
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
栃⽊県 住宅地 -0.7 -0.8 -1.2 -0.7 -0.6
栃⽊県 宅地⾒込地
栃⽊県 商業地 -0.5 -0.5 -1.2 -0.6 -0.5
栃⽊県 準⼯業地
栃⽊県 ⼯業地 0.2 0.3 -0.1 0.6 1.0
栃⽊県 市街化調整区域内宅地
栃⽊県 林地
宇都宮市 住宅地 0.4 0.4 0.1 0.5 0.7
宇都宮市 宅地⾒込地
宇都宮市 商業地 0.7 0.8 0.1 0.5 0.7
宇都宮市 準⼯業地
宇都宮市 ⼯業地 0.4 0.5 0.5 1.5 1.5
宇都宮市 市街化調整区域内宅地
宇都宮市 林地
⾜利市 住宅地 -1.4 -1.7 -2.3 -1.8 -1.7
⾜利市 宅地⾒込地
⾜利市 商業地 -1.3 -1.2 -2.3 -1.5 -1.4
⾜利市 準⼯業地
⾜利市 ⼯業地 -0.3 -0.3 -1.0 -0.3 0.3
⾜利市 市街化調整区域内宅地
⾜利市 林地
栃⽊市 住宅地 -1.0 -1.6 -1.9 -1.3 -1.2
栃⽊市 宅地⾒込地
栃⽊市 商業地 -1.2 -2.4 -2.3 -1.3 -1.2
栃⽊市 準⼯業地
栃⽊市 ⼯業地 -0.2 -0.2 -1.0 0.1 0.3
栃⽊市 市街化調整区域内宅地
栃⽊市 林地
佐野市 住宅地 -1.1 -1.2 -1.8 -1.2 -1.1
佐野市 宅地⾒込地
佐野市 商業地 -0.7 -1.2 -2.0 -1.0 -0.9
佐野市 準⼯業地
佐野市 ⼯業地 0.2 0.1 -0.5 0.2 0.8
佐野市 市街化調整区域内宅地
佐野市 林地
⿅沼市 住宅地 -1.8 -2.0 -2.2 -1.9 -1.6
⿅沼市 宅地⾒込地
⿅沼市 商業地 -1.0 -0.9 -1.5 -1.1 -1.0
⿅沼市 準⼯業地
⿅沼市 ⼯業地 1.3 1.3 0.6 1.3 1.9
⿅沼市 市街化調整区域内宅地
⿅沼市 林地
⽇光市 住宅地 -1.8 -1.7 -2.1 -1.7 -1.5
⽇光市 宅地⾒込地
⽇光市 商業地 -0.2 -0.1 -1.1 -0.7 -0.4



⽇光市 準⼯業地
⽇光市 ⼯業地
⽇光市 市街化調整区域内宅地
⽇光市 林地
⼩⼭市 住宅地 0.4 0.5 -0.1 0.4 0.4
⼩⼭市 宅地⾒込地
⼩⼭市 商業地 0.2 0.4 -0.4 0.2 0.6
⼩⼭市 準⼯業地
⼩⼭市 ⼯業地 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.7
⼩⼭市 市街化調整区域内宅地
⼩⼭市 林地
真岡市 住宅地 -0.9 -0.8 -1.0 -0.7 -0.8
真岡市 宅地⾒込地
真岡市 商業地 -1.6 -1.4 -1.9 -1.1 -0.7
真岡市 準⼯業地
真岡市 ⼯業地 0.0 0.6 0.6 1.2 1.8
真岡市 市街化調整区域内宅地
真岡市 林地
⼤⽥原市 住宅地 -0.3 -0.3 -0.7 -0.3 -0.1
⼤⽥原市 宅地⾒込地
⼤⽥原市 商業地 -1.1 -1.2 -2.3 -2.1 -1.6
⼤⽥原市 準⼯業地
⼤⽥原市 ⼯業地
⼤⽥原市 市街化調整区域内宅地
⼤⽥原市 林地
⽮板市 住宅地 -2.4 -2.2 -2.3 -1.9 -1.6
⽮板市 宅地⾒込地
⽮板市 商業地 -1.5 -1.3 -2.4 -2.2 -2.2
⽮板市 準⼯業地
⽮板市 ⼯業地
⽮板市 市街化調整区域内宅地
⽮板市 林地
那須塩原市 住宅地 -1.4 -1.4 -1.8 -1.6 -1.5
那須塩原市 宅地⾒込地
那須塩原市 商業地 -1.2 -1.1 -1.9 -1.7 -1.6
那須塩原市 準⼯業地
那須塩原市 ⼯業地
那須塩原市 市街化調整区域内宅地
那須塩原市 林地
さくら市 住宅地 -1.0 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0
さくら市 宅地⾒込地
さくら市 商業地 -1.2 -0.9 -1.3 -1.0 -0.8
さくら市 準⼯業地
さくら市 ⼯業地
さくら市 市街化調整区域内宅地
さくら市 林地



那須烏⼭市 住宅地 -2.5 -2.6 -2.7 -2.7 -2.8
那須烏⼭市 宅地⾒込地
那須烏⼭市 商業地 -3.5 -3.5 -3.6 -3.3 -3.4
那須烏⼭市 準⼯業地
那須烏⼭市 ⼯業地
那須烏⼭市 市街化調整区域内宅地
那須烏⼭市 林地
下野市 住宅地 -0.1 0.0 -0.5 -0.2 -0.1
下野市 宅地⾒込地
下野市 商業地 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0
下野市 準⼯業地
下野市 ⼯業地 0.0 0.0 0.0 1.2 1.8
下野市 市街化調整区域内宅地
下野市 林地
河内郡上三川町 住宅地 -0.8 -0.8 -1.2 -0.9 -0.9
河内郡上三川町 宅地⾒込地
河内郡上三川町 商業地 -0.2 -0.7 -1.1 -1.2 -1.2
河内郡上三川町 準⼯業地
河内郡上三川町 ⼯業地
河内郡上三川町 市街化調整区域内宅地
河内郡上三川町 林地
芳賀郡益⼦町 住宅地 -2.3 -2.1 -2.4 -2.4 -2.3
芳賀郡益⼦町 宅地⾒込地
芳賀郡益⼦町 商業地 -2.8 -2.9 -3.0 -3.1 -2.8
芳賀郡益⼦町 準⼯業地
芳賀郡益⼦町 ⼯業地
芳賀郡益⼦町 市街化調整区域内宅地
芳賀郡益⼦町 林地
芳賀郡茂⽊町 住宅地 -3.0 -2.9 -2.9 -3.0 -3.6
芳賀郡茂⽊町 宅地⾒込地
芳賀郡茂⽊町 商業地 -3.3 -3.1 -3.2
芳賀郡茂⽊町 準⼯業地
芳賀郡茂⽊町 ⼯業地
芳賀郡茂⽊町 市街化調整区域内宅地
芳賀郡茂⽊町 林地
芳賀郡市⾙町 住宅地 -2.0 -2.0 -2.1 -2.1 -2.7
芳賀郡市⾙町 宅地⾒込地
芳賀郡市⾙町 商業地 -2.8 -2.9 -3.4 -2.7 -3.2
芳賀郡市⾙町 準⼯業地
芳賀郡市⾙町 ⼯業地
芳賀郡市⾙町 市街化調整区域内宅地
芳賀郡市⾙町 林地
芳賀郡芳賀町 住宅地 -1.1 -1.1 -1.1 -1.0 -0.7
芳賀郡芳賀町 宅地⾒込地
芳賀郡芳賀町 商業地
芳賀郡芳賀町 準⼯業地



芳賀郡芳賀町 ⼯業地 0.6 1.3 0.6 1.2 1.8
芳賀郡芳賀町 市街化調整区域内宅地
芳賀郡芳賀町 林地
下都賀郡壬⽣町 住宅地 -0.6 -0.7 -0.8 -0.7 -0.1
下都賀郡壬⽣町 宅地⾒込地
下都賀郡壬⽣町 商業地 -1.3 -1.8 -2.5 -1.1 -0.2
下都賀郡壬⽣町 準⼯業地
下都賀郡壬⽣町 ⼯業地
下都賀郡壬⽣町 市街化調整区域内宅地
下都賀郡壬⽣町 林地
下都賀郡野⽊町 住宅地 -0.4 -0.3 -0.7 -0.4 -0.3
下都賀郡野⽊町 宅地⾒込地
下都賀郡野⽊町 商業地 -0.8 -0.8 -0.8
下都賀郡野⽊町 準⼯業地
下都賀郡野⽊町 ⼯業地
下都賀郡野⽊町 市街化調整区域内宅地
下都賀郡野⽊町 林地
塩⾕郡塩⾕町 住宅地 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.5
塩⾕郡塩⾕町 宅地⾒込地
塩⾕郡塩⾕町 商業地
塩⾕郡塩⾕町 準⼯業地
塩⾕郡塩⾕町 ⼯業地
塩⾕郡塩⾕町 市街化調整区域内宅地
塩⾕郡塩⾕町 林地
塩⾕郡⾼根沢町 住宅地 -0.7 -0.7 -0.8 -0.7 -0.7
塩⾕郡⾼根沢町 宅地⾒込地
塩⾕郡⾼根沢町 商業地 0.0 0.0 -0.5 -0.2 -0.2
塩⾕郡⾼根沢町 準⼯業地
塩⾕郡⾼根沢町 ⼯業地
塩⾕郡⾼根沢町 市街化調整区域内宅地
塩⾕郡⾼根沢町 林地
那須郡那須町 住宅地 -1.4 -1.4 -1.4 -1.1 -1.1
那須郡那須町 宅地⾒込地
那須郡那須町 商業地 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3 -2.4
那須郡那須町 準⼯業地
那須郡那須町 ⼯業地
那須郡那須町 市街化調整区域内宅地
那須郡那須町 林地
那須郡那珂川町 住宅地 -2.2 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4
那須郡那珂川町 宅地⾒込地
那須郡那珂川町 商業地 -3.0 -3.1 -3.2 -2.8 -2.9
那須郡那珂川町 準⼯業地
那須郡那珂川町 ⼯業地
那須郡那珂川町 市街化調整区域内宅地
那須郡那珂川町 林地


