
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
徳島県 住宅地 -1.0 -1.0 -1.4 -1.3 -1.2
徳島県 宅地見込地 0.0 0.0 -1.6 -1.6 -1.7
徳島県 商業地 -1.6 -1.4 -2.0 -1.8 -1.7
徳島県 準工業地
徳島県 工業地 -0.2 -0.1 -0.9 -0.4 0.4
徳島県 市街化調整区域内宅地
徳島県 林地 -0.7 -0.7 -0.9 -0.7 -0.6
徳島市 住宅地 0.2 0.3 -0.3 -0.3 -0.2
徳島市 宅地見込地 0.0 0.0 -1.6 -1.6 -1.7
徳島市 商業地 0.0 0.1 -1.3 -0.7 -0.5
徳島市 準工業地
徳島市 工業地 0.0 0.4 -0.5 0.3 2.2
徳島市 市街化調整区域内宅地
徳島市 林地
鳴門市 住宅地 -0.1 0.0 -0.8 -0.8 -0.5
鳴門市 宅地見込地
鳴門市 商業地 -0.3 0.0 -0.7 -1.2 -1.0
鳴門市 準工業地
鳴門市 工業地 0.0 0.0 -1.2 -1.2 -0.4
鳴門市 市街化調整区域内宅地
鳴門市 林地
小松島市 住宅地 -1.2 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9
小松島市 宅地見込地
小松島市 商業地 -1.1 -0.9 -1.7 -1.7 -1.7
小松島市 準工業地
小松島市 工業地 -1.3 -0.6 -1.3 -0.6 -0.7
小松島市 市街化調整区域内宅地
小松島市 林地
阿南市 住宅地 -0.6 -0.4 -0.6 -0.7 -0.5
阿南市 宅地見込地
阿南市 商業地 -1.5 -1.2 -1.6 -1.5 -1.3
阿南市 準工業地
阿南市 工業地 0.0 0.0 -1.3 -0.7 0.0
阿南市 市街化調整区域内宅地
阿南市 林地
吉野川市 住宅地 -1.5 -1.5 -2.2 -1.6 -1.3
吉野川市 宅地見込地
吉野川市 商業地 -3.1 -2.8 -3.3 -2.9 -2.5
吉野川市 準工業地
吉野川市 工業地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.5
吉野川市 市街化調整区域内宅地
吉野川市 林地
阿波市 住宅地 -1.2 -1.2 -1.6 -1.4 -1.4
阿波市 宅地見込地
阿波市 商業地 -1.6 -1.7 -2.3 -1.9 -1.7



阿波市 準工業地
阿波市 工業地 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0
阿波市 市街化調整区域内宅地
阿波市 林地
美馬市 住宅地 -1.8 -1.6 -2.0 -1.8 -1.6
美馬市 宅地見込地
美馬市 商業地 -3.4 -3.0 -3.1 -3.0 -2.9
美馬市 準工業地
美馬市 工業地
美馬市 市街化調整区域内宅地
美馬市 林地
三好市 住宅地 -1.9 -1.8 -1.9 -1.7 -1.7
三好市 宅地見込地
三好市 商業地 -2.4 -2.2 -2.6 -2.6 -2.6
三好市 準工業地
三好市 工業地
三好市 市街化調整区域内宅地
三好市 林地
勝浦郡勝浦町 住宅地 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.5
勝浦郡勝浦町 宅地見込地
勝浦郡勝浦町 商業地 -1.9 -1.9 -2.4 -2.4 -2.5
勝浦郡勝浦町 準工業地
勝浦郡勝浦町 工業地
勝浦郡勝浦町 市街化調整区域内宅地
勝浦郡勝浦町 林地
勝浦郡上勝町 住宅地 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4 -1.4
勝浦郡上勝町 宅地見込地
勝浦郡上勝町 商業地 -3.0 -2.7 -3.1 -3.0 -3.0
勝浦郡上勝町 準工業地
勝浦郡上勝町 工業地
勝浦郡上勝町 市街化調整区域内宅地
勝浦郡上勝町 林地
名東郡佐那河内村 住宅地 -0.5 -0.5 -1.8 -1.8 -1.8
名東郡佐那河内村 宅地見込地
名東郡佐那河内村 商業地
名東郡佐那河内村 準工業地
名東郡佐那河内村 工業地
名東郡佐那河内村 市街化調整区域内宅地
名東郡佐那河内村 林地
名西郡石井町 住宅地 0.2 0.2 -0.9 -0.9 -0.7
名西郡石井町 宅地見込地
名西郡石井町 商業地 -2.2 -2.2 -1.7
名西郡石井町 準工業地
名西郡石井町 工業地
名西郡石井町 市街化調整区域内宅地
名西郡石井町 林地



名西郡神山町 住宅地 -2.4 -2.5 -2.9 -2.8 -2.3
名西郡神山町 宅地見込地
名西郡神山町 商業地 -1.2 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
名西郡神山町 準工業地
名西郡神山町 工業地
名西郡神山町 市街化調整区域内宅地
名西郡神山町 林地
那賀郡那賀町 住宅地 -2.0 -2.0 -2.0 -1.9 -1.9
那賀郡那賀町 宅地見込地
那賀郡那賀町 商業地 -1.7 -1.5 -1.6 -1.7 -1.7
那賀郡那賀町 準工業地
那賀郡那賀町 工業地
那賀郡那賀町 市街化調整区域内宅地
那賀郡那賀町 林地
海部郡牟岐町 住宅地 -3.3 -3.4 -3.5 -3.6 -3.4
海部郡牟岐町 宅地見込地
海部郡牟岐町 商業地 -3.8 -3.9 -4.1 -3.8 -3.9
海部郡牟岐町 準工業地
海部郡牟岐町 工業地
海部郡牟岐町 市街化調整区域内宅地
海部郡牟岐町 林地
海部郡美波町 住宅地 -3.0 -3.1 -3.1 -3.2 -3.3
海部郡美波町 宅地見込地
海部郡美波町 商業地 -2.9 -2.9 -3.0 -2.9 -2.9
海部郡美波町 準工業地
海部郡美波町 工業地
海部郡美波町 市街化調整区域内宅地
海部郡美波町 林地
海部郡海陽町 住宅地 -2.8 -2.9 -3.0 -3.0 -3.0
海部郡海陽町 宅地見込地
海部郡海陽町 商業地 -2.5 -2.6 -2.6 -2.7 -2.8
海部郡海陽町 準工業地
海部郡海陽町 工業地
海部郡海陽町 市街化調整区域内宅地
海部郡海陽町 林地
板野郡松茂町 住宅地 -0.5 -0.5 -1.7 -1.6 -1.3
板野郡松茂町 宅地見込地
板野郡松茂町 商業地 -0.2 -0.4 -0.9 -0.9 -0.9
板野郡松茂町 準工業地
板野郡松茂町 工業地 0.0 0.0 -1.1 -0.6 0.0
板野郡松茂町 市街化調整区域内宅地
板野郡松茂町 林地
板野郡北島町 住宅地 0.3 0.3 -0.3 -0.5 -0.2
板野郡北島町 宅地見込地
板野郡北島町 商業地 0.5 0.5 -0.9 -0.4 -0.3
板野郡北島町 準工業地



板野郡北島町 工業地
板野郡北島町 市街化調整区域内宅地
板野郡北島町 林地
板野郡藍住町 住宅地 0.7 0.3 -0.3 -0.4 -0.3
板野郡藍住町 宅地見込地
板野郡藍住町 商業地 0.0 0.0 -1.2 -0.3 -0.3
板野郡藍住町 準工業地
板野郡藍住町 工業地
板野郡藍住町 市街化調整区域内宅地
板野郡藍住町 林地
板野郡板野町 住宅地 -0.3 -0.3 -0.9 -0.9 -0.7
板野郡板野町 宅地見込地
板野郡板野町 商業地 -1.5 -1.3 -1.9 -1.4 -1.1
板野郡板野町 準工業地
板野郡板野町 工業地
板野郡板野町 市街化調整区域内宅地
板野郡板野町 林地
板野郡上板町 住宅地 -0.7 -0.7 -1.5 -0.8 -0.8
板野郡上板町 宅地見込地
板野郡上板町 商業地 -2.0 -2.1 -2.5 -1.8 -1.5
板野郡上板町 準工業地
板野郡上板町 工業地
板野郡上板町 市街化調整区域内宅地
板野郡上板町 林地
美馬郡つるぎ町 住宅地 -1.7 -1.4 -2.0 -1.7 -1.7
美馬郡つるぎ町 宅地見込地
美馬郡つるぎ町 商業地 -2.8 -2.5 -3.0 -2.9 -2.9
美馬郡つるぎ町 準工業地
美馬郡つるぎ町 工業地
美馬郡つるぎ町 市街化調整区域内宅地
美馬郡つるぎ町 林地
三好郡東みよし町 住宅地 -1.7 -1.6 -2.2 -2.1 -1.7
三好郡東みよし町 宅地見込地
三好郡東みよし町 商業地 -3.1 -2.3 -2.3 -2.1 -1.9
三好郡東みよし町 準工業地
三好郡東みよし町 工業地
三好郡東みよし町 市街化調整区域内宅地
三好郡東みよし町 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 -0.7 -0.7 -0.9 -0.7 -0.6


