
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
山口県 住宅地 -0.9 -0.6 -0.7 -0.6 -0.5
山口県 宅地見込地 -1.1 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6
山口県 商業地 -1.0 -0.8 -0.9 -0.8 -0.6
山口県 準工業地
山口県 工業地 -0.8 -0.5 -0.7 -0.6 -0.3
山口県 市街化調整区域内宅地
山口県 林地 -2.9 -2.8 -2.6 -2.1 -1.8
下関市 住宅地 -0.5 -0.2 -0.5 -0.3 -0.1
下関市 宅地見込地 1.4 2.1 2.8
下関市 商業地 -1.3 -1.1 -0.9 -1.0 -0.8
下関市 準工業地
下関市 工業地 -0.5 0.0 -0.5 -0.5 0.0
下関市 市街化調整区域内宅地
下関市 林地
宇部市 住宅地 -0.2 0.2 0.0 0.1 0.2
宇部市 宅地見込地 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
宇部市 商業地 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.3
宇部市 準工業地
宇部市 工業地 -0.5 -0.4 -0.6 -0.4 0.0
宇部市 市街化調整区域内宅地
宇部市 林地
山口市 住宅地 -0.7 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2
山口市 宅地見込地 -0.7 -0.7 -0.4 -0.3 0.0
山口市 商業地 0.0 0.0 -0.2 0.6 0.5
山口市 準工業地
山口市 工業地
山口市 市街化調整区域内宅地
山口市 林地
萩市 住宅地 -2.9 -2.6 -2.6 -2.3 -2.0
萩市 宅地見込地 -2.5 -2.5 -2.6 -2.7 -2.7
萩市 商業地 -2.7 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8
萩市 準工業地
萩市 工業地
萩市 市街化調整区域内宅地
萩市 林地
防府市 住宅地 -0.3 0.1 -0.1 0.1 0.2
防府市 宅地見込地 -0.6 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5
防府市 商業地 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.5
防府市 準工業地
防府市 工業地 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
防府市 市街化調整区域内宅地
防府市 林地
下松市 住宅地 0.0 0.3 0.2 0.2 0.6
下松市 宅地見込地 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
下松市 商業地 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.5



下松市 準工業地
下松市 工業地 -1.6 -1.7 -1.7 -1.7 -1.2
下松市 市街化調整区域内宅地
下松市 林地
岩国市 住宅地 -0.4 0.0 -0.3 -0.2 -0.2
岩国市 宅地見込地 -1.7 -1.7 -2.7 -2.7 -2.8
岩国市 商業地 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
岩国市 準工業地
岩国市 工業地
岩国市 市街化調整区域内宅地
岩国市 林地
光市 住宅地 -0.6 -0.3 -0.3 -0.5 -0.4
光市 宅地見込地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
光市 商業地 -0.8 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5
光市 準工業地
光市 工業地 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
光市 市街化調整区域内宅地
光市 林地
長門市 住宅地 -2.7 -2.2 -2.3 -2.0 -1.8
長門市 宅地見込地
長門市 商業地 -2.6 -2.3 -2.3 -2.0 -2.0
長門市 準工業地
長門市 工業地
長門市 市街化調整区域内宅地
長門市 林地
柳井市 住宅地 -0.1 -0.1 -0.1 -0.5 -0.6
柳井市 宅地見込地
柳井市 商業地 -0.5 -0.4 -0.3 -0.5 -0.8
柳井市 準工業地
柳井市 工業地 -0.9 -0.5 -0.5 0.0 0.0
柳井市 市街化調整区域内宅地
柳井市 林地
美祢市 住宅地 -2.5 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5
美祢市 宅地見込地
美祢市 商業地 -2.4 -2.3 -2.4 -2.3 -2.3
美祢市 準工業地
美祢市 工業地
美祢市 市街化調整区域内宅地
美祢市 林地
周南市 住宅地 -0.5 -0.2 -0.3 -0.2 0.1
周南市 宅地見込地 -1.7 -1.6 -1.7 -1.5 -1.2
周南市 商業地 -0.4 -0.2 -0.3 -0.3 0.1
周南市 準工業地
周南市 工業地 -1.2 -1.0 -1.2 -1.2 -0.8
周南市 市街化調整区域内宅地
周南市 林地



山陽小野田市 住宅地 -0.9 -0.8 -0.8 -0.6 -0.3
山陽小野田市 宅地見込地 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5
山陽小野田市 商業地 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6
山陽小野田市 準工業地
山陽小野田市 工業地 -0.5 0.0 -0.5 -0.6 -0.6
山陽小野田市 市街化調整区域内宅地
山陽小野田市 林地
大島郡周防大島町 住宅地 -1.7 -1.7 -1.9 -2.2 -2.0
大島郡周防大島町 宅地見込地
大島郡周防大島町 商業地 -2.4 -2.5 -3.2 -3.3 -3.2
大島郡周防大島町 準工業地
大島郡周防大島町 工業地
大島郡周防大島町 市街化調整区域内宅地
大島郡周防大島町 林地
玖珂郡和木町 住宅地 0.0 0.5 0.3 0.5 0.6
玖珂郡和木町 宅地見込地
玖珂郡和木町 商業地
玖珂郡和木町 準工業地
玖珂郡和木町 工業地
玖珂郡和木町 市街化調整区域内宅地
玖珂郡和木町 林地
熊毛郡上関町 住宅地 -3.5 -3.1 -3.3 -3.2 -3.1
熊毛郡上関町 宅地見込地
熊毛郡上関町 商業地 -3.6 -3.7 -3.8 -3.4 -2.9
熊毛郡上関町 準工業地
熊毛郡上関町 工業地
熊毛郡上関町 市街化調整区域内宅地
熊毛郡上関町 林地
熊毛郡田布施町 住宅地 -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2
熊毛郡田布施町 宅地見込地
熊毛郡田布施町 商業地 -0.9 -0.6 -0.6 -0.9 -0.9
熊毛郡田布施町 準工業地
熊毛郡田布施町 工業地
熊毛郡田布施町 市街化調整区域内宅地
熊毛郡田布施町 林地
熊毛郡平生町 住宅地 -0.9 -0.6 -0.6 -1.0 -0.9
熊毛郡平生町 宅地見込地
熊毛郡平生町 商業地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
熊毛郡平生町 準工業地
熊毛郡平生町 工業地
熊毛郡平生町 市街化調整区域内宅地
熊毛郡平生町 林地
阿武郡阿武町 住宅地 -3.3 -3.2 -2.8 -2.5 -2.5
阿武郡阿武町 宅地見込地
阿武郡阿武町 商業地 -3.5 -3.6 -3.8 -3.4 -2.9
阿武郡阿武町 準工業地



阿武郡阿武町 工業地
阿武郡阿武町 市街化調整区域内宅地
阿武郡阿武町 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 -2.9 -2.8 -2.6 -2.1 -1.8


