
都道府県・市区町村 ⽤途 Ｈ31/30 Ｒ2/31 Ｒ3/2 Ｒ4/3 Ｒ5/4
福井県 住宅地 -1.0 -1.1 -1.1 -0.9 -0.7
福井県 宅地⾒込地
福井県 商業地 -1.1 -1.0 -1.1 -1.0 -0.6
福井県 準⼯業地
福井県 ⼯業地 -0.3 -0.2 -0.2 0.1 0.3
福井県 市街化調整区域内宅地
福井県 林地
福井市 住宅地 -0.5 -0.5 -0.6 -0.3 -0.1
福井市 宅地⾒込地
福井市 商業地 0.1 0.4 0.0 0.1 0.7
福井市 準⼯業地
福井市 ⼯業地 -0.3 -0.2 -0.2 0.1 0.3
福井市 市街化調整区域内宅地
福井市 林地
敦賀市 住宅地 -0.3 -0.4 -1.0 -1.0 -0.6
敦賀市 宅地⾒込地
敦賀市 商業地 -0.1 0.0 0.0 0.0 1.2
敦賀市 準⼯業地
敦賀市 ⼯業地
敦賀市 市街化調整区域内宅地
敦賀市 林地
⼩浜市 住宅地 -0.8 -0.8 -1.0 -0.6 -0.5
⼩浜市 宅地⾒込地
⼩浜市 商業地 -0.5 -0.6 -0.7 -0.6 -0.6
⼩浜市 準⼯業地
⼩浜市 ⼯業地
⼩浜市 市街化調整区域内宅地
⼩浜市 林地
⼤野市 住宅地 -3.3 -2.5 -2.4 -3.1 -3.2
⼤野市 宅地⾒込地
⼤野市 商業地 -3.3 -2.4 -3.0 -3.9 -4.1
⼤野市 準⼯業地
⼤野市 ⼯業地
⼤野市 市街化調整区域内宅地
⼤野市 林地
勝⼭市 住宅地 -2.7 -2.8 -2.3 -2.6 -2.6
勝⼭市 宅地⾒込地
勝⼭市 商業地 -0.4 -0.8 -0.5 -0.6 -0.9
勝⼭市 準⼯業地
勝⼭市 ⼯業地
勝⼭市 市街化調整区域内宅地
勝⼭市 林地
鯖江市 住宅地 0.6 0.3 -0.1 0.4 0.5
鯖江市 宅地⾒込地
鯖江市 商業地 -2.1 -1.5 -1.4 -1.1 -0.8



鯖江市 準⼯業地
鯖江市 ⼯業地
鯖江市 市街化調整区域内宅地
鯖江市 林地
あわら市 住宅地 -2.2 -2.0 -0.5 -0.8 -0.4
あわら市 宅地⾒込地
あわら市 商業地 -1.9 -1.9 -2.6 -2.1 -1.6
あわら市 準⼯業地
あわら市 ⼯業地
あわら市 市街化調整区域内宅地
あわら市 林地
越前市 住宅地 -1.6 -1.7 -1.8 -1.6 -1.3
越前市 宅地⾒込地
越前市 商業地 -2.4 -1.9 -1.8 -1.0 -1.0
越前市 準⼯業地
越前市 ⼯業地
越前市 市街化調整区域内宅地
越前市 林地
坂井市 住宅地 -1.4 -1.4 -1.1 -1.2 -0.6
坂井市 宅地⾒込地
坂井市 商業地 -2.1 -2.2 -2.2 -2.1 -2.2
坂井市 準⼯業地
坂井市 ⼯業地
坂井市 市街化調整区域内宅地
坂井市 林地
吉⽥郡永平寺町 住宅地 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.3
吉⽥郡永平寺町 宅地⾒込地
吉⽥郡永平寺町 商業地 -0.6 -0.6 -0.6 -0.3 -0.3
吉⽥郡永平寺町 準⼯業地
吉⽥郡永平寺町 ⼯業地
吉⽥郡永平寺町 市街化調整区域内宅地
吉⽥郡永平寺町 林地
丹⽣郡越前町 住宅地 -2.7 -2.9 -2.8 -2.5 -2.2
丹⽣郡越前町 宅地⾒込地
丹⽣郡越前町 商業地 -0.7 -0.4 -0.4 0.0 0.0
丹⽣郡越前町 準⼯業地
丹⽣郡越前町 ⼯業地
丹⽣郡越前町 市街化調整区域内宅地
丹⽣郡越前町 林地
三⽅郡美浜町 住宅地 -2.9 -3.0 -3.1 -2.2 -2.3
三⽅郡美浜町 宅地⾒込地
三⽅郡美浜町 商業地 -3.8 -3.6 -3.8 -3.5 -2.4
三⽅郡美浜町 準⼯業地
三⽅郡美浜町 ⼯業地
三⽅郡美浜町 市街化調整区域内宅地
三⽅郡美浜町 林地



⼤飯郡⾼浜町 住宅地 -1.9 -2.1 -2.5 -2.2 -1.7
⼤飯郡⾼浜町 宅地⾒込地
⼤飯郡⾼浜町 商業地 -2.4 -2.7 -2.7 -2.8 -2.1
⼤飯郡⾼浜町 準⼯業地
⼤飯郡⾼浜町 ⼯業地
⼤飯郡⾼浜町 市街化調整区域内宅地
⼤飯郡⾼浜町 林地
三⽅上中郡若狭町 住宅地 -2.4 -3.1 -3.0 -2.9 -2.5
三⽅上中郡若狭町 宅地⾒込地
三⽅上中郡若狭町 商業地 -3.8 -3.7 -3.7 -3.6 -3.1
三⽅上中郡若狭町 準⼯業地
三⽅上中郡若狭町 ⼯業地
三⽅上中郡若狭町 市街化調整区域内宅地
三⽅上中郡若狭町 林地


