
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
和歌⼭県 住宅地 -1.4 -1.3 -1.4 -1.3 -1.2
和歌⼭県 宅地⾒込地 -0.8 -0.8 -0.8
和歌⼭県 商業地 -0.9 -0.8 -1.1 -1.2 -1.0
和歌⼭県 準⼯業地
和歌⼭県 ⼯業地 -1.3 -0.9 -0.9 -0.6 -0.2
和歌⼭県 市街化調整区域内宅地
和歌⼭県 林地
和歌⼭市 住宅地 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.5
和歌⼭市 宅地⾒込地 -0.8 -0.8 -0.8
和歌⼭市 商業地 0.3 0.3 -0.1 -0.3 0.1
和歌⼭市 準⼯業地
和歌⼭市 ⼯業地 -1.3 -0.9 -0.9 -0.6 -0.2
和歌⼭市 市街化調整区域内宅地
和歌⼭市 林地
海南市 住宅地 -2.0 -1.8 -1.9 -1.7 -1.5
海南市 宅地⾒込地
海南市 商業地 -2.5 -2.5 -2.8 -2.5 -2.4
海南市 準⼯業地
海南市 ⼯業地
海南市 市街化調整区域内宅地
海南市 林地
橋本市 住宅地 -1.6 -1.4 -1.5 -1.4 -1.6
橋本市 宅地⾒込地
橋本市 商業地 -2.2 -1.6 -1.5 -1.4 -1.7
橋本市 準⼯業地
橋本市 ⼯業地
橋本市 市街化調整区域内宅地
橋本市 林地
有⽥市 住宅地 -2.5 -2.4 -2.5 -2.3 -3.2
有⽥市 宅地⾒込地
有⽥市 商業地 -2.6 -2.5 -2.6 -2.4 -2.6
有⽥市 準⼯業地
有⽥市 ⼯業地
有⽥市 市街化調整区域内宅地
有⽥市 林地
御坊市 住宅地 -3.6 -3.5 -3.3 -2.8 -2.4
御坊市 宅地⾒込地
御坊市 商業地 -0.3 -1.1 -1.0
御坊市 準⼯業地
御坊市 ⼯業地
御坊市 市街化調整区域内宅地
御坊市 林地
⽥辺市 住宅地 -0.1 -0.2 -0.6 -0.6 -0.7
⽥辺市 宅地⾒込地
⽥辺市 商業地 -1.1 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2



⽥辺市 準⼯業地
⽥辺市 ⼯業地
⽥辺市 市街化調整区域内宅地
⽥辺市 林地
新宮市 住宅地 -1.7 -1.4 -1.4 -1.5 -1.3
新宮市 宅地⾒込地
新宮市 商業地 -1.4 -1.3 -1.2 -1.6 -1.5
新宮市 準⼯業地
新宮市 ⼯業地
新宮市 市街化調整区域内宅地
新宮市 林地
紀の川市 住宅地 -1.9 -1.4 -1.5 -1.3 -1.3
紀の川市 宅地⾒込地
紀の川市 商業地 -2.3 -2.0 -1.7 -1.5 -1.4
紀の川市 準⼯業地
紀の川市 ⼯業地
紀の川市 市街化調整区域内宅地
紀の川市 林地
岩出市 住宅地 -1.2 -1.2 -1.1 -0.8 -0.9
岩出市 宅地⾒込地
岩出市 商業地 0.0 0.0 -1.6 -1.3 -1.0
岩出市 準⼯業地
岩出市 ⼯業地
岩出市 市街化調整区域内宅地
岩出市 林地
伊都郡かつらぎ町 住宅地 -1.9 -1.8 -1.8 -2.0 -2.4
伊都郡かつらぎ町 宅地⾒込地
伊都郡かつらぎ町 商業地 -2.3 -2.1 -1.8 -1.8 -2.2
伊都郡かつらぎ町 準⼯業地
伊都郡かつらぎ町 ⼯業地
伊都郡かつらぎ町 市街化調整区域内宅地
伊都郡かつらぎ町 林地
伊都郡九度⼭町 住宅地 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -1.4
伊都郡九度⼭町 宅地⾒込地
伊都郡九度⼭町 商業地 -3.3 -3.4
伊都郡九度⼭町 準⼯業地
伊都郡九度⼭町 ⼯業地
伊都郡九度⼭町 市街化調整区域内宅地
伊都郡九度⼭町 林地
伊都郡⾼野町 住宅地 -2.1 -2.2 -2.2 -2.2 -2.3
伊都郡⾼野町 宅地⾒込地
伊都郡⾼野町 商業地
伊都郡⾼野町 準⼯業地
伊都郡⾼野町 ⼯業地
伊都郡⾼野町 市街化調整区域内宅地
伊都郡⾼野町 林地



有⽥郡湯浅町 住宅地 -2.9 -2.9 -2.9 -2.7 -2.3
有⽥郡湯浅町 宅地⾒込地
有⽥郡湯浅町 商業地 -3.8 -3.7 -3.9 -3.5 -3.3
有⽥郡湯浅町 準⼯業地
有⽥郡湯浅町 ⼯業地
有⽥郡湯浅町 市街化調整区域内宅地
有⽥郡湯浅町 林地
有⽥郡有⽥川町 住宅地 -3.1 -2.8 -2.9 -2.5 -0.7
有⽥郡有⽥川町 宅地⾒込地
有⽥郡有⽥川町 商業地 -1.5 -1.3
有⽥郡有⽥川町 準⼯業地
有⽥郡有⽥川町 ⼯業地
有⽥郡有⽥川町 市街化調整区域内宅地
有⽥郡有⽥川町 林地
⽇⾼郡美浜町 住宅地 -2.5 -2.4 -2.5 -2.5 -2.1
⽇⾼郡美浜町 宅地⾒込地
⽇⾼郡美浜町 商業地 -2.9 -3.3 -3.4 -3.2 -3.0
⽇⾼郡美浜町 準⼯業地
⽇⾼郡美浜町 ⼯業地
⽇⾼郡美浜町 市街化調整区域内宅地
⽇⾼郡美浜町 林地
⽇⾼郡由良町 住宅地 -3.6 -3.6 -3.5 -3.1 -2.9
⽇⾼郡由良町 宅地⾒込地
⽇⾼郡由良町 商業地 -1.8 -1.8 -1.8 -1.9 -1.5
⽇⾼郡由良町 準⼯業地
⽇⾼郡由良町 ⼯業地
⽇⾼郡由良町 市街化調整区域内宅地
⽇⾼郡由良町 林地
⽇⾼郡みなべ町 住宅地 -1.6 -1.5 -1.7 -1.6 -1.3
⽇⾼郡みなべ町 宅地⾒込地
⽇⾼郡みなべ町 商業地 -2.0 -1.8 -1.8 -1.9 -1.7
⽇⾼郡みなべ町 準⼯業地
⽇⾼郡みなべ町 ⼯業地
⽇⾼郡みなべ町 市街化調整区域内宅地
⽇⾼郡みなべ町 林地
⻄牟婁郡⽩浜町 住宅地 -0.4 -0.5 -0.9 -0.9 -0.9
⻄牟婁郡⽩浜町 宅地⾒込地
⻄牟婁郡⽩浜町 商業地 -1.2 -1.2 -1.9 -1.8 -1.6
⻄牟婁郡⽩浜町 準⼯業地
⻄牟婁郡⽩浜町 ⼯業地
⻄牟婁郡⽩浜町 市街化調整区域内宅地
⻄牟婁郡⽩浜町 林地
⻄牟婁郡上富⽥町 住宅地 2.5 2.4 1.2 0.9 0.9
⻄牟婁郡上富⽥町 宅地⾒込地
⻄牟婁郡上富⽥町 商業地 -1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
⻄牟婁郡上富⽥町 準⼯業地



⻄牟婁郡上富⽥町 ⼯業地
⻄牟婁郡上富⽥町 市街化調整区域内宅地
⻄牟婁郡上富⽥町 林地
⻄牟婁郡すさみ町 住宅地 -1.8 -1.8 -2.2 -2.6 -2.3
⻄牟婁郡すさみ町 宅地⾒込地
⻄牟婁郡すさみ町 商業地 -2.3 -2.1 -2.8 -2.9 -3.0
⻄牟婁郡すさみ町 準⼯業地
⻄牟婁郡すさみ町 ⼯業地
⻄牟婁郡すさみ町 市街化調整区域内宅地
⻄牟婁郡すさみ町 林地
東牟婁郡那智勝浦町 住宅地 -1.4 -1.2 -1.2 -1.3 -1.3
東牟婁郡那智勝浦町 宅地⾒込地
東牟婁郡那智勝浦町 商業地 -3.2 -2.1 -1.9 -2.4 -1.8
東牟婁郡那智勝浦町 準⼯業地
東牟婁郡那智勝浦町 ⼯業地
東牟婁郡那智勝浦町 市街化調整区域内宅地
東牟婁郡那智勝浦町 林地
東牟婁郡太地町 住宅地 -2.4 -2.2 -2.0 -2.3 -2.3
東牟婁郡太地町 宅地⾒込地
東牟婁郡太地町 商業地
東牟婁郡太地町 準⼯業地
東牟婁郡太地町 ⼯業地
東牟婁郡太地町 市街化調整区域内宅地
東牟婁郡太地町 林地
東牟婁郡串本町 住宅地 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 -1.4
東牟婁郡串本町 宅地⾒込地
東牟婁郡串本町 商業地 -3.3 -3.1 -4.1 -3.9 -3.5
東牟婁郡串本町 準⼯業地
東牟婁郡串本町 ⼯業地
東牟婁郡串本町 市街化調整区域内宅地
東牟婁郡串本町 林地


