
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
鳥取県 住宅地 -1.2 -1.0 -1.3 -1.1 -0.9
鳥取県 宅地見込地 -0.8 0.2 -0.9 -0.2 -0.3
鳥取県 商業地 -0.9 -0.8 -1.7 -1.5 -1.3
鳥取県 準工業地
鳥取県 工業地 0.4 0.8 -0.6 -0.5 -0.3
鳥取県 市街化調整区域内宅地
鳥取県 林地 -2.3 -2.4 -2.1 -2.2 -1.5
鳥取市 住宅地 -1.6 -1.3 -1.5 -1.0 -0.8
鳥取市 宅地見込地
鳥取市 商業地 -1.2 -1.3 -2.1 -1.9 -1.8
鳥取市 準工業地
鳥取市 工業地 -1.9 -0.9 -1.3 -1.3 -0.7
鳥取市 市街化調整区域内宅地
鳥取市 林地
米子市 住宅地 0.4 0.5 -0.4 0.0 0.3
米子市 宅地見込地 0.0 2.0 0.0 1.3 1.3
米子市 商業地 0.0 0.3 -1.6 -1.1 -0.6
米子市 準工業地
米子市 工業地 1.9 1.5 -0.6 -0.3 -0.3
米子市 市街化調整区域内宅地
米子市 林地
倉吉市 住宅地 -0.7 -0.6 -1.3 -1.2 -1.1
倉吉市 宅地見込地 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.8
倉吉市 商業地 -0.9 -0.7 -1.2 -1.3 -0.7
倉吉市 準工業地
倉吉市 工業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
倉吉市 市街化調整区域内宅地
倉吉市 林地
境港市 住宅地 -1.6 -1.4 -2.2 -1.7 -1.7
境港市 宅地見込地
境港市 商業地 -1.0 -1.0 -2.1 -1.9 -1.4
境港市 準工業地
境港市 工業地 3.6 3.4 0.0 0.0 0.0
境港市 市街化調整区域内宅地
境港市 林地
岩美郡岩美町 住宅地 -1.7 -2.6 -2.7 -1.9 -1.0
岩美郡岩美町 宅地見込地
岩美郡岩美町 商業地
岩美郡岩美町 準工業地
岩美郡岩美町 工業地
岩美郡岩美町 市街化調整区域内宅地
岩美郡岩美町 林地
八頭郡若桜町 住宅地 -3.4 -3.5 -3.7 -2.1 -2.1
八頭郡若桜町 宅地見込地
八頭郡若桜町 商業地



八頭郡若桜町 準工業地
八頭郡若桜町 工業地
八頭郡若桜町 市街化調整区域内宅地
八頭郡若桜町 林地
八頭郡智頭町 住宅地 -2.6 -2.7 -3.1 -3.2 -3.3
八頭郡智頭町 宅地見込地
八頭郡智頭町 商業地
八頭郡智頭町 準工業地
八頭郡智頭町 工業地
八頭郡智頭町 市街化調整区域内宅地
八頭郡智頭町 林地
八頭郡八頭町 住宅地 -1.7 -1.4 -1.5 -1.4 -1.0
八頭郡八頭町 宅地見込地
八頭郡八頭町 商業地 -2.6 -2.8 -2.4 -1.9 -1.7
八頭郡八頭町 準工業地
八頭郡八頭町 工業地
八頭郡八頭町 市街化調整区域内宅地
八頭郡八頭町 林地
東伯郡三朝町 住宅地 -2.7 -2.3 -1.6 -1.4 -1.6
東伯郡三朝町 宅地見込地
東伯郡三朝町 商業地
東伯郡三朝町 準工業地
東伯郡三朝町 工業地
東伯郡三朝町 市街化調整区域内宅地
東伯郡三朝町 林地
東伯郡湯梨浜町 住宅地 -1.1 -1.3 -1.4 -1.4 -1.3
東伯郡湯梨浜町 宅地見込地
東伯郡湯梨浜町 商業地
東伯郡湯梨浜町 準工業地
東伯郡湯梨浜町 工業地
東伯郡湯梨浜町 市街化調整区域内宅地
東伯郡湯梨浜町 林地
東伯郡琴浦町 住宅地 -2.0 -1.4 -1.6 -1.1 -0.9
東伯郡琴浦町 宅地見込地
東伯郡琴浦町 商業地
東伯郡琴浦町 準工業地
東伯郡琴浦町 工業地
東伯郡琴浦町 市街化調整区域内宅地
東伯郡琴浦町 林地
東伯郡北栄町 住宅地 -1.4 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9
東伯郡北栄町 宅地見込地
東伯郡北栄町 商業地
東伯郡北栄町 準工業地
東伯郡北栄町 工業地
東伯郡北栄町 市街化調整区域内宅地
東伯郡北栄町 林地



西伯郡日吉津村 住宅地 3.7 3.2 0.0 1.2 0.8
西伯郡日吉津村 宅地見込地
西伯郡日吉津村 商業地 0.0 0.0 -0.6 -0.4 -0.4
西伯郡日吉津村 準工業地
西伯郡日吉津村 工業地
西伯郡日吉津村 市街化調整区域内宅地
西伯郡日吉津村 林地
西伯郡大山町 住宅地 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
西伯郡大山町 宅地見込地
西伯郡大山町 商業地 -0.5 -0.5 -0.5 -1.1 -1.1
西伯郡大山町 準工業地
西伯郡大山町 工業地
西伯郡大山町 市街化調整区域内宅地
西伯郡大山町 林地
西伯郡南部町 住宅地 -1.3 -1.2 -1.3 -1.3 -1.3
西伯郡南部町 宅地見込地
西伯郡南部町 商業地
西伯郡南部町 準工業地
西伯郡南部町 工業地
西伯郡南部町 市街化調整区域内宅地
西伯郡南部町 林地
西伯郡伯耆町 住宅地 -0.8 -0.4 -0.8 -0.8 -0.8
西伯郡伯耆町 宅地見込地
西伯郡伯耆町 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
西伯郡伯耆町 準工業地
西伯郡伯耆町 工業地
西伯郡伯耆町 市街化調整区域内宅地
西伯郡伯耆町 林地
日野郡日南町 住宅地 0.0 -1.5 -1.2 -1.2 -1.3
日野郡日南町 宅地見込地
日野郡日南町 商業地
日野郡日南町 準工業地
日野郡日南町 工業地
日野郡日南町 市街化調整区域内宅地
日野郡日南町 林地
日野郡日野町 住宅地 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
日野郡日野町 宅地見込地
日野郡日野町 商業地 -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -2.8
日野郡日野町 準工業地
日野郡日野町 工業地
日野郡日野町 市街化調整区域内宅地
日野郡日野町 林地
日野郡江府町 住宅地 -2.6 -2.6 -1.4 -1.4 -1.4
日野郡江府町 宅地見込地
日野郡江府町 商業地 -2.7 -1.9 -1.9 -1.9 -2.0
日野郡江府町 準工業地



日野郡江府町 工業地
日野郡江府町 市街化調整区域内宅地
日野郡江府町 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 -2.3 -2.4 -2.1 -2.2 -1.5


