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長崎県の不動産市況２０１8 

 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、2018 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 

 

2018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、全用途（住

宅地、商業地、工業地など全ての用途を合わせたもの）の全国平均は前年比プラス 0.1％で、

バブル期の 1991年以来 27年ぶりに上昇しました。外国人観光客（インバウンド）の増加や

景気回復を背景に、商業地が三大都市圏と、中核的な地方４市（札幌、仙台、広島、福岡）

で大きく伸び、全体を押し上げた。一方で、人口減少など土地需要が少ない地方圏は下落が

続き、格差が広がっている。 

（平成 30 年 9 月 19 日 長崎新聞参考） 

 

 

長崎県の概況 

 

 県が発表した基準地価は全用途の平均が前年比マイナス 1.0％で、21 年連続の下落となっ

たが、下げ幅は前年より縮小した。 

商業地はマイナス 0.3％で、26 年連続で下落となったが、下げ幅は前年より縮小した。上

昇した市町は長崎市、大村市、長与町、時津町でマンション用地の引き合いがある中心部の

エリアや、幹線道路沿いでの需要が高い。特に県庁移転や九州新幹線長崎ルートに関連した

整備が進むＪＲ長崎駅周辺などが商業地の上昇をけん引している。 

住宅地はマイナス 1.2％で、20 年連続で下落しているが、下げ幅は前年より縮小した。離

島を中心に大きなマイナス傾向が続いているが、ほとんどの市町で下落幅は縮小傾向にあ

る。新たな宅地の需要が好調な大村市や長与町、時津町、佐々町でプラスとなった。 

（平成 30 年 9 月 19 日 長崎新聞参考） 
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長崎市の市況 

 

■東部地区 

 商業地区における土地価格に上昇傾向が見られ、特に長崎駅周辺～大波止地区の土地価 

格に顕著な上昇傾向が見られる。 

 新大工町地区においては、玉屋周辺の再開発に期待したいが、慢性的な宅地不足であり、 

活発な宅地売買を期待する様な動きは見られない。現在、国道 34 号線新日見トンネルの拡 

張工事が進んでいるが、周辺の宅地供給などを促すに当たり、細かな道路整備、公園整備な 

どの行政の対応が望まれる。 

 なお、平間・東地区土地区画整理事業も終盤に差し掛かかり、僅かながら地価の上昇傾向 

が見られる。特に人気が高い平間地区は土地区画整理事業により宅地供給が進み、宅地分譲 

を契機として地価が上昇しつつある。一方、市内中心部は、相変わらず慢性的な宅地不足で 

あるため、東長崎地区の分譲マンション開発が進んでおり、定住希望者は確実に増加しつつ 

有ると言える。 

 土地区画整理事業が終了しようとする今、こうした傾向に対し、市内中心部への道路整備 

について、早急な行政の細やかな対応が望まれる。 

   

■西部地区 

 商業地は新幹線の開業予定等により電車通り近辺が上昇傾向にある。住宅地はほぼ横ば 

いで、車が入らない斜面地は高齢化に伴い空き家が増加しており、二極化傾向にある。 

 

■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(郊外)の旧野母崎町までの地区。 

 利便性の高い商業地域を中心に、新築マンションの需要増とともに、中古マンションの取

引も堅調である。その結果、引き続き価格上昇傾向が続いている。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われる。 

 一方、高台や斜面地の住宅地は、超高齢化に伴い、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転居も進む。その結果、空き家、空き地が供給過

剰となり、下落傾向が続いている。特に車両通行不可の斜面地においてはその傾向が強い。 

 また、半島南部(郊外)の住宅地は、基幹産業である造船業等の受注減の影響で、雇用環境

も変化し、全体として郊外の住宅地区は人口減が進んでいる。したがって、土地活用に大き

な要因が表面化していない現状では、全体としてこれまでの下落傾向は続くものと思われ

る。 

 

■北部地区 

 北部地区全般においては、価格は総じて横ばいの傾向にあるといえる。その中でも、高台 

地や全面道路が狭い土地、段差が 2ｍ以上ある土地、あるいは開発許可が不要な土地などは 

今後下落傾向にあるが、全面道路が広い、平坦な土地等については価格維持、または、少し 

ずつではあるが上昇していくのではないかと考えられる。 
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今後の人口減少の程度で、需要の度合いが大きく影響していくのではないかと考えられ 

るが、中でも、利便性を重視する傾向が強いため交通の便の良い場所や造成された土地等は、 

価格上昇が見込めるものと思われる。 

 

■時津地区 

 時津町は商住工が混在した長崎市の北部に位置する人口約 3 万人の町である。町内の交 

通の要衝となる国道を 2 つ擁しており、特に長崎市と佐世保市をつなぐ大動脈である国道 

206 号は交通量が多く、国道 207 号との交点（浦郷あたり）から日並郷（通称：十工区）に 

かけて熟成度が高い路線商業地域を形成している。 

 町内の地勢は平坦地もしくは緩い傾斜の丘陵地が大半を占めており、長崎市と比べて車 

両通行不可な宅地は少ない。 

 上記 2 つの国道に沿った商業地では、県外からの投資を中心とした需要の拡大によって 

地価の上昇傾向が認められる。住宅地においては、交通接近条件及び環境条件に優る地域で 

は、長崎市内からの需要者の増加と潜在的な町内需要者の競合もあり、地価は強含みで推移 

している。 

   

■長与地区 

 長与町は長崎市の北部に位置し、ここ２０年程度は長崎市のベットタウンとして急速に 

伸びつつある街である。 

 サニータウン、まなび野、最近では北陽台団地などが代表的なものである。特に北陽台 

は平成３０年６月国土交通大臣より「魅力あるまちづくり」として表彰を受けており、更な 

る団地開発が進んでいる。 

 また、交通面においては、バス、ＪＲが利用でき、教育面では、幼稚園から大学 

までと、充実した教育環境が整備されており若い家庭を中心に人気の地域となっている。 

 このような事から長与町の地価はやや上昇傾向で、住宅地としての人気はしばらく続き 

そうである。 

 一方、旧商店街は空き店舗が目立ち、商用地の地価が上昇傾向にあるとは言い難いとこ 

ろがあり、取引価格の地価上昇傾向が続く住宅地とは対照的な感覚を感じる。 
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佐世保市の市況 

 

佐世保市の商業地域では最大 400 人体制のオフィスが新設されるなどの明るいニュース

もあるが、依然として厳しい状況にある。賃貸マンション・アパートの新築は落ち着きを見

せ、分譲マンションの新築は順調に推移している様子である。 

住宅街隣接の商業エリアや駐車スペースの無い商業エリアでは、小売店舗が減っており、

住宅地においては、平坦地や利便性の良い立地には宅地造成や新築住宅が見られるものの、

道幅の狭いエリアや斜面地ではより一層、空き家・空き地が目立ってきている。また、バス

路線の廃止や減少で、不便なエリアはますます暮らしづらくなっている。大型ショッピング

センター周辺のエリアでは宅地開発なども順調で、二極化が更に進んでいく気配がある。 

地価の推移については利便性の良いところでも上昇していく程の力は無く、「下げ止まり」

の状況である。 

 

■中部地区 

佐世保市中心部では戸尾町及び島地町に新築分譲マンションが建築中で、商業エリアの

住宅地は昨年に引き続き「横ばいまたはやや上向き」の状態である。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中古マ

ンションの売買が一定の人気を保っており、一部の中古マンションでは購入時の価格を上

回るほどの価格で売買されている事例もある。また、中古戸建て住宅では、リフォームを活

用した売買が中心となりつつあり、こちらも利便性の良い場所限定ではあるが、順調な推移

といえる。 

個人小売店舗が減少したためか、一旦閉店したコンビニエンスストアが再オープンした

りガソリンスタンド跡にオープンしたりとコンビニエンスストアの出店が加速している傾

向である。 

佐世保港に寄港する海外クルーズ客船が徐々に増えてきている状況であるが、市中心部

での観光施設の出店等はあまり見られず、今後の市中心部の商業地域の発展にどのように

つなげていくかが課題である。 

 

■南部地区 

 早岐駅を中心としたエリアでは、昔ながらの商店があり寂れた印象がある一方、若い担い

手による店舗等も所々あり、広田、重尾地区の旺盛な住宅需要に支えられながら代替わり的

な発展の進行中であると考えられる。今後、佐世保市の開発抑制が与える影響もあるかもし

れないが、概ね緩やかな拡大傾向は続くと考えられる。 

大塔地区は旺盛な商業的需要により、緩やかな拡大傾向が続いている。又、大型の住宅地

開発が進行中であり、今後の動向を注視していく必要がある。 

一方、その他周辺の地域においては、縮小傾向が緩やかに続いており、人口減少も相まっ

て、今後二極化が進んでいくのではないかと考えられる。 
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■北部地区 

市内北部の人口推計では大野地区・中里皆瀬地区の人口がやや増加しており、柚木地区が

若干減少している。相浦地区は陸上自衛隊の離島防衛部隊「水陸機動団」の発足に伴ってか、

本部である相浦駐屯地周辺エリアでの世帯数は増加傾向にあり、日野地区から本山インタ

ー近くにかけて中・小規模の宅地開発が活発化しており、地価も上昇傾向にある。 

また、相浦地区において約６ha の工業団地が現在造成中（平成３１年１０月分譲開始予

定）で、佐世保市は企業誘致を行っており、今後同エリア周辺の土地活性化が注目される。 

 

■江迎町、吉井町、小佐々町、鹿町町地区 

小佐々町では、大型の工業団地、工業施設ができたことと、近年ブランド化された海産物

等の好調により雇用が増えている。佐々地区の土地価格の高騰も相まって当該地区に住ま

いを求める世帯も増えつつあり、土地価格も今後上昇する可能性が考えられる。 

 

平戸市・松浦市・北松浦郡の市況 

 

人口流出や高齢化が進む地域であるため、例年下落は続いているが、県内全体の下落幅縮

小の波及により、当地域においても下落率の縮小傾向がみられる。観光客や移住者の呼び込

み等により土地需要の掘り起こしが依然として課題である。佐々町は、商業地においても横

ばいとなり 23 年ぶりに下落を脱している。利便性の良さ等により、需要が好調な住宅地に

おいてはプラスに推移している。 

 

東彼杵郡・西海市の市況 

 

高齢化、人口減少により遊休地、空き家は増加傾向であるが、近年地価下落は縮小しつつ

あり下げ止まりした状況と思われる。但し、エリアによっては流通性が著しく劣る場所も見

られるようになり、利用、価値の算出ができない土地建物も確認されている。 

■東彼杵郡 

 製造業、運送業、建設業関連の企業誘致により商業地、住宅地の流通が一部良好なエリア

である。また、JR 駅周辺地の住宅化に伴う新築建売住宅の市場は良好である。 

 

■西海市 

 小迎、大串、大島町一部においてはパールラインなどの交通整備、スーパー、ホームセン

ターなどの進出により流通、市場性共に極端な変化は見られないようであるが、西側（大瀬

戸、七ツ釜、黒口）方面では更なる高齢化、人口減少により今後未利用地増加、土地建物の

市場性は劣る可能性が考えられる。 
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大村市の市況 

 

 大村市は、県央地区に位置しており、隣接市に比べ価格等も安くベッドタウンとして人口

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要因以外には、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層を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、県道の延伸開通などが予定されており、更なる雇用の創出から人の住

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伸開通を控え鬼橋、

今富、沖田など主として北部方面への開発が進んでおり、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。今年開通した木場スマートインターチェンジ周

辺においては上昇が見込まれるが現状のところ大きな変化は見られず、今後の推移が注目

される。それ以外の地域では大きな上昇、下落はなく、おお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新築 2 棟の分譲が開始された。来年 10 月に予定される消費税

増税の駆け込み需要もあり売れ行きは好調である。地価の安い大村に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、投資用物件に対する銀行融資の引き締めもあり、一括借り上げ方式の大

手のアパート建築は昨年ほどの勢いは見られなかったが、人口増にあっても供給過剰は明

らかであり、将来的な空室リスクが懸念される。賃料に関しては現在のところ大きく上下す

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。 
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諫早市の市況 

 

諫早市は、2022 年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

辺整備事業や、アエル中央商店街の栄町東西街区再開発事業、高規格道路の諫早南バイパス

線の整備など大型工事が進められている。 

産業等については、「諫早中核工業団地」を中心に「諫早貝津工業団地」「山の手工業団地」

「諫早流通産業団地」「西諫早産業団地」が隣接して立地しており、県央地域はもとより長

崎県の産業拠点を形成している。更に新産業団地整備事業（小栗地区）が 2023 年度完成に

向けて計画中である。 

  

■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（長崎ルート）の開

業に向けた、駅前再開発に伴う立ち退きが終了し、現在は建物の解体工事が進んでいる。長

崎ルートの立ち退きに伴う駅周辺部の代替え地の需要も落ち着いている。 

駅前の大型スーパー跡地の利用は、いまだ決定していないが、駅舎施設の一部供用開始に

伴い、周辺部の商業用途の需要は横這いから、やや上向きの状況へと変化しつつある。今後、

駅前再開発事業の進捗に伴い、駅前アーケードの空き店舗も減少していくものと思われる。 

 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

事が進行している。総戸数 75 戸の分譲マンションを含め 2 棟のビルが建築中だが、第 2 期

分譲時点での売れ行きは好調である。 

 旧市街地においては、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。 

 アパートにおいては、「木造で、築年数が 30 年以上」、「駐車場が完備されていない」、「室

内に洗濯機置き場がない」等の物件については空室が目立ち始めているが、ペット可対応や、

外国人留学生や労働者を受け入れる物件は入居が増えているようである。一方、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。 

 また、傾向として「外国人労働者」は、築年数が古い・駐車場が無い・日当たりが悪い等

の問題があっても、「市街地で生活に便利」であれば居住し、「単身の元気な高齢者」は、築

年数が古い・駐車場が無い等の問題があっても、「日当たりが良く、市街地まで歩いて買い

物に行ける範囲」であれば、居住する傾向にある。  

 

■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完了し多くの戸建て住宅の建築

が進んでいる。また、複数の宅地造成開発が現在も計画中のようである。 

 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
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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。 

低金利による追い風により一部では、土地から購入して、建築会社で賃貸住宅を建築する

投資案件や、賃貸物件のサブリースも行われていたが、地方においては都市部に比べて、投

資家も賃借人も少なく、一部の地方銀行の不正融資問題等の影響で、今後は減少気味に推移

するものと思われる。 

 

■南部地区 

南部地区においては、諫早インターから島原方面へと向かう諫早南バイパス線の大型工

事が進められており、併せて国道 57 号線などの道路網が整備されている。 

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林立している。ま

た、その沿線は大型商業施設の出店に向けての検討が進められている。 

 小栗地区においては内陸型の大型工業団地（南諫早産業団地整備事業 約２０ha）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期待される。この地域には旧諫早市の市

街化調整区域も含まれており、緩和措置である「40 戸連たん」を利用した宅地開発も見ら

れるようになった。 

今後も、諫早南バイパス線の延伸など道路網の整備に伴い商業施設、店舗の出店が予想さ

れる。一方、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、長崎市のベットタウンとして発展

してきた経緯があり、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・諫早インター・長崎バイパスも近く、利便性に優れている。昨年は、ＪＲ喜々津駅南

側に 13 階建てマンションが販売されたが、早期で完売となった他、駅北側にはビジネスホ

テルも開業し、盛況に推移している。 

さらに、今年に入り、長崎バイパス出口付近には商業施設が着工し、駅北側には総戸数 48

戸（12 階建て）の分譲マンション及び賃貸マンションが着工中である。 

 今後は、道路交通網の整備として渋滞対策が喫緊の課題と考えられる。 

 

■長田・小野・本野地区（市街化調整区域の拠点地区） 

 旧諫早市中央地区に隣接した市街化調整区域である長田、小野、本野地区は長年にわたる

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、市街化調整地域におけ

る開発を推進しており、地区計画制度の運用基準である 50 戸連たん制度を 40 戸連たんに

緩和している。また、役場、学校、鉄道駅等を中心とするおおむね 500 メートルの範囲を
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「拠点地区」とし規制緩和を行うことで賑わいを創出し定住化を促進しているが、まだ売買、

賃貸共に勢いはない。 

 

■飯盛・森山・高来・小長井地区 

 諫早市の東部で佐賀県に近接する高来･小長井地区は、自然環境の保全･活用を進めるた

め「都市計画区域外」に設定されている。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

い状況である。 

 長年にわた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。旧多良街道には古くから集落

が形成されており、小長井地区には小長井港を中心とした漁業集落も見られる。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。 

 同じく都市計画区域外に指定されている飯盛地区は、諫早市南部の橘湾に面し、丘陵地帯

に広大な農地を有している。農地の基盤整備事業が行われている地域では農業後継者にも

恵まれ、旧市街地隣接の市街化調整区域の農地と比べて、耕作放棄地等は目立たない。町村

合併前に造成された飯盛ニュータウン等においては、空き家が目立ち始めているが、今後も

大きく変わることもなく弱含みで維持していくものと思われる。 

 諫早市南東部で雲仙市愛野町に隣接する森山町は、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おり、現在も道路の立ち退きが行われているが、周辺には目立った買い

物施設もないため、利便性を求めて隣接の愛野町への移住が目立つ。 

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 

 中心部（特に第一小学校校区である城内・北門町・柏野町）は売買が活発に行われている。

しかしながら、価格はほぼ据え置き状態である。この地域は賃貸についても同じ事が言え、

特に転勤族をターゲットとする物件については、家賃相場は高値安定傾向と言える。 

尚、中心地以外の地域では、取引は停滞気味で、売買価格も緩やかに下落傾向である。 

 

■南島原市 

 有家・西有家町はイオン等の商業施設が有るために人気が高く、売買価格は高値安定。賃

貸物件に関しても同様で、問合せは多いが、紹介出来る物件自体が少ない。 

 西有家町よりも南の地域については、高齢化と人口減少の影響で売買価格は下落傾向に

ある。 

 また、相続取得を要因とする中古物件売却依頼は増加の傾向にある。 

 

■雲仙市 

 殆どの地域では、売買取引も低調で価格も下落傾向である。しかしながら愛野町に関して

は、大規模病院や商業施設が揃っており、諫早市への通勤エリアと言う事もあり、ファミリ

ー層の賃貸物件に対する需要は強く、更には次のステージである自宅購入へ進むと言う流

れが出来上っている。 

 なお、長崎・天草教会群が世界遺産に登録された事を受け、小浜町の雲仙地区では、ホテ

ル再生の動きを見せており、これから少しずつではあるが、不動産市況にも変化の兆候が覗

えそうである。 

 

 

 


