
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
⼤分県 住宅地 0.8 1.3 0.6 1.1 1.4
⼤分県 宅地⾒込地 -1.0 -0.6 -1.3 -1.1 -0.7
⼤分県 商業地 1.0 1.2 -0.3 -0.1 0.3
⼤分県 準⼯業地
⼤分県 ⼯業地 -0.2 -0.1 -0.8 -0.3 0.1
⼤分県 市街化調整区域内宅地
⼤分県 林地
⼤分市 住宅地 1.7 2.6 1.7 2.5 2.9
⼤分市 宅地⾒込地 -1.4 -1.0 -1.4 -1.1 -0.8
⼤分市 商業地 1.8 2.3 0.7 1.0 1.6
⼤分市 準⼯業地
⼤分市 ⼯業地 -0.2 -0.1 -0.7 -0.3 0.1
⼤分市 市街化調整区域内宅地
⼤分市 林地
別府市 住宅地 0.3 0.6 -0.2 -0.1 0.2
別府市 宅地⾒込地 -0.2 0.0 -1.1 -1.1 -0.6
別府市 商業地 2.0 2.1 -0.9 -0.6 0.0
別府市 準⼯業地
別府市 ⼯業地 -0.6 -0.3 -1.2 -0.9 -0.3
別府市 市街化調整区域内宅地
別府市 林地
中津市 住宅地 0.2 0.2 0.0 -0.1 0.0
中津市 宅地⾒込地
中津市 商業地 0.0 -0.9 -1.3 -1.1 -1.1
中津市 準⼯業地
中津市 ⼯業地 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0
中津市 市街化調整区域内宅地
中津市 林地
⽇⽥市 住宅地 -1.3 -0.9 -1.1 -0.5 -0.5
⽇⽥市 宅地⾒込地
⽇⽥市 商業地 -0.6 -0.5 -1.0 -0.8 -0.7
⽇⽥市 準⼯業地
⽇⽥市 ⼯業地
⽇⽥市 市街化調整区域内宅地
⽇⽥市 林地
佐伯市 住宅地 -0.7 -0.6 -0.8 -1.3 -1.1
佐伯市 宅地⾒込地
佐伯市 商業地 -1.0 -0.9 -1.5 -1.5 -1.4
佐伯市 準⼯業地
佐伯市 ⼯業地
佐伯市 市街化調整区域内宅地
佐伯市 林地
⾅杵市 住宅地 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7 -0.8
⾅杵市 宅地⾒込地
⾅杵市 商業地 -0.9 -0.8 -1.4 -1.4 -1.3



⾅杵市 準⼯業地
⾅杵市 ⼯業地
⾅杵市 市街化調整区域内宅地
⾅杵市 林地
津久⾒市 住宅地 -1.4 -1.4 -1.5 -1.2 -1.2
津久⾒市 宅地⾒込地
津久⾒市 商業地 -2.2 -1.9 -2.2 -1.8 -1.7
津久⾒市 準⼯業地
津久⾒市 ⼯業地
津久⾒市 市街化調整区域内宅地
津久⾒市 林地
⽵⽥市 住宅地 -0.7 -0.5 -0.7 -0.5 -0.5
⽵⽥市 宅地⾒込地
⽵⽥市 商業地 -0.8 -0.7 -1.4 -1.2 -1.1
⽵⽥市 準⼯業地
⽵⽥市 ⼯業地
⽵⽥市 市街化調整区域内宅地
⽵⽥市 林地
豊後⾼⽥市 住宅地 -0.6 0.9 -0.2 0.0 0.0
豊後⾼⽥市 宅地⾒込地
豊後⾼⽥市 商業地 -2.1 -1.5 -1.5 -0.3 -0.3
豊後⾼⽥市 準⼯業地
豊後⾼⽥市 ⼯業地
豊後⾼⽥市 市街化調整区域内宅地
豊後⾼⽥市 林地
杵築市 住宅地 -0.3 -0.3 -0.7 -1.2 -1.2
杵築市 宅地⾒込地
杵築市 商業地 -1.7 -1.0 -1.9 -2.3 -2.2
杵築市 準⼯業地
杵築市 ⼯業地
杵築市 市街化調整区域内宅地
杵築市 林地
宇佐市 住宅地 0.2 -0.3 -1.1 -0.5 -0.3
宇佐市 宅地⾒込地
宇佐市 商業地 1.4 1.0 -0.4 -0.2 0.0
宇佐市 準⼯業地
宇佐市 ⼯業地
宇佐市 市街化調整区域内宅地
宇佐市 林地
豊後⼤野市 住宅地 0.0 0.0 -0.5 0.0 0.3
豊後⼤野市 宅地⾒込地
豊後⼤野市 商業地 -0.5 -0.4 -0.8 -1.4 -0.3
豊後⼤野市 準⼯業地
豊後⼤野市 ⼯業地
豊後⼤野市 市街化調整区域内宅地
豊後⼤野市 林地



由布市 住宅地 0.9 0.8 0.2 -0.1 0.2
由布市 宅地⾒込地
由布市 商業地 2.7 2.1 -0.9 -0.7 0.4
由布市 準⼯業地
由布市 ⼯業地
由布市 市街化調整区域内宅地
由布市 林地
国東市 住宅地 -1.2 -0.8 -1.3 -3.0 -1.5
国東市 宅地⾒込地
国東市 商業地 -1.4 -1.4 -1.8 -3.7 -3.0
国東市 準⼯業地
国東市 ⼯業地
国東市 市街化調整区域内宅地
国東市 林地
速⾒郡⽇出町 住宅地 1.0 0.9 0.4 1.9 0.7
速⾒郡⽇出町 宅地⾒込地
速⾒郡⽇出町 商業地 0.5 0.3 0.7 0.0 0.5
速⾒郡⽇出町 準⼯業地
速⾒郡⽇出町 ⼯業地
速⾒郡⽇出町 市街化調整区域内宅地
速⾒郡⽇出町 林地
玖珠郡玖珠町 住宅地 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3
玖珠郡玖珠町 宅地⾒込地
玖珠郡玖珠町 商業地 -1.0 -1.1 -1.9 -2.0 -1.8
玖珠郡玖珠町 準⼯業地
玖珠郡玖珠町 ⼯業地
玖珠郡玖珠町 市街化調整区域内宅地
玖珠郡玖珠町 林地


