
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
佐賀県 住宅地 -0.6 -0.4 -0.5 -0.3 0.1
佐賀県 宅地見込地
佐賀県 商業地 -0.3 -0.1 -0.4 -0.3 0.1
佐賀県 準工業地
佐賀県 工業地 2.8 3.6 2.0 2.2 2.8
佐賀県 市街化調整区域内宅地
佐賀県 林地 -0.9 -0.8 -1.2 -0.8 -1.6
佐賀市 住宅地 1.0 0.8 0.5 0.4 1.0
佐賀市 宅地見込地
佐賀市 商業地 2.0 1.8 0.9 0.7 1.4
佐賀市 準工業地
佐賀市 工業地 2.5 2.8 0.6 0.6 4.4
佐賀市 市街化調整区域内宅地
佐賀市 林地
唐津市 住宅地 -1.4 -2.0 -1.8 -1.9 -1.2
唐津市 宅地見込地
唐津市 商業地 -1.0 -1.1 -1.7 -1.3 -0.9
唐津市 準工業地
唐津市 工業地 -0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
唐津市 市街化調整区域内宅地
唐津市 林地
鳥栖市 住宅地 0.7 1.5 1.2 2.5 2.8
鳥栖市 宅地見込地
鳥栖市 商業地 0.4 0.5 0.5 0.2 1.9
鳥栖市 準工業地
鳥栖市 工業地 14.2 18.2 12.1 11.9 10.6
鳥栖市 市街化調整区域内宅地
鳥栖市 林地
多久市 住宅地 -1.3 -1.4 -1.7 -1.6 -1.8
多久市 宅地見込地
多久市 商業地 -1.8 -1.8 -2.8 -1.9 -0.5
多久市 準工業地
多久市 工業地 -1.0 0.0 -0.9 0.0 1.3
多久市 市街化調整区域内宅地
多久市 林地
伊万里市 住宅地 -1.1 0.0 -0.8 0.1 0.8
伊万里市 宅地見込地
伊万里市 商業地 -0.9 -0.6 -0.6 -0.4 0.3
伊万里市 準工業地
伊万里市 工業地 0.6 1.1 0.0 1.1 1.1
伊万里市 市街化調整区域内宅地
伊万里市 林地
武雄市 住宅地 -1.2 -0.9 -1.0 -0.5 -0.4
武雄市 宅地見込地
武雄市 商業地 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -2.3



武雄市 準工業地
武雄市 工業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
武雄市 市街化調整区域内宅地
武雄市 林地
鹿島市 住宅地 -1.7 -1.3 -1.6 -1.2 -0.3
鹿島市 宅地見込地
鹿島市 商業地 -2.1 -1.4 -1.6 -1.6 -1.5
鹿島市 準工業地
鹿島市 工業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鹿島市 市街化調整区域内宅地
鹿島市 林地
小城市 住宅地 -0.5 0.1 0.1 0.3 0.5
小城市 宅地見込地
小城市 商業地 -2.6 -1.7 -1.7 -1.1 -0.7
小城市 準工業地
小城市 工業地
小城市 市街化調整区域内宅地
小城市 林地
嬉野市 住宅地 -1.4 -1.3 -1.0 -0.9 -0.3
嬉野市 宅地見込地
嬉野市 商業地 -1.9 -2.3 -1.6 -0.4 -0.3
嬉野市 準工業地
嬉野市 工業地
嬉野市 市街化調整区域内宅地
嬉野市 林地
神埼市 住宅地 -0.4 -0.3 -0.3 -0.9 -0.3
神埼市 宅地見込地
神埼市 商業地 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.5
神埼市 準工業地
神埼市 工業地 3.4 4.1 2.4 2.3 3.8
神埼市 市街化調整区域内宅地
神埼市 林地
神埼郡吉野ヶ里町 住宅地 2.3 1.5 1.1 1.3 0.5
神埼郡吉野ヶ里町 宅地見込地
神埼郡吉野ヶ里町 商業地 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.4
神埼郡吉野ヶ里町 準工業地
神埼郡吉野ヶ里町 工業地 4.0 3.8 3.7 3.6 3.4
神埼郡吉野ヶ里町 市街化調整区域内宅地
神埼郡吉野ヶ里町 林地
三養基郡基山町 住宅地 0.4 2.7 2.1 2.5 2.8
三養基郡基山町 宅地見込地
三養基郡基山町 商業地 -0.9 0.2 0.5 0.7 1.1
三養基郡基山町 準工業地
三養基郡基山町 工業地 13.6 14.0 8.8 9.7 8.8
三養基郡基山町 市街化調整区域内宅地
三養基郡基山町 林地



三養基郡上峰町 住宅地 0.7 1.2 0.7 1.5 1.5
三養基郡上峰町 宅地見込地
三養基郡上峰町 商業地 -0.3 0.0 -0.7 0.0 0.0
三養基郡上峰町 準工業地
三養基郡上峰町 工業地
三養基郡上峰町 市街化調整区域内宅地
三養基郡上峰町 林地
三養基郡みやき町 住宅地 -1.9 -2.0 -1.3 0.2 0.6
三養基郡みやき町 宅地見込地
三養基郡みやき町 商業地 -0.2 1.1 1.0 1.0 0.7
三養基郡みやき町 準工業地
三養基郡みやき町 工業地
三養基郡みやき町 市街化調整区域内宅地
三養基郡みやき町 林地
東松浦郡玄海町 住宅地 -1.6 -1.4 -1.4 -1.2 -1.4
東松浦郡玄海町 宅地見込地
東松浦郡玄海町 商業地 -2.3 -2.3 -2.4 -1.8 -0.6
東松浦郡玄海町 準工業地
東松浦郡玄海町 工業地
東松浦郡玄海町 市街化調整区域内宅地
東松浦郡玄海町 林地
西松浦郡有田町 住宅地 -2.3 -2.6 -1.6 -2.1 -2.6
西松浦郡有田町 宅地見込地
西松浦郡有田町 商業地 -1.6 -1.6 -1.3 -3.3 -0.7
西松浦郡有田町 準工業地
西松浦郡有田町 工業地 -1.9 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
西松浦郡有田町 市街化調整区域内宅地
西松浦郡有田町 林地
杵島郡大町町 住宅地 -3.4 -1.6 -1.9 -1.5 -1.7
杵島郡大町町 宅地見込地
杵島郡大町町 商業地 -2.9 -0.5 -1.0 -0.5 -1.0
杵島郡大町町 準工業地
杵島郡大町町 工業地
杵島郡大町町 市街化調整区域内宅地
杵島郡大町町 林地
杵島郡江北町 住宅地 -0.7 0.1 -0.3 0.6 0.5
杵島郡江北町 宅地見込地
杵島郡江北町 商業地 -0.9 0.0 -0.3 0.0 0.0
杵島郡江北町 準工業地
杵島郡江北町 工業地
杵島郡江北町 市街化調整区域内宅地
杵島郡江北町 林地
杵島郡白石町 住宅地 -1.6 -1.2 -1.3 -0.5 -0.9
杵島郡白石町 宅地見込地
杵島郡白石町 商業地 -2.1 -1.3 -1.3 -0.6 -1.4
杵島郡白石町 準工業地



杵島郡白石町 工業地
杵島郡白石町 市街化調整区域内宅地
杵島郡白石町 林地
藤津郡太良町 住宅地 -1.8 -1.8 -2.1 -1.3 -1.3
藤津郡太良町 宅地見込地
藤津郡太良町 商業地 -3.0 -2.6 -3.2 -1.6 -1.7
藤津郡太良町 準工業地
藤津郡太良町 工業地
藤津郡太良町 市街化調整区域内宅地
藤津郡太良町 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 -0.9 -0.8 -1.2 -0.8 -1.6


