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長崎県の不動産市況 2021 

 本レポートは、各地区（長崎・佐世保・大村・諫早・島原）で不動産業を営む当協会会員の協

力の基、不動産参考価格を調査し、2021 年の長崎県の不動産市況をまとめたものです。 

 

全国の概況 
 

2021 年９月に発表された７月１日時点の都道府県地価（基準地価）によると、新型コロナウイ

ルス禍で繁華街や観光都市の土地需要が沈滞。基準地価は全用途の全国平均が前年比マイナス

0.4％だった。下落は 2 年連続、下落幅は 0.2 ポイント縮小した。ただ逆風下でも、今年の基準地

価は発展が見込めるリゾート地、インターネット通販拡大を追い風とする工業地が上昇し、将来

の成長性で明暗が分かれた。在宅勤務の導入で期待された地方移住は広がりを欠き、地価の押し

上げ効果は限定的である。 
 

大阪市中央区・道頓堀地区 

商業地 

18.5％減 訪日客ら激減で撤退テナント増 

京都府・伏見地区 10.6％減 観光客減り、店舗の収益低下 

北海道函館市 5.6%減 ホテル需要減退 

長野県白馬村 13.5%増 国内事業者の投資需要が堅調 

沖縄県宮古島市 （市平均） 4.6%増 コロナ収束後の観光需要回復見越す 

千葉県一宮町 （町平均） 
住宅地 

2.6％増 東京からアクセス良く移住者に人気 

長野県軽井沢町 13.6％増 首都圏に近く移住目的の需要増加 

福岡県志免町 工業地 18.7%増 ネット通販拡大で配送拠点新設など活発 

 

長崎県の概況 
  
 県が発表した県内の 447 地点の基準地価は、変動率がプラスになった地点が住宅地で 78（前年

49）、商業地で 42（同 29）とそれぞれ増えた。新型コロナウイルス禍の影響が出始めた前年は、

土地取引に様子見の動きが広がったが、今年は宅地造成が進む地域や再開発への期待が高い地域

を中心に需要が伸び、昨年よりコロナの影響は弱まっている。 

 住宅地の変動率は、マイナス 1.0％。下げ幅は前年から 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ持ち直した。上昇幅が拡大、

または下落幅が縮小した上昇基調の市町が、前年の 2 から 19 市町に増えた。商業地はマイナス

0.8％で、2 年連続の下落ながら下げ幅は前年から 0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ縮小。上昇幅が拡大、または下落幅が

縮小した上昇基調の市町が、前年の 4 から 13 に増えた。 

 市町別では、長崎市の商業地の上昇幅が前年から縮小。ＪＲ長崎駅周辺の再開発や幹線道路沿

いのマンション用地などの需要が地価上昇をけん引する一方、コロナ禍で人出が戻らない歓楽街

や観光施設に近い地域は落ち込んだ。佐世保市は、好立地の住宅地、佐世保駅周辺や中心商業地

が堅調で、下落幅は住宅地、商業地はそれぞれ縮小。両市とも斜面地にある住宅地は需要が弱く、

二極化が進んでいる。 

 人口が増加している大村市は住宅地、商業地ともに上昇傾向が続く。諫早市は下落幅がそれぞ

れ縮小した。ＪＲ諫早駅前や中心部商店街の再開発が要因。西彼時津町、長与町、北松佐々町は

住宅地人気が高く地価の上昇が続いている。 

 東彼波佐見町の住宅地は 2001 年から下落していたが横ばいに転じた。分譲地に佐世保市南部

の人口が流入する動きがあり、佐々と同じベッドタウン化の傾向がうかがえる。 

（令和 3 年 9 月 22 日 長崎新聞参考） 
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長崎市の市況 

 

■北部地区 (長崎市) 

 長崎市北部地区は、旧長崎市地区と琴海町を併せた地区であり、人口減少傾向が顕著な長崎市

において、比較的減少率が低い地区である。 

 旧長崎市地区（平成の大合併前の長崎市）は、一定の商業集積も見受けられ路面電車を利用す

ることができ隣接条件に優る住宅地域は需要が高い。また、赤迫以北は滑石地区をはじめ昭和 50

年台後半に大規模開発された大型の団地を有しており、長崎市の中では比較的新しい街並みを形

成している。 

 住宅地の地価は、ほぼ横ばい傾向であるが、車輛通行不可能な宅地（階段道路等）は下落傾向

に歯止めがかからず空家等も散見する。なお、商業地は中高層建物に供する敷地として規模が大

きい宅地の取引は活発で、北部商業地の中心である住吉地区は、周辺のマンション需要増大によ

り地価はやや上昇気味で推移している。 

 琴海町については、長崎市中心部（長崎駅から中央橋近辺）までの道路距離が約 20㎞というウ

イークポイントに加え、価格に影響を及ぼす要因が地域内に見られず住宅地・商業地ともに地価

は下落傾向にある。 

 

■西部地区 (長崎市) 

商業地は出島メッセの開業、長崎スタジアムシティや新幹線の開業を控え電車通り近辺の地価

が上昇傾向にある。住宅地は車利用可、車庫付等、車が入る物件と車が入らない物件との 2 極化

が進み特に階段・坂道だけの斜面地は買手が付かず空き家が増加している。 

 

■東部地区  (長崎市) 

商業地区（長崎駅周辺から出島町・江戸町及び市役所周辺、更に新大工町地区まで）は、平坦

地で交通の利便性も良いので住みたいと望まれる人が多いが、地価が高く個人での購入は厳しか

った。容積率が６００％にアップされた関係で採算が合うのでしょうか分譲マンションが建ち始

めました。 

住宅地区は、北斜面地や車が横付け出来ても道の上下の宅地価格は、現状維持か大幅な下落を

している。しかし、東長崎地区に行く新日見トンネル（片側２車線）が完成し、車の流れがスム

ーズとなり、道路サイド店が増えつつあることにもより、便利との声も聞かれ、一部の住宅地価

格が若干アップしている。 

 

■南部地区  (長崎市) 

 南部地区は市中心部の商業地も一部含め半島南部の旧野母崎町までの地区。 

 市中心部の商業地域及びその周辺の平坦な住宅地域は、利便性の向上と高台の分譲地から平坦

地のマンション等への住み替えなど、マンション用地の需要を反映し、上昇傾向は見られるもの

の一部では鈍化している。これまで、利便性の高い商業地域は、マンション用地の希少性に鑑み

上昇率を押し上げてきたが、マンション価格の高騰に伴い､需要に陰りも見られ、一部の商業地区
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の土地価格は横ばいで推移している。 

 一方、高台や斜面地の住宅地は、居住者の高齢化に伴い、これまで住み慣れた地区から介護施

設や利便性の高い平坦地のマンション等への移転が進行している。その結果、空地、空家の増加

で供給過剰となり、斜面地等住宅地は下落傾向が今も続いている。特に車両通行不可の高台斜面

地は一段と厳しい需要減となっている。 

 また、半島南部の住宅地は、基幹産業である造船業の衰退や受注減の影響もあり、雇用環境が

悪化し、全体として郊外の住宅地区は人口減少が続いている。したがって、土地活用に大きな要

因が表面化しない限り、今後も緩やかに下落傾向は続くものと見られる。 

 

■時津地区 

  時津地区は、長崎市の北方に位置する人口約 3 万人弱の町である。町内の商業の中心は、国

道 206 号沿いに駐車場を付帯した飲食及び物販の郊外型店舗が建ち並ぶ路線商業地域であり、

隣接長与町へ向かう幹線である国道 207 号沿いに立地した店舗等と併せて回遊型の商圏を形成

している。双方の国道背後に新旧の住宅地が広がっており、中心部周辺では土地区画整理事業

が進捗中で、町内外からの住宅地の需要は高い。 

上記のことより、住環境良好な住宅地の地価は堅調で強含みに推移しており、今後も上昇傾

向は続くものと思われる。但し、傾斜地の既存住宅地で街路条件が劣る地域は類似地域の宅地

との競合でやや弱含みである。 

商業地の地価は、住宅地域に隣接する商店街は空店舗が多く衰退は顕著であるが、国道沿い

の商業地域は、全国展開しているロードサイドショップの出店需要に底堅いものがあり、地価

の上昇傾向は続いている。 

 

■長与地区 

 長与地区は、長崎市の北東方に位置する人口４万人強の町である。本県の傾向にもれず、人口

は減少傾向であるものの長崎市ほどの減少率はない。また、町内にはＪＲの駅を４駅（道ノ尾・

高田・長与・本川内）有しており、長崎市中心部へ通勤する際に、混雑する国道を回避し鉄道に

よる移動が可能で、町民の貴重な足となっている。 

町の中心は、以前は榎の鼻交差点周辺だったが、現在は、長与駅西口の県道「長崎多良見線」

沿いの周辺が店舗の連坦性及び繁華性で優っている。さらに、県立大学をはじめ文教施設も整っ

ており、落ち着いた街並みと相まって良好な住環境を醸し出している。 

住宅メーカー等が宅地を購入し、その画地を分筆・販売したことによって、単価が高い取引事

例も局部的に見られ、地価動向の判定は十分留意する必要があるが、中小規模の宅地開発が断続

的に行われ同一需給圏である長崎市からの流入もあり、総じて住宅地の地価は上昇傾向にある。

一方、大型商業施設等への顧客流出により本町の商況は衰退しており、商業地の地価はやや弱含

みで推移している。 
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佐世保市の市況 

 

●県北エリアの市況 

県が発表した基準地価によると、住宅地では佐世保市▲0.4％、平戸市▲1.4％、松浦市▲2.1％、

西海市▲1.9％、東彼杵町▲1.4％、川棚町▲0.4％、波佐見町 0.0％、佐々町プラス 0.9％と多くの

地域で下落幅が縮小するなか、波佐見町は下げ止まりとなり、佐々町は伸び幅が拡大した。 

商業地では佐世保市▲0.6％、平戸市▲1.5％、松浦市▲2.6％、西海市▲1.4％、東彼杵町▲0.6％、

川棚町▲0.7％、波佐見町 0.0％、佐々町プラス 0.3％と住宅地と同じような変動率となった。 

売買市況では、住宅用地は堅調で過疎地域では下落が続き、さらに二極化が進んでいる。特に、

斜面地など車不可の地域では、さらに空家や空地が目立っており、買い手がつかない状況である。 

新築分譲マンションは好調が続いており、中古マンションの価格も上昇傾向である。 

商業用地は、ロードサイド店舗用地を求める動きがあるものの、出店には結びつかず、依然と

して厳しい状況にある。 

賃貸住宅市況では、入退去は減少したが、大型オフィスの開業や、陸上自衛隊や米軍の増員に

伴い、手堅く推移しており、コロナ禍の影響はあまりないと思われる。 

事業用賃貸市況では、飲食系の空店舗が目立ってきており、この状況が長引けば賃料相場に影

響が出てくる気配がある。今後は、西九州自動車道松浦佐々道路（平戸 IC、江迎鹿町 IC）の開通

や、長崎 IR の誘致状況に応じた動きが出てくると予測される。 

 

■中部地区 (佐世保市) 

佐世保市中心部では、コロナ禍の中、マンション建築も一段落し、又、歓楽街では人流が極端

に減少、店舗の休業・廃業等、昨年よりは改善がみられるものの需要の抑制が続いている。 

一方、周辺では、開発抑制が影響しているのか金融緩和や、巣ごもり需要の一端か、理由は多々

考えられるが明らかに住宅需要は堅調であり、住宅地不足が散見され一部住宅地の地価の上昇が

みられる。車進入不可の住宅地や斜面地等との二極化が進んでいると考える。今後、新型コロナ

感染が終息に向かったとしても、この流れは大きく変わるとは考えない。又、昨今の持続可能な

開発目標(SDGs)の高まりにより、太陽光、風力、波力発電の関連需要が見込まれ、それに伴い市

況が改善することも考える。 

最後に、佐世保市が持つ特殊要因として、地政学的リスクによる米海軍、陸上、海上自衛隊の

動向が左右する事象が出てくることも考える。 

 

■南部地区 （佐世保市） 

 中部地区からなる国道 35 号線を中心に大塔インター周辺までは物販を中心とした商業施設が

多く立地しているが店舗競争が激しい為か近年別店舗に代わるなどの他、空店舗や取壊し後に空

地になっている箇所も見受けられる。早岐エリアにおいては広田地区を中心に住宅や店舗が集積

した市街地が発展し、市街地縁辺でも局地的な宅地化が進んでいる事から並行して中古住宅取引

も堅調で全体的に価格は上昇傾向にある。花高地区・広田地区においては人口密度が高いが、早

岐地区・早苗地区は人口減少傾向にある。 

ここ最近での重尾地区の住宅需要に代わり大塔や権常寺地区にも分譲地がある他、白岳地区で

の大規模分譲地がほぼ完売し、また花高地区にも新たに分譲地が造成中など今後更なる世帯増加
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が見込まれる事から土地価格が上昇傾向にあると思われる。一方その他の周辺エリアでのバス停・

駅から遠い、車道が狭い物件などは下落も見受けられ動向を注視する必要がある。 

 

■北部地区 （佐世保市） 

 市内北部にいたっては、住宅分譲地の開発等が盛んに行われており、相場より高い価格での取

引で完売しています。その影響もあって一時は、一般の宅地の価格も高騰する結果であったもの

の、世界中を巻き込んだパンデミックによって北部地区の不動産取引市場は思うような㎡単価の

上昇は見られませんでした。また一部地域によっては、他県の崖崩れ等の影響もあって価格が下

落傾向にあり、取引には難航しています。 

 

■江迎町、吉井町、小佐々町、鹿町町地区 

佐々町の土地価格が上昇している。「佐々町に住みたい。」と周りの地区からの人口流入もあっ

て人口が増加傾向にある。佐世保インターから佐々インターまでの 4 車線化が整えば今後も上昇

する可能性が考えられる。他の 4 町はあまり価格推移が無い状態である。 

 

平戸市・松浦市・北松浦郡の市況 

 

人口流出や高齢化が特に進んでいる地域で近年下落傾向が続いていたが、ようやくその下落も

底打ちした様子が見られる。今後、コロナ感染が収まって観光客や移住者の呼び込みが出来るか

課題の残る地域である。 

 

東彼杵郡・西海市の市況 

 

高齢化による相続案件の増加に伴い未利用地の売却が進む中、地価の下落は下げ止まりし立地

条件の良好な物件に関しては若干価格の回復傾向が見られる。但し、立地条件の悪いエリアに関

しては価格を調整してもユーザーの反応はなく、未利用地として売却が困難な状況は引き続き変

わらず見られる。 

 

■東彼杵郡 

住宅用地の供給は横ばいであり建売住宅、新築住宅用地の流通は良好。但し、エリアはＪＲ駅

周辺、小中学校周辺と特定されたエリアの売買に関し良好な状況。東彼杵町に関しては移住者補

助など特典を利用した住宅地の流通が良好。波佐見町に関しては建築条件付き宅地が多く、条件

の付かない宅地販売に関しては良好。 

 

■西海市 

パールラインによるアクセスの良さによりＩＲを期待した不動産の流通は良好となる見通しで

あるが、地価の変動は見られず変化はない。東彼杵郡エリアと同じく利用価値のある土地の流通

は横ばいであるが、立地の劣る土地の取引成約率は低く未利用地として残る状況。 
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大村市の市況 

 

 大村市の人口は２０２１年９月末現在で９７,７７２人である。大村市は県央に位置しており、

生活圏がほぼ平坦地で、交通・生活の利便性に優れ、ベッドタウンとして人口増を続けてきたも

のである。この 3 年間では、約１,５００人の増加がみられる。ちなみに 10 年前と比べてみても、

５,０００人強の増加となっている。これは県内他市町村の人口減少が伝えられる中で、希有なこ

ととなっている。しかし、若年者の一定程度の流出は、進学や就職のために避けられないものと

なり懸念されている。 

 この度の地価調査からうかがえることは、次のようなことである。 

調査地点７７ヶ所の内、４２ヶ所（５５％）が上昇傾向にあり、残り４５％は横ばい状態であ

った。（内２ヶ所のみ下落）地価上昇は、やはり交通の便・道路状況に影響を受けているようであ

る。 

平成３０年に長崎自動車道、木場スマートインターチェンジが開通。交通のアクセスが格段に

良くなったと言われており、車の利用台数も当初の計画を上回っている。 

県央地区唯一の３次救急施設である長崎医療センターへの利便性が向上したこと、長崎市への

シャトルバスが増便・増設されたこと等もあり、この周辺の土地開発は再び注目されるようにな

り、宅地分譲と住宅建設がそれ以降増加し、地価も上昇している。 

県央地域の大動脈である国道３４号線は、与崎から諌早市の本野までの４.４km が未だ 2 車線

のままで、通勤時間帯を中心に混雑が恒常化している。これが整備促進要望区間として早期に４

車線化が実現すると西部方面の発展に大きく寄与するものと思われる。また、県道池田沖田線は、

令和４年３月末の全線供用開始を目標に工事が進められている。すでに開通している道路沿線に

は各種病院が建ち並び、通称「病院通り」と呼ばれており、この道路沿線の周辺土地は上昇傾向

にある。 

西九州新幹線大村駅開業は、２０２２年秋に向けて準備が着々と進んでいる。新大村駅周辺の

土地区画整理事業の伸展に伴い利便性が高まり、土地価格の上昇も予想されている。アーケード

街は、分譲マンションと大型の老人施設ができあがり、人通りは増えつつあるのが認められるが、

地価については横ばいか微増というところである。しかし、コロナウイルス感染症が収束して、

人流が増えて活気を呈するようになると、地価に反映していくものと思われる。 
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諫早市の市況 

 

諫早市は、2022 年秋の九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の開業に向けた諫早駅前周辺整

備事業が行われているが、ルート開通前に駅ビルは全面開業し、駅舎直結の分譲マンション 105

戸は完売した。アエル中央商店街の栄町東西街区再開発事業も完了したが西街区一階のメインテ

ナントは竣工後 2 年近くが経過するが空室状態である。高規格道路の諫早南バイパス線など大型

工事が進められており、沿線には開通に合わせて郊外型の大型ショッピングセンター（２施設）

の開業が計画されている。 

産業等については、「諫早中核工業団地」内に㈱ソニーが、携帯カメラ用の大型工場を建設した

が、引き続き半導体工場も建設中である。これらの工事に伴い、県外から多数の工事関係者や工

場就業者の流入があり、市内の賃貸物件の新規建設を加速させている。更に小栗地区に新産業団

地整備事業が 2023 年度完成に向けて造成中である。 

 市街化調整区域の開発規制緩和を受け、40 戸連たん制度を利用した宅地分譲の供給が盛んにな

り、西部地区、南部地区、中央地区と各地区に増え始めている。また、拠点地区を利用した宅地

分譲開発や集合住宅の建築も増え始めている。 

 

■中央地区 （諫早市） 

JR 諫早駅周辺部においては、ビジネスホテルを併設した駅ビルが竣工開業しており、駅前の大

型スーパー跡地はコインパーキングとして現在は利用されている。 

また、中央部においては、分譲マンションが、天満町（2021 年 7 月竣工 65 戸）・永昌町（2022

年 12 月竣工予定 69 戸）・城見町（2023 年 3 月竣工予定 56 戸）で竣工又は建築中である。 

 旧市街地においては、スプロール化が緩やかに進みつつあり、接道や敷地との高低差に問題が

ある物件については、買い手が見つからない状態である一方、専用住宅用地としては不向きであ

った、中高層住居系と商業系が混在するような幹線沿いの物件では木質系による複層階の共同住

宅や戸建て賃貸住宅の建設が目立ち始めている。 

  

■西部地区 （諫早市） 

西諫早ニュータウンを含む、西部地区は、公社開発の西部台における「イオンタウン諫早西部

台」が 2019年 11月 30日(土)に開業し、真崎地区や明峰中学校周辺の調整区域で民間業者による

中・小規模の宅地開発が完了し、更に工事が進んでいる所もある。多くの戸建て住宅の建築が進

んでいる。 

また、真津山小学校校区も人気があり、土地単価的に、僅かではあるが上昇している感がある。 

1800 万円以下の中古住宅も人気があり、金融緩和政策に伴う住宅ローンの低金利による借入れが

可能であるため、安定収入が見込まれる職種の人は、若年層においても住宅の購入に積極的であ

る。一宅地が 1000 万円未満の物件が人気で、坪単価は 16 万～20 万程度で推移している。 

 

■南部地区 （諫早市） 

南部地区においては、継続的に道路網の整備が進められ、諫早インターから島原方面へと向か

う高規格道路（島原道路）の栗面インターが２０１８年３月に開通し、現在、長野インターまで
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の工事が行われている。 

国道５７号線の県立総合運動公園前から小野町の尾崎交差点までは、片道２車線の道路が整備

され、その沿線には全国展開の流通店舗や商業施設が並び立っており、また、その沿線は大型商

業施設の出店も検討が進められている。 

小栗地区においては、「南諫早産業団地」の整備が進められ、１工区(約11ha)は令和３年３月

に造成工事が完了し、２工区（約9ha）の着工が予定されている。今後、企業へ産業団地の分譲

が進められることにより、地域の就労人口が増え、地区の発展に繋がっていくと思われる。 

南部地区においては、市街化調整区域の緩和措置である「４０戸連たん」を利用した宅地開発

も見られるようになり、また、諫早市が令和２年４月１日より、国道３路線、県道７路線、市道

３路線の合計１３路線を指定した「沿道地区」を追加したことにより、更なる開発等が期待され

る。市街化調整区域の緩和と相まって、宅地の開発と既存のバイパス沿線のロードサイド店舗な

どの商業施設が増加しつつある状態である。 

 

■多良見地区 

多良見地区は大まかに西側の大草、伊木力地区と東側の喜々津地区に分けられる。西側の大草、

伊木力地区はミカンなどの農業中心の地区であり、今後も大きく変わることなく現状維持で推移

するものと考えられる。東側の喜々津地区は、長崎市のベッドタウンとして発展した経緯が有り、

交通の要衝として今後も少しずつではあるが発展が期待されている。 

交通面では JR 喜々津駅より長崎駅までの所要時間は約 20 分で、高速道路多良見インター・諌

早インター・長崎バイパスも近く、利便性に優れている。 

コロナの影響で飲食店などの廃業も見受けられるが、近年 JR 喜々津駅周辺には分譲マンショ

ン、賃貸マンション・アパート・ビジネスホテルができ、国道沿いには商業施設の出店もあり事

業用・居住用ともに需要は旺盛である。 

 

■飯盛地区 

 飯盛地区は、隣接する有喜町において農地の基盤整備事業が行われた為、さらに農産業は充実

してきた。また住環境は、諫早市内大型ショッピングセンターの建設予定、中核工業団地内の工

場増設に伴い居住用賃貸物件の建設が、例年に比べ多く見られる。ここ 1～2 年は賃貸物件の建設

が予想される。ただ既存の住宅は、空家が増加しているのは否めない現状である。 

 

■高来･小長井地区 

諫早市周辺部に存する高来･小長井地区は、「都市計画区域外」に設定されている。 

 長年に渡る人口減少と高齢化が続いているため地価も下落傾向にある為、農業の後継者不足等

から耕作放棄地や、空き家が目立ち始めている。旧多良街道には古くから集落が形成されており

また、国道 207 号沿道は、商業地、住宅地、農地等が混在している状況である。 

 諫早市においては、郡部の人口減対策として開発支援課を新設し、地域における開発を推進し

ているが、土地の立地条件も魅力的とは言えず、売買･賃貸共に勢いはない。 
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島原市の市況 

 

■島原市 

 コロナ禍ということもあり、この 1 年ほどは転勤族・地元民ともに賃貸需要は低調であるが、

売買取引自体は比較的堅調に行われている。 

 売買相場自体は横ばいの状態であるものの、中心地の大型商業施設の建替えや、北門・柏野地

区と市内中心部の白土湖周辺を結ぶ市道である「新山本町線」と「霊南山ノ神線」の完成を控え、

近年中に新たな人流もでき、中心部の取引が活況を呈するのではないかとの観測が出ている。 

 

■南島原市 

 同市の中心地である有家町・西有家町は、利便性の面から人が集まり易いということもあり、

売買価格は高値安定であるが、西有家町以南の地域については、高齢化と人口減少が加速してお

り、その影響で取引は低調であり、価格も下落傾向にある。 

 

■雲仙市 

 3 年前の調査時同様、諫早市への通勤エリアでもある愛野町に関しては、ファミリー層の賃貸

物件や自宅購入に対する需要が強く、相場は強含みであり、その傾向は橘湾沿いの千々石町・小

浜町の中心部への波及も一部見られる為、若干の価格上昇も見られる。 

 またそれとは対照的に、有明海沿岸エリアでは取引は低調で、相場も弱含みである。 

 


