
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
滋賀県 住宅地 -0.7 -0.8 -1.4 -1.3 -0.9
滋賀県 宅地見込地 -0.2 0.1 -0.5 -0.2 0.5
滋賀県 商業地 0.2 0.4 -0.5 -0.5 0.0
滋賀県 準工業地
滋賀県 工業地 0.6 0.9 -0.1 0.4 1.9
滋賀県 市街化調整区域内宅地
滋賀県 林地 -4.9 -5.8 -5.9 -4.7 -4.2
大津市 住宅地 -0.4 -0.3 -1.0 -0.8 -0.1
大津市 宅地見込地 0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.4
大津市 商業地 1.7 2.0 0.4 0.4 1.1
大津市 準工業地
大津市 工業地 2.2 2.3 1.0 1.0 3.4
大津市 市街化調整区域内宅地
大津市 林地
彦根市 住宅地 -1.1 -1.0 -1.4 -1.1 -0.8
彦根市 宅地見込地 -1.3 -1.3 -0.7 0.0 0.0
彦根市 商業地 -0.6 -0.5 -1.1 -0.8 -0.7
彦根市 準工業地
彦根市 工業地 -0.4 -0.4 -0.5 -0.2 0.9
彦根市 市街化調整区域内宅地
彦根市 林地
長浜市 住宅地 -1.5 -1.5 -2.7 -2.8 -2.4
長浜市 宅地見込地 -1.9 -1.9 -2.6 -0.7 0.0
長浜市 商業地 -0.7 -0.7 -1.2 -1.3 -1.0
長浜市 準工業地
長浜市 工業地 -0.5 -0.5 -0.5 0.0 1.4
長浜市 市街化調整区域内宅地
長浜市 林地
近江八幡市 住宅地 -0.7 -0.7 -1.1 -0.8 -0.3
近江八幡市 宅地見込地
近江八幡市 商業地 0.4 0.1 0.1 0.4 0.9
近江八幡市 準工業地
近江八幡市 工業地
近江八幡市 市街化調整区域内宅地
近江八幡市 林地
草津市 住宅地 1.2 1.2 0.3 0.5 1.2
草津市 宅地見込地 2.1
草津市 商業地 2.0 3.9 1.3 1.3 2.0
草津市 準工業地
草津市 工業地 1.3 1.6 0.6 0.8 3.3
草津市 市街化調整区域内宅地
草津市 林地
守山市 住宅地 1.1 1.3 0.1 0.6 1.4
守山市 宅地見込地 2.8 3.0 0.7 1.0 1.6
守山市 商業地 2.8 2.6 0.9 0.6 1.3



守山市 準工業地
守山市 工業地 2.3 2.8 0.0 1.1 2.0
守山市 市街化調整区域内宅地
守山市 林地
栗東市 住宅地 -0.2 -0.2 -0.4 -0.4 0.8
栗東市 宅地見込地 2.0 2.4 2.3 1.5 2.2
栗東市 商業地 1.1 1.4 0.4 0.5 1.6
栗東市 準工業地
栗東市 工業地 2.5 2.4 1.2 1.2 2.3
栗東市 市街化調整区域内宅地
栗東市 林地
甲賀市 住宅地 -1.5 -1.6 -1.9 -1.8 -1.3
甲賀市 宅地見込地 1.7
甲賀市 商業地 -1.5 -1.7 -1.6 -1.1 -0.4
甲賀市 準工業地
甲賀市 工業地 1.0 1.2 -0.3 0.3 3.0
甲賀市 市街化調整区域内宅地
甲賀市 林地
野洲市 住宅地 0.9 1.0 0.3 0.2 0.5
野洲市 宅地見込地
野洲市 商業地 1.8 2.0 1.1 1.0 1.3
野洲市 準工業地
野洲市 工業地 0.4 0.8 0.0 0.8 2.0
野洲市 市街化調整区域内宅地
野洲市 林地
湖南市 住宅地 -1.1 -1.4 -1.7 -1.3 -0.8
湖南市 宅地見込地 -0.8 0.0 -0.8 0.0 0.0
湖南市 商業地 -0.3 -0.1 -0.4 -0.5 -0.2
湖南市 準工業地
湖南市 工業地 0.7 1.2 -0.3 0.5 3.3
湖南市 市街化調整区域内宅地
湖南市 林地
高島市 住宅地 -2.0 -2.5 -3.0 -3.0 -3.3
高島市 宅地見込地 -2.8 -1.9 -3.0 -3.1 -3.2
高島市 商業地 -2.3 -2.2 -2.9 -2.6 -2.7
高島市 準工業地
高島市 工業地
高島市 市街化調整区域内宅地
高島市 林地
東近江市 住宅地 -1.2 -1.4 -2.0 -1.8 -1.8
東近江市 宅地見込地
東近江市 商業地 -0.9 -1.0 -1.0 -1.4 -1.0
東近江市 準工業地
東近江市 工業地 0.3 0.9 0.0 0.5 1.4
東近江市 市街化調整区域内宅地
東近江市 林地



米原市 住宅地 -1.1 -1.5 -2.3 -2.3 -2.3
米原市 宅地見込地
米原市 商業地 -1.2 -1.2 -1.8 -1.8 -1.4
米原市 準工業地
米原市 工業地 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
米原市 市街化調整区域内宅地
米原市 林地
蒲生郡日野町 住宅地 -1.9 -2.2 -2.6 -2.6 -2.1
蒲生郡日野町 宅地見込地
蒲生郡日野町 商業地 -1.3 0.0 -0.2 -0.2 0.0
蒲生郡日野町 準工業地
蒲生郡日野町 工業地
蒲生郡日野町 市街化調整区域内宅地
蒲生郡日野町 林地
蒲生郡竜王町 住宅地 -1.2 -0.4 -1.8 -1.8 -1.4
蒲生郡竜王町 宅地見込地
蒲生郡竜王町 商業地 0.0
蒲生郡竜王町 準工業地
蒲生郡竜王町 工業地
蒲生郡竜王町 市街化調整区域内宅地
蒲生郡竜王町 林地
愛知郡愛荘町 住宅地 -0.8 -1.1 -1.4 -1.0 -0.9
愛知郡愛荘町 宅地見込地
愛知郡愛荘町 商業地 -1.1 -1.2 -2.6 -2.4 -1.5
愛知郡愛荘町 準工業地
愛知郡愛荘町 工業地 0.0 0.7 -0.4 0.0 1.4
愛知郡愛荘町 市街化調整区域内宅地
愛知郡愛荘町 林地
犬上郡豊郷町 住宅地 -0.6 -0.6 -1.6 -1.4 -1.9
犬上郡豊郷町 宅地見込地
犬上郡豊郷町 商業地 -0.8 -0.8
犬上郡豊郷町 準工業地
犬上郡豊郷町 工業地
犬上郡豊郷町 市街化調整区域内宅地
犬上郡豊郷町 林地
犬上郡甲良町 住宅地 -3.0
犬上郡甲良町 宅地見込地
犬上郡甲良町 商業地 -0.4 -0.4 -1.2 -2.0 -3.3
犬上郡甲良町 準工業地
犬上郡甲良町 工業地 0.7
犬上郡甲良町 市街化調整区域内宅地
犬上郡甲良町 林地
犬上郡多賀町 住宅地 -1.0 -0.6 -1.5 -1.1 -0.6
犬上郡多賀町 宅地見込地
犬上郡多賀町 商業地 -1.0 -1.0 -1.7 -2.1 -1.1
犬上郡多賀町 準工業地



犬上郡多賀町 工業地 0.0 0.0 -0.5 0.0 1.9
犬上郡多賀町 市街化調整区域内宅地
犬上郡多賀町 林地
（林） 住宅地
（林） 宅地見込地
（林） 商業地
（林） 準工業地
（林） 工業地
（林） 市街化調整区域内宅地
（林） 林地 -4.9 -5.8 -5.9 -4.7 -4.2


