
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
宮崎県 住宅地 -0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1
宮崎県 宅地⾒込地 -1.3 -1.3 -1.4 -0.7 -0.7
宮崎県 商業地 -1.0 -0.7 -0.9 -0.8 -0.7
宮崎県 準⼯業地
宮崎県 ⼯業地 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2
宮崎県 市街化調整区域内宅地
宮崎県 林地
宮崎市 住宅地 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
宮崎市 宅地⾒込地
宮崎市 商業地 0.1 0.4 -0.4 -0.3 -0.2
宮崎市 準⼯業地
宮崎市 ⼯業地 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2
宮崎市 市街化調整区域内宅地
宮崎市 林地
都城市 住宅地 -1.3 -1.2 -0.9 -0.8 -0.5
都城市 宅地⾒込地
都城市 商業地 -2.7 -1.7 -1.4 -1.3 -1.3
都城市 準⼯業地
都城市 ⼯業地
都城市 市街化調整区域内宅地
都城市 林地
延岡市 住宅地 -0.2 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
延岡市 宅地⾒込地 -1.3 -1.3 -1.4 -0.7 -0.7
延岡市 商業地 -1.1 -0.9 -0.9 -0.6 -0.5
延岡市 準⼯業地
延岡市 ⼯業地 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.2
延岡市 市街化調整区域内宅地
延岡市 林地
⽇南市 住宅地 -1.3 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6
⽇南市 宅地⾒込地
⽇南市 商業地 -3.9 -2.8 -2.3 -1.6 -1.7
⽇南市 準⼯業地
⽇南市 ⼯業地
⽇南市 市街化調整区域内宅地
⽇南市 林地
⼩林市 住宅地 -0.9 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
⼩林市 宅地⾒込地
⼩林市 商業地 -1.8 -1.4 -1.0 -1.0 -1.1
⼩林市 準⼯業地
⼩林市 ⼯業地
⼩林市 市街化調整区域内宅地
⼩林市 林地
⽇向市 住宅地 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4
⽇向市 宅地⾒込地
⽇向市 商業地 -0.9 -0.5 -0.7 -0.5 -0.3



⽇向市 準⼯業地
⽇向市 ⼯業地 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3
⽇向市 市街化調整区域内宅地
⽇向市 林地
串間市 住宅地 -1.9 -1.7 -1.4 -1.5 -0.9
串間市 宅地⾒込地
串間市 商業地 -2.3 -2.6 -2.9 -2.8 -2.7
串間市 準⼯業地
串間市 ⼯業地
串間市 市街化調整区域内宅地
串間市 林地
⻄都市 住宅地 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
⻄都市 宅地⾒込地
⻄都市 商業地 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -0.7
⻄都市 準⼯業地
⻄都市 ⼯業地
⻄都市 市街化調整区域内宅地
⻄都市 林地
えびの市 住宅地 -2.1 -2.1 -1.6 -1.6 -1.6
えびの市 宅地⾒込地
えびの市 商業地 -2.9 -2.5 -2.1 -2.1 -2.2
えびの市 準⼯業地
えびの市 ⼯業地
えびの市 市街化調整区域内宅地
えびの市 林地
北諸県郡三股町 住宅地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 0.0
北諸県郡三股町 宅地⾒込地
北諸県郡三股町 商業地 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
北諸県郡三股町 準⼯業地
北諸県郡三股町 ⼯業地
北諸県郡三股町 市街化調整区域内宅地
北諸県郡三股町 林地
⻄諸県郡⾼原町 住宅地 -2.4 -2.5 -2.6 -2.6 -2.7
⻄諸県郡⾼原町 宅地⾒込地
⻄諸県郡⾼原町 商業地 -4.7 -4.9 -4.5 -4.7 -4.3
⻄諸県郡⾼原町 準⼯業地
⻄諸県郡⾼原町 ⼯業地
⻄諸県郡⾼原町 市街化調整区域内宅地
⻄諸県郡⾼原町 林地
東諸県郡国富町 住宅地 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
東諸県郡国富町 宅地⾒込地
東諸県郡国富町 商業地 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.5
東諸県郡国富町 準⼯業地
東諸県郡国富町 ⼯業地
東諸県郡国富町 市街化調整区域内宅地
東諸県郡国富町 林地



東諸県郡綾町 住宅地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
東諸県郡綾町 宅地⾒込地
東諸県郡綾町 商業地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
東諸県郡綾町 準⼯業地
東諸県郡綾町 ⼯業地
東諸県郡綾町 市街化調整区域内宅地
東諸県郡綾町 林地
児湯郡⾼鍋町 住宅地 -1.7 -1.7 -1.9 -1.5 -1.5
児湯郡⾼鍋町 宅地⾒込地
児湯郡⾼鍋町 商業地 -1.6 -1.6 -1.9 -2.0 -2.0
児湯郡⾼鍋町 準⼯業地
児湯郡⾼鍋町 ⼯業地
児湯郡⾼鍋町 市街化調整区域内宅地
児湯郡⾼鍋町 林地
児湯郡新富町 住宅地 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.0
児湯郡新富町 宅地⾒込地
児湯郡新富町 商業地 -2.7 -2.4 -2.4 -2.1 -1.7
児湯郡新富町 準⼯業地
児湯郡新富町 ⼯業地
児湯郡新富町 市街化調整区域内宅地
児湯郡新富町 林地
児湯郡川南町 住宅地 -1.0 -1.0 -1.0 -0.5 -0.5
児湯郡川南町 宅地⾒込地
児湯郡川南町 商業地 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
児湯郡川南町 準⼯業地
児湯郡川南町 ⼯業地
児湯郡川南町 市街化調整区域内宅地
児湯郡川南町 林地
児湯郡都農町 住宅地 -0.8 -1.2 -1.6 -1.6 -1.6
児湯郡都農町 宅地⾒込地
児湯郡都農町 商業地
児湯郡都農町 準⼯業地
児湯郡都農町 ⼯業地
児湯郡都農町 市街化調整区域内宅地
児湯郡都農町 林地
東⾅杵郡⾨川町 住宅地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.3
東⾅杵郡⾨川町 宅地⾒込地
東⾅杵郡⾨川町 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
東⾅杵郡⾨川町 準⼯業地
東⾅杵郡⾨川町 ⼯業地
東⾅杵郡⾨川町 市街化調整区域内宅地
東⾅杵郡⾨川町 林地
⻄⾅杵郡⾼千穂町 住宅地 -1.2 -0.8 -1.2 -0.8 0.0
⻄⾅杵郡⾼千穂町 宅地⾒込地
⻄⾅杵郡⾼千穂町 商業地
⻄⾅杵郡⾼千穂町 準⼯業地



⻄⾅杵郡⾼千穂町 ⼯業地
⻄⾅杵郡⾼千穂町 市街化調整区域内宅地
⻄⾅杵郡⾼千穂町 林地


