
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
奈良県 住宅地 -0.5 -0.5 -0.8 -0.7 -0.4
奈良県 宅地⾒込地 -0.9 -0.9 -1.0 -0.8 -0.8
奈良県 商業地 1.1 1.7 -1.9 -0.8 0.2
奈良県 準⼯業地
奈良県 ⼯業地 1.6 1.7 0.8 1.3 1.5
奈良県 市街化調整区域内宅地
奈良県 林地
奈良市 住宅地 0.5 0.4 -0.2 0.2 0.8
奈良市 宅地⾒込地
奈良市 商業地 5.6 8.7 -5.6 -0.9 2.8
奈良市 準⼯業地
奈良市 ⼯業地 1.6 2.1 1.1 1.9 1.9
奈良市 市街化調整区域内宅地
奈良市 林地
⼤和⾼⽥市 住宅地 -0.4 -0.2 -0.5 -0.4 -0.3
⼤和⾼⽥市 宅地⾒込地
⼤和⾼⽥市 商業地 0.1 0.3 -0.4 -0.4 0.2
⼤和⾼⽥市 準⼯業地
⼤和⾼⽥市 ⼯業地
⼤和⾼⽥市 市街化調整区域内宅地
⼤和⾼⽥市 林地
⼤和郡⼭市 住宅地 -0.2 -0.1 -0.3 -0.3 0.1
⼤和郡⼭市 宅地⾒込地
⼤和郡⼭市 商業地 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.1
⼤和郡⼭市 準⼯業地
⼤和郡⼭市 ⼯業地 2.7 3.0 2.4 2.8 2.6
⼤和郡⼭市 市街化調整区域内宅地
⼤和郡⼭市 林地
天理市 住宅地 -0.4 -0.4 -0.5 -0.4 -0.3
天理市 宅地⾒込地 -1.9 -1.9 -2.0 -1.0 -1.0
天理市 商業地 -0.2 -0.6 -1.5 -1.2 -1.2
天理市 準⼯業地
天理市 ⼯業地 -0.3 -0.3 0.0 0.6
天理市 市街化調整区域内宅地
天理市 林地
橿原市 住宅地 0.1 0.3 -0.2 0.1 0.5
橿原市 宅地⾒込地
橿原市 商業地 0.3 0.2 -0.4 -0.3 0.3
橿原市 準⼯業地
橿原市 ⼯業地 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.0
橿原市 市街化調整区域内宅地
橿原市 林地
桜井市 住宅地 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
桜井市 宅地⾒込地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
桜井市 商業地 -0.2 -0.2 -0.6 -0.6 -0.4



桜井市 準⼯業地
桜井市 ⼯業地 -1.3 -0.6 -0.3 0.0 0.0
桜井市 市街化調整区域内宅地
桜井市 林地
五條市 住宅地 -2.1 -2.5 -2.6 -2.8 -2.7
五條市 宅地⾒込地
五條市 商業地 -2.5 -2.4 -2.9 -2.9 -3.0
五條市 準⼯業地
五條市 ⼯業地 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 0.0
五條市 市街化調整区域内宅地
五條市 林地
御所市 住宅地 -1.1 -0.9 -1.1 -1.1 -1.0
御所市 宅地⾒込地
御所市 商業地 -1.5 -1.4 -1.7 -1.6 -1.5
御所市 準⼯業地
御所市 ⼯業地
御所市 市街化調整区域内宅地
御所市 林地
⽣駒市 住宅地 0.4 0.2 -0.2 0.0 0.4
⽣駒市 宅地⾒込地
⽣駒市 商業地 1.1 1.1 -1.6 -0.8 0.4
⽣駒市 準⼯業地
⽣駒市 ⼯業地 7.4 7.6 2.6 4.4 3.9
⽣駒市 市街化調整区域内宅地
⽣駒市 林地
⾹芝市 住宅地 0.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.1
⾹芝市 宅地⾒込地 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
⾹芝市 商業地 1.4 1.2 0.0 0.0 0.4
⾹芝市 準⼯業地
⾹芝市 ⼯業地
⾹芝市 市街化調整区域内宅地
⾹芝市 林地
葛城市 住宅地 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
葛城市 宅地⾒込地 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -1.0
葛城市 商業地
葛城市 準⼯業地
葛城市 ⼯業地
葛城市 市街化調整区域内宅地
葛城市 林地
宇陀市 住宅地 -1.0 -0.9 -1.0 -1.0 -0.9
宇陀市 宅地⾒込地
宇陀市 商業地 -0.3 -0.3 -0.7 -0.7 -0.7
宇陀市 準⼯業地
宇陀市 ⼯業地
宇陀市 市街化調整区域内宅地
宇陀市 林地



⽣駒郡平群町 住宅地 -3.6 -3.3 -3.1 -2.1 -2.2
⽣駒郡平群町 宅地⾒込地
⽣駒郡平群町 商業地 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0
⽣駒郡平群町 準⼯業地
⽣駒郡平群町 ⼯業地
⽣駒郡平群町 市街化調整区域内宅地
⽣駒郡平群町 林地
⽣駒郡三郷町 住宅地 -3.7 -2.8 -2.9 -1.8 -1.8
⽣駒郡三郷町 宅地⾒込地
⽣駒郡三郷町 商業地 -1.3 -0.7 -1.8 -1.0 -0.5
⽣駒郡三郷町 準⼯業地
⽣駒郡三郷町 ⼯業地
⽣駒郡三郷町 市街化調整区域内宅地
⽣駒郡三郷町 林地
⽣駒郡斑鳩町 住宅地 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.1
⽣駒郡斑鳩町 宅地⾒込地
⽣駒郡斑鳩町 商業地 0.0 0.0 -1.0 -0.7 -0.5
⽣駒郡斑鳩町 準⼯業地
⽣駒郡斑鳩町 ⼯業地
⽣駒郡斑鳩町 市街化調整区域内宅地
⽣駒郡斑鳩町 林地
⽣駒郡安堵町 住宅地 -1.1 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9
⽣駒郡安堵町 宅地⾒込地
⽣駒郡安堵町 商業地
⽣駒郡安堵町 準⼯業地
⽣駒郡安堵町 ⼯業地
⽣駒郡安堵町 市街化調整区域内宅地
⽣駒郡安堵町 林地
磯城郡川⻄町 住宅地 -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -0.4
磯城郡川⻄町 宅地⾒込地
磯城郡川⻄町 商業地
磯城郡川⻄町 準⼯業地
磯城郡川⻄町 ⼯業地
磯城郡川⻄町 市街化調整区域内宅地
磯城郡川⻄町 林地
磯城郡三宅町 住宅地 -0.7 -0.7 -0.9 -0.8 -0.8
磯城郡三宅町 宅地⾒込地
磯城郡三宅町 商業地
磯城郡三宅町 準⼯業地
磯城郡三宅町 ⼯業地
磯城郡三宅町 市街化調整区域内宅地
磯城郡三宅町 林地
磯城郡⽥原本町 住宅地 -0.3 -0.4 -0.8 -0.6 -0.4
磯城郡⽥原本町 宅地⾒込地
磯城郡⽥原本町 商業地 -1.4 -1.2 -1.2 -1.1 -0.9
磯城郡⽥原本町 準⼯業地



磯城郡⽥原本町 ⼯業地
磯城郡⽥原本町 市街化調整区域内宅地
磯城郡⽥原本町 林地
⾼市郡⾼取町 住宅地 -1.2 -1.1 -1.4 -1.4 -1.4
⾼市郡⾼取町 宅地⾒込地
⾼市郡⾼取町 商業地
⾼市郡⾼取町 準⼯業地
⾼市郡⾼取町 ⼯業地
⾼市郡⾼取町 市街化調整区域内宅地
⾼市郡⾼取町 林地
⾼市郡明⽇⾹村 住宅地 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5
⾼市郡明⽇⾹村 宅地⾒込地
⾼市郡明⽇⾹村 商業地
⾼市郡明⽇⾹村 準⼯業地
⾼市郡明⽇⾹村 ⼯業地
⾼市郡明⽇⾹村 市街化調整区域内宅地
⾼市郡明⽇⾹村 林地
北葛城郡上牧町 住宅地 -1.4 -1.6 -2.0 -2.4 -2.5
北葛城郡上牧町 宅地⾒込地
北葛城郡上牧町 商業地 -0.7 -1.3 -2.5 -2.7 -2.9
北葛城郡上牧町 準⼯業地
北葛城郡上牧町 ⼯業地
北葛城郡上牧町 市街化調整区域内宅地
北葛城郡上牧町 林地
北葛城郡王寺町 住宅地 -0.2 0.1 -0.3 -0.1 0.0
北葛城郡王寺町 宅地⾒込地
北葛城郡王寺町 商業地 0.7 1.4 0.0 0.0 0.7
北葛城郡王寺町 準⼯業地
北葛城郡王寺町 ⼯業地
北葛城郡王寺町 市街化調整区域内宅地
北葛城郡王寺町 林地
北葛城郡広陵町 住宅地 -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 -0.4
北葛城郡広陵町 宅地⾒込地
北葛城郡広陵町 商業地 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0
北葛城郡広陵町 準⼯業地
北葛城郡広陵町 ⼯業地
北葛城郡広陵町 市街化調整区域内宅地
北葛城郡広陵町 林地
北葛城郡河合町 住宅地 -1.8 -2.1 -2.4 -2.8 -2.5
北葛城郡河合町 宅地⾒込地
北葛城郡河合町 商業地 0.0 0.0 -1.8 -2.7 -0.9
北葛城郡河合町 準⼯業地
北葛城郡河合町 ⼯業地
北葛城郡河合町 市街化調整区域内宅地
北葛城郡河合町 林地
吉野郡吉野町 住宅地 -2.7 -2.8 -3.0 -3.1 -3.2



吉野郡吉野町 宅地⾒込地
吉野郡吉野町 商業地 -2.6 -2.9 -3.0 -3.1
吉野郡吉野町 準⼯業地
吉野郡吉野町 ⼯業地
吉野郡吉野町 市街化調整区域内宅地
吉野郡吉野町 林地
吉野郡⼤淀町 住宅地 -3.1 -3.1 -3.2 -3.3 -3.0
吉野郡⼤淀町 宅地⾒込地
吉野郡⼤淀町 商業地 -3.6
吉野郡⼤淀町 準⼯業地
吉野郡⼤淀町 ⼯業地
吉野郡⼤淀町 市街化調整区域内宅地
吉野郡⼤淀町 林地
吉野郡下市町 住宅地 -3.1 -3.4 -3.5 -3.7 -3.5
吉野郡下市町 宅地⾒込地
吉野郡下市町 商業地 -3.3 -3.4 -3.5 -3.7 -3.8
吉野郡下市町 準⼯業地
吉野郡下市町 ⼯業地
吉野郡下市町 市街化調整区域内宅地
吉野郡下市町 林地


