
都道府県・市区町村 用途 Ｈ30/29 Ｈ31/30 Ｒ2/1 Ｒ3/2 Ｒ4/3
石川県 住宅地 -0.3 0.4 -1.1 0.3 0.9
石川県 宅地見込地 -1.0 1.8 1.5
石川県 商業地 0.7 1.5 -1.9 -1.1 -0.3
石川県 準工業地
石川県 工業地 -0.9 0.1 -1.1 0.2 1.0
石川県 市街化調整区域内宅地
石川県 林地 -2.5 -2.1 -3.5 -2.9 -2.7
金沢市 住宅地 1.5 2.8 0.8 2.4 2.9
金沢市 宅地見込地 1.6 1.9
金沢市 商業地 4.6 6.2 -1.4 -0.5 1.0
金沢市 準工業地
金沢市 工業地 0.3 2.1 -0.1 2.4 2.7
金沢市 市街化調整区域内宅地
金沢市 林地
七尾市 住宅地 -2.2 -2.4 -2.8 -2.5 -2.6
七尾市 宅地見込地
七尾市 商業地 -4.7 -3.7 -3.1 -2.6 -2.4
七尾市 準工業地
七尾市 工業地 -2.9 -2.9 -2.0 -2.1 -2.1
七尾市 市街化調整区域内宅地
七尾市 林地
小松市 住宅地 -0.2 0.3 -1.2 0.1 0.9
小松市 宅地見込地
小松市 商業地 -1.4 1.1 0.0 1.6 1.6
小松市 準工業地
小松市 工業地 -0.3 -0.3 -1.1 -0.7 0.8
小松市 市街化調整区域内宅地
小松市 林地
輪島市 住宅地 -5.3 -5.2 -5.8 -5.0 -4.8
輪島市 宅地見込地
輪島市 商業地 -5.5 -5.3 -4.7 -3.4 -3.6
輪島市 準工業地
輪島市 工業地 -4.0 -3.6 -3.2 -2.8 -1.1
輪島市 市街化調整区域内宅地
輪島市 林地
珠洲市 住宅地 -5.2 -5.5 -5.8 -4.7 -6.7
珠洲市 宅地見込地
珠洲市 商業地 -6.2 -6.1 -4.9 -3.4 -5.3
珠洲市 準工業地
珠洲市 工業地
珠洲市 市街化調整区域内宅地
珠洲市 林地
加賀市 住宅地 -0.9 -1.3 -2.3 -1.8 -1.8
加賀市 宅地見込地
加賀市 商業地 0.8 -1.0 -2.1 -3.2 -2.5



加賀市 準工業地
加賀市 工業地 0.0
加賀市 市街化調整区域内宅地
加賀市 林地
羽咋市 住宅地 -2.0 -2.0 -3.2 -4.7 -3.6
羽咋市 宅地見込地
羽咋市 商業地 -2.9 -3.7 -4.0 -3.7 -3.3
羽咋市 準工業地
羽咋市 工業地 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6 -1.6
羽咋市 市街化調整区域内宅地
羽咋市 林地
かほく市 住宅地 -0.3 -0.8 -1.6 1.1 2.2
かほく市 宅地見込地
かほく市 商業地 -2.0 -1.2 -1.5 0.6 0.7
かほく市 準工業地
かほく市 工業地 -2.1 -2.2 -1.1 0.0 1.1
かほく市 市街化調整区域内宅地
かほく市 林地
白山市 住宅地 -0.1 0.8 -0.6 1.0 1.4
白山市 宅地見込地 -1.0 2.0 1.0
白山市 商業地 -0.6 -0.6 -1.1 -1.0 -0.2
白山市 準工業地
白山市 工業地 0.0 2.3 -0.8 1.5 2.4
白山市 市街化調整区域内宅地
白山市 林地
能美市 住宅地 -0.5 0.6 -1.4 -0.3 0.1
能美市 宅地見込地
能美市 商業地 -1.3 -1.2 -1.8 -1.4 -1.2
能美市 準工業地
能美市 工業地 0.7 2.2 -0.7 0.7 2.8
能美市 市街化調整区域内宅地
能美市 林地
野々市市 住宅地 1.5 4.3 2.0 3.4 6.3
野々市市 宅地見込地
野々市市 商業地 -0.1 0.8 -0.3 0.6 1.3
野々市市 準工業地
野々市市 工業地
野々市市 市街化調整区域内宅地
野々市市 林地
能美郡川北町 住宅地 -0.7 0.0 -0.4 0.1 1.4
能美郡川北町 宅地見込地
能美郡川北町 商業地 -0.8 -0.4 -0.8 -0.9 -0.9
能美郡川北町 準工業地
能美郡川北町 工業地
能美郡川北町 市街化調整区域内宅地
能美郡川北町 林地



河北郡津幡町 住宅地 -0.2 0.9 -1.2 2.5 3.7
河北郡津幡町 宅地見込地
河北郡津幡町 商業地 -0.7 -0.7 -0.9 0.0 1.6
河北郡津幡町 準工業地
河北郡津幡町 工業地 -0.6 -1.1 -1.1 0.0 1.7
河北郡津幡町 市街化調整区域内宅地
河北郡津幡町 林地
河北郡内灘町 住宅地 -0.2 0.2 -0.8 3.0 3.8
河北郡内灘町 宅地見込地
河北郡内灘町 商業地 0.9 1.8
河北郡内灘町 準工業地
河北郡内灘町 工業地
河北郡内灘町 市街化調整区域内宅地
河北郡内灘町 林地
羽咋郡志賀町 住宅地 -3.4 -3.3 -4.6 -3.9 -4.4
羽咋郡志賀町 宅地見込地
羽咋郡志賀町 商業地 -4.8 -4.5 -4.7 -4.4 -4.0
羽咋郡志賀町 準工業地
羽咋郡志賀町 工業地
羽咋郡志賀町 市街化調整区域内宅地
羽咋郡志賀町 林地
羽咋郡宝達志水町 住宅地 -3.0 -3.8 -4.4 -4.0 -3.2
羽咋郡宝達志水町 宅地見込地
羽咋郡宝達志水町 商業地 -3.9 -4.5 -4.7 -4.5 -4.0
羽咋郡宝達志水町 準工業地
羽咋郡宝達志水町 工業地
羽咋郡宝達志水町 市街化調整区域内宅地
羽咋郡宝達志水町 林地
鹿島郡中能登町 住宅地 -2.5 -2.6 -3.5 -2.4 -2.6
鹿島郡中能登町 宅地見込地
鹿島郡中能登町 商業地 -2.2 -2.3 -2.8 -2.3 -2.3
鹿島郡中能登町 準工業地
鹿島郡中能登町 工業地 -2.1 -2.2 -2.2 -2.3 -2.3
鹿島郡中能登町 市街化調整区域内宅地
鹿島郡中能登町 林地
鳳珠郡穴水町 住宅地 -5.1 -5.4 -5.9 -5.5 -4.6
鳳珠郡穴水町 宅地見込地
鳳珠郡穴水町 商業地 -4.0 -4.8 -4.8 -5.0 -5.1
鳳珠郡穴水町 準工業地
鳳珠郡穴水町 工業地
鳳珠郡穴水町 市街化調整区域内宅地
鳳珠郡穴水町 林地
鳳珠郡能登町 住宅地 -3.8 -4.0 -4.2 -3.5 -3.8
鳳珠郡能登町 宅地見込地
鳳珠郡能登町 商業地 -4.3 -4.8 -4.9 -4.4 -4.4
鳳珠郡能登町 準工業地



鳳珠郡能登町 工業地
鳳珠郡能登町 市街化調整区域内宅地
鳳珠郡能登町 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 -2.5 -2.1 -3.5 -2.9 -2.7


