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2-2-2 社会的・文化的状況 

(1) 人口及び産業の状況 

1）人口の状況 

① 人口・世帯数、人口密度等 

宇治市、城陽市、宇治田原町における人口・世帯数を表2-2-2.1に示す。 

これによると、平成14年4月1日現在、人口・世帯数は、宇治市189,632人、70,423世

帯、城陽市84,328人、30,809世帯、宇治田原町10,170人、2,968世帯となっており、1世

帯当たり平均人員は約3人となっている。また、人口密度は宇治市2,807人/km2、城陽市

2,575人/km2、宇治田原町175人/km2となっている。 

人口の推移についてみると、宇治田原町はわずかに増加しているが、宇治市及び城陽

市は減少している。 

表2-2-2.1 宇治市、城陽市、宇治田原町の人口・世帯数 

区分 年次 
人口 
(人) 

世帯数
(世帯) 

1世帯当たり
平均人員 
(人) 

人口密度 
(人/km2) 

平成12年 190,857 69,472 2.7 2,825 
平成13年 190,029 69,607 2.7 2,813 宇治市 
平成14年 189,632 70,423 2.7 2,807 
平成12年 85,095 29,997 2.8 2,598 
平成13年 84,819 30,433 2.8 2,590 城陽市 
平成14年 84,328 30,809 2.7 2,575 
平成12年 9,852 2,804 3.5 169 
平成13年 10,008 2,905 3.4 172 宇治田原町 
平成14年 10,170 2,968 3.4 175 

注 ：数値は各年4月1日現在のもの 
資料：城南衛生管理組合（平成14年） 
 

また、事業予定地周辺の環境影響評価を実施しようとする地域における区域別人口・

世帯数を表2-2-2.2に示す。 

これによると、平成14年4月1日現在、区域別人口・世帯数は、宇治市256人、195世帯、

城陽市886人、486世帯、宇治田原町2,707人、793世帯で計3,849人、1,474世帯ある。な

お、久御山町飛地に住居はない。 
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表2-2-2.2 事業予定地周辺の区域別人口・世帯数 

市町 区域 
人口 
(人) 

世帯数 
(世帯) 

鍋倉山 256 195 
水落山 0 0 白川 
川上り谷・栢尾 0 0 

槙島町 六石山 0 0 
宇治 折居 0 0 

宇治市 

［合  計］ ［256］ ［195］
金山・河原谷 0 0 

市辺 
松尾 2 1 
池ノ首・坊ヶ谷・上小路・下小路・飯盛・
高塚・甘茶･焼原・錆谷・下ノ畔 

1 1 

内垣内 44 13 
奈島 

生口 18 18 
中山 16 6 
芦原 345 281 
黒土 4 2 

中 

北堤 167 51 
富野 長谷山 31 15 

甲畑 132 56 
観音堂 

巽畑 120 37 
寺田 奥山 6 5 
久世 奥山 0 0 

城陽市 

［合  計］ ［886］ ［486］
佐古 梶石 0 0 

久御山町 
［合  計］ ［0］ ［0］

郷之口 

末山・西ノ山・長井野・馬廻り・豊前丈・
宇治山・中島・畷之浦・片原山・池ノ首・
地蔵谷・東谷・南堂山・北堂山・紫坊・中
林・本町・田中・柳原・上柳原・下柳原・
末田・向井・森ヶ谷・苣ヶ谷・釜ヶ谷・大
樋・神縄釣・向井平 

1,467 449 

銘城台  1,186 328 
南 薬師山・城田・池ノ首 0 0 

高尾 
浦山・細谷・北坂・向ヒ坂・久保谷・片原
山・中山・内畑 

54 16 

宇治田原町 

［合  計］ ［2,707］ ［793］
総  合  計 3,849 1,474 

注１：平成14年4月1日現在 
注２：宇治田原町は、大字人口を示す。 
資料：城南衛生管理組合（平成14年） 
 

② 人口動態 

宇治市、城陽市、宇治田原町における人口動態を表2-2-2.3に示す。 

これによると、自然動態は宇治市及び城陽市で平成10年以降自然増を示しているが、

宇治田原町では平成11年以降自然減を示している。平成12年では宇治市726人増、城陽市

202人増、宇治田原町12人減となっている。また、社会動態については、平成12年には宇

治市1,468人減、城陽市246人減、宇治田原町231人増となっている。 
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表2-2-2.3 宇治市、城陽市、宇治田原町の人口動態 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：「宇治市統計書（平成13年版）」（平成13年、宇治市） 

「城陽市統計書（平成13年版）」（平成14年、城陽市） 
「宇治田原町統計書（平成13年版）」（平成14年、宇治田原町） 
 
 

2）産業の状況 

① 産業の構造 

宇治市、城陽市、宇治田原町における産業別人口を表 2-2-2.4に示す。 

これによると、産業別人口の総数は宇治市及び宇治田原町で増加しているが、城陽市

では平成12年にやや減少している。構成比は、宇治市及び城陽市では第1次産業及び第2

次産業が減少し、第3次産業が増加しており、平成12年では2市とも第3次産業が全体の約

6割を占めている。宇治田原町では、他の2市と比べると第1次産業の占める割合が高くな

っているが、年々減少して平成12年では全体の1割弱となっている｡一方、第3次産業は

年々増加しており、平成7年以降では第3次産業が全体の半数以上を占めている。 

 

自然動態(人) 社会動態(人) 
区分 年次 

出生 死亡 増減 転入 転出 増減 
平成10年 1,933 1,025 908 9,725 9,187 538 
平成11年 1,894 1,105 789 9,073 9,267 －194 宇治市 
平成12年 1,823 1,097 726 8,753 10,221 －1,468 
平成10年 711 483 228 3,362 3,713 －351 
平成11年 702 551 151 3,036 3,526 －490 城陽市 
平成12年 702 500 202 3,319 3,565 －246 
平成10年 82 76 6 327 322 5 
平成11年 78 89 －11 366 324 42 宇治田原町 
平成12年 71 83 －12 524 293 231 
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表2-2-2.4 宇治市、城陽市、宇治田原町の産業別人口 

区分 年次 項目 第1次産業 (人) 
第2次産業 
(人) 

第3次産業 
(人) 

公務 
(人) 

分類不能 
(人) 

就業者数 
合計(人) 

平成2年 総 数 685 28,793 47,668 4,507 804 82,457 
 構成比 (0.8%) (34.9%) (57.8%) (5.5%) (1.0%) (100.0%) 

平成7年 総 数 621 30,008 54,874 4,413 402 90,318 
 構成比 (0.7%) (33.2%) (60.8%) (4.9%) (0.4%) (100.0%) 

平成12年 総 数 537 28,514 56,230 4,394 1,010 90,685 

宇治市 

 構成比 (0.6%) (31.4%) (62.0%) (4.9%) (1.1%) (100.0%) 
平成2年 総 数 724 15,193 21,606 1,652 246 39,421 
 構成比 (1.8%) (38.5%) (54.8%) (4.2%) (0.6%) (100.0%) 

平成7年 総 数 791 14,855 24,703 1,682 433 42,464 
 構成比 (1.9%) (35.0%) (58.2%) (4.0%) (1.0%) (100.0%) 

平成12年 総 数 661 13,813 24,852 1,597 736 41,659 

城陽市 

 構成比 (1.6%) (33.2%) (59.6%) (3.8%) (1.8%) (100.0%) 
平成2年 総 数 517 1,402 2,084 195 3 4,201 
 構成比 (12.3%) (33.4%) (49.6%) (4.6%) (0.1%) (100.0%) 

平成7年 総 数 457 1,554 2,334 204 1 4,550 
 構成比 (10.0%) (34.2%) (51.3%) (4.5%) (0.0%) (100.0%) 

平成12年 総 数 431 1,610 2,481 234 0 4,756 

宇治田原町 

 構成比 (9.1%) (33.9%) (52.2%) (4.9%) (0.0%) (100.0%) 
注 ：第1次産業は農業等、第2次産業は建設業、製造業等、第3次産業は商業・サービス業等を示す 
資料：「宇治市統計書（平成13年版）」（平成13年、宇治市） 
   「宇治市資料」（平成14年） 
   「城陽市統計書（平成13年版）」（平成14年、城陽市） 
   「宇治田原町統計書（平成13年版）」（平成14年、宇治田原町） 
   「宇治田原町資料」（平成14年） 
 

② 第1次産業 

ア 農業 

宇治市、城陽市、宇治田原町における農家人口等を表2-2-2.5、経営耕地面積を表

2-2-2.6に示す。 

これによると、平成2年以降、3市町とも農家人口、農家総戸数は減少しており、兼業

農家の占める割合が高くなっている。平成12年から調査方法が変わり、専業農家及び兼

業農家の戸数が販売農家のみの表示となっているが、3市町とも依然として第2種兼業農

家の割合が多くなっている。立地条件として京都、大阪等の大規模な消費地に近いとい

う優位性を生かした生鮮野菜等の都市近郊型農業が盛んに営まれている。 

また、経営耕地面積は、農家人口、農家総戸数と同様に減少しており、総面積をみる

と平成2年に宇治市392ha、城陽市428ha、宇治田原町416haであったものが、平成12年に

は、宇治市266ha、城陽市341ha、宇治田原町357haとなっている。構成比をみると、宇治

市及び城陽市では田の割合が高く、樹園地、畑の割合は少ない。宇治田原町では、田と

樹園地がほぼ同程度の面積で、両方合わせて9割以上を占めており、樹園地の占める割合

が大きいのは茶の栽培によるものである。 
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表2-2-2.5 宇治市、城陽市、宇治田原町の農家人口等 

兼業農家(戸) 
区分 年次 項目 農家人口 

(人) 
農家総戸数 
(戸) 

専業農家
(戸) 第1種 

兼業農家 
第2種 
兼業農家 

総 数 597 85 52 460 平成2年 
構成比 

2,793 
(100.0%) (14.2%) (8.7%) (77.1%) 

総 数 551 109 77 365 平成7年 
構成比 

2,481 
(100.0%) (19.8%) (14.0%) (66.2%) 

総 数 454[278] [69] [35] [174] 

宇治市 

平成12年 
構成比 

2,003 
(100.0%) (24.8%) (12.6%) (62.6%) 

総 数 745 98 100 547 平成2年 
構成比 

3,627 
(100.0%) (13.2%) (13.4%) (73.4%) 

総 数 709 106 112 491 平成7年 
構成比 

3,344 
(100.0%) (15.0%) (15.8%) (69.3%) 

総 数 622[426] [66] [75] [285] 

城陽市 

平成12年 
構成比 

2,970 
(100.0%) (15.5%) (17.6%) (66.9%) 

総 数 719 47 105 567 平成2年 
構成比 

3,475 
(100.0%) (6.5%) (14.6%) (78.9%) 

総 数 697 49 104 544 平成7年 
構成比 

3,236 
(100.0%) (7.0%) (14.9%) (78.0%) 

総 数 616[359] [37] [71] [251] 

宇治田原町 

平成12年 
構成比 

2,811 
(100.0%) (10.3%) (19.8%) (69.9%) 

注 ：平成12年の[ ]内数値は販売農家のみ。また、構成比は販売農家の比率 
資料：「宇治市統計書（平成13年版）」（平成13年、宇治市） 
   「城陽市統計書（平成13年版）」（平成14年、城陽市） 
   「宇治田原町統計書（平成13年版）」（平成14年、宇治田原町） 
   「宇治田原町資料」（平成14年） 

 
 

 

表2-2-2.6 宇治市、城陽市、宇治田原町の経営耕地面積 

区分 年次 項目 
経営耕地 
総面積
（ha） 

田 
（ha） 

畑 
（ha） 

樹園地
（ha） 

総 数 392 292 35 65 平成 2年 
構成比 (100.0%) (74.5%) (8.9%) (16.6%) 
総 数 357 260 35 61 平成 7年 
構成比 (100.0%) (72.8%) (9.8%) (17.1%) 
総 数 266 196 18 52 

宇治市 

平成12年 
構成比 (100.0%) (73.7%) (6.8%) (19.6%) 
総 数 428 276 63 88 平成 2年 
構成比 (100.0%) (64.5%) (14.7%) (20.6%) 
総 数 412 262 65 85 平成 7年 
構成比 (100.0%) (63.6%) (15.8%) (20.6%) 
総 数 341 218 44 79 

城陽市 

平成12年 
構成比 (100.0%) (63.9%) (12.9%) (23.2%) 
総 数 416 190 20 206 平成 2年 
構成比 (100.0%) (45.7%) (4.8%) (49.5%) 
総 数 392 187 18 187 平成 7年 
構成比 (100.0%) (47.7%) (4.6%) (47.7%) 
総 数 357 163 28 166 

宇治田原町 

平成12年 
構成比 (100.0%) (45.7%) (7.8%) (46.5%) 

資料：「宇治市統計書（平成13年版）」（平成13年、宇治市） 
   「城陽市統計書（平成13年版）」（平成14年、城陽市） 
   「宇治田原町統計書（平成13年版）」（平成14年、宇治田原町） 
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イ 茶業 

宇治市、城陽市、宇治田原町における茶の生産量を表2-2-2.7に示す。 

これによると、茶の総生産量は、宇治田原町が約1,932tと最も多く、次いで宇治市、

城陽市の順となっている。特に、宇治田原町は日本緑茶発祥の地であるため古くから茶

業が盛んであり、現在も特産品として生産に力を入れている｡ 

表2-2-2.7 宇治市、城陽市、宇治田原町の茶の生産量 

市町 年度 
総量 
(t) 

煎茶 
(t) 

玉露 
(t) 

かぶせ茶 
(t) 

てん茶 
(t) 

番茶 
(t) 

二番茶 
(t) 

宇治市 平成12年 345.0 19.5 54.5 7.1 255.8 8.0 － 
城陽市 平成12年 133.0 － 2.0 － 131.0 － － 
宇治田原町 平成12年 1,932.1 877.6 141.1 202.6 402.3 308.6 － 
資料：「平成13年度茶業指導指針」（平成13年、京都府） 

 

③ 第2次産業 

宇治市、城陽市、宇治田原町における鉱工業の事業所数・従業者数・製造品出荷額等

を表2-2-2.8に示す。 

これによると、製造品出荷額は、宇治市が平成10年～11年にかけて増加していたもの

の平成12年に平成10年以下に減少しており、逆に城陽市及び宇治田原町は減少していた

ものの平成12年に増加へ転じている。 

表2-2-2.8 宇治市、城陽市、宇治田原町の事業所数等 

区分 年次 
事業所数 
（所） 

従業者数 
（人） 

製造品出荷額等 
（万円） 

平成10年 408 13,387 77,343,328 
平成11年 394 13,191 79,986,956 宇治市 
平成12年 402 12,551 76,041,179 
平成10年 202 5,422 9,868,621 
平成11年 191 4,995 8,792,360 城陽市 
平成12年 200 5,248 9,503,592 
平成10年 75 1,956 5,247,099 
平成11年 72 2,081 4,781,231 宇治田原町 
平成12年 68 2,074 5,085,654 

注 ：従業員4人以上の事業所の数値 
資料：「宇治市統計書（平成13年版）」（平成13年、宇治市） 
   「宇治市資料」（平成14年） 
   「城陽市統計書（平成13年版）」（平成14年、城陽市） 
   「宇治田原町統計書（平成13年版）」（平成14年、宇治田原町） 
 

④ 第3次産業 

宇治市、城陽市、宇治田原町における商店数等を表2-2-2.9に示す。 

これによると、商店数は、平成11年に城陽市でやや増加している以外、いずれも減少

している。従業者数は、平成11年に宇治市と宇治田原町で増加しているが、城陽市では

やや減少している。また、年間商品販売額は、宇治市が平成11年にやや減少し、城陽市

が減少し続けているものの、宇治田原町は年々増加している。 
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表2-2-2.9 宇治市、城陽市、宇治田原町の商店数等 

区分 年次 
商店数 
（店） 

従業者数 
（人） 

年間商品販売額 
（万円） 

平成6年 1,893 10,521 24,660,709 
平成9年 1,826 11,531 26,628,890 宇治市 
平成11年 1,734 12,142 26,417,669 
平成6年 878 5,164 13,414,662 
平成9年 811 5,445 12,520,331 城陽市 
平成11年 815 5,438 11,312,830 
平成6年 160 828 2,137,996 
平成9年 149 773 2,314,267 宇治田原町 
平成11年 149 919 2,586,810 

資料：「宇治市統計書（平成13年版）」（平成13年、宇治市） 
   「城陽市統計書（平成13年版）」（平成14年、城陽市） 
   「宇治田原町統計書（平成13年版）」（平成14年、宇治田原町） 

「宇治田原町資料」（平成14年） 
 

(2) 行政区画の状況 

事業予定地周辺の行政区画等を図2-2-2.1に示す。 

事業予定地は宇治市、城陽市、宇治田原町の市町界付近に位置しており、各市町の最

寄り地区は宇治市が白川地区、城陽市が富野地区、宇治田原町が大字郷之口地区、久御

山町が大字佐古地区（飛地）となっている。 

 

(3) 土地利用の状況 

1）現況の土地利用 

宇治市、城陽市、宇治田原町における地目別土地面積を表2-2-2.10に示す。 

これによると、平成12年1月1日現在、3市町とも山林の占める割合が最も大きく、次

いで宅地又は畑の順となっている｡ 

表2-2-2.10 宇治市、城陽市、宇治田原町の地目別土地面積 

市町 項目 
田 
(千m2) 

畑 
(千m2) 

宅地 
(千m2) 

池沼 
(千m2) 

山林 
(千m2) 

原野 
(千m2) 

雑種地 
(千m2) 

合計 
(千m2) 

面積 3,214 1,337 11,605 20 22,715 25 3,960 42,876 宇治市 
構成比 (7.5%) (3.1%) (27.1%) (0.0%) (53.0%) (0.1%) (9.2%) (100.0%) 
面積 3,342 2,484 5,131 5 7,717 208 2,850 21,737 

城陽市 
構成比 (15.4%) (11.4%) (23.6%) (0.0%) (35.5%) (1.0%) (13.1%) (100.0%) 
面積 2,408 2,754 1,827 10 35,438 135 1,974 44,546 

宇治田原町 
構成比 (5.4%) (6.2%) (4.1%) (0.0%) (79.6%) (0.3%) (4.4%) (100.0%) 

注１：課税の対象にならない土地を除く。田には宅地介在田等、畑には宅地介在畑等、山林には介在山林、雑種
地には鉱泉地、牧場を含む 

注２：数値は平成12年1月1日現在 
資料：「平成12年京都府統計書」（平成14年、京都府） 
 

また、事業予定地周辺の現況土地利用は、現有施設の敷地内が人工緑地（芝地）や駐

車場に利用され、周辺が土砂採取事業所、自衛隊演習場、埋立処分地、道路、山林等に

囲まれている。（状況は前出の図2-2-1.10参照） 


