
長崎県の不動産市況２０１７ 

 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、2017 年の長崎県の不動産市況をまとめたものです。 

 

 

 

 

長崎県の概況 

 

 2017 年 9 月発表の県内の基準地価によると、全用途の前年比において 20 年連続の下落

であったが、最近は下落率が縮小傾向にある。 

 住宅地では、2015 年から上昇が続く大村市に加え、居住環境が向上している西彼時津町

が 19 年ぶり、北松佐々町が 16 年ぶりにプラスに転じた。その一方で、人口減少や高齢化

が著しい離島などでは需要低迷が続いている。 

 住宅地の最高価格・上昇率は長崎市上西山町の 187,000 円／㎡で 29 年連続トップ。下落

率は五島市奈留町が最大だった。 

 時津町は、商業施設が充実し住環境が整った地域の需要が高い為、地価が上昇した。また、

佐々町は西九州自動車道の整備で佐世保市へのアクセスと利便性が向上している為、地価

が上昇している。 

 商業地の変動率は 25 年連続のマイナスだが、下落率は前年より縮小している。最高価格

は長崎市浜町の 918,000 円／㎡で、対前年上昇率トップは長崎市恵美須町だった。下落率

最大は佐世保市宇久町だった。自治体別では、2016 年と同じく長崎市、大村市、時津町で

前年比がプラスで、九州新幹線西九州長崎ルートの整備や JR 長崎駅周辺の開発に対する期

待感に加え、長崎市中心部でマンション用地の需要が根強い。（平成 29 年 9 月 20 日 長崎

新聞参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



長崎市の市況 

 

 長崎港へのクルーズ船の寄港回数は 2011 年全国 8 位（21 隻）が 2016 年には全国 2 位

（197 隻）となったが、同じく全国 9 位（64 隻）の佐世保港を含めると、合計 261 隻とな

り、全国 1 位（328 隻）の博多港に迫る勢いである。 

 観光客の多くがクルーズ船利用による船内泊となるため、ホテル用地等の需要が伸びて

いるわけではないが、観光、買い物のインバウンドが期待できる要因となっている。 

 また、長崎港周辺部（水辺の森周辺部）においては、県庁の移転に伴う整備が整いつつあ

り、クルーズ船の寄港との相乗効果により、周辺部の地価の上昇が期待されている。 

 なお、旧県庁跡地の江戸町地区周辺においては、人の流れの変化により、飲食店をはじめ

とする小売店舗の衰退への危機感はあるものの、旧県庁跡地の今後の利用方法の期待感か

らか、地価の下落とまでは言えない状態である。 

 

■東部地区 

 九州新幹線西九州ルートに伴う用地買収と、ながさき出島道路の２車線化の立退き等に 

よる住宅の新築により、活性化しているように見受けられるが、通常の宅地取引は慢性的な 

住宅地不足により、今一つ活性化に欠けると思われる。 

 今後は、市街化調整区域の見直しや農地転用が進み、宅地開発が進まない限り、顕著な活 

性化は見込めないと思われる。 

 しかし、平成 26 年度より参入した長崎バスの営業所・路線開設に伴い、バス路線が増加 

し、運賃が大幅に下がったこと、更に商業施設の充実により利便性が肌で感じられるのか、 

徐々に人気が出てきている。また、地価は横ばいで推移している。 

 なお、市中心部の分譲マンション用地不足の為か、東部地区では数ヶ所の分譲マンション

が建設され始めた。今後は街の雰囲気が様変わりするかもしれない。 

 

■西部地区 

 三菱重工幸町工場跡地の今後の方向性により発展が見込まれるだろう。また、県庁の移転

に伴い、近隣地区の発展が期待される。  

平坦地については、底固い需要があるようだが、車が入らない斜面地は高齢化に伴い空き 

家が増加しているようだ。 

大型団地については、相変わらず、底固い人気となっているようだ。 

 

■南部地区 

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では、高齢化に伴い高台や傾斜地の 

住み慣れた地区から介護施設やマンション等へ住替えが増加傾向にある。特に利便性の高 

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いる。今後も中心部の再 

開発等に伴い、その傾向は当面続くものと思料される。 

その結果、空き地、空き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続いて

いる。特に車の入らない斜面地は一段と厳しい下落が見られる。 



 また、半島南部の住宅地は、基幹産業である造船業の再編や受注減の影響で、雇用環境に 

も変化が一部見られ、全体として郊外の住宅地区は人口減が顕著である。従って、土地活用 

に大きな要因がもたらされない限り、今後も下落傾向は続くものと見られる。 

 

■北部地区 

 滑石地区において斜面地の場合、高齢化に伴い、又、若い人の需要も少なく地価の下落は 

避けられないのではないか。但し、平坦地そのものは少なく希少価値がありそれ相応の価額 

で推移していくであろう。地域としては、諸施設が多く充実した居住環境であるので、今後 

人気のある場所とそうでない場所の二極化は益々顕著になっていくと思われる。 

  

■時津地区 

時津町は長崎市に隣接する商住工が混在する地域である。町の人口は 30,000 人程度で、 

微減もしくは横ばい傾向である。 

 地勢の劣る宅地は極めて需要が減少する。街路条件も大きな価格形成要因で狭小幅員に 

面する宅地は弱含みである。 

 都道府県地価調査における宅地見込地の価格は 20 年近く下落が続いており、過剰な供給 

により不動産価格は二極化すると思われる。 

 

■長与地区 

長与地区は高田郷及び嬉里郷に新設された団地に多くの住宅と大型商業施設が建設され、 

周辺地区の地価も若干の上昇傾向が見られる。以前から人気地区となっている長与駅、高田

駅、道ノ尾駅周辺の団地は、引き続き地価が安定しており、空き家・空き地は少ない状況で

ある。しかし開発後、数十年経った古い団地は主要道路の幅員が狭いことや、買い物等の利

便性が低いことが要因となり、地価は下落傾向である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐世保市の市況 

 

商業地域はマンションなどの住宅の新築は見られるが、店舗事務所等の商業施設の出店

はまだまだ厳しい状況。マンション需要の影響でやや下げ止まり感はあるものの、依然上昇

に転じるほどではなく、「やや弱含み」である。 

住宅地域は依然として下落傾向であり、特に車の入らない斜面地などでは、売却が難しい

状況が続いている。このような売れない空き家等が増え続ける状況は今後さらに悪化する

ものと見られ、官民挙げての早急な対応が求められる。 

 

■中部地区 

新築分譲マンションおよび中古マンション市場が「横ばいまたはやや上向き」である。 

低金利の影響と斜面地に住む人の住み替えのニーズが重なった為か、佐世保駅前からアー

ケード方面での新築マンション販売及び中古マンションの売買が一定の人気を保っている

状況である。 

 

■北部地区 

相浦・佐々町地区では自衛隊の新設部隊水陸機動団の相浦駐屯地への配置に伴いファミ

リータイプの賃貸マンション、アパートが不足気味となりつつある状況である。今後アパー

トマンション投資が注目されていくと考えられる。新設される「水陸機動団」は計２千～３

千人規模の大部隊となる予定。 

 

■南部地区 

早岐駅を中心としたエリアでは新築分譲マンションが、大塔エリアと広田エリアでは宅

地開発及び新築戸建が安定的な推移を見せている。賃貸市場においても、大学生向けの賃貸

やハウステンボスの業績のおかげか安定の状況。早岐地区では JR 早岐駅東口の新設や道路

の拡張などで渋滞も緩和されるなど順調な推移を見せているが、少し外側に目を向けると

依然として下落傾向が目立ち、二極化が進んでいると思われる。 

 

東彼杵郡、西海市、松浦市、平戸市の市況 

 

農工商、漁業、住環境が混在するエリアが多い為か、市況に与えるプラス影響は少なく長

年にわたり下落傾向が続いている。高齢化と人口減少が課題であり、市況を好転させるには

新たな交通網の整備や経済的基盤の強化などの政策等が必要と思われる。 

東彼杵地区においては九州新幹線西九州ルートの嬉野温泉駅等開業、また松浦市や平戸

市地区では西九州自動車道の開通でどのような影響があるか注目するところである。 

 

 

 

 

 



大村市の市況 

 

大村市は、県央地区に位置しており、隣接市に比べ地価等も安くベットタウンとして人口 

増を続けている。人口減を続けている県内においては珍しい地域となっている。その要因と

して、県央地区という地理的以外には地形的に斜面地の多い長崎市や佐世保市と違い生活

圏内がほぼ平坦地であることや、交通の便も空港、ＪＲ、高速道路、バス（高速バス含）と

充実しており市内外へのアクセスが容易である事が年齢問わず好まれるものと思われる。

今後は、九州新幹線西九州ルート新大村駅開業、県立図書館の建設、工業団地の開発、国道

34 号線の拡幅、県道の延長開通などが予定されており、更なる雇用の創出から人の往来、

利便性が増すことで一定の人口増が見込まれる。 

全国的に住宅地は地価の下げ止まり感が広がっているが、大村市においては、全体とし 

て上記の現状と将来の展望からも「横ばいから上昇傾向」が見受けられる。 

住宅地としては、人気のある富の原、古賀島周辺地域の開発がある程度落ち着いた中、開 

発用地を求めて周辺の宮小路、大川田、黒丸といった地域から県道の延長開通を控え鬼橋、

今富、沖田なども開発が進んでおり、併せて価格の上昇も顕著に見られる。既存の住宅地も

同様に上昇傾向にある。それ以外の地域では大きな上昇、下落はなく、おお大よそ横ばい傾

向にある。 

商業地としては、目立った上昇傾向は見られない。アーケードが一部再開発を行い活気づ 

いているが、その一部に留まっている。但し、国道及び長崎空港線沿いにおいては、量販店

等の進出もありその周辺を含め上昇傾向にある。 

分譲マンションについては最近１棟分譲されたが、完売ということで地価の安い大村で 

あっても投資物件としての需要をはじめ、やはり現在のライフスタイルにマッチしている

ものと推測される。分譲マンション用地及び量販店用地の情報提供依頼も増えており、今後

の地価にも影響があると思われる。 

賃貸においては市内各所、一時のマンスリー系アパートの建築は収まったが、依然として 

一括借り上げ方式の大手のアパート建築が見受けられ、人口増にあっても供給過多といっ

た部分はある。その中で空室率としては平成２８、２９年度比較（大手は不明）ではマンシ

ョン、戸建ての空室率は５０％程度の減少幅となっているが、アパートにおいては「横ばい

か減少傾向」に留まっている。賃料に関しては大きく上下する要因はなく、横ばい傾向で推

移している。店舗・事務所の空室率においても店舗は上昇、事務所は下落傾向にあるが、総

じて大きな動きは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諫早市の市況 

 

 諫早市は、平成 34年の九州新幹線西九州ルートの開業に向けた諫早駅前周辺整備事業や、

アエル中央商店街の栄町東西街区市街地再開発事業、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いる。 

 さらに、V・ファーレン長崎が J1 リーグに昇格したため、諫早市内のホームスタジアム

での試合にはサポーターが多数集まるので、経済効果も高まると予想されている。 

  

■中央地区 

JR 諫早駅から旧市街地を含む中央地区は、九州新幹線西九州ルートの開業に向けた、駅

前再開発に伴う立ち退きが終了しつつある。その影響を受けて駅周辺部の住宅地の需要増

も落ち着き始めている。 

一方、駅前の大型百貨店跡地の利用が決まらず、商業用途の需要は「横ばいかやや弱含み」

の状況であり、駅前アーケードも空き店舗が目立ち始めている。 

 栄町アーケードを含む旧市街地においては、東西街区に分かれて市街地再開発事業の工

事が着工を始めた。分譲マンションを含め 2 棟のビルが建築中であるが、完成時の市場の

景況に左右されるため、現時点での売れ行き等は不透明な状態である。また、スプロール化

が進行しており、区画が整理され接道が確保された物件であっても、間口が狭く奥行きが長

い等の地形に問題があり、駐車場が敷地内に確保できない古家等は、買い手がつかない状態

である。特に、住居系と商業系が混在して交通量が激しい通り沿いの住居併用の商業地では

スポンジ状に空き家が目立ち始めている。 

 賃貸アパートにおいては、木造で、築年数が 30 年以上や駐車場が完備されていない、洗

濯機が室内に確保できない等の物件は空室が目立ち始めている。一方賃貸マンションにお

いては、1LDK～2LDK 等の単身から DINKS 層向けの物件を中心に人気である。 

 

■西部地区 

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商業施設開業の発表

及び、下水道本管工事の延伸、また風致地区の廃止に伴う、建蔽率・容積率の緩和により、

真崎地区を中心に民間業者による中～小規模の宅地開発が活発である。 

 金融緩和政策に伴う、住宅ローンの低金利の借入れが可能であるため、安定収入が見込め

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 万弱の物件が

人気で、坪単価は 16 万～20 万程度で推移している。また、低金利に伴い、投資用物件の建

築も盛んで、土地から購入して、ハウスメーカー等で賃貸住宅を建築する投資案件も数件見

られ、2LDK で駐車場、管理費等全てを含めて 1 室 8 万円前後の賃貸物件では、建物完成

後満室にて運営されている。 

 

■南部地区 

南部地区においては、高規格道路の諫早南バイパス線の大型工事が進められている。その

沿線は、2022 年の生産緑地法の期間満了に伴い、市外化調整区域の大規模農地の転用が可

能となり、大型商業施設の出店が計画されている。 



 また、栗面地区においては内陸型の大型工業団地が計画されており、今後南部地区は大き

な街並みの変化が予想される。 

 諫早インターから島原方面へと向かう国道 57 号線。県立運動公園前から小野町の尾崎交

差点までは、片側 2 車線以上の道路が整備されており、その沿線には全国チェーンの流通

店舗や商業施設が立ち並んでいる。今後も諫早南バイパスの延伸に伴い商業施設、店舗の出

店が予想される。 

なお、中央地区における駅前商店街及び栄町アーケード商店街のドーナツ化が、バイパス

沿線のロードサイド店舗へと移行している状態である。 

 

■多良見地区 

多良見地区は、県南地域における交通の要衝である。長崎、諫早、大村への移動が容易で

あるため、通勤通学を必要とする住宅地の需要は底固い。長崎市内まで JR で 20 分、長崎

バイパスや高速道路のインターも近く、交通の便が非常に良いため賃貸物件も満室に近い

入居率であり、賃貸物件は不足していると感じられる。 

近年は、県外企業からの事業用地の購入希望も増えているが、需要と供給が一致していな

い。国道隣接の準工業団地においては大型ドラッグストアの出店が確定している。 

喜々津駅横の約 3 万 6 千㎡を地元民間不動産業者による再開発として、新しく集合住宅

や商業施設、医療機関、ホテルなどの建設を計画しており今後大きな変化を遂げると思われ

る。喜々津駅前地区ではマンションが分譲販売され、完売している。 

  

■飯盛・森山・高来・小長井地区 

 諫早市周辺部に存する飯盛・森山・高来・小長井地区は、市街化調整区域及び無指定地区

が大部分を占めている。農業、漁業、林業といった第一次産業が基幹産業であり、住宅地が

農地等と混然一体となっているため、市街地を形成している街並みは少ない。 

長年に渡る人口減少と高齢化が続いているため地価も弱含みで推移しており、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。 

 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。市街化調整区域では、地区計画制度の運用基準の施行や 50 戸連たん制度を 40

戸連たんに緩和等行っているが、売買・賃貸共に勢いはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



島原市の市況 

 

一般的に、「土地の売買価格」>「賃貸店舗・事務所の空室率や家賃相場」>「賃貸住宅の

空室率や家賃相場」と言う順番で、景気動向の影響を受けると言われている。ところが島原

市・南島原市・雲仙市で大変特徴的なのは、賃貸物件の空室率は県内でもトップレベルの低

さ（需要が高い）であるにもかかわらず、家賃相場や売買価格相場は、「横ばいかやや弱含

み」だと言う事である。 

 特筆すべきは、県内でも戸建賃貸に対する需要が最も高く、島原市内主要学校区の中でも、

特に第一小学校校区は他校区の約 5 倍の戸建賃貸物件を擁しており、入居率も大変高い状

態を維持し続けている。 

 同校区の戸建やファミリー向け賃貸共同建物の供給は未だに旺盛で、中には家賃最高値

記録を更新する物件も近年現れている。しかしながら、それらは基本的に家賃補助が有る一

部の転勤族をターゲットにしており、地元の需要を含めた全体としては、家賃相場も「横ば

いかやや弱含み」であると言える。 

更に売買価格相場ですら、このような校区の不動産参考価格調査結果でも、同様に「横ば

いかやや弱含み」の状況であるため、島原地域全体としても、状況は容易にご想像頂けるの

ではないかと思われる。 

これは商業地区でも同じような結果が出ており、事業用賃貸物件の空室率は急激に低く

はなっているものの、家賃相場も売買価格も「横ばいかやや弱含み」となっている。 

これらの要因として、下記の様な背景が挙げられるのではないかと推察される。 

 

 賃貸需要が高いにもかかわらず、家賃相場が「横ばいかやや弱含み」である事について

は、地域住民の平均所得水準の低さ。 

 売買価格相場が「横ばいかやや弱含み」である事については、少子高齢化・人口減少・

過疎化等、地域の将来的不動産需要に対する漠然とした不安。 

 

今後大きな変化をもたらす要因としては、諫早インターから延びる高規格道路の完成が、

どう作用するかではないかと思われる。 

 

 

 

 


