
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
岡⼭県 住宅地 -0.6 0.0 -0.6 -0.3 0.4
岡⼭県 宅地⾒込地 -1.5 0.7 0.4 1.2 1.1
岡⼭県 商業地 0.7 1.1 -0.2 0.2 1.6
岡⼭県 準⼯業地
岡⼭県 ⼯業地 1.2 1.6 0.2 0.8 1.7
岡⼭県 市街化調整区域内宅地
岡⼭県 林地
岡⼭市 住宅地 0.4 0.9 -0.1 0.2 1.0
岡⼭市 宅地⾒込地 1.5 2.2 0.7 1.4 2.1
岡⼭市 商業地 2.4 2.8 0.3 1.0 3.4
岡⼭市 準⼯業地
岡⼭市 ⼯業地 1.4 1.9 0.3 1.3 2.2
岡⼭市 市街化調整区域内宅地
岡⼭市 林地
岡⼭市 北区 住宅地 1.2 1.7 0.1 0.7 1.7
岡⼭市 北区 宅地⾒込地
岡⼭市 北区 商業地 3.1 3.6 0.4 1.2 4.2
岡⼭市 北区 準⼯業地
岡⼭市 北区 ⼯業地 2.1 2.5 0.3 1.5 2.1
岡⼭市 北区 市街化調整区域内宅地
岡⼭市 北区 林地
岡⼭市 中区 住宅地 1.5 1.7 0.1 0.4 1.5
岡⼭市 中区 宅地⾒込地 1.5 2.2 0.7 1.4 2.1
岡⼭市 中区 商業地 2.3 2.7 0.4 1.2 2.7
岡⼭市 中区 準⼯業地
岡⼭市 中区 ⼯業地
岡⼭市 中区 市街化調整区域内宅地
岡⼭市 中区 林地
岡⼭市 東区 住宅地 -0.9 -0.5 -0.6 -0.4 -0.3
岡⼭市 東区 宅地⾒込地
岡⼭市 東区 商業地 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
岡⼭市 東区 準⼯業地
岡⼭市 東区 ⼯業地 0.0 1.1 0.0 0.5 1.6
岡⼭市 東区 市街化調整区域内宅地
岡⼭市 東区 林地
岡⼭市 南区 住宅地 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.6
岡⼭市 南区 宅地⾒込地
岡⼭市 南区 商業地 0.3 1.0 0.2 0.8 2.1
岡⼭市 南区 準⼯業地
岡⼭市 南区 ⼯業地 1.2 1.7 0.6 1.7 2.8
岡⼭市 南区 市街化調整区域内宅地
岡⼭市 南区 林地
倉敷市 住宅地 -0.7 0.1 -0.4 -0.1 0.8
倉敷市 宅地⾒込地 -4.5 -0.9 0.0 1.0 0.0
倉敷市 商業地 0.7 1.0 0.1 0.4 1.5



倉敷市 準⼯業地
倉敷市 ⼯業地 1.2 1.3 0.0 0.6 1.9
倉敷市 市街化調整区域内宅地
倉敷市 林地
津⼭市 住宅地 -1.2 -1.0 -1.4 -1.2 -1.0
津⼭市 宅地⾒込地
津⼭市 商業地 -1.7 -1.2 -1.5 -1.4 -1.4
津⼭市 準⼯業地
津⼭市 ⼯業地
津⼭市 市街化調整区域内宅地
津⼭市 林地
⽟野市 住宅地 -1.7 -1.5 -1.6 -1.2 -1.2
⽟野市 宅地⾒込地
⽟野市 商業地 -1.3 -1.2 -1.2 -1.0 -1.2
⽟野市 準⼯業地
⽟野市 ⼯業地 1.2 1.8 0.0 0.6 0.0
⽟野市 市街化調整区域内宅地
⽟野市 林地
笠岡市 住宅地 -1.9 -1.6 -1.4 -1.1 -0.9
笠岡市 宅地⾒込地
笠岡市 商業地 -0.7 -0.4 -0.3 -0.1 0.2
笠岡市 準⼯業地
笠岡市 ⼯業地
笠岡市 市街化調整区域内宅地
笠岡市 林地
井原市 住宅地 -1.7 -1.7 -1.9 -1.7 -1.5
井原市 宅地⾒込地
井原市 商業地 -2.6 -2.2 -2.1 -1.9 -1.0
井原市 準⼯業地
井原市 ⼯業地 1.9 1.9 0.0 0.9 1.8
井原市 市街化調整区域内宅地
井原市 林地
総社市 住宅地 -0.8 0.5 -0.1 0.2 1.0
総社市 宅地⾒込地
総社市 商業地 0.6 1.1 0.2 1.0 2.8
総社市 準⼯業地
総社市 ⼯業地 1.8 2.3 1.1 1.1 2.2
総社市 市街化調整区域内宅地
総社市 林地
⾼梁市 住宅地 -1.3 -1.4 -1.6 -1.4 -1.3
⾼梁市 宅地⾒込地
⾼梁市 商業地 -1.9 -1.9 -1.9 -1.7 -1.7
⾼梁市 準⼯業地
⾼梁市 ⼯業地
⾼梁市 市街化調整区域内宅地
⾼梁市 林地



新⾒市 住宅地 -1.8 -1.7 -1.6 -1.7 -0.9
新⾒市 宅地⾒込地
新⾒市 商業地 -2.1 -1.9 -1.3 -1.3 -1.3
新⾒市 準⼯業地
新⾒市 ⼯業地
新⾒市 市街化調整区域内宅地
新⾒市 林地
備前市 住宅地 -2.3 -1.7 -1.6 -1.7 -1.4
備前市 宅地⾒込地
備前市 商業地 -2.5 -2.1 -2.0 -1.8 -1.9
備前市 準⼯業地
備前市 ⼯業地
備前市 市街化調整区域内宅地
備前市 林地
⾚磐市 住宅地 -0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.3
⾚磐市 宅地⾒込地
⾚磐市 商業地
⾚磐市 準⼯業地
⾚磐市 ⼯業地
⾚磐市 市街化調整区域内宅地
⾚磐市 林地
真庭市 住宅地 -2.6 -1.4 -2.1 -2.0 -1.8
真庭市 宅地⾒込地
真庭市 商業地 -1.9 -1.5 -1.7 -1.6 -1.6
真庭市 準⼯業地
真庭市 ⼯業地
真庭市 市街化調整区域内宅地
真庭市 林地
美作市 住宅地 -2.4 -2.4 -2.5 -2.0 -2.1
美作市 宅地⾒込地
美作市 商業地 -2.0 -2.1 -1.9 -1.9 -2.0
美作市 準⼯業地
美作市 ⼯業地
美作市 市街化調整区域内宅地
美作市 林地
浅⼝市 住宅地 -0.7 -0.6 -0.4 -0.1 0.1
浅⼝市 宅地⾒込地
浅⼝市 商業地 -0.9 -0.6 -0.6 -0.5 -0.3
浅⼝市 準⼯業地
浅⼝市 ⼯業地
浅⼝市 市街化調整区域内宅地
浅⼝市 林地
和気郡和気町 住宅地 -1.9 -2.0 -1.3 -1.3 -1.1
和気郡和気町 宅地⾒込地
和気郡和気町 商業地 -1.4 -1.2 -0.9 -1.2 -0.6
和気郡和気町 準⼯業地



和気郡和気町 ⼯業地
和気郡和気町 市街化調整区域内宅地
和気郡和気町 林地
都窪郡早島町 住宅地 0.9 1.5 0.8 0.5 2.3
都窪郡早島町 宅地⾒込地
都窪郡早島町 商業地 1.2 1.5 1.3 1.0 3.0
都窪郡早島町 準⼯業地
都窪郡早島町 ⼯業地
都窪郡早島町 市街化調整区域内宅地
都窪郡早島町 林地
浅⼝郡⾥庄町 住宅地 -0.6 -0.6 -0.9 -0.5 0.1
浅⼝郡⾥庄町 宅地⾒込地
浅⼝郡⾥庄町 商業地 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
浅⼝郡⾥庄町 準⼯業地
浅⼝郡⾥庄町 ⼯業地
浅⼝郡⾥庄町 市街化調整区域内宅地
浅⼝郡⾥庄町 林地
⼩⽥郡⽮掛町 住宅地 -1.8 -1.1 -1.2 -1.2 -0.4
⼩⽥郡⽮掛町 宅地⾒込地
⼩⽥郡⽮掛町 商業地 0.0 0.0 -0.6 -0.3 0.0
⼩⽥郡⽮掛町 準⼯業地
⼩⽥郡⽮掛町 ⼯業地
⼩⽥郡⽮掛町 市街化調整区域内宅地
⼩⽥郡⽮掛町 林地
苫⽥郡鏡野町 住宅地 -1.9 -1.9 -1.4 -1.0 -1.2
苫⽥郡鏡野町 宅地⾒込地
苫⽥郡鏡野町 商業地 -1.6 -0.8 -0.4 0.0 0.0
苫⽥郡鏡野町 準⼯業地
苫⽥郡鏡野町 ⼯業地
苫⽥郡鏡野町 市街化調整区域内宅地
苫⽥郡鏡野町 林地
勝⽥郡勝央町 住宅地 -1.4 -1.3 -1.4 -0.7 -0.5
勝⽥郡勝央町 宅地⾒込地
勝⽥郡勝央町 商業地
勝⽥郡勝央町 準⼯業地
勝⽥郡勝央町 ⼯業地 -0.8 0.8 0.0 0.0 0.8
勝⽥郡勝央町 市街化調整区域内宅地
勝⽥郡勝央町 林地
加賀郡吉備中央町 住宅地 -1.3 -1.3 -1.3 -1.2 -1.3
加賀郡吉備中央町 宅地⾒込地
加賀郡吉備中央町 商業地 -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.7
加賀郡吉備中央町 準⼯業地
加賀郡吉備中央町 ⼯業地
加賀郡吉備中央町 市街化調整区域内宅地
加賀郡吉備中央町 林地


