -1.1 -1.1 -1.3 -0.6 -0.1
東松島市 宅地⾒込地
東松島市 商業地 0.7 0.5 0.0 0.0 1.6
東松島市 準⼯業地
東松島市 ⼯業地
東松島市 市街化調整区域内宅地
東松島市 林地
⼤崎市 住宅地 -0.5 -0.2 -1.7 -1.1 -0.4
⼤崎市 宅地⾒込地
⼤崎市 商業地 -1.8 -0.4 -1.5 -1.4 -0.5
⼤崎市 準⼯業地
⼤崎市 ⼯業地
⼤崎市 市街化調整区域内宅地
⼤崎市 林地
富⾕市 住宅地 5.1 5.3 3.0 7.2 9.1
富⾕市 宅地⾒込地
富⾕市 商業地 1.7 3.4 4.4
富⾕市 準⼯業地



富⾕市 ⼯業地
富⾕市 市街化調整区域内宅地
富⾕市 林地
刈⽥郡蔵王町 住宅地 -1.1 -1.2 -1.2 -0.6 -1.1
刈⽥郡蔵王町 宅地⾒込地
刈⽥郡蔵王町 商業地 -2.3 -2.3 -4.3 -3.5 -3.1
刈⽥郡蔵王町 準⼯業地
刈⽥郡蔵王町 ⼯業地
刈⽥郡蔵王町 市街化調整区域内宅地
刈⽥郡蔵王町 林地
柴⽥郡⼤河原町 住宅地 3.7 4.5 1.2 1.2 3.4
柴⽥郡⼤河原町 宅地⾒込地
柴⽥郡⼤河原町 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
柴⽥郡⼤河原町 準⼯業地
柴⽥郡⼤河原町 ⼯業地
柴⽥郡⼤河原町 市街化調整区域内宅地
柴⽥郡⼤河原町 林地
柴⽥郡村⽥町 住宅地 -0.8 -0.4 -0.9 -0.9 -0.9
柴⽥郡村⽥町 宅地⾒込地
柴⽥郡村⽥町 商業地 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 -4.3
柴⽥郡村⽥町 準⼯業地
柴⽥郡村⽥町 ⼯業地
柴⽥郡村⽥町 市街化調整区域内宅地
柴⽥郡村⽥町 林地
柴⽥郡柴⽥町 住宅地 3.0 4.3 1.3 1.8 2.5
柴⽥郡柴⽥町 宅地⾒込地
柴⽥郡柴⽥町 商業地 0.0 0.0 0.0 2.6 3.8
柴⽥郡柴⽥町 準⼯業地
柴⽥郡柴⽥町 ⼯業地
柴⽥郡柴⽥町 市街化調整区域内宅地
柴⽥郡柴⽥町 林地
柴⽥郡川崎町 住宅地 -3.5 -3.3 -2.8 -2.5 -2.5
柴⽥郡川崎町 宅地⾒込地
柴⽥郡川崎町 商業地 -3.5 -3.6 -3.1 -3.2 -3.3
柴⽥郡川崎町 準⼯業地
柴⽥郡川崎町 ⼯業地
柴⽥郡川崎町 市街化調整区域内宅地
柴⽥郡川崎町 林地
伊具郡丸森町 住宅地 -0.7 -4.3 -1.1 -0.5 -0.7
伊具郡丸森町 宅地⾒込地
伊具郡丸森町 商業地 -1.2 -5.7 -3.3 -2.1 -1.4
伊具郡丸森町 準⼯業地
伊具郡丸森町 ⼯業地
伊具郡丸森町 市街化調整区域内宅地
伊具郡丸森町 林地
亘理郡亘理町 住宅地 -1.2 0.0 0.0 0.0 2.8



亘理郡亘理町 宅地⾒込地
亘理郡亘理町 商業地 -0.8 -0.3 0.0 0.0 0.0
亘理郡亘理町 準⼯業地
亘理郡亘理町 ⼯業地
亘理郡亘理町 市街化調整区域内宅地
亘理郡亘理町 林地
亘理郡⼭元町 住宅地 -0.2 -0.4 -0.9 0.2 1.0
亘理郡⼭元町 宅地⾒込地
亘理郡⼭元町 商業地 -0.8 -1.6 -1.6 0.0 0.0
亘理郡⼭元町 準⼯業地
亘理郡⼭元町 ⼯業地
亘理郡⼭元町 市街化調整区域内宅地
亘理郡⼭元町 林地
宮城郡松島町 住宅地 -0.6 -0.8 -0.8 -0.6 -0.6
宮城郡松島町 宅地⾒込地
宮城郡松島町 商業地 -1.1 -1.0 -3.5 -4.0 -2.1
宮城郡松島町 準⼯業地
宮城郡松島町 ⼯業地
宮城郡松島町 市街化調整区域内宅地
宮城郡松島町 林地
宮城郡七ケ浜町 住宅地 -0.2 -0.4 -0.7 -0.2 -0.2
宮城郡七ケ浜町 宅地⾒込地
宮城郡七ケ浜町 商業地
宮城郡七ケ浜町 準⼯業地
宮城郡七ケ浜町 ⼯業地
宮城郡七ケ浜町 市街化調整区域内宅地
宮城郡七ケ浜町 林地
宮城郡利府町 住宅地 1.5 1.5 1.0 2.3 6.0
宮城郡利府町 宅地⾒込地
宮城郡利府町 商業地
宮城郡利府町 準⼯業地
宮城郡利府町 ⼯業地
宮城郡利府町 市街化調整区域内宅地
宮城郡利府町 林地
⿊川郡⼤和町 住宅地 3.8 5.7 3.9 7.3 8.9
⿊川郡⼤和町 宅地⾒込地
⿊川郡⼤和町 商業地 0.7 2.5 0.6 2.1 4.1
⿊川郡⼤和町 準⼯業地
⿊川郡⼤和町 ⼯業地 2.5 1.8 1.2 1.2 1.8
⿊川郡⼤和町 市街化調整区域内宅地
⿊川郡⼤和町 林地
⿊川郡⼤郷町 住宅地 -0.8 -1.6 -1.6 -0.8 -0.8
⿊川郡⼤郷町 宅地⾒込地
⿊川郡⼤郷町 商業地
⿊川郡⼤郷町 準⼯業地
⿊川郡⼤郷町 ⼯業地



⿊川郡⼤郷町 市街化調整区域内宅地
⿊川郡⼤郷町 林地
⿊川郡⼤衡村 住宅地 4.7 3.7 3.1 3.8 2.6
⿊川郡⼤衡村 宅地⾒込地
⿊川郡⼤衡村 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
⿊川郡⼤衡村 準⼯業地
⿊川郡⼤衡村 ⼯業地
⿊川郡⼤衡村 市街化調整区域内宅地
⿊川郡⼤衡村 林地
加美郡加美町 住宅地 -1.0 -2.7 -2.0 -2.3 -2.1
加美郡加美町 宅地⾒込地
加美郡加美町 商業地 -2.7 -2.4 -2.8 -1.3 -1.3
加美郡加美町 準⼯業地
加美郡加美町 ⼯業地
加美郡加美町 市街化調整区域内宅地
加美郡加美町 林地
遠⽥郡涌⾕町 住宅地 -0.3 -0.9 -1.7 -1.1 -1.2
遠⽥郡涌⾕町 宅地⾒込地
遠⽥郡涌⾕町 商業地 -0.5 -1.0 -2.0 -2.0 -2.1
遠⽥郡涌⾕町 準⼯業地
遠⽥郡涌⾕町 ⼯業地
遠⽥郡涌⾕町 市街化調整区域内宅地
遠⽥郡涌⾕町 林地
遠⽥郡美⾥町 住宅地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.1 0.2
遠⽥郡美⾥町 宅地⾒込地
遠⽥郡美⾥町 商業地 -1.2 -1.3 -1.3 -0.4 -0.4
遠⽥郡美⾥町 準⼯業地
遠⽥郡美⾥町 ⼯業地
遠⽥郡美⾥町 市街化調整区域内宅地
遠⽥郡美⾥町 林地
牡⿅郡⼥川町 住宅地 -0.9 -0.9 -1.3 -1.4 -1.0
牡⿅郡⼥川町 宅地⾒込地
牡⿅郡⼥川町 商業地 1.7 1.3 0.0 0.0 0.0
牡⿅郡⼥川町 準⼯業地
牡⿅郡⼥川町 ⼯業地
牡⿅郡⼥川町 市街化調整区域内宅地
牡⿅郡⼥川町 林地
本吉郡南三陸町 住宅地 -3.0 -3.6 -4.2 -3.3 -3.5
本吉郡南三陸町 宅地⾒込地
本吉郡南三陸町 商業地
本吉郡南三陸町 準⼯業地
本吉郡南三陸町 ⼯業地 0.0 -1.8 -1.2 -1.2 -1.9
本吉郡南三陸町 市街化調整区域内宅地
本吉郡南三陸町 林地


