
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
京都府 住宅地 0.8 0.7 -0.6 0.1 0.7
京都府 宅地⾒込地 -1.1 -1.1 -1.9 -1.1 -0.8
京都府 商業地 9.6 8.1 -1.8 0.4 2.5
京都府 準⼯業地
京都府 ⼯業地 4.7 5.6 -0.3 2.2 3.9
京都府 市街化調整区域内宅地
京都府 林地 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.9
京都市 住宅地 2.1 1.9 -0.4 0.5 1.2
京都市 宅地⾒込地
京都市 商業地 13.3 11.3 -2.1 0.6 3.3
京都市 準⼯業地
京都市 ⼯業地 5.1 7.2 -0.3 2.6 4.7
京都市 市街化調整区域内宅地
京都市 林地
京都市 北区 住宅地 2.4 1.8 -0.1 0.6 1.0
京都市 北区 宅地⾒込地
京都市 北区 商業地 4.4 5.6 -0.3 0.1 1.4
京都市 北区 準⼯業地
京都市 北区 ⼯業地
京都市 北区 市街化調整区域内宅地
京都市 北区 林地
京都市 上京区 住宅地 7.5 6.5 0.4 2.0 2.5
京都市 上京区 宅地⾒込地
京都市 上京区 商業地 6.6 5.6 -0.6 0.9 3.0
京都市 上京区 準⼯業地
京都市 上京区 ⼯業地
京都市 上京区 市街化調整区域内宅地
京都市 上京区 林地
京都市 左京区 住宅地 3.0 2.2 -0.2 0.1 0.8
京都市 左京区 宅地⾒込地
京都市 左京区 商業地 7.3 6.9 -0.3 1.3 3.0
京都市 左京区 準⼯業地
京都市 左京区 ⼯業地
京都市 左京区 市街化調整区域内宅地
京都市 左京区 林地
京都市 中京区 住宅地 7.6 6.8 0.4 1.7 3.2
京都市 中京区 宅地⾒込地
京都市 中京区 商業地 14.1 14.7 -1.8 0.9 3.0
京都市 中京区 準⼯業地
京都市 中京区 ⼯業地
京都市 中京区 市街化調整区域内宅地
京都市 中京区 林地
京都市 東⼭区 住宅地 6.7 6.2 -0.7 0.7 1.4
京都市 東⼭区 宅地⾒込地
京都市 東⼭区 商業地 34.1 23.9 -6.9 0.2 4.2



京都市 東⼭区 準⼯業地
京都市 東⼭区 ⼯業地
京都市 東⼭区 市街化調整区域内宅地
京都市 東⼭区 林地
京都市 下京区 住宅地 5.8 5.6 0.3 1.9 3.0
京都市 下京区 宅地⾒込地
京都市 下京区 商業地 22.2 16.0 -0.9 1.7 4.8
京都市 下京区 準⼯業地
京都市 下京区 ⼯業地 3.0 2.9 0.0 0.6 3.3
京都市 下京区 市街化調整区域内宅地
京都市 下京区 林地
京都市 南区 住宅地 1.7 2.2 -0.3 1.1 2.4
京都市 南区 宅地⾒込地
京都市 南区 商業地 17.3 12.8 -4.0 -0.6 4.6
京都市 南区 準⼯業地
京都市 南区 ⼯業地 6.9 11.2 -0.1 4.1 6.7
京都市 南区 市街化調整区域内宅地
京都市 南区 林地
京都市 右京区 住宅地 0.7 0.7 -0.7 0.1 0.8
京都市 右京区 宅地⾒込地
京都市 右京区 商業地 3.0 3.9 -2.2 0.4 2.3
京都市 右京区 準⼯業地
京都市 右京区 ⼯業地 3.2 3.3 -0.6 1.1 2.7
京都市 右京区 市街化調整区域内宅地
京都市 右京区 林地
京都市 伏⾒区 住宅地 0.2 0.2 -0.6 -0.1 0.9
京都市 伏⾒区 宅地⾒込地
京都市 伏⾒区 商業地 2.8 4.8 -2.2 -0.9 2.1
京都市 伏⾒区 準⼯業地
京都市 伏⾒区 ⼯業地 7.4 9.9 -0.2 3.6 6.6
京都市 伏⾒区 市街化調整区域内宅地
京都市 伏⾒区 林地
京都市 ⼭科区 住宅地 -0.1 0.0 -0.7 -0.1 0.8
京都市 ⼭科区 宅地⾒込地
京都市 ⼭科区 商業地 1.9 1.5 -1.1 -0.3 1.7
京都市 ⼭科区 準⼯業地
京都市 ⼭科区 ⼯業地 0.0 0.0 -1.1 -0.1 0.0
京都市 ⼭科区 市街化調整区域内宅地
京都市 ⼭科区 林地
京都市 ⻄京区 住宅地 1.8 1.8 -0.4 1.1 1.6
京都市 ⻄京区 宅地⾒込地
京都市 ⻄京区 商業地 2.7 3.3 -1.0 2.5 3.1
京都市 ⻄京区 準⼯業地
京都市 ⻄京区 ⼯業地
京都市 ⻄京区 市街化調整区域内宅地
京都市 ⻄京区 林地



福知⼭市 住宅地 -1.0 -0.5 -0.5 -0.3 0.1
福知⼭市 宅地⾒込地
福知⼭市 商業地 -0.8 -0.9 -1.0 -1.5 -1.9
福知⼭市 準⼯業地
福知⼭市 ⼯業地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.4 -0.2
福知⼭市 市街化調整区域内宅地
福知⼭市 林地
舞鶴市 住宅地 -1.4 -0.9 -1.0 -0.7 -0.6
舞鶴市 宅地⾒込地
舞鶴市 商業地 -1.0 -0.3 -0.4 -0.2 -0.1
舞鶴市 準⼯業地
舞鶴市 ⼯業地 -0.7 -0.1 -0.1 -0.1 0.0
舞鶴市 市街化調整区域内宅地
舞鶴市 林地
綾部市 住宅地 -1.4 -1.2 -1.1 -0.9 -0.9
綾部市 宅地⾒込地
綾部市 商業地 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
綾部市 準⼯業地
綾部市 ⼯業地 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0
綾部市 市街化調整区域内宅地
綾部市 林地
宇治市 住宅地 0.4 0.4 -0.5 0.1 1.2
宇治市 宅地⾒込地
宇治市 商業地 2.4 2.3 -1.1 -0.3 1.3
宇治市 準⼯業地
宇治市 ⼯業地 6.8 7.7 -1.2 2.4 4.7
宇治市 市街化調整区域内宅地
宇治市 林地 -2.4 -2.5 -2.6 -1.6 -1.6
宮津市 住宅地 -1.5 -1.0 -0.8 -0.5 -1.1
宮津市 宅地⾒込地
宮津市 商業地 -1.0 -0.6 -0.9 -0.7 -0.6
宮津市 準⼯業地
宮津市 ⼯業地
宮津市 市街化調整区域内宅地
宮津市 林地
⻲岡市 住宅地 0.4 0.4 -0.4 -0.2 0.4
⻲岡市 宅地⾒込地
⻲岡市 商業地 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.5
⻲岡市 準⼯業地
⻲岡市 ⼯業地
⻲岡市 市街化調整区域内宅地
⻲岡市 林地 0.0 0.0 0.0 -0.9 -1.0
城陽市 住宅地 0.0 0.3 -0.4 0.0 1.2
城陽市 宅地⾒込地
城陽市 商業地 1.7
城陽市 準⼯業地



城陽市 ⼯業地 5.3 6.1 -0.6 3.9 5.4
城陽市 市街化調整区域内宅地
城陽市 林地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向⽇市 住宅地 0.7 0.9 -0.1 0.9 1.1
向⽇市 宅地⾒込地
向⽇市 商業地 1.4 2.6 0.1 3.0 3.7
向⽇市 準⼯業地
向⽇市 ⼯業地
向⽇市 市街化調整区域内宅地
向⽇市 林地
⻑岡京市 住宅地 0.9 1.2 0.1 1.3 2.0
⻑岡京市 宅地⾒込地
⻑岡京市 商業地 4.9 4.8 -1.0 3.3 4.7
⻑岡京市 準⼯業地
⻑岡京市 ⼯業地
⻑岡京市 市街化調整区域内宅地
⻑岡京市 林地
⼋幡市 住宅地 -0.4 -0.4 -1.3 -0.5 0.0
⼋幡市 宅地⾒込地
⼋幡市 商業地 1.1 1.1 -0.6 1.1 1.7
⼋幡市 準⼯業地
⼋幡市 ⼯業地
⼋幡市 市街化調整区域内宅地
⼋幡市 林地
京⽥辺市 住宅地 -0.4 -0.2 -0.9 -0.1 0.7
京⽥辺市 宅地⾒込地
京⽥辺市 商業地 0.9 2.1 -1.2 0.4 2.3
京⽥辺市 準⼯業地
京⽥辺市 ⼯業地
京⽥辺市 市街化調整区域内宅地
京⽥辺市 林地
京丹後市 住宅地 -1.8 -1.4 -1.1 -1.5 -1.5
京丹後市 宅地⾒込地
京丹後市 商業地 -2.5 -2.5 -2.4 -3.1 -3.2
京丹後市 準⼯業地
京丹後市 ⼯業地
京丹後市 市街化調整区域内宅地
京丹後市 林地
南丹市 住宅地 -1.2 -1.1 -1.2 -0.8 -0.6
南丹市 宅地⾒込地
南丹市 商業地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
南丹市 準⼯業地
南丹市 ⼯業地
南丹市 市街化調整区域内宅地
南丹市 林地
⽊津川市 住宅地 -0.9 -1.6 -2.2 -1.5 -0.5



⽊津川市 宅地⾒込地 -1.1 -1.1 -1.9 -1.1 -0.8
⽊津川市 商業地 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9
⽊津川市 準⼯業地
⽊津川市 ⼯業地
⽊津川市 市街化調整区域内宅地
⽊津川市 林地
⼄訓郡⼤⼭崎町 住宅地 -0.7 -0.4 -0.4 0.5 0.9
⼄訓郡⼤⼭崎町 宅地⾒込地
⼄訓郡⼤⼭崎町 商業地
⼄訓郡⼤⼭崎町 準⼯業地
⼄訓郡⼤⼭崎町 ⼯業地
⼄訓郡⼤⼭崎町 市街化調整区域内宅地
⼄訓郡⼤⼭崎町 林地
久世郡久御⼭町 住宅地 0.4 0.3 -0.2 0.5 0.4
久世郡久御⼭町 宅地⾒込地
久世郡久御⼭町 商業地
久世郡久御⼭町 準⼯業地
久世郡久御⼭町 ⼯業地 13.3 7.7 0.7 5.8 7.3
久世郡久御⼭町 市街化調整区域内宅地
久世郡久御⼭町 林地
綴喜郡井⼿町 住宅地 -3.2 -3.0 -2.9 -3.2 -2.1
綴喜郡井⼿町 宅地⾒込地
綴喜郡井⼿町 商業地
綴喜郡井⼿町 準⼯業地
綴喜郡井⼿町 ⼯業地
綴喜郡井⼿町 市街化調整区域内宅地
綴喜郡井⼿町 林地
綴喜郡宇治⽥原町 住宅地 0.0 0.0 -0.6 -0.3 0.0
綴喜郡宇治⽥原町 宅地⾒込地
綴喜郡宇治⽥原町 商業地 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.0
綴喜郡宇治⽥原町 準⼯業地
綴喜郡宇治⽥原町 ⼯業地
綴喜郡宇治⽥原町 市街化調整区域内宅地
綴喜郡宇治⽥原町 林地
相楽郡精華町 住宅地 -0.4 -0.5 -1.3 -0.4 -0.1
相楽郡精華町 宅地⾒込地
相楽郡精華町 商業地
相楽郡精華町 準⼯業地
相楽郡精華町 ⼯業地
相楽郡精華町 市街化調整区域内宅地
相楽郡精華町 林地
船井郡京丹波町 住宅地 -4.8 -4.6 -4.0 -3.9 -3.1
船井郡京丹波町 宅地⾒込地
船井郡京丹波町 商業地 -3.9 -4.0 -5.3 -4.1 -4.2
船井郡京丹波町 準⼯業地
船井郡京丹波町 ⼯業地 0.0 0.0 -2.3 -0.8 0.0



船井郡京丹波町 市街化調整区域内宅地
船井郡京丹波町 林地
与謝郡与謝野町 住宅地 -1.5 -0.9 -0.3 0.0 0.0
与謝郡与謝野町 宅地⾒込地
与謝郡与謝野町 商業地 -1.0 -0.7 -0.7 -0.7 -0.3
与謝郡与謝野町 準⼯業地
与謝郡与謝野町 ⼯業地
与謝郡与謝野町 市街化調整区域内宅地
与謝郡与謝野町 林地


