
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
香川県 住宅地 -0.5 -0.3 -0.8 -1.0 -0.8
香川県 宅地見込地
香川県 商業地 -0.2 0.0 -0.7 -1.0 -0.8
香川県 準工業地
香川県 工業地 -0.8 -0.6 -1.0 -1.1 -0.7
香川県 市街化調整区域内宅地
香川県 林地
高松市 住宅地 0.2 0.4 -0.3 -0.5 -0.3
高松市 宅地見込地
高松市 商業地 0.6 0.8 -0.2 -0.8 -0.4
高松市 準工業地
高松市 工業地 -0.7 -0.5 -1.2 -1.4 -1.0
高松市 市街化調整区域内宅地
高松市 林地
丸亀市 住宅地 -0.3 0.0 -0.6 -0.8 -0.6
丸亀市 宅地見込地
丸亀市 商業地 -0.4 -0.2 -0.7 -0.8 -0.6
丸亀市 準工業地
丸亀市 工業地 -0.5 0.0 -0.5 -1.0 -0.5
丸亀市 市街化調整区域内宅地
丸亀市 林地
坂出市 住宅地 -1.3 -1.1 -1.5 -1.5 -1.3
坂出市 宅地見込地
坂出市 商業地 -0.7 -0.5 -1.1 -1.5 -1.4
坂出市 準工業地
坂出市 工業地 -1.0 -0.5 -1.1 -1.1 -0.7
坂出市 市街化調整区域内宅地
坂出市 林地
善通寺市 住宅地 -0.8 -0.7 -1.1 -1.2 -0.7
善通寺市 宅地見込地
善通寺市 商業地 -0.8 -0.6 -1.1 -1.2 -1.0
善通寺市 準工業地
善通寺市 工業地
善通寺市 市街化調整区域内宅地
善通寺市 林地
観音寺市 住宅地 -1.1 -1.1 -1.6 -1.7 -1.5
観音寺市 宅地見込地
観音寺市 商業地 -0.8 -0.6 -1.0 -1.5 -1.3
観音寺市 準工業地
観音寺市 工業地 -0.8 -0.8 -1.2 -1.2 -0.4
観音寺市 市街化調整区域内宅地
観音寺市 林地
さぬき市 住宅地 -1.5 -1.0 -1.3 -1.3 -1.2
さぬき市 宅地見込地
さぬき市 商業地 -1.0 -0.7 -1.0 -1.0 -0.9



さぬき市 準工業地
さぬき市 工業地 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4
さぬき市 市街化調整区域内宅地
さぬき市 林地
東かがわ市 住宅地 -0.9 -0.8 -1.3 -1.8 -1.9
東かがわ市 宅地見込地
東かがわ市 商業地 -1.0 -0.5 -1.3 -1.6 -1.9
東かがわ市 準工業地
東かがわ市 工業地 -0.4 0.0
東かがわ市 市街化調整区域内宅地
東かがわ市 林地
三豊市 住宅地 -1.4 -1.3 -1.6 -1.7 -1.5
三豊市 宅地見込地
三豊市 商業地 -1.1 -1.0 -1.5 -1.4 -1.4
三豊市 準工業地
三豊市 工業地 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 0.0
三豊市 市街化調整区域内宅地
三豊市 林地
小豆郡土庄町 住宅地 -1.8 -1.5 -1.7 -1.7 -1.6
小豆郡土庄町 宅地見込地
小豆郡土庄町 商業地 -1.7 -1.3 -1.7 -2.0 -1.8
小豆郡土庄町 準工業地
小豆郡土庄町 工業地
小豆郡土庄町 市街化調整区域内宅地
小豆郡土庄町 林地
小豆郡小豆島町 住宅地 -1.8 -1.6 -1.9 -2.0 -1.9
小豆郡小豆島町 宅地見込地
小豆郡小豆島町 商業地 -1.3 -1.0 -1.7 -1.7 -1.4
小豆郡小豆島町 準工業地
小豆郡小豆島町 工業地 -2.4 -2.0 -2.5 -2.6 -2.7
小豆郡小豆島町 市街化調整区域内宅地
小豆郡小豆島町 林地
木田郡三木町 住宅地 0.0 0.0 -0.4 -0.6 -0.4
木田郡三木町 宅地見込地
木田郡三木町 商業地 -0.3 -0.3 -0.9 -1.1 -1.2
木田郡三木町 準工業地
木田郡三木町 工業地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
木田郡三木町 市街化調整区域内宅地
木田郡三木町 林地
香川郡直島町 住宅地 0.9 1.4 0.0 -0.6 0.0
香川郡直島町 宅地見込地
香川郡直島町 商業地
香川郡直島町 準工業地
香川郡直島町 工業地 0.8 0.8 0.0 -0.8 0.0
香川郡直島町 市街化調整区域内宅地
香川郡直島町 林地



綾歌郡宇多津町 住宅地 -0.4 -0.4 -1.1 -1.1 -1.0
綾歌郡宇多津町 宅地見込地
綾歌郡宇多津町 商業地 -0.7 -0.5 -0.9 -0.9 -0.9
綾歌郡宇多津町 準工業地
綾歌郡宇多津町 工業地
綾歌郡宇多津町 市街化調整区域内宅地
綾歌郡宇多津町 林地
綾歌郡綾川町 住宅地 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -0.9
綾歌郡綾川町 宅地見込地
綾歌郡綾川町 商業地 -0.7 -0.5 -1.2 -1.2 -1.3
綾歌郡綾川町 準工業地
綾歌郡綾川町 工業地 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
綾歌郡綾川町 市街化調整区域内宅地
綾歌郡綾川町 林地
仲多度郡琴平町 住宅地 -0.5 -0.5 -1.1 -1.1 -1.1
仲多度郡琴平町 宅地見込地
仲多度郡琴平町 商業地 -1.2 -0.6 -1.2 -1.4 -1.2
仲多度郡琴平町 準工業地
仲多度郡琴平町 工業地
仲多度郡琴平町 市街化調整区域内宅地
仲多度郡琴平町 林地
仲多度郡多度津町 住宅地 -0.6 -0.6 -0.9 -0.9 -0.7
仲多度郡多度津町 宅地見込地
仲多度郡多度津町 商業地 -0.8 -0.8 -1.4 -1.4 -1.1
仲多度郡多度津町 準工業地
仲多度郡多度津町 工業地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.0
仲多度郡多度津町 市街化調整区域内宅地
仲多度郡多度津町 林地
仲多度郡まんのう町 住宅地 -1.1 -0.8 -1.0 -1.0 -1.1
仲多度郡まんのう町 宅地見込地
仲多度郡まんのう町 商業地
仲多度郡まんのう町 準工業地
仲多度郡まんのう町 工業地 -0.7 -0.3 -0.7 -0.7 -0.4
仲多度郡まんのう町 市街化調整区域内宅地
仲多度郡まんのう町 林地


