
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
秋田県 住宅地 -2.4 -2.0 -1.8 -1.6 -1.1
秋田県 宅地見込地 -1.8 -1.2 -0.5 -0.7 -0.7
秋田県 商業地 -2.6 -2.1 -2.1 -1.8 -1.3
秋田県 準工業地
秋田県 工業地 -2.6 -1.7 -1.2 -0.6 1.3
秋田県 市街化調整区域内宅地
秋田県 林地 -4.5 -4.5 -4.4 -4.3 -4.1
秋田市 住宅地 -0.4 0.0 0.1 0.1 0.9
秋田市 宅地見込地 0.0 0.0 0.0
秋田市 商業地 -0.3 0.2 0.2 0.2 0.9
秋田市 準工業地
秋田市 工業地 -1.9 -0.5 0.4 0.4 1.9
秋田市 市街化調整区域内宅地
秋田市 林地
能代市 住宅地 -1.7 -1.5 -1.8 -1.5 -1.1
能代市 宅地見込地
能代市 商業地 -4.5 -4.3 -4.2 -3.2 -2.6
能代市 準工業地
能代市 工業地 -2.4 -1.3 2.5
能代市 市街化調整区域内宅地
能代市 林地
横手市 住宅地 -2.7 -2.4 -2.1 -1.7 -1.3
横手市 宅地見込地 -2.4 -2.4 -1.5 -1.0 -1.0
横手市 商業地 -3.3 -2.9 -2.6 -2.1 -1.7
横手市 準工業地
横手市 工業地 -1.9 0.0 0.0 0.0 2.0
横手市 市街化調整区域内宅地
横手市 林地
大館市 住宅地 -2.0 -1.7 -1.5 -1.4 -0.7
大館市 宅地見込地 -1.1 0.0 0.0 -1.1 -1.1
大館市 商業地 -2.5 -2.4 -2.1 -1.9 -1.2
大館市 準工業地
大館市 工業地
大館市 市街化調整区域内宅地
大館市 林地
男鹿市 住宅地 -4.0 -3.4 -3.4 -2.7 -2.4
男鹿市 宅地見込地
男鹿市 商業地 -4.3 -3.3 -3.3 -2.2 -1.4
男鹿市 準工業地
男鹿市 工業地 -4.9 -5.1 -5.4 -2.9 -1.5
男鹿市 市街化調整区域内宅地
男鹿市 林地
湯沢市 住宅地 -2.8 -2.3 -2.4 -2.1 -1.9
湯沢市 宅地見込地
湯沢市 商業地 -3.0 -2.3 -2.4 -2.0 -1.9



湯沢市 準工業地
湯沢市 工業地
湯沢市 市街化調整区域内宅地
湯沢市 林地
鹿角市 住宅地 -2.0 -1.7 -1.6 -1.5 -1.5
鹿角市 宅地見込地
鹿角市 商業地 -3.1 -3.0 -3.1 -3.0 -3.2
鹿角市 準工業地
鹿角市 工業地
鹿角市 市街化調整区域内宅地
鹿角市 林地
由利本庄市 住宅地 -2.8 -2.1 -2.0 -1.7 -1.3
由利本庄市 宅地見込地
由利本庄市 商業地 -2.3 -1.8 -1.5 -1.4 -0.5
由利本庄市 準工業地
由利本庄市 工業地
由利本庄市 市街化調整区域内宅地
由利本庄市 林地
潟上市 住宅地 -2.9 -2.4 -2.2 -2.0 -1.8
潟上市 宅地見込地
潟上市 商業地 -4.2 -3.2 -3.3 -2.2 -1.7
潟上市 準工業地
潟上市 工業地
潟上市 市街化調整区域内宅地
潟上市 林地
大仙市 住宅地 -3.2 -2.8 -2.0 -1.9 -1.4
大仙市 宅地見込地
大仙市 商業地 -2.9 -2.4 -2.4 -2.2 -1.7
大仙市 準工業地
大仙市 工業地
大仙市 市街化調整区域内宅地
大仙市 林地
北秋田市 住宅地 -2.5 -2.0 -2.0 -2.0 -1.5
北秋田市 宅地見込地
北秋田市 商業地 -5.0 -4.3 -4.1 -3.6 -3.1
北秋田市 準工業地
北秋田市 工業地
北秋田市 市街化調整区域内宅地
北秋田市 林地
にかほ市 住宅地 -2.2 -2.0 -1.8 -1.6 -1.0
にかほ市 宅地見込地
にかほ市 商業地 -3.0 -2.7 -2.5 -2.5 -1.8
にかほ市 準工業地
にかほ市 工業地 -2.3 -2.4 0.0 0.0 1.2
にかほ市 市街化調整区域内宅地
にかほ市 林地



仙北市 住宅地 -3.4 -3.0 -3.2 -2.8 -1.7
仙北市 宅地見込地
仙北市 商業地 -4.0 -3.3 -4.1 -3.8 -2.4
仙北市 準工業地
仙北市 工業地
仙北市 市街化調整区域内宅地
仙北市 林地
鹿角郡小坂町 住宅地 -2.9 -2.6 -2.1 -2.1 -2.2
鹿角郡小坂町 宅地見込地
鹿角郡小坂町 商業地 -2.2 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6
鹿角郡小坂町 準工業地
鹿角郡小坂町 工業地
鹿角郡小坂町 市街化調整区域内宅地
鹿角郡小坂町 林地
北秋田郡上小阿仁村 住宅地 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -2.3
北秋田郡上小阿仁村 宅地見込地
北秋田郡上小阿仁村 商業地
北秋田郡上小阿仁村 準工業地
北秋田郡上小阿仁村 工業地
北秋田郡上小阿仁村 市街化調整区域内宅地
北秋田郡上小阿仁村 林地
山本郡藤里町 住宅地 -2.5 -2.6 -2.6 -2.8 -2.3
山本郡藤里町 宅地見込地
山本郡藤里町 商業地 -3.6 -3.8 -2.9 -3.0 -3.1
山本郡藤里町 準工業地
山本郡藤里町 工業地
山本郡藤里町 市街化調整区域内宅地
山本郡藤里町 林地
山本郡三種町 住宅地 -4.0 -3.3 -3.1 -3.0 -2.3
山本郡三種町 宅地見込地
山本郡三種町 商業地 -3.5 -3.3 -3.4 -2.7 -2.4
山本郡三種町 準工業地
山本郡三種町 工業地
山本郡三種町 市街化調整区域内宅地
山本郡三種町 林地
山本郡八峰町 住宅地 -4.5 -4.4 -4.2 -2.6 -2.5
山本郡八峰町 宅地見込地
山本郡八峰町 商業地 -4.5 -4.7 -4.9 -3.4 -2.7
山本郡八峰町 準工業地
山本郡八峰町 工業地
山本郡八峰町 市街化調整区域内宅地
山本郡八峰町 林地
南秋田郡五城目町 住宅地 -3.2 -3.3 -3.2 -2.7 -2.6
南秋田郡五城目町 宅地見込地
南秋田郡五城目町 商業地 -3.5 -2.9 -3.0 -3.1 -3.1
南秋田郡五城目町 準工業地



南秋田郡五城目町 工業地
南秋田郡五城目町 市街化調整区域内宅地
南秋田郡五城目町 林地
南秋田郡八郎潟町 住宅地 -3.8 -3.1 -3.2 -2.5 -2.6
南秋田郡八郎潟町 宅地見込地
南秋田郡八郎潟町 商業地 -4.5 -4.1 -4.2 -2.9 -3.0
南秋田郡八郎潟町 準工業地
南秋田郡八郎潟町 工業地
南秋田郡八郎潟町 市街化調整区域内宅地
南秋田郡八郎潟町 林地
南秋田郡井川町 住宅地 -2.6 -2.5 -2.7 -1.5 -1.3
南秋田郡井川町 宅地見込地
南秋田郡井川町 商業地 -3.4 -2.8 -2.9 -2.3 -1.5
南秋田郡井川町 準工業地
南秋田郡井川町 工業地
南秋田郡井川町 市街化調整区域内宅地
南秋田郡井川町 林地
南秋田郡大潟村 住宅地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
南秋田郡大潟村 宅地見込地
南秋田郡大潟村 商業地
南秋田郡大潟村 準工業地
南秋田郡大潟村 工業地
南秋田郡大潟村 市街化調整区域内宅地
南秋田郡大潟村 林地
仙北郡美郷町 住宅地 -3.3 -3.2 -1.9 -1.9 -1.9
仙北郡美郷町 宅地見込地
仙北郡美郷町 商業地 -3.7 -3.1 -2.4 -2.5 -2.5
仙北郡美郷町 準工業地
仙北郡美郷町 工業地
仙北郡美郷町 市街化調整区域内宅地
仙北郡美郷町 林地
雄勝郡羽後町 住宅地 -2.4 -2.5 -2.6 -2.6 -2.3
雄勝郡羽後町 宅地見込地
雄勝郡羽後町 商業地 -2.1 -1.4 -1.5 -3.0 -2.3
雄勝郡羽後町 準工業地
雄勝郡羽後町 工業地
雄勝郡羽後町 市街化調整区域内宅地
雄勝郡羽後町 林地
雄勝郡東成瀬村 住宅地 -3.5 -2.5 -2.5 -2.4 -1.5
雄勝郡東成瀬村 宅地見込地
雄勝郡東成瀬村 商業地
雄勝郡東成瀬村 準工業地
雄勝郡東成瀬村 工業地
雄勝郡東成瀬村 市街化調整区域内宅地
雄勝郡東成瀬村 林地
（林） 住宅地



（林） 宅地見込地
（林） 商業地
（林） 準工業地
（林） 工業地
（林） 市街化調整区域内宅地
（林） 林地 -4.5 -4.5 -4.4 -4.3 -4.1


