
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
兵庫県 住宅地 -0.2 0.0 -0.6 -0.1 0.7
兵庫県 宅地⾒込地 -2.4 -2.0 -2.0 -2.1 -1.6
兵庫県 商業地 2.7 2.9 -0.8 0.0 1.3
兵庫県 準⼯業地
兵庫県 ⼯業地 1.1 1.7 1.2 2.5 4.2
兵庫県 市街化調整区域内宅地
兵庫県 林地 -4.9 -4.3 -4.4 -3.9 -3.0
神⼾市 住宅地 0.4 0.6 -0.3 0.2 1.2
神⼾市 宅地⾒込地
神⼾市 商業地 6.2 6.0 -1.8 -0.4 2.0
神⼾市 準⼯業地
神⼾市 ⼯業地 1.6 2.9 2.1 3.3 4.6
神⼾市 市街化調整区域内宅地
神⼾市 林地 -4.2 -3.9 -4.0 -3.7 -2.8
神⼾市 東灘区 住宅地 1.3 1.7 0.3 0.9 1.7
神⼾市 東灘区 宅地⾒込地
神⼾市 東灘区 商業地 2.9 3.8 1.1 1.8 2.4
神⼾市 東灘区 準⼯業地
神⼾市 東灘区 ⼯業地 1.2 5.9 3.5 5.7 6.8
神⼾市 東灘区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 東灘区 林地
神⼾市 灘区 住宅地 3.9 4.2 1.3 2.0 3.0
神⼾市 灘区 宅地⾒込地
神⼾市 灘区 商業地 5.3 5.4 0.9 2.2 4.3
神⼾市 灘区 準⼯業地
神⼾市 灘区 ⼯業地 5.8 5.4 2.6 3.1 3.7
神⼾市 灘区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 灘区 林地
神⼾市 兵庫区 住宅地 1.5 1.4 -0.3 0.3 0.9
神⼾市 兵庫区 宅地⾒込地
神⼾市 兵庫区 商業地 3.4 3.1 0.0 1.4 2.1
神⼾市 兵庫区 準⼯業地
神⼾市 兵庫区 ⼯業地 0.0 0.0 -0.1 0.9 2.9
神⼾市 兵庫区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 兵庫区 林地
神⼾市 ⻑⽥区 住宅地 0.0 0.1 -1.0 -0.8 -0.4
神⼾市 ⻑⽥区 宅地⾒込地
神⼾市 ⻑⽥区 商業地 0.8 1.1 -0.4 -0.4 0.9
神⼾市 ⻑⽥区 準⼯業地
神⼾市 ⻑⽥区 ⼯業地 0.0 0.0 -0.1 0.5 1.1
神⼾市 ⻑⽥区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 ⻑⽥区 林地
神⼾市 須磨区 住宅地 -0.4 -0.3 -0.6 0.0 1.1
神⼾市 須磨区 宅地⾒込地
神⼾市 須磨区 商業地 1.3 1.8 0.1 0.9 2.5



神⼾市 須磨区 準⼯業地
神⼾市 須磨区 ⼯業地 3.9 3.8 3.6 4.9 7.4
神⼾市 須磨区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 須磨区 林地
神⼾市 垂⽔区 住宅地 0.0 0.4 -0.2 0.4 1.3
神⼾市 垂⽔区 宅地⾒込地
神⼾市 垂⽔区 商業地 1.6 1.8 0.6 1.1 2.5
神⼾市 垂⽔区 準⼯業地
神⼾市 垂⽔区 ⼯業地
神⼾市 垂⽔区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 垂⽔区 林地
神⼾市 北区 住宅地 -1.0 -1.0 -0.9 -0.5 0.4
神⼾市 北区 宅地⾒込地
神⼾市 北区 商業地 0.9 1.9 1.0 1.5 2.2
神⼾市 北区 準⼯業地
神⼾市 北区 ⼯業地
神⼾市 北区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 北区 林地
神⼾市 中央区 住宅地 2.2 2.6 0.0 0.7 2.4
神⼾市 中央区 宅地⾒込地
神⼾市 中央区 商業地 12.3 11.1 -4.9 -2.6 1.5
神⼾市 中央区 準⼯業地
神⼾市 中央区 ⼯業地 3.1 4.0 3.8 5.6 7.0
神⼾市 中央区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 中央区 林地
神⼾市 ⻄区 住宅地 -0.5 -0.4 -0.7 -0.2 1.0
神⼾市 ⻄区 宅地⾒込地
神⼾市 ⻄区 商業地 0.7 0.7 -0.5 0.0 2.8
神⼾市 ⻄区 準⼯業地
神⼾市 ⻄区 ⼯業地 1.7 2.1 2.0 3.1 4.3
神⼾市 ⻄区 市街化調整区域内宅地
神⼾市 ⻄区 林地 -4.2 -3.9 -4.0 -3.7 -2.8
姫路市 住宅地 -0.9 -0.7 -1.0 -0.7 -0.4
姫路市 宅地⾒込地
姫路市 商業地 1.7 1.6 -0.3 0.0 0.4
姫路市 準⼯業地
姫路市 ⼯業地 1.2 1.3 0.8 1.0 1.5
姫路市 市街化調整区域内宅地
姫路市 林地
尼崎市 住宅地 -0.1 0.1 -0.2 0.2 1.0
尼崎市 宅地⾒込地
尼崎市 商業地 1.6 2.5 0.2 1.1 2.0
尼崎市 準⼯業地
尼崎市 ⼯業地 1.1 1.2 1.0 4.2 8.0
尼崎市 市街化調整区域内宅地
尼崎市 林地



明⽯市 住宅地 0.3 0.6 0.1 1.1 3.0
明⽯市 宅地⾒込地
明⽯市 商業地 1.7 1.8 -0.4 0.5 2.9
明⽯市 準⼯業地
明⽯市 ⼯業地 0.8 0.9 0.7 1.1 3.2
明⽯市 市街化調整区域内宅地
明⽯市 林地
⻄宮市 住宅地 0.8 1.0 -0.2 0.7 1.7
⻄宮市 宅地⾒込地
⻄宮市 商業地 3.1 4.1 0.3 1.4 3.5
⻄宮市 準⼯業地
⻄宮市 ⼯業地 0.9 3.1 2.4 3.0 7.4
⻄宮市 市街化調整区域内宅地
⻄宮市 林地
洲本市 住宅地 -1.6 -1.4 -1.5 -1.2 -1.2
洲本市 宅地⾒込地
洲本市 商業地 -3.3 -3.3 -4.3 -4.2 -4.2
洲本市 準⼯業地
洲本市 ⼯業地
洲本市 市街化調整区域内宅地
洲本市 林地
芦屋市 住宅地 1.7 1.7 0.6 1.6 2.5
芦屋市 宅地⾒込地
芦屋市 商業地 5.2 7.6 2.4 3.5 5.0
芦屋市 準⼯業地
芦屋市 ⼯業地
芦屋市 市街化調整区域内宅地
芦屋市 林地
伊丹市 住宅地 1.1 1.4 0.6 1.1 1.6
伊丹市 宅地⾒込地
伊丹市 商業地 3.9 4.9 1.9 1.9 2.0
伊丹市 準⼯業地
伊丹市 ⼯業地 1.2 1.4 1.1 2.2 4.3
伊丹市 市街化調整区域内宅地
伊丹市 林地
相⽣市 住宅地 -3.3 -2.9 -2.8 -2.3 -0.8
相⽣市 宅地⾒込地
相⽣市 商業地 -4.4 -3.3 -3.6 -3.5 -1.5
相⽣市 準⼯業地
相⽣市 ⼯業地 0.0 0.0 0.5 1.4
相⽣市 市街化調整区域内宅地
相⽣市 林地
豊岡市 住宅地 -4.0 -3.7 -3.6 -3.3 -2.0
豊岡市 宅地⾒込地
豊岡市 商業地 -2.4 -0.3 -2.9 -2.6 -1.0
豊岡市 準⼯業地



豊岡市 ⼯業地
豊岡市 市街化調整区域内宅地
豊岡市 林地
加古川市 住宅地 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.1
加古川市 宅地⾒込地
加古川市 商業地 1.6 1.6 -0.1 0.4 1.3
加古川市 準⼯業地
加古川市 ⼯業地 0.0 1.6 1.2 1.6 2.8
加古川市 市街化調整区域内宅地
加古川市 林地
⾚穂市 住宅地 -3.1 -3.5 -3.9 -4.0 -2.7
⾚穂市 宅地⾒込地
⾚穂市 商業地 -1.0 -1.5 -1.2 -0.5
⾚穂市 準⼯業地
⾚穂市 ⼯業地 -2.3 -0.6 -0.9 0.3 0.8
⾚穂市 市街化調整区域内宅地
⾚穂市 林地
⻄脇市 住宅地 -1.5 -1.3 -1.0 -1.0 -0.8
⻄脇市 宅地⾒込地
⻄脇市 商業地 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
⻄脇市 準⼯業地
⻄脇市 ⼯業地
⻄脇市 市街化調整区域内宅地
⻄脇市 林地
宝塚市 住宅地 0.1 0.5 0.1 0.6 1.1
宝塚市 宅地⾒込地
宝塚市 商業地 3.3 4.0 1.5 1.9 2.4
宝塚市 準⼯業地
宝塚市 ⼯業地 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8
宝塚市 市街化調整区域内宅地
宝塚市 林地
三⽊市 住宅地 -0.6 -0.6 -0.5 -0.3 -0.2
三⽊市 宅地⾒込地
三⽊市 商業地 -0.1 0.5 0.0 0.1 0.4
三⽊市 準⼯業地
三⽊市 ⼯業地
三⽊市 市街化調整区域内宅地
三⽊市 林地
⾼砂市 住宅地 -0.5 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2
⾼砂市 宅地⾒込地
⾼砂市 商業地 0.4 1.3 0.1 0.3 0.5
⾼砂市 準⼯業地
⾼砂市 ⼯業地 0.8 0.8 0.4 0.6 1.0
⾼砂市 市街化調整区域内宅地
⾼砂市 林地
川⻄市 住宅地 -1.1 -0.7 -0.7 0.3 1.1



川⻄市 宅地⾒込地 -2.4 -2.0 -2.0 -2.1 -1.6
川⻄市 商業地 4.5 4.4 1.6 1.1 1.5
川⻄市 準⼯業地
川⻄市 ⼯業地 -0.2 -0.1 0.0 0.6 2.1
川⻄市 市街化調整区域内宅地
川⻄市 林地
⼩野市 住宅地 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2
⼩野市 宅地⾒込地
⼩野市 商業地 0.3 0.0 0.0 0.6 0.8
⼩野市 準⼯業地
⼩野市 ⼯業地 1.9 1.9 1.9 2.5 4.6
⼩野市 市街化調整区域内宅地
⼩野市 林地
三⽥市 住宅地 -0.8 -0.7 -0.7 -0.6 -0.5
三⽥市 宅地⾒込地
三⽥市 商業地 -0.8 0.0 0.0 0.4 0.6
三⽥市 準⼯業地
三⽥市 ⼯業地 2.0 2.3 2.2 2.8 5.7
三⽥市 市街化調整区域内宅地
三⽥市 林地 -5.5 -5.0 -4.9 -4.2 -3.4
加⻄市 住宅地 -0.7 -0.8 -0.9 -0.7 -0.6
加⻄市 宅地⾒込地
加⻄市 商業地 0.0 0.0
加⻄市 準⼯業地
加⻄市 ⼯業地 1.3 1.6 1.2 2.4 3.9
加⻄市 市街化調整区域内宅地
加⻄市 林地
篠⼭市 住宅地 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.2
篠⼭市 宅地⾒込地
篠⼭市 商業地 -0.7 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2
篠⼭市 準⼯業地
篠⼭市 ⼯業地
篠⼭市 市街化調整区域内宅地
篠⼭市 林地
養⽗市 住宅地 -2.8 -2.3 -2.6 -3.5 -3.0
養⽗市 宅地⾒込地
養⽗市 商業地 -4.3 -4.7 -4.0 -3.2 -2.5
養⽗市 準⼯業地
養⽗市 ⼯業地
養⽗市 市街化調整区域内宅地
養⽗市 林地
丹波市 住宅地 -1.7 -1.6 -1.5 -1.5 -1.4
丹波市 宅地⾒込地
丹波市 商業地 -1.0 -0.7 -0.7 -0.1 0.0
丹波市 準⼯業地
丹波市 ⼯業地



丹波市 市街化調整区域内宅地
丹波市 林地
南あわじ市 住宅地 -0.9 -1.1 -1.2 -1.1 -1.1
南あわじ市 宅地⾒込地
南あわじ市 商業地 -2.6 -3.0 -3.1 -2.7 -3.0
南あわじ市 準⼯業地
南あわじ市 ⼯業地
南あわじ市 市街化調整区域内宅地
南あわじ市 林地
朝来市 住宅地 -3.3 -2.5 -1.9 -1.5 -1.1
朝来市 宅地⾒込地
朝来市 商業地 -5.4 -4.9 -3.0 -3.3 -3.0
朝来市 準⼯業地
朝来市 ⼯業地
朝来市 市街化調整区域内宅地
朝来市 林地
淡路市 住宅地 -2.1 -2.1 -2.0 -1.3 -0.5
淡路市 宅地⾒込地
淡路市 商業地 -3.1 -3.2 -3.1 -1.8 -0.9
淡路市 準⼯業地
淡路市 ⼯業地
淡路市 市街化調整区域内宅地
淡路市 林地
宍粟市 住宅地 -3.0 -3.0 -3.8 -3.9 -2.7
宍粟市 宅地⾒込地
宍粟市 商業地 -2.2 -2.3 -2.3 -2.4 -1.1
宍粟市 準⼯業地
宍粟市 ⼯業地
宍粟市 市街化調整区域内宅地
宍粟市 林地
加東市 住宅地 -1.1 -1.0 -0.8 -0.5 -0.5
加東市 宅地⾒込地
加東市 商業地 0.5
加東市 準⼯業地
加東市 ⼯業地
加東市 市街化調整区域内宅地
加東市 林地
たつの市 住宅地 -2.9 -2.9 -2.9 -2.5 -0.9
たつの市 宅地⾒込地
たつの市 商業地 -1.1 -0.7 0.0 0.6 2.1
たつの市 準⼯業地
たつの市 ⼯業地 0.0 -0.3 0.6 2.0
たつの市 市街化調整区域内宅地
たつの市 林地
川辺郡猪名川町 住宅地 -1.7 -2.1 -1.9 -1.7 -0.5
川辺郡猪名川町 宅地⾒込地



川辺郡猪名川町 商業地
川辺郡猪名川町 準⼯業地
川辺郡猪名川町 ⼯業地
川辺郡猪名川町 市街化調整区域内宅地
川辺郡猪名川町 林地
多可郡多可町 住宅地 -1.5 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5
多可郡多可町 宅地⾒込地
多可郡多可町 商業地 -0.9 -0.9 -0.5 -0.5 -0.5
多可郡多可町 準⼯業地
多可郡多可町 ⼯業地
多可郡多可町 市街化調整区域内宅地
多可郡多可町 林地
加古郡稲美町 住宅地 -0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.2
加古郡稲美町 宅地⾒込地
加古郡稲美町 商業地
加古郡稲美町 準⼯業地
加古郡稲美町 ⼯業地
加古郡稲美町 市街化調整区域内宅地
加古郡稲美町 林地
加古郡播磨町 住宅地 -0.1 0.2 0.0 0.0 0.9
加古郡播磨町 宅地⾒込地
加古郡播磨町 商業地
加古郡播磨町 準⼯業地
加古郡播磨町 ⼯業地
加古郡播磨町 市街化調整区域内宅地
加古郡播磨町 林地
神崎郡福崎町 住宅地 -1.1 -0.7 -0.7 -0.9 -0.8
神崎郡福崎町 宅地⾒込地
神崎郡福崎町 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
神崎郡福崎町 準⼯業地
神崎郡福崎町 ⼯業地 2.3 2.2 2.2 2.1 4.2
神崎郡福崎町 市街化調整区域内宅地
神崎郡福崎町 林地
揖保郡太⼦町 住宅地 -1.7 -1.2 -1.6 -1.1 -0.1
揖保郡太⼦町 宅地⾒込地
揖保郡太⼦町 商業地 -2.2 -2.1 -1.9 -1.1 0.0
揖保郡太⼦町 準⼯業地
揖保郡太⼦町 ⼯業地
揖保郡太⼦町 市街化調整区域内宅地
揖保郡太⼦町 林地
⾚穂郡上郡町 住宅地 -6.6 -6.5 -6.2 -5.4 -3.2
⾚穂郡上郡町 宅地⾒込地
⾚穂郡上郡町 商業地 -6.7 -6.7 -6.6 -5.5 -3.2
⾚穂郡上郡町 準⼯業地
⾚穂郡上郡町 ⼯業地
⾚穂郡上郡町 市街化調整区域内宅地



⾚穂郡上郡町 林地
佐⽤郡佐⽤町 住宅地 -2.0 -2.1 -3.2 -4.4 -3.4
佐⽤郡佐⽤町 宅地⾒込地
佐⽤郡佐⽤町 商業地
佐⽤郡佐⽤町 準⼯業地
佐⽤郡佐⽤町 ⼯業地
佐⽤郡佐⽤町 市街化調整区域内宅地
佐⽤郡佐⽤町 林地
美⽅郡⾹美町 住宅地 -6.2 -6.1 -5.5 -5.3 -3.1
美⽅郡⾹美町 宅地⾒込地
美⽅郡⾹美町 商業地 -5.4 -5.5 -5.3 -5.1 -3.8
美⽅郡⾹美町 準⼯業地
美⽅郡⾹美町 ⼯業地
美⽅郡⾹美町 市街化調整区域内宅地
美⽅郡⾹美町 林地
美⽅郡新温泉町 住宅地 -5.5 -5.7 -5.9 -5.6 -3.7
美⽅郡新温泉町 宅地⾒込地
美⽅郡新温泉町 商業地 -3.3 -3.9 -4.6 -4.5 -2.9
美⽅郡新温泉町 準⼯業地
美⽅郡新温泉町 ⼯業地
美⽅郡新温泉町 市街化調整区域内宅地
美⽅郡新温泉町 林地


