
解 説 

１ 利用上の注意 

(1) 「国勢統計区」とは，国勢調査をはじめとする各種統計調査において地域単位として設定され

ている区域で，本市ではおおむね「元学区」1)を基礎として設定されています。 

なお，「国勢統計区」の掲載の順序は行政区ごとの平成１７年国勢調査国勢統計区番号順によ

るもので，ほぼ中心からはじまる右回りのうずまき形の順となっています。 

1) 「元学区（もとがっく）」とは，京都市特有の地域自治単位の呼称で，区域としては戦前

の学区（小学校区）割が引き継がれており，現在の教育事務単位としての学区（小学校区）

割とは異なっています。 

 

(2) 西京区と伏見区の本所，支所別の数値は，次の国勢統計区によって集計しており，実際の管轄

区域とは必ずしも一致しませんので，この点に注意願います。 

西京区 本所 ………… 嵐山東，松尾，松陽，桂川，桂徳，桂，桂東，川岡，川岡東，樫原 

洛西支所 …… 大枝，桂坂，新林，福西，境谷，竹の里，大原野 

伏見区 本所 ………… 竹田，住吉，板橋，下鳥羽，久我，久我の杜，羽束師，淀，美豆，

納所，横大路，南浜，向島，向島南，向島二ノ丸，向島二ノ丸北，

向島藤ノ木，桃山，桃山東，桃山南 

深草支所 …… 稲荷，砂川，深草，藤ノ森，藤城 

醍醐支所 …… 北醍醐，醍醐西，醍醐，池田，池田東，小栗栖，小栗栖宮山，石田，

日野，春日野 

 

(3) それぞれの数値は調査時点でのものであり，合併前の旧京北町に係る数値は京都市及び右京区

に足し合わせていません。 

 

(4) 産業分類は，日本標準産業分類（平成１４年３月改訂）に基づいています。 

 

(5) 統計表中の符号の用法は，次のとおりです。 

「－」 …………………… 該当数値のないもの又は結果表章上適切な表章でないもの 

「０」 …………………… 表章単位に満たないもの 

「…」 …………………… 数字が得られないもの 

「χ」 …………………… 該当数字の表章をさしひかえているもの（秘匿数字） 

「△」 …………………… 比較減を表すもの 

 

(6) 統計表の数値は，単位未満を四捨五入することを原則としていますので，総数とその内訳の計

とが一致しない場合があります。 

 

(7) 本書では，次に掲げる国勢統計区について，右側に表示した表記を用いています。 

 

城 …城巽 

  葛野 …葛野 



２ 項目ごとの説明 

(1) 人口 

資  料  平成１７年国勢調査結果 

調査期日  平成１７年１０月１日現在 

調査対象  調査の時期に調査の地域に「常住している人」2)すべてで，外国人を含みますが，

外国の外交使節団・領事機関の構成員（随員を含みます。）及びその家族，外国軍

隊の軍人・軍属及びその家族は含まれていません。 

2) 「常住している人」とは，当該住居に３か月以上にわたって住んでいるか，

あるいは３か月以上にわたって住むことになっている人をいいます。ただし，

次の人については，例外としてそれぞれの場所で調査しました。 

（ア）  寄宿舎，下宿などから通学している学生はその寄宿先 

（イ）  病院，療養所に引き続き３か月以上入院（入所）している人は，その

病院又は療養所 

（ウ）  船舶（自衛隊の使用する船舶を除きます。）に乗り組んでいる人で陸

上に住所を有する人はその場所で，住所のない人は船舶 

（エ）  自衛隊の営舎内居住者はその営舎，自衛隊が使用する船舶内の居住者

はその船舶が籍を置く地方総監部 

（オ）  刑務所，拘置所等に収容されている人のうち，死刑の確定した人及び

受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は収容先 

（カ）  常住地のない人は，調査時現在いる場所 

《用語の説明》 

一般世帯 …………… 一般世帯には次のものが含まれています。 

①  住居と生計を共にしている人々の集まり，又は一戸を構え

て住んでいる単身者。ただし，これらの世帯と住居を共にす

る単身の住込みの雇人は，人数に関係なく雇主の世帯に含め

ています。 

②  上記の世帯と住居を共にし，別に生計を維持している間借

りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者 

③  会社，団体，商店，官公庁などの寄宿舎，独身寮などに居

住している単身者 

施設等の世帯 ……… 施設等の世帯には，一般世帯を構成する人以外の人，又はその集

まりをいい，世帯のとり方は原則として次のとおりです。 

①  学校の寮・寄宿舎で起居を共にし，通学している学生・生

徒は，棟ごとに一つの世帯としています。 

②  病院・療養所などに，既に３か月以上入院している入院患

者は，棟ごとに一つの世帯としています。 

③  老人ホーム，児童保護施設などの社会施設の入所者は，棟

ごとに一つの世帯としています。 

④  自衛隊の営舎内及び艦船内の住居者は，中隊又は艦船ごと

に一つの世帯としています。 

⑤  刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院



の在院者は，建物ごとに一つの世帯としています。 

⑥  定まった住居を持たない単身者や陸上に住所を有しない船

舶乗組員などは，一人を一つの世帯としています。 

年齢 ………………… 年齢（５歳階級）別人口の総数は，年齢不詳分を含むため各階級

別の合計と必ずしも一致していません。 

年齢は，平成１７年９月３０日現在による満年齢で，平成１７年

１０月１日午前零時に生まれた人は，０歳としています。 

就業者 ……………… 調査週間中，賃金，給料，諸手当，営業収益，手数料，内職収入

など収入になる仕事を少しでもしていた人のほか，収入になる仕事

をもってはいるが，調査週間中，少しも仕事をしなかった人で，次

のいずれかに該当する人を含んでいます。 

①  勤め先のある人で，休み始めてから３０日未満の場合，又

は３０日以上休んでいても賃金や給料をもらったか，もらう

ことになっている人 

②  個人経営の事業を営んでいる人で休業してから３０日以上

にならない人 

産業 ………………… 「就業者」について，調査週間中，その人が実際に仕事をしてい

た事業所の主な事業の種類（調査週間中，「仕事を休んでいた人」

については，その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種類）

によって分類しています。仕事をしていた事業所が二つ以上ある場

合は，その人が主に仕事をしていた事業所の種類によっています。 

従業上の地位 ……… 「就業者」を，調査週間中，その人が仕事をしていた事業所にお

ける地位によって区分しています。 

なお，従業上の地位を３区分にしているため，会社の社長・取締

役・監査役，団体の理事長などの役員は，雇用者に含めています。 

また，従業上の地位不詳が就業者数に含まれているため，３区分

の合計は就業者数と必ずしも一致していません。 

 

(2) 住宅 

資  料  平成１７年国勢調査結果 

調査期日  平成１７年１０月１日現在 

調査対象  人口の項を参照してください。  

《用語の説明》 

住宅 ………………… 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる，永続性のあ

る建物（完全に区画された建物の一部を含みます。）をいいます。 

一戸建ての住宅はもちろん，アパート，長屋などのように家庭生

活を営むことができるような構造になっている場合は，区画ごとに

一戸の住宅となっています。 

なお，店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれています。 

住宅以外 …………… 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるた

めの建物や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用で



ない建物をいいます。仮小屋・天幕小屋など臨時的応急的に造られ

た住居もこれに含まれています。 

持ち家 ……………… その世帯が所有している住宅をいいます。この場合，登記の有無

を問わず，また分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない

場合も含まれています。 

公営・公社等 

の  借  家 ……… その世帯が借りている住宅が，都道府県営住宅，市町村営住宅又

は都市再生機構建設住宅，都道府県・市町村の地方住宅供給公社・住宅協

会・開発公社などの賃貸住宅で，かつ給与住宅でない場合をいいます。 

民営の借家 ………… その世帯が借りている住宅が，「公営・公社等の借家」及び「給

与住宅」でないものをいいます。 

給与住宅 …………… 勤務先の会社・官公庁・団体などが所有又は管理する住宅に，職

務の都合上又は給与の一部として居住している場合をいいます。会

社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれてい

ます。 

間借り ……………… 他の世帯が住んでいる住宅（持ち家，公営・公社等の借家，民営

の借家，給与住宅）の一部を借りて住んでいる場合をいいます。 

延べ面積 …………… 各居住室（居間，茶の間，寝室，客間，書斎，応接間，仏間，食

事室など居住用の室）の床面積のほか，その住宅に含まれる玄関，

台所，廊下，便所，浴室，押入れなども含めた床面積の合計をいい

ます。ただし，農家の土間や店舗併用住宅の店又は事務室など，営

業用の部分は含まれません。また，アパートやマンションなどの共

同住宅の場合は，共同で使用している廊下，階段などの共同部分は

含まれません。 

 

(3) 事業所 

資  料  平成１８年事業所・企業統計調査結果 

調査期日  平成１８年１０月１日現在 

調査範囲  調査期日現在，市内に所在する公営及び民営のすべての事業所を対象としていま

す。ただし，次の事業所は除かれています。  

（ア） 個人で農業，林業，漁業のみを行っているいわゆる農・林・漁家 

（イ） 個人の家庭に雇用されて家事労働に従事する人などの家事サービス業 

（ウ） 外国公務に属する事業所 

（エ） 劇場，運動競技場，駅の改札口などの有料施設のうち公園，遊園地以

外の施設の中に設けられている事業所 

（オ） 家事労働の傍ら特に設備をもたないで賃仕事をしている個人の世帯 

（カ） 収入を得て働く従業者のいない事業所 

（キ） 休業中で，従業者のいない事業所 

（ク） 季節的に営業する事業所で，調査期日に従業者がいないもの  

《用語の説明》 

事業所 ……………… 事業所とは，物の生産や販売，サービスの提供が，従業者と設備



を有して継続的に行われる一定の場所（一区画を占めて事業を行っ

ている場所）をいいます。 

派遣・下請従業者 

のみの事業所 ……… その事業所に所属する従業者が１人もおらず，他の会社など別経

営の事業所から派遣されている人のみで事業活動が行われている事

業所をいいます。 

従業者 ……………… 調査日現在，その事業所で働いているすべての人をいいます。た

だし，その事業所に働いている人であっても，そこから賃金・給与

（現物支給を含みます。）を支給されていない人（個人経営の事業

所の家族従業者を除きます。）は除いています。 

民営 ………………… 国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいいます。 

個人経営［個人］ … 個人が事業を経営している場合をいい，会社や法人組織になって

いなければ，共同経営の場合も個人経営に含まれます。 

法人 ………………… 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営し

ている場合をいいます。 

会社 ………………… 株式会社（有限会社を含みます。），合名会社，合資会社，合同

会社，相互会社及び外国の会社をいいます。ここで，外国の会社と

は，外国で設立された法人やその他の外国の団体であって，会社と

同種のもの又は会社に類似するものの支店，営業所などのうち，会

社法の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいい

ます。 

独立行政法人等 

［独立行政等］ …… 独立行政法人，地方独立行政法人，国立大学法人，大学共同利用

機関法人及び日本郵政公社をいいます。 

その他の法人 

［そ の 他］ …… 法人格を持っているもののうち，会社及び独立行政法人等以外の

法人をいいます。 

法人でない団体 

［団   体］ …… 団体であって，法人格を持たないものをいいます。 

      （注） 経営組織別事業所数の項目欄については，［ ］書きの略称を使用しています。  

 

 

 

(4) 面積 

資  料  平成１７年国勢調査結果 

調査期日  平成１７年１０月１日現在 

調査方法  市区の面積は，国土交通省国土地理院「平成１７年１０月１日現在全国都道府県

市区町村別面積調」によっています。また，国勢統計区の面積は，総務省統計局

「統計ＧＩＳプラザ」の平成１２年国勢調査結果を基に，平成１７年国勢調査にお

いて変更があった国勢統計区の区域の面積を増減したものです。 

なお，支所のある区は，本所と支所の面積を掲載していますが，これは上記管轄



区域の国勢統計区により計算したものであり，本所と支所の所管区域の面積を表示

したものではありません。 

 

(5) 公称町数 

資  料  平成１７年国勢調査結果 

調査期日  平成１７年１０月１日現在 

調査方法  原則として「京都市区の所管区域条例」に掲げられた町によります。ただし，

「北区上賀茂深泥山神町」，「北区上賀茂深泥白木山町」，「北区上賀茂深泥西山

町」，「北区上賀茂深泥御用谷町」，「左京区松ケ崎丈ケ谷町」，「東山区六波羅

野」，「下京区梅小路中町」，「南区吉祥院西ノ庄黒之内」，「南区吉祥院口河

原」，「伏見区桃山町二ノ丸」，「伏見区桃山町治部少丸」，「伏見区桃山町丸

山」，「伏見区桃山町古城山」，「伏見区深草八反田町」，「伏見区深草陵町」，

「伏見区深草松本町」，「伏見区深草カメラ町」，「伏見区深草小森町」の１８町

を除き，「下京区本願寺門前町」，「右京区西京極郡附洲町」，「伏見区稲荷山官

有地」の３町を加えています。 

そ の 他  ２つ以上の国勢統計区にわたっている公称町があるため，区内の国勢統計区の公

称町を合計した数と区の公称町数とは一致しないことがあります。 

 

(6) 商業 

資  料  平成１４年商業統計調査結果 

調査期日  平成１４年６月１日現在 

調査範囲  日本標準産業分類（平成１４年３月改訂）による大分類「Ｊ 卸売・小売業」に

属する事業所を対象としています。 

《用語の説明》 

卸売業 ……………… 主として次の業務を行う事業所をいいます。 

①  小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの 

②  産業用使用者に業務用として商品を大量又は多額に販売す

るもの 

③  主として業務用に使用される商品などを販売するもの 

④  製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事

業所 

⑤  商品を卸売りし，かつ同種商品の修理を行う事業所 

⑥  他の事業所のために商品売買の代理行為又は仲立人として

商品の売買のあっせんをするもの 

小売業 ……………… 主として個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの及び

産業用使用者に少量又は小額に商品を販売するものをいいます。ま

た，次に掲げるものは小売業として分類されています。 

①  商品を販売し，かつ，同種商品の修理を行う事業所 

②  製造小売事業所－製造した商品をその場所で個人又は家庭

用消費者に販売する事業所 

③  ガソリンスタンド 



④  主として無店舗販売を行う事業所で，主として個人又は家

庭用消費者に販売する事業所 

 

(7) 工業 

資  料  平成１７年工業統計調査結果 

調査期日  平成１７年１２月３１日現在 

調査範囲  日本標準産業分類（平成１４年３月改訂）による大分類「Ｆ 製造業」に属する

事業所（国に属する事業所を除きます。）を対象としています。  

《用語の説明》 

製造業 ……………… 主として原材料に物理的あるいは科学的な加工処理を加えて，新

製品を作り，主としてこれを卸売するものをいいます。 

従業者 ……………… 常用労働者（平成１７年１２月３１日現在の在籍者である生産労

働者，管理事務従事者及び技術労働者），個人事業主及び家族従業

者をいいます。 

製 造 品  

出荷額等 …………… 平成１７年１年間における製造品出荷額，加工賃収入額，修理料

収入額等の総額で，内国消費税額を含んでいます。ただし，転売品

は含んでいません。製造品出荷額は，事業所の所有に属する原材料

によって製造された製品をその事業所から出荷した場合にそれらの

製品の出荷価格によったものであり，同一企業に属する他の事業所

へ引き渡したものは市価によっています。 

主な産業 …………… 日本標準産業分類（平成１４年３月改訂）のうち，中分類で最も

多い事業所数の産業を掲載しています。 

事業所数が同数の場合は，従業者数の多い方を，事業所数・従業

者数が共に同数の場合は，製造品出荷額等の多い方を掲載していま

す。 

＜中分類＞ ０９ 食料品製造業               ［食料品］ 

１０ 飲料・たばこ・飼料製造業   ［飲料・たばこ・飼料］ 

１１ 繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く）［繊維工業］ 

１２ 衣服・その他の繊維製品製造業    ［衣服・その他］ 

１３ 木材・木製品製造業（家具を除く）  ［木材・木製品］ 

１４ 家具・装備品製造業         ［家具・装備品］ 

１５ パルプ・紙・紙加工品製造業 

                                 ［パルプ・紙・紙加工品］ 

１６ 印刷・同関連業           ［印刷・同関連］ 

１７ 化学工業 

１８ 石油製品・石炭製品製造業   ［石油製品・石炭製品］ 

１９ プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

［プラスチック製品］ 

２０ ゴム製品製造業             ［ゴム製品］ 

２１ なめし革・同製品・毛皮製造業 



    ［なめし革・同製品・毛皮］ 

２２ 窯業・土石製品製造業       ［窯業・土石製品］ 

２３ 鉄鋼業 

２４ 非鉄金属製造業             ［非鉄金属］ 

２５ 金属製品製造業             ［金属製品］ 

２６ 一般機械器具製造業         ［一般機械器具］ 

２７ 電気機械器具製造業         ［電気機械器具］ 

２８ 情報通信機械器具製造業     ［情報通信機械器具］ 

２９ 電子部品・デバイス製造業   ［電子部品・デバイス］ 

３０ 輸送用機械器具製造業       ［輸送用機械器具］ 

３１ 精密機械器具製造業         ［精密機械器具］ 

３２ その他の製造業              ［その他］ 

（注） 主な業種欄については，［ ］書きの略称を使用してい

ます。 

 

(8) 教育等 

Ⅰ 保育所（園） 

資  料  保健福祉局「京都市子育て応援パンフレット」に基づき情報統計課で集計 

調査期日  平成１９年５月１日現在 

そ の 他   休所（園）中のものは集計に含めていません。 

Ⅱ 幼稚園，小学校，中学校 

資  料  平成１９年度学校基本調査等に基づき情報統計課で集計 

調査期日  平成１９年５月１日現在 

そ の 他   休校（園）中のものは集計に含めていません。 

 

 

 

 

 



３ 国勢統計区新旧対応表 

(1) 新設 

行政区  平成１２年  平成１７年  備考  

右京区  （なし）  ２３ 黒田  

２４ 山国  

２５ 弓削  

２６ 周山  

２７ 宇津  

２８ 細野  

 

 

 

 

 

(2) 境界の変更等 

平成１２年  
行政区  

国勢統計区  町名  

平成１７年  

国勢統計区  
備考  

中京区  

 

 

南 区  

 

右京区  

 

西京区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伏見区  

朱雀第六  

 

 

吉祥院  

 

宇多野  

 

松尾  

 

 

松尾  

 

 

桂坂  

 

 

松陽  

 

 

久我  

西ノ京栂尾町の一部  

 

 

唐橋川久保町の一部  

 

山越東町の一部  

 

嵐山宮ノ前町の一部  

 

 

上桂今井町の一部  

 

 

京都大学桂の全部  

 

 

御陵大原の全部  

 

 

久我森の宮町の一部  

朱雀第五  

 

 

唐橋  

 

常磐野  

 

嵐山東  

 

 

桂川  

 

 

松陽  

 

 

樫原  

 

 

久我の杜  

 

朱雀第六では「西ノ京星池町」の

表示を使用  

 

 

 

 

 

区画整理による町名変更  

松尾では「松室河原町」  

 

区画整理による町名変更  

松尾では「松室吾田神町」  

 

町の設置  

桂坂では「御陵峰ケ堂」  

 

「京都大学桂」に変更されなかっ

た区域の全部  

 

 

 

 

京 北 町との合併に

伴う新設  


