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。 基準地の標準価格の判定公告

国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第 9条第 1項の規定により 基準地の単位面積当たりの標準価格を

判定したので、次のとおり公表する。

平成28年 9月21日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 基準地の単位面積当たりの価格判定の基準日

平成28年 7月 1日

2 基準地の単位面積当たりの価格等

(1 )宅 地 (宅地見込地を含む)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

基準地につ 基準地の
基準地に係

基準地の 1
基準地 基準地の 基準地の

いての水 鉄道その
る都市計画

基準地 基準地の所在及び地番 平方メート
の面積

基準地
利用の

基準地の周辺の土地の利用
前面道路

道、ガス供 他の主要
法その他法

番号 並びに住居表 示 ノレ当たりの
(rrl) 

の形状
現 況

の 現 況
の状況

給施設及び な交通施
令の制限で

価格(円) 下水道の整 設との接
主要なもの

備の状況 近の状況

(金沢市)
金沢

一般住宅等が建ち並ぶ区画整然と 北西5.5m 西金沢
I住居

(県)金沢市保古3丁目110番 74，000 165 1 :2. 5 住宅 W2 
した住宅地域 市道

水道、下水
800m 

(60・200)
-1 高度。 中規画模整然一般住宅が建ち並ぶ郊外の 南西6m 水道、ガス、

2中専
2粟崎町3丁目 105番 53，000 204 1: 1. 2 住宅 W2 

区 とした住宅地域 市道 下水
金沢6.4km(60・200)

高度

3山主町2丁目200番 32，000 199 1: 1. 2 住宅 W2 宅中規地模域一般住宅が多い丘陵地の住 南6m
水道、下水 金沢5.2km

I低専
市道 (50・80)

4若松町2丁目 134番 61，000 198 1: 1. 5 住宅 W2 
一般住宅が建ち並び低層のアパー 北東5.6m 水道、ガス、

金沢5.5km
I低専

トも見られる郊外の住宅地域 市道 下水 (60・100)

511南波4丁目245番 中規模一般住域宅が多い区画整理さ 北東6m
I中専

「涌波4-7-6J
66，000 244 1: 1. 2 住宅 W2 

れた住宅地 市道
水道、下水 金沢6.5km(60・200)

高度

6笠舞1丁目343番 地中規域模一般住宅が多い閑静な住宅 南東6m 水道、ガス、
I中専

「笠舞1-3-7J 
79，000 187 1 :2 住宅 W2 

市道 下水
金沢4.9km(60・200)

高度

7四十万町北イ229番I 58，500 139 1 :2 住宅 W2 
一般住宅等が建ち並ぶ区画整然と 南6m 水道、ガス、

金沢9.7km
I低専

した住宅地域 市道 下水 (50・80)

8野田町レ70番4(野田町15
79，000 206 1: 1. 2 住宅 S2 

一般住宅が域多い区画整理が進んで 南東18m 水道、ガス、
金沢5.8km

2住居
街区17) いる住宅地 市道 下水 (60・200)

9窪3丁目311番 61，500 200 1: 1. 5 住宅 W2 
幹線道路背後¢傾斜のある郊外の 北東4.7m 水道、ガス、

金沢7.5km
I低専

住宅地域 市道 下水 (60・100)

一般住宅等が建ち並ぶ区画整然と 東6m
I住居

10高畠2丁目131番2 65，500 171 1 :2 住宅 W2 
した住宅地域 市道

水道、下水 金沢4.2km(60・200)
高度

11藤江北1丁目488番 87，500 300 1 :2 
共同住宅 共同住宅、農地が混在する区画整 西6m 水道、ガス、

金沢3.2km
I住居

LS2 理済の住宅地域 市道 下水 (60・200)。 西大桑町922番
73，500 269 1: 1. 2 住宅 W2 宅一般地住域宅が多い区画整然とした住 南西6m 水道、ガス、

金沢5.7km
I低専

121r西大桑町9-32J 市道 下水 (50・80)

中規理模済一般住宅が多い郊外の区画 南6m 水道、ガス、
2中専

13矢木2丁目393番 67，000 204 1: 1. 5 住宅 W2 
整 の住宅地域 市道 下水

金沢6.5km(60・200)
高度
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新神田1丁目95番2 中規模一般住宅を中心に、農地も 北西5.8m
I住居

141.[新神田1-4-19j 78，000 176 1 :3 住宅 W2 
残る区画整然とした低層住宅地域 市道

水道、下水 金沢2.5km(60・200)
高度

15高尾台1丁目357番 72，000 243 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い郊外の区画 北6m

水道、下水 金沢7.lkm
I低専

整然とした住宅地域 市道 (50・80)

瓢箪町746番 小規模一般住宅が建ち並ぶ既成住 東5.2m 水道、ガス、
I住居

161"'[瓢箪町15-19j 97，000 881 1:3 住宅 W2 
宅地域 市道 下水

金沢1.2km (60・200)
準防、高度

17 金石北2丁目 139番 中規模一般住宅が多い海岸に近い 北東8m 水道、ガス、
I住居

「金石北2-6-20j
50，500 194 1: 1. 5 住宅 W2 

住宅地域 市道 下水
金沢6.7km(60・200)

高度

中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の 西4.7m 水道、ガス、
2中専

18松村2丁目298番 80，000 172 1: 1. 5 住宅 W2 
住宅地域 市道 下水

金沢3.5km(60・200)
高度

一般住宅が建ち並ぶ国道背後の住 東5m 水道、ガス、
2中専

19割出町278番5 64，000 186 1 :2 住宅 W2 
宅地域 道路 下水

金沢2.8km(60・200)
高度

20みどり2丁目20番 64，000 251 1: 1. 2 住宅 W2 
一般住宅が建ち並ぶ郊外の区画整 南7.8m 水道、ガス、

金沢7.2km
I低専

然とした住宅地域 市道 下水 (50・80)

21 旭町2丁目321番4 中規模一般住宅、アパート等が混 北東6m 水道、ガス、
I中専

「旭町2-21-9j
67，500 198 1: 1. 5 住宅 LS2 

在する住宅地域 市道 下水
金沢4.8km(60・200)

高度

中規模一般住宅が多い郊外の区画 南西6m
I中専

22荒屋町イ39番22 56，500 188 1: 1. 2 住宅 W2 
整然とした住宅地域 市道

水道、下水 森本700m (60・200)
高度

山の上町758番
31，000 125 1 :2 住宅 W2 

一般住宅の多し、高台の既成住宅地 南6m
水道、下水 金沢3km

I中専
231r山の上町26-55j 域 市道 (60・200)

諸江町2808番外
中規模一般住宅、共同住宅、事務

北西6m 水道、ガス、
I住居

241"1'諸江町28-21j 93，000 185 1 :2 住宅 W2 所等が混在する区画整理済の住宅
市道 下水

金沢2.3km(60・200)
地域 高度

中規模一般住宅が多い閑静な住宅 西4.6m 東金沢
I住居

25疋田町ノ、353番 60，500 203 1:1 住宅 W2 
地域 市道

水道、下水
1. 4km 

(60・200)
高度

26 長町1丁目185番2外 住宅、アパート、マンション等が 南3.7m 水道、ガス、
I住居

「長町1-4-17j 
121，000 131 1 :2 住宅 W2 

混在する中心部の既成住宅地域 市道 下水
金沢2km (60・200)

準防、高度

27 長坂2丁目 1509番1 一般住宅、アパートのほか空地も 北西6m 水道、ガス、
I中専

「長坂2-15-19j
94，000 180 1 :2 住宅 W2 

見られる住宅地域 市道 下水
金沢6km (60・200)

高度

低層一般住宅の多い通り沿いの住 北16m 水道、ガス、
2住居

28額新町1丁目 174番 72，000 253 1: 1. 5 住宅 W2 
宅地域 市道 下水

金沢7.8km(60・200)
高度

29 弥生2丁目226番1 中規模一般住宅が多い既成住宅地 西4m 水道、ガス、
2中専

「弥生2-13-3Ij
80，000 185 1 :2 住宅 W2 

域 市道 下水
金沢4.5km(60・200)

準防、高度

30 寺地1丁目214番
96，000 213 1:1 住宅 W2 中規閑模静一般住宅が多い区画整理済 南6m 水道、ガス、

金沢5.3km
I低専

「寺地卜26-14j の な住宅地域 市道 下水 (50・80)

小規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静 南4.6m 水道、ガス、 西金沢
I住居

31米泉町5丁目3番4 74，500 991 1:2 住宅 W2 
な住宅地域 市道 下水 850m 

(60・200)
高度

中規模一般住宅のほか併用住宅も 東5.5m 水道、ガス、
2中専

32泉本町1丁目 117番2 79，000 181 1: 1. 5 住宅 W2 
見られる住宅地域 市道 下水

金沢4.5km(60・200)
高度

彦三町1丁目613番 一般住宅の中にマンションも見ら 南7.4m 水道、ガス、
I住居

※33 
「彦三町1-14-27j

146，000 218 1 :2. 5 住宅 W2 
れる住宅地域 市道 下水

金沢1.2km (60・200)
準防、高度

緑が丘236番 一般住宅、アパート等が混在する 北西6.8m 水道、ガス、
I中専

※34 
「緑が丘12-14j

111，000 130 1 :3 住宅 W2 
既成住宅地域 市道 下水

金沢5km (60・200)
高度

※35 光が丘2丁目24番 67，000 214 1:1 住宅 W2 地中規域模一般住宅が多い閑静な住宅 南6m 水道、ガス、
金沢7.8km

I低専
市道 下水 (60・100)

住中規宅模地域一般住宅が建ち並ぶ郊外の 北東6m
I住居

※36 金市町イ5番20 51，000 165 1: 1. 5 住宅 W2 
市道

水道、下水 森本1.3km (60・200)
高度

37 本町2丁目89番
従来からの住宅のほかに唐舗、営

東5.6m 水道、ガス、
商業

「本町2-3-29j
185，000 157 1 :3 住宅配2 業所等も混在する駅に近い住宅地

市道 下水
金沢550m (80・400)

域 準防、高度

地中規域模一般住宅が多い郊外の住宅 南4.5m
I中専

38末町九I番4 38，500 209 1:2 住宅 W2 
市道

水道、下水 金沢8.5km(60・200)
高度

共同住宅 活舗、営業所等が混在する幹線道 北22m 水道、ガス、
2住居

39額乙丸町ニ111番2 65，500 265 1. 2: I 
W2 路沿いの住宅地域 県道 下水

金沢8.8km(60・200)
高度

幸町85番
一般住宅を中心に、1苫舗、アパー

北東6.5m 水道、ガス、
I住居

40lr幸町29-2j 93，000 991 1: 1. 2 住 宅 問 トも見られる市中心部に近い住宅
市道 下水

金沢3.5km(60・200)
地域 準防、高度

41窪7丁目312番 74，000 203 1:2 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い幹線道路背 西5.5m 水道、ガス、

金沢6km
I低専

後の住宅地域 市道 下水 (50・80)

42 泉野町4丁目 109番 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な 北東4.8m 水道、ガス、
I中専

「泉野町4-16-7j 
105，000 221 1:2 住宅 LS2 

住宅地域 市道 下水
金沢4.3km(60・200)

高度

43 寺町3丁目 179番
80，500 178 1:2 住宅 W2 

中小規模一般住宅が建ち並ぶ既成 北西4.lm 水道、ガス、
金沢3.7km

I住居
「寺町3-5-15j 住宅地域 市道 下水 (60・200)

中規模一般住宅の中に空地が見ら 西6m 西金沢
I住居

44西金沢3丁目613番 73，500 239 1: 1. 5 住宅 W2 
れる区画整理済の住宅地減 市道

水道、下水
1. 2km 

(60・200)
高度

一般住宅のほかにアパート等が見 東6m
I住居

45入江1丁目555番2 77，000 132 1: 1. 5 住宅 W2 
られる住宅地域 市道

水道、下水 金沢2.5km(60・200)
高度
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中小規模一般住宅が多い郊外の住 北4.8m 水道、ガス、 東金沢
I住居

46神谷内町ハ68番9 59，500 116 1 :2 住宅 W2 
宅地域 市道 下水 1. 7km 

(60・200)
高度

ム口 出市 一般住宅等が建ち並び、周囲が開 東5m 水道、ガス、
I住居

47大友2丁目205番 80，000 147 
1. 5: 1 

住宅 W2 
発されつつある住宅地域 市道 下水

金沢3.8km(60・200)
高度

一般住宅のほか農地等が見られる 東5.6m 水道、ガス、
I住居

48松村6丁目 176番2 75，000 168 1 :2 住宅 W2 
郊外の住宅地域 市道 下水

金沢4.1km(60・200)
高度

49太陽が丘2丁目 133番 45，900 231 1:1 住宅 W2 
丘陵地を大規模開発した郊外の閑 東6m 水道、ガス、

金沢8.2km
I低専

静な住宅地域 市道 下水 (50・80)

一般住宅等が建ち並ぶ郊外の閑静 北6m 水道、ガス、
2中専

50畝回東3丁目 105番 80，000 160 1 :2 住宅 W2 
な住宅地域 市道 下水

金沢4.2km(60・200)
高度

農家住宅、一般住宅等が混在する 東3m 水道、ガス、
I住居

51南新保町イ84番 38，700 380 1 :2 住宅 W1 
在来集落的住宅地域 市道 下水

金沢3km (60・200)
高度

52 増泉1丁目581番4 一般住宅のほかアパート等も見ら 東5m 水道、ガス、
準工

「増泉1-27-3j
76，500 107 1 :2 住宅 W2 

れる住宅地域 市道 下水
金沢2.9km(60・200)

高度

京町93番I 住宅、工場、営業所等が混在する 北西6m 水道、ガス、
準工

531''[京町27-13j 78，000 152 1:1 住 宅 問
住宅地域 市道 下水

金沢1.3km (60・200)
高度

大和町91番 一般住宅等が建ち並ぶ幹線街路背 北6m 水道、ガス、
準工

541'!大和町4-10j
75，000 109 1 :2 住宅 W2 

後の住宅地域 市道 下水
金沢1.5km (60・200)

高度

一般住宅が建ち並ぶ幹線道路背後 東6m
準工

55近岡町923番25 60，000 167 1: 1. 5 住宅 W2 水道、下水 金沢4.6km(60・200)
の区画整然とした住宅地峨 市道

高度

56 三社町152番6 中規模一般住宅が建ち並ぶ中心部 北5.1m 水道、ガス、
準工

「三社町7-36j
99，500 156 1 :2. 5 住宅 W2 

に近い住宅地域 市道 下水
金沢950m (60・200)

準防、高度

57赤土町へ106番2 36，500 166 1: 1. 2 住宅 W2 
幹線道路背後の農家住宅も見られ 北東4.2m

水道、下水 金沢5.7km
「調区J

る郊外の住宅地域 市道 (60・200)

58高柳町ソ2番25 53，000 145 1:1 住宅 W2 
一般住宅が建ち並ぶ、周囲が開発 東4m

水道、下水
東金沢 「調区J

された住宅地域 市道 900m (60・200)

59別所町ラ55番52 23，600 384 1. 2: 1 住宅 W2 
一般住宅、空地等が混在する山間 北西6m

水道、下水 金沢9.2km
「調区J

部の閑静な住宅地域 道路 (60・100)

60河原市町イ72番I 28，600 540 1: 1. 5 住宅 W2 
域国道背後の農地の多い既成住宅地 西5.5m

水道、下水 森本2.3km
「調区J

市道 (60・100)

61才田町は104番2 23，600 384 1. 5: 1 住宅 W2 郊外の既成農家住宅地域
北西4.7m

水道、下水 金沢9.1km
「調区J

市道 (60・200)

62岸川町り 38番2 28，300 321 
ム口 x叩u 

住宅 W2 
県道沿いに賠舗、作業所及び一般 北西13m

水道 森本3.7km
「調区J

1: 1. 2 住宅等が混在する地域 県道 (60・200)

住宅団地等も見られる宅地化され 南1m
2中専

3-1 南新保町ハ18番 34，700 849 1 :2. 5 回
つつある地域 未舗装道路

金沢2.7km(60・200)
高度

金石西3丁目74番 活舗兼住宅 北西6m 水道、ガス、
近商

5-1 
「金石西3-2-18j 48，000 133 1 :2 

S3 
小売庖舗が建ち並ぶ既成商業地域

市道 下水
金沢6km (80・200)

準防、高度

広岡2丁目405番 事務所 事務所、営業所業等地のほかに駐車場 北西20m 水道、ガス、
近商

5-2 
「広岡2-4-10j 147，000 522 1 :2 

RC5F1B が見られる商 域 市道 下水
金沢700m (80・300)

準防、高度

石引2丁目808番外 活舗兼住宅 中低層の唐舗隣兼型住宅、営業所等が 北東17m 水道、ガス、
近商

5-3 
「石引2ート3j

92，000 124 1 :2. 5 
RC4 建ち並ぶ近 の商業地峨 県道 下水

金沢3.6km(80・300)
準防、高度

片町2丁目600番2外 府舗 高層の飲食域庖ヒツレが建ち並ぶ繁華
北東19m

水道、ガス、
商業

※5-4 
「片町2-24-11j

325，000 187 1: 1. 2 
S9F1B な商業地

市道 下水
金沢2.3km(80・600)

北西側道 防火、高度

尾張町1丁目360番
府舗事務所

中層1苫舗ピノレ、マンション等が建 北15.4m 水道、ガス、
商業

5-5 
「尾張町1-10-15j

170，000 269 1 :3 兼共同住宅
ち並ぶ中心部に近接する商業地域 国道 下水

金沢1.4km (80・500)
SRC7 防火、高度

府舗兼住宅 駅に近い、活舗併用住宅等が建ち 北西13m
近商

5-6 吉原町ホ62番2外 67，500 146 1: 1. 2 
S4 並ぶ国道沿いの商業地域 国道

水道、下水 森本120m (80・300)
高度

有松4丁目8番外 活舗兼事務 小売賠舗、銀行等が建ち並ぶ幹線
東25m

水道、ガス、
準住居

5-7 
「有松4-1-10j

95，000 866 1 :2 
所 S2 街路沿いの路線商業地域 県道 下水

金沢4.8km(60・200)
背面道 高度

府舗兼住宅 中低層の唐舗、事務所の多い路線 北西20m 水道、ガス、
準住居

5-8 玉鉾1丁目303番 76，000 281 1: 1. 5 
S3 商業地域 市道 下水

金沢2.5km(60・200)
高度

泉3丁目384番外 診療所兼住 庖舗、営業所、住宅等が建ち並ぶ 南19m 水道、ガス、
近商

5-9 
「泉3-6-52j 82，000 284 1 :2. 5 

宅 RC3 国道沿いの路線商業地域 国道 下水
金沢4.7km(80・200)

準防、高度

木倉町207番外 府舗兼住宅 中低層の飲食ヒツレが建ち並ぶ中心 北東4m 水道、ガス、
商業

5-10 
「木倉町2-4j

192，000 174 1 :3 
S3 部の商業地域 市道 下水

金沢2.5km(80・400)
準防、高度

香林坊2丁目63番I
底舗、事務 複合商業ヒツレ等が連たんする中心

東22m
水道、ガス、

商業
※5ー11

「香林坊2-4-3j
685，000 1，063 1: 1. 5 所兼共同住

部の商業地域
国道

下水
金沢2km (80・600)

宅配14 三方路 防火、高度

西念4丁目 1817番 中高層の事務所ピノレのほかに居 北東50m 水道、ガス、
商業

5-12 
「西念4-18-40j

193，000 489 1: 1. 2 事務所 S6 
舗、駐車場も見られる商業地域 県道 下水

金沢1.5km (80・400)
準防

南町186番外
底舗兼事務 高層の銀行、保険会社ピノレ等が建 西22m 水道、ガス、

商業
5-13 

「南町5-16j
380，000 316 1: 1. 2 所

ち並ぶ商業地域 国道 下水
金沢1.6km (80・600)

SRC10F1B 防火、高度

彦三町2丁目 136番 不整形 事務所 中高層の事務所、営業所、公共施 南東22m 水道、ガス、
商業

5-14 
「彦三町2-5-27j 

180，000 859 
1. 2: 1 SRC9F2B 設等が建ち並ぶ商業地域 市道 下水

金沢1.2km (80・400)
準防、高度
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広坂1丁目26番外 府舗
中高層庖舗ピノレ、事務所ヒツレ マ

北36m 水道、ガス、
商業

5-15 
「広坂1-1-48j

410，000 173 1. 2: 1 
RC5FIB 

ンションが建ち並ぶ中心部の商業
県道 下水

金沢2.3km(80・400)
地域 防火、高度

東山1丁目258番 土産居、飲食庖等が多い観光街の 北東5.2m 水道、ガス、
商業

5-16 
「東山1-5-6j 270，000 152 1 :3 府舗 W3 

商業地域 市道 下水
金沢2.lkm(80・300)

準防、高度

低層の事務所や庖舗のほかにア
北24.5m 東金沢 近商

5-17 小坂町西57番I 78，000 329 1: 1. 2 事務所 RC3 ノミート等も混在する駅に近い商業
県道

水道、下水
650m 

(80・200)
地域 準防、高度

柿木畠70番外 飲食唐が集まる市役所背後の商業
北東4.5m

水道、ガス、
商業

5-18 
「柿木畠4-20j

168，000 158 1 :4. 5 府舗 S3 
地域

市道
下水

金沢2.5km(80・400)
背面道 準防、高度

中低層の唐舗、事務所等が建ち並 北東20m 近商
※5ー19入江2丁目50番 76，500 342 1: 1. 5 活舗 S3 

ぶ路線商業地域 県道
水道、下水 金沢2.8km(80・200)

高度

大手町177番外 活舗兼事務 活舗、事務所等が建ち並ぶ市中央 東13m 水道、ガス、
商業

※5-20 
「大手町15-22j

180，000 235 1: 1. 2 
所 RC4 の商業地域 市道 下水

金沢1.8km (80・400)
準防、高度

広岡1丁目 112番外 事務所 中高層の事務所、応舗が多い駅に 北西25m 水道、ガス、
商業

※5-21 
「広岡トト18j

495，000 746 1:1 
SIOFIB 近い商業地域 県道 下水

金沢320m (80・600)
防火

繊維関係を中心と した問屋、事務
北18m

水道、ガス、
商業

5-22 問屋町1丁目2番I外 44，500 661 1: 1. 2 府舗 RC4 
所等が建ち並ぶ商業地域

市道
下水

金沢3.7km(80・400)
背面道 準防、高度

駅西本町1丁目 1417番 事務所 中高層の事務所ピノレ、銀行等が建 北東50m 水道、ガス、
商業

5-23 
「駅西本町1-14-29j

290，000 957 1 :2 
SRC9FIB ち並ぶ県道沿いの商業地峨 県道 下水

金沢500m (80・600)
防火

駅西本町1丁目311番 事務所兼住 中小規模の唐舗、事務所が建ち並 南西31m 水道、ガス、
近商

5-24 
「駅西本町1-3-15j

100，000 366 1 :2 
宅 RC4 ぶ路線商業地域 県道 下水

金沢1.4km (80・300)
準防、高度

二ツ屋町1010番外 低層の小売賠舗、飲商食業庖舗等が見 北西12.4m水道、ガス、
準工

5-25 
「二ツ屋町10-22j 104，000 1，286 1. 2: 1 活舗 SI 

られる国道沿いの 地峨 国道 下水
金沢2.3km(60・200)

高度

三日新町4丁目 11番
中小規模の賠舗のほか、事務所、

北東19m 水道、ガス、
準住居

5-26 
「三日新町4-2-3j 71，000 155 1 :2. 5 府舗 W2 マンションも見られる路線商業地

市道 下水
金沢5.2km(60・200)

域 高度

工場兼事務
西50m

水道、ガス、
商業

5-27 戸水1丁目405番外 118，000 602 1 :3 県道沿いの新興路線商業地域 県道 金沢3.7km(80・400)
所 S2

三方路
下水

準防

此花町351番外 不整形 旅館 ホテル、事務所商、唐舗等が建ち並
北西19m

水道、ガス、
商業

5-28 
「此花町8-8j 338，000 836 1:1 SRC9FIB ぶ駅前に近い業地域 県道 下水

金沢230m (80・400)
三方路 準防、高度

本町2丁目571番I外 不整形 ホテノレ 再開発ピノレ、高層ホテノレも存する
北東35m

水道、ガス、
商業

※5-29 
「本町2-16-16j 820，000 865 2: 1 SRC11FIB 駅前商業地域

県道 下水
金沢250m (80・600)

三方路 防火、高度

事務所、倉庫、中規地模域住宅等が混 西7m 水道、ガス、
準工

5-30 森戸1丁目 158番I 57，500 581 1 :2 事務所 SI 
在する国道背後の 市道 下水

金沢5.8km(60・200)
高度

99 ム口1I附2 M 府舗兼住宅 活舗、住宅、工場等が建ち並ぶ県 南西8.5m 水道、ガス、
準工

5-31 七ツ屋町ニ31番10 73，000 
W2 道沿いの商業地域 県道 下水

金沢1.2km (60・200)
準防、高度

活舗、営業所路線等が見られるイン
北西19.8m 準工

5-32 梅田町ロ28番2外 33，700 659 3: 1 府舗 W2 
ター近くの 商業地域

県道 水道、下水 森本2.lkm(60・200)
南西側道 高度

事務所兼共 空地が多く事務所線等も見られる区 南東22m
準工

5-33 疋田1丁目296番 73，500 326 1. 2: 1 
同住宅 W2 画整理された路 商業地減 市道

水道、下水 東金沢Ikm(60・200)
高度

県道沿いに唐舗、事務所地域、営業所 北東25m 水道、ガス、
準工

5-34 金石本町ハ10番 63，000 752 1 :3 事務所 WI 
等が混在する路線商業 県道 下水

金沢5.6km(60・200)
高度

ム口 1附2ノ 活舗兼診療
自動車関連活舗、営業所業等地が建ち

南東13m
東金沢

準工
5-35 法光寺町138番外 64，000 343 1 :3 

所兼住宅
並ぶ国道沿いの路線商 域 国道 水道、下水

2.3km 
(60・200)

S2 背面道 高度

営業所、工場等が建ち並ぶ工業地 西8m
工業

9-1 示野町西62番I外 48，000 331 1: 1. 5 事務所 SI 
域 市道

水道、下水 金沢4.6km(60・200)
高度

工場、事務
中小規模の工場が多い住宅地域に

南東8.5m 工業
9-2 金市町ニ24番I外 34，000 1，641 1: 1. 2 所兼研修所

隣接する工業地域
市道 水道、下水 森本Ikm (60・200)

S3 北東側道 高度

液化製石油ガ 石油基地を中心とする臨海工業地 北東14m 工専9-3 大野町4丁目ソ8番 16，000 9，917 1 :2 ス造施設
域 市道

水道 金沢7.3km
(60・200)

の敷地

中小規模の工場、倉庫のほかア 東7.5m 工業9-4 無量寺2丁目71番 42，500 611 1:2 工場 ノミート、農地等が見られる工業地
市道

水道、下水 金沢4.8km
(60・200)

域

(七尾市)

七尾
一般住域宅が多い農家集落に近い住 南4m [都]1中専

(県)七尾市栄町153番外 21，800 249 1: 1. 2 住宅 W2 
宅地 市道 水道 七尾1.3km 

(60・200)
-1 

一般住宅のほかにアパート等が見
北7.2m

[都]1低専
2矢田町壱号210番3 21，500 179 1:2 住宅 W2 

られる郊外の住宅地域
市道 水道、下水 七尾1.5km 

(50・100)
背面道

3松百町六34番18 16，700 198 1: 1. 5 住宅 W2 地中規域模一般住宅が多い郊外の住宅 北4.5m
水道、下水

和倉温泉 [都]
市道 2.6km (60・200)

4石崎町香島2丁目 100番 18，900 227 1:2 住宅 W2 
一般住宅、アパートのほか空地等 東6m

水道、下水
和倉温泉 [都]1低専

も見られる区画整理済の住宅地域 市道 800m (50・100)

5舟尾町リ 77番I 7，000 403 2: I 住宅 W2 
一般住宅、農家住宅等が混在する 南4.5m

水道、下水
田鶴浜

既成住宅地域 市道 I.lkm 

6大津町壱七58番3 7，300 978 1:2 住宅 LS2 
一般住宅、農家道住宅のほかに居舗 北11m

水道、下水
笠師保

も見られる県 沿いの住宅地域 県道 1. 7km 
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7能登島半浦町壱五23番I 6，500 2571 1: 1 住宅 W2 
住宅のほか民宿等が見られる県道 東6.3m

水道、下水
和倉温泉

沿いの住宅地域 県道 7km 

8小丸山台2丁目94番 33，500 255 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い区画整然と 南西6m

水道 七尾1.5km 
[都]1低専

した住宅地域 市道 (50・100)

9中島町浜田耕220番 7，800 
ム口 x即u 一般地住域宅、農家住宅が混在する住

北4.5m
能登中島

598 
1: 1. 5 

住宅 W2 市道 水道、下水
宅

東側道
I.lkm 

5-1 神明町ロ2番10外 75，000 
底舗兼事務 再開発ピノレ、底舗、営業所等が建

西15m [都]商業
281 1:4 

所 RC4 ち並ぶ駅前の中心的商業地域
市道 水道、下水 七尾150m (80・400)
背面道 準防

5-2 本府中町モ21番2外 37，900 216 1 :3 
活舗兼住宅 小売唐舗、一般住宅等が混在する 西15m

[都]近商

W2 国道沿いの既成商業地域 国道 水道 七尾800m (80・300)
準防

5-3 田鶴浜町ワ30番甲外 12，100 297 1 :4. 5 
府舗兼住宅 小売賠舗のほかに銀行、住宅等が 南8m

水道、下水
田鶴浜

W2 見られる既成商業地域 市道 450m 

5-4 能登島向田町に12番I 10，000 
活舗、旅館、空地等が混在する県

北西11m
和倉温泉

1，021 1 :2. 5 旅館 W2 県道 水道、下水
道沿いの商業地域

背面道
lIkm 

5-5 中島町中島八38番 11，300 
府舗兼住宅 小売賠舗、一般住宅等が建ち並ぶ

南西5.5m
能登中島

247 1:4 市道 水道、下水
W2 既成商業地域 1. 5km 

背面道

9-1 佐味町ハ15番I 10，800 1，201 1 :3. 5 工場
工場、西日送センタ一、資材置場等 北東9.5m

水道 七尾3.5km
[都]準工

が見られる工業地域 市道 (60・200)

(小松市)

小松
(県)小松市安宅町レ55番110 23，200 2431 1:2 住宅 W2 

中規模一般住宅が多い郊外の住宅 南西6m
水道、下水 小松4.1k

I住居

-1 
地域 道路 ml (60・200)

2桜木町60番 39，400 1831 1: 1. 5 住宅 W2 
一般住宅等が建ち並ぶ区画整然と 北東5m 水道、ガス、

小松1.5km 
2住居

した住宅地域 市道 下水 (60・200)

3四丁町に55番 22，600 2211 1: 1. 2 住宅 W2 住中規宅模地域一般住宅が建ち並ぶ郊外の 北東5m
水道、ガス 粟津1.4km 

I低専
市道 (50・80)

4吉竹町か69番 28，000 3301 1:3 住宅 LS2 中規模一般地住域宅の中に空地も見ら 北東8.3m
水道 小松3.1k

I住居
れる住宅 市道 ml (60・200)

5沖町レ55番 39，000 2341 1:2 住宅 W2 
一般住宅、空地等が見られる郊外 北5.5m 水道、ガス、

小松1.3km 
I住居

の住宅地域 市道 下水 (60・200)

6国府台1丁目 131番 21，500 2121 1:2 住宅 W2 大規地模域な両台の区画整理された住 南東6m 水道、ガス、
小松7.7km

I低専
宅 市道 下水 (50・80)

7一針町巳239番3 23，200 1781 1:2 住宅 W2 
住宅と小規模工場等が混在する既 東4.2m 水道、ガス、

小松3.4km
I住居

成住宅地域 市道 下水 (60・200)

8西軽海町2丁目34番 25，400 300 1:1 住宅 LS2 
一般住宅が建ち並ぶ区画整然とし 南6m 水道、ガス、

小松5.3km
I低専

た住宅地域 市道 下水 (50・80)

9旭町39番外 44，900 250 1:4 住 宅 問
一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地 東5.8m 水道、ガス、

2住居

域 市道 下水 小松950m (60・200)
準防

※10 美原町56番 30，300 171 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い区画整然と 東7.2m 水道、ガス、

明峰1km
I住居

した住宅地域 市道 下水 (60・200)

※11 殿町2丁目32番 44，900 189 1 :2 住宅 W2 中小規成模住住宅等が建ち並ぶ中心部 西7.4m 水道、ガス、
2住居

の既住宅地域 市道 下水 小松1km (60・200)
準防

12須天町2丁目 101番外 29，200 281 1 :2 住宅 W2 
県道沿いに低層の賠舗、営業所、 北西9.4m 水道、ガス、

小松2.3km
準工

一般住宅等が混在する地峨 県道 下水 (60・200)

13河田町リ 58番 16，800 433 
ム口 x即u 

住宅 W2 一般道住沿宅、農家住宅等が見られる 東7.5m 「調区J
1: 1. 5 県沿いの住宅地域 県道

水道、下水 小松6.3km
(60・200)

14津波倉町ネ43番I外 17，300 260 1: 1. 5 住宅 W2 
一般住宅、農家住宅が混在する空 北東6m

水道、下水 粟津2.5km
「調区J

地の多い住宅地域 市道 (60・200)

5-1 園町ノ、182番I外 75，500 818 1 :2 事務所 S4 
庖舗、事務所等が連たんする幹線 北25m 水道、ガス、

小松I.lkm
準工

道路沿いの商業地域 国道 下水 (60・200)

5-2 日の出町1丁目 147番外 78，000 331 1 :2. 5 教習所 RC3 
低層盾舗、事務所の多い駅に近接 東17m 水道、ガス、

商業

した商業地域 市道 下水
小松200m (80・400)

準防

5-3 島町ノレ117番6外 33，800 ム口 * 活舗兼住宅 小売賠舗、飲食県底道舗のほかに住商宅 北東9m 近商
238 等が混在する 沿いの既成業 水道、下水 粟津400m

1. 2: 1 W2 
地域

県道 (80・200)

※5-4 龍助町32番外 47，800 323 1 :3. 5 活舗 RC2 
銀行、活舗併用住宅等が建ち並ぶ 東10.9m 水道、ガス、

近商

既成商業地域 市道 下水
小松400m (80・300)

準防

5-5 軽海町ツ90番I外 28，600 499 1:4 府舗 S3 
低層の庖舗、事務所が見られる国 北30m

水道、ガス 小松4.3km
準住居

道沿いの路線商業地域 国道 (60・200)

5-6 矢崎町ナ174番外 31，500 709 1. 2: 1 活舗 S2 
飲食賠舗が多い国道沿いの路線商 南東15m

水道、下水 粟津1.9km 
準工

業地域 国道 (60・200)

9-1 串町工業団地I番2 18，200 10，176 
ム口 x即u 工場兼事務 中規模工場が建ち並ぶ内陸型の工

南東16m
工業

1 :2 所 S2 業団地
市道 水道、下水 粟津2km

(60・200)
背面道

9-2 長崎町4丁目78番 24，500 500 1 :2. 5 
事務所兼倉 工場、事務所が見られる小松イン 北西7.5m

水道、下水
準工

庫 SI ターに近い工業地域 市道
小松3.7km

(60・200)
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(輸島市)

輪島
中規模一般域住宅が建ち並ぶ丘陵地(県)輪島市堀町壱五字2番51 22，100 1401 1: 1. 5 住宅 W2 

北4，3m
水道、下水 穴水23km

[都]1中専

-1 
の住宅地 市道 (60・200)

2河井町壱五部90番56外 40，000 120 ム口1出叩2 住 宅 問
公益施設等が見られる県道背後の 北東6m

水道、下水 穴水21km
[都]2住居

住宅地域 市道 (80・200)

3河井町六部87番14 37，500 1631 1: 1 住宅 W2 宅一般地住域宅が建ち並ぶ海岸に近し、住 北4，2m
水道、下水 穴水22km

[都]準住居
市道 (80・300)

4門前町舘イI番I外 11，000 344 1. 5: 1 住宅 W1 
一般住域宅のほか空地も見られる住 南8m

水道、下水 穴水18km
宅地 市道

5門前町錦地レ84番 5，900 135 1 :2 住宅 W2 
一般住宅の多い閑静な既成住宅地 南西3.6m

水道、下水 穴水25km
域 市道

5-1 新橋通八字2番18 40，000 148 1 :3 
活舗兼住宅 小売賠舗が建ち並ぶ近隣型の商業 南6m

水道、下水 穴水22km
[都]準住居

S4 地域 市道 (80・300)

5-2 門前町清水壱2番 17，100 737 1 :3 活舗 LS2 
小売庖舗等が建ち並ぶ既成商業地 東7.2m

水道、下水 穴水18km
域 市道

9-1 山岸町ろ38番外
ム口 x叩u LPガス充填 LPガス施設、資材置場、一般住

南10m
[都]準工

20，800 1，768 
1 :3. 5 施設 宅等が混在して建ち並ぶ地域

市道 水道、下水 穴水20km
西側道

(60・200)

(珠洲市)

珠洲
珠洲市正院町正院弐弐部50 中規模一般住宅が多い既成住宅地

(県)
番

9，500 251 1 :2 住宅 W2 
西9m

水道、下水 穴水印刷
[都]

一I
域 市道 (70・200)

2宝立町鵜飼弐字12番3 9，600 231 1: 1. 5 住宅 W2 
農漁村住宅等が建ち並ぶ既成住宅 南東4.8m

水道、下水 穴水43km
[都]

地域 市道 (70・200)

3蛸島町カ部I番6 7，000 290 1: 1. 5 住宅 W2 一般住宅の多し、旧来の住宅地域
南西6.7m

水道 穴水52km
[都]

市道 (70・200)

5-1 飯田町壱壱部67番5 22，500 139 
ム口 出市 府舗兼住宅 飲食肩、事務所等が混在する国道 東8.5m

水道、下水 穴水48km
[都]

1. 2: 1 W1 沿いの商業地域 国道 (70・200)

9-1 上戸町南方に字I番外 11，100 2，015 1: 1. 5 工場
中小規模の工場や作業場のほか唐 北西9.5m

水道 穴水45km
[都]

舗、住宅等が混在する工業地域 国道 (60・200)

(加賀市)

加賀
中規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地

(県)加賀市湖城町2丁目246番 18，800 1821 1:2 住宅 W2 
北東5m

水道、下水
加賀温泉 [都]1中専

-1 
の郊外の住宅地域 市道 3.3km (60・200)

2潮津町チ95番 20，700 24011:2.5 住宅 W2 
一般住宅、アパートのほかに空地 東6m

水道、下水
加賀温泉 [都]1住居

が見られる温泉街に近い住宅地域 市道 4.1km (60・200)

3動橋町ロ 153番 17，200 1681 1:2 住宅 W1 
中規模の一般住宅が多い既成住宅 西4m

水道、下水 動橋300m
[都]1住居

地域 市道 (60・200)

4山代温泉ノレ39番4 19，500 1671 1: 1 住宅 W2 
一般住宅のほかにアパートが混在 東5.4m

水道、下水
加賀温泉 [都]1住居

する閑静な住宅地域 市道 4.8km (60・200)

5小菅波町2丁目67番 39，500 305 1: 1. 5 住宅 W2 
一般住宅の中に空地等が見られる 北西6m

水道、下水
加賀温泉 [都]1中専

区画整理済の住宅地域 市道 400m (60・200)

6山中温泉河鹿町ホ74番2 29，300 330 1: 1. 2 住宅 W2 
一般住宅のほかにアパート、居舗 北東6.4m

水道、下水
加賀温泉 [都]近商

等が混在する既成住宅地峨 市道 9.8km (80・300)

7山中温泉長谷田町ロ348番 15，500 284 1 :2 住宅 W2 
一般住宅の中に空地等が見られる 南西6m

水道
加賀温泉 [都]1住居

区画整理済の住宅地域 市道 6.5km (60・200)

8大聖寺上福岡町ヌ16番3外 18，700 200 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い市街地周辺 北4.5m

水道、下水
大聖寺 [都]準工

の住宅地域 市道 1. 9km (60・200)

5-1 大聖寺南町ホI番9外 44，500 180 1:1 
活舗兼事務 庖舗、事務所、営業所等が建ち並 西18m

水道、下水
大聖寺 [都]商業

所 S6 ぶ駅前商業地域 県道 110m (80・400)

5-2 作見町リ 19番3 63，500 262 
ム口 出市

活舗 S2 
大中規模盾舗のほか農地が見られ 南20m

水道、下水
加賀温泉 [都]近商

1. 5: 1 る幹線道路沿いの駅前商業地域 県道 300m (80・200)

5-3 山中温泉本町1丁目ヤ26番 47，200 151 1: 1. 5 
活舗兼住宅 庖舗、営業所等が連たんする温泉 東9m

水道、下水
加賀温泉 [都]近商

W2 街の商業地域 県道 9.1km (80・300)

(羽昨市)

羽咋
中規模一般住宅が多い駅に近し、住

(県)羽咋市東川原町苗代45番I 23，500 233 1 :3 住宅 LS2 
西5m

水道、下水 羽咋350m
[都]2住居

-1 
宅地域 市道 (60・200)

2若草町68番 27，000 276 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い郊外の閑静 東6.4m

水道、下水 ~~1I'F 1. 6km 
[都]

な住宅地域 市道 (60・200)

3千里浜町ロ81番3 19，400 236 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地 東4m

水道、下水 羽咋1km
[都]1住居

域 市道 (60・200)

5-1 川原町テ48番I 33，500 374 
ム口 1附2ノ

事務所 RC3 
小売賠舗、営業所等が混在する商 南東11m

水道、下水 ~~1I'F 1 50m 
[都]近商

1 :2. 5 業地域 県道 (80・300)

5-2 石野町ニ42番2外
ム口 x即u 活舗兼倉庫 低層の庖舗等が建ち並ぶ路線商業

北14m
[都]

37，000 808 市道 水道、下水 羽咋1.5km 
1. 5: 1 SI 地域

方路
(60・200)

9-1 寺家町タI番9外
不整形 工場兼事務 工場、営業所等が見られるイン

北西
[都]

6，700 9，105 
1:1 所 SI ターチェンジに近い工業地域

10.5m 水道 ~~1I'F3 . 2km 
市道

(60・200)
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(か Iまく市)
カ斗まく

(県)かほく市内高松未38番 12，000 2141 1. 2: 1 住宅 LS2 中規模一般住宅の多い住宅地域
北西5m

水道、下水 高松550m
[都]1住居

-1 
市道 (60・200)

2高松キ47番31 16，800 2501 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い砂丘地の住 北東6m

水道、下水 横山1.4km 
[都]1住居

宅地域 市道 (60・200)

3白尾ヲ252番 26，500 270 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い区画整理さ 西6m

水道、下水 宇野気1km
[都]1住居

れた住宅地域 市道 (60・200)

4松浜口47番 11，900 330 
ム口 x即u 

住宅 W2 
中規模一般住宅が多い撚糸工場も 北東4.7m

水道、下水 横山1.7km 
[都]準工

1: 1. 5 見られる既成住宅地域 市道 (80・200)

5宇野気ト53番6 29，500 254 1 :3 住 宅 問
中規模一般住宅が建ち並ぶ中心部 北西6m

水道、下水
宇野気 [都]1住居

の既成住宅地域 市道 770m (60・200)

6横山ク195番2 16，500 163 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い県道沿いの 北6.5m

水道、下水 横山300m
[都]1住居

既成住宅地域 県道 (60・200)

5-1 高松ウ68番I 22，600 364 1 :2. 5 
府舗兼住宅 小規模唐舗等が建ち並ぶ近隣型商 北6m

水道、下水 高松900m
[都]準工

S2 業地域 県道 (80・200)

5-2 浜北イ 15番5外
ム口 x即u 中小規模の賠舗、 営業沿所い、 一般業住地 北西11m 宇野気 [都]準工

26，800 772 府舗 SI 宅等が混在する国道 の商 水道、下水
1. 2: 1 

域
国道 1. 5km (60・200)

5-3 宇野気リ 212番3外 43，000 316 1 :3 
診療所 中小規模の小売庖舗が建ち並ぶ県 西14m 宇野気

[都]商業

S2F1B 道沿いの駅前商業地域 県道
水道、下水

100m 
(80・300)
準防

9-1 浜北イ45番3外
中小規模の工場のほかに公共施

東6.5m 宇野気 [都]準工
9，600 6，766 1:1 工場 設、一般住宅等も見られる工業地 水道、下水

域
市道 1. 2km (60・200)

(白 山市)
白 山

一般住宅が建ち並ぶ区画整然とし
(県)白山市千代野東4丁目4番5 48，000 2551 1: 1 住宅 LS2 

西6m 水道、ガス、
松任2.8km

I低専

-1 
た郊外の住宅地域 市道 下水 (50・80)

2八ツ矢町511番 59，000 2001 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅のほか共同住宅、 北5m

I住居

営業所も見られる住宅地峨 市道
水道、下水 松任850m (60・200)

準防

3西新町166番 61，000 1571 1: 1 住宅 W2 
市中心部に近く事務所も見られる 南4.8m

2住居

一般住宅地域 市道
水道、下水 松任500m (60・300)

準防

※4馬場1丁目 163番 63，000 2631 1. 2: 1 住宅 W2 
一般住宅等が建ち並ぶ中心部に近 西6.8m

I住居

い住宅地域 市道
水道、下水 松任900m (60・200)

準防

5柏町5番7 41，500 2381 1: 1. 5 住宅 W2 
区画整然とした閑静な中規模一般 南西6m

水道、下水
加賀笠間 I中専

住宅地域 市道 750m (60・200)

6湊町2号56番 27，000 2461 1: 1 住宅 W2 
中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整 北西5m

水道、下水
小舞子 I住居

理済の住宅地域 市道 200m (80・200)

7美川和波町カ 112番I 33，000 1201 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い閑静な既成 南東4m

水道、下水 美川600m
I住居

住宅地域 市道 (80・200)

8鶴来知守町ノレ207番I 29，000 1591 1: 1 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い既成住宅地 西6m

水道、下水 鶴来580m
I住居

域 市道 (80・200)

9富光寺町220番 43，500 256 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い区画整然と 東6m 水道、ガス、 陽羽里 I中専
した住宅地域 市道 下水 1. 7km (60・200)

10河内町ふじが丘83番 14，200 512 
ム口 1附2ノ

住宅 W2 
一般住宅が多い高台の開発分譲さ 西6m

水道、下水 鶴来7km
1:1 れた住宅地域 市道

11市原ハ74番I外
農家住宅が多い国道背後の山麓に

南6m
5，300 386 1: 1. 5 住宅 W2 

ある住宅地域
市道 水道、下水 鶴来18km
背面道

12上野町イ 128番外 6，100 583 1: 1. 5 住宅 W2 農村家落住宅が見られる小学校に近い 東6.5m
水道、下水 鶴来lIkm

の住宅地域 市道

13瀬戸成3番 5，200 218 1:1 住宅 W2 農家住宅が多い既成住宅地域
北東4.5m

水道、下水 鶴来21km
市道

14桑島十号I番50
車庫物置 山聞に形成された区画整然とした

北4.5m
5，600 299 1: 1. 2 

W2 事業所も混在する住宅地峨
市道 水道 鶴来34km
東側道

15みずほ4丁目6番4 35，500 209 1:1 住宅 W2 
水団地帯に造成された郊外の中規 北6m 水道、ガス、

松任4.5km
「調区J

模住宅団地 市道 下水 (70・200)

16ー塚町703番8 35，500 201 1: 1. 5 住宅 W2 
周辺に小工場、農地も見られる郊 南5m

水道、下水 松任4.5km
「調区J

外の小規模な住宅地域 市道 (70・200)

3-1 相木町722番
周辺が宅地化されつつある開発が

東2.1m
I低専

25，800 854 1 :2. 5 回 未舗装農道 松任900m
活発な地域

背面道
(40・60)

5-1 東三番町32番I 71，000 430 
ム口 x叩u 事務所 中低層の唐舗、事務所が多い駅に 北15m

近商

1. 5: 1 RC4 近い商業地域 県道
水道、下水 松任280m (80・300)

準防

5-2 安田町41番I外 56，000 171 1 :4. 5 
府舗兼住宅 小売、飲食庖舗のほか一般住宅も 南14m

商業

S2 多く見られる既成商業地峨 県道
水道、下水 松任750m (80・400)

準防

5-3 美川北町ソ165番 42，000 152 1 :2. 5 
活舗兼住宅 小売賠舗等が多い幹線道路沿いの 西15m

水道、下水 美川120m
近商

S2 商業地域 市道 (80・200)

5-4 鶴来本町1丁目ワ50番I外 44，200 297 1: 7 
府舗兼住宅 小売庖舗が建ち並ぶ幹線道路沿い 北東9.5m

水道、下水 鶴来730m
準工

W2 の既成商業地域 県道 (80・200)
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5-5 白鴎ロ 170番I外
ム口 x即u 活舗兼住宅 小売唐舗のほか住宅も混在する既

南6.5m
7，500 279 

1: 1. 2 W3 成商業地域
市道 水道、下水 鶴来36km
四方路

5-6 瀬戸申5番外 8，000 1，192 
不整形 ガソリンス 活舗、営業所等が混在する国道沿 北東19m

水道、下水 鶴来21km
1: 1. 2 タンド SI いの商業地域 国道

5-7 相木1丁目5番
低層唐舗ほか空地も見られる駅に

北16m 近商
73，000 1，563 2: 1 府舗 S2 

近い新興商業地域
市道 水道、下水 松任270m (80・300)
コ方路 準防

5-8 五歩市町485番2 57，500 499 
ム口 1附2ノ

事務所 W2 
活舗、営業所、工場等が建ち並ぶ 南16m

水道、下水 松任950m
準工

1. 2: 1 路線商業地域 県道 (60・200)

5-9 幸明町300番3 73，000 1，215 1:1 府舗 SI 
沿道サービス施設等が立地する国 南東28m

水道 松任1.7km 
準工

道沿いの商業地域 国道 (60・200)

9-1 福留町546番2
工場兼事務 空地、農地も見られる中規模工業

西12m
加賀笠間 工専

23，000 2，934 1: 1. 5 市道 下水
所 SI 団地

北側道
1. 5km (60・200)

9-2 森島町う 138番I外
水団地域に造成された小規模工業

北東11.姐
工業

18，400 11，769 1 :3. 5 工場 市道 水道、下水 小柳2.5km団地
北西側道

(60・200)

(能美市)

能美
郊外の丘陵地に造成された区画整

(県)能美市泉台町中48番 21，000 3041 1: 1 住宅 W2 
北6m 水道、ガス、 能美根上 [都]1低専

-1 
然と した住宅地域 市道 下水 7.2km (50・80)

2寺井町ワ115番I 31，700 2311 1 :2. 5 住宅 W2 
中心部に近い一般住宅等の多い既 南5m

水道、下水
能美根上 [都]1住居

成住宅地域 県道 4km (60・200)

3出口町へ213番10 25，500 2311 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地 東6m

水道、下水
能美根上 [都]2中専

域 市道 8.3km (60・200)

4高坂町ニ121番 23，000 209 1: 1. 5 空地
一般住宅のほか農家等が混在する 南東6m

水道、下水
能美根上 [都]1低専

住宅地域 市道 1. 9km (50・80)

5福島町ム46番 21，700 450 
不整形

住宅 W2 
農家が建ち並ぶほか小工場等も認 南東6m

水道、下水
能美根上 [都]1住居

1 :2 められる住宅地域 市道 1. 3km (60・200)

6緑が丘1丁目 127番 22，000 287 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅が多い丘陵地に開 南6m 水道、ガス、 能美根上 [都]2中専
発された住宅団地 市道 下水 8.5km (60・200)

7新保町ヲ9番I 18，000 479 1 :2. 5 住宅 W2 
一般住宅と農地等が混在する県道 南9.5m

水道、下水
能美根上 [都]

沿いの住宅地域 県道 5.3km (60・200)

8西任田町へ62番3 17，700 330 1: 1. 5 住宅 W2 中規混模在す一般住宅、農家、作業場等 南6.6m
水道、下水

能美根上 [都]
が る既成住宅地域 県道 3km (70・200)

5-1 寺井町た67番外
活舗兼住宅 活舗、銀行等が建ち並ぶ中心部の

北9m
能美根上 [都]近商

37，800 389 1 :2 市道 水道、下水
W2 商業地域

背面道
3.8km (80・200)

5-2 大成町ト88番2 30，800 104 1 :3. 5 
府舗兼住宅 小売賠舗と一般住宅が混在して建 北西7m

水道、下水
能美根上 [都]近商

W2 ち並ぶ商業地域 市道 230m (80・200)

5-3 辰口町548番I
活舗兼住宅 飲食居、小売庖舗等が多い主要地

西8m
能美根上 [都]準工

32，000 491 2.5: 1 市道 水道、下水
W2 方道に近い商業地域

北側道
9km (60・200)

5-4 三道山町オ97番外 31，500 579 1: 1. 2 活舗 S2 
活舗、営業所等の建ち並ぶ県道沿 南東20m

水道、下水
能美根上 [都]準工

いの路線商業地域 県道 4.3km (60・200)

9-1 大浜町ケ63番5外 13，800 3，506 1 :2 工場
中小規模の工場のほかに一般住宅 北西12m

水道、下水
能美根上 [都]工業

も見られる工業地域 市道 1. 2km (60・200)

(野々市 市)

野々市
野々市市菅原町52番4 中小規模一般住宅のほかアパート

(県) 73，500 1371 1:2 住宅 W2 
西6.5m 野々市工 I住居

-1 
「菅原町4-26j も見られる既成住宅地域 市道

水道、下水
大前800m (60・200)

扇が丘509番 一般学住に宅、アパート等が混在する 西5.7m 野々市工 2中専
2 扇が丘24-25j 71，000 1901 1: 1. 5 住宅 W2 水道、下水

大 近接した住宅地域 市道 大前1.2km (60・200)

3御経塚1丁目397番 70，000 1971 1: 1. 5 住宅 W2 
区画整理域済の幹線道路背後の閑静 南西6m

水道、下水
野々市 I中専

な住宅地 市道 350m (60・200)

4粟田4丁目47番 72，000 213 1 :2 住宅 W2 中規模一般地住域宅が多い区画整然と 東6m
水道、下水

額住宅前 I中専
した住宅 市道 900m (60・200)

5藤平田2丁目 110番外
庖舗、事務所等が混在する幹線道

北16m
2住居

72，000 244 1 :2 住宅 W2 市道 水道、下水 馬替1.4km 
路沿いの住宅地域

背面道
(60・200)

6上林4丁目591番 74，000 245 1: 1. 2 住宅 W2 中規画模整理一般住宅が建ち並ぶ郊外の 南6m
水道、下水

四十万 I低専
区 済の住宅地域 市道 1. 6km (50・80)

7若松町188番9
67，500 152 1: 1. 5 住宅 W2 

住宅、アパート、事業所等が混在 東6.5m
水道、下水

北鉄野々 準工
「若松町7-10j する住宅地域 市道 市900m (60・200)

8清金3丁目26番 48，500 207 1: 1. 2 住宅 W2 
一般住宅が建ち並ぶ周囲に農地が 東5m 水道、ガス、 野々市 「調区J
多い住宅地域 市道 下水 3.4km (70・200)

5-1 
検宮町56番I ム口 出市 府舗兼共同 中層雑居ピノレ、居舗等が混在する

南東24m
北鉄野々 近商

「横宮町13-1j
84，500 666 国道 水道、下水

1: 1. 5 住宅 S5 国道沿いの路線商業地域
北側道

市530m (80・200)

5-2 押野6丁目 110番 74，500 687 1:1 府舗 SI 
スーパ一、低層の賠舗等がみられ 北東22m

水道、下水 西金沢1km
準住居

る路線商業地域 県道 (60・200)

5-3 
扇が丘424番外 郊外型の小売庖舗、飲食盾等が多

東18m
野々市工 準住居

扇が丘8-6j
83，000 798 1 :2 活舗 SI 市道 水道、下水い路線商業地域

背面道
大前1km (60・200)
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量販居、飲業食庖等が建ち並ぶ郊外
西20m

2住居
5-4 新庄6丁目454番外 74，000 1，688 1:1 府舗 SI 

の路線商地域
市道 水道、下水 乙丸1.4km 

(60・200)
背面道

5-5 野代1丁目6番外 74，500 1，234 1 :2 
府舗兼住宅 活舗、営業所域、住宅等の混在する 北20m

水道、下水
野々市 準工

S2 路線商業地 市道 500m (60・200)

5-6 御経塚4丁目94番外 79，000 1，089 1:1 
事務所兼倉 大型唐舗、営業所業等が進出する国 西25m

水道、下水
野々市 準工

庫 S4 道沿いの路線商地域 国道 1. 3km (60・200)

(H! 北 町)

)11 北
能美郡川北町字山田先出礼 農家住宅のほか一般住宅も見られ 南3.5m [都]

(県)
75番外

14，000 300 1:1 住宅 W2 
る集落地域

道路 水道、下水 美川6.3km
(70・200)

-1 東側道

2字三反田ロ 10番I 19，800 234 1. 2: 1 
事務所兼住 一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地 北6m

水道、下水 松任7km
[都]

宅 W2 域 町道 (70・200)

活舗、事務所、住宅等が混在する
北西12m

[都]
5-1 字国子島エ121番 24，200 869 1: 1. 2 府舗 S2 県道 水道、下水 美)113km

旧国道沿いの商業地域
南側道

(70・200)

(津幡町)

津幡
一般住宅が建ち並ぶほか空地が見 北6.2m 本津幡 [都]2低専

(県)河北郡津幡町字庄ロ66番I 38，000 230 1 :2. 5 住宅 W2 
られる既成住宅地域 町道

水道、下水
550m (60・150)

-1 

2字太田ち7番15 36，000 157 1 :2 住宅 W2 
中規模一般住宅が建ち並ぶ県道背 北東6m

水道、下水 津幡900m
[都]

後の住宅地域 町道 (60・100)

3字能瀬へ39番2 27，200 165 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅の多い郊外の住宅 西6m

水道、下水 能瀬800m
[都]

地域 町道 (60・200)

4宇津幡ろ52番 20，500 323 1: 1. 5 住宅 W2 
中規模一般住宅の建ち並ぶ丘陵地 南6m

水道、下水
中津幡 [都]1低専

を開発した住宅地域 町道 750m (50・80)

5-1 字津幡ハ91番I 45，500 129 1:4 
活舗兼住宅 中小規模の小売庖舗が建ち並ぶ既 南12m

水道、下水
中津幡 [都]近商

S3 成の商業地域 町道 500m (80・300)

9-1 字浅田甲78番2外 18，000 1，820 
ム口 1附2ノ 事務所兼倉 営業所、工場、農地等が混在する 南13.5m

水道、下水 津幡1.9km 
[都]準工

2: 1 庫 S2 県道沿いの工業地域 県道 (60・200)

(内灘町)

内灘
河北郡内灘町字緑台1丁目 地中規域模一般住宅が多い閑静な住宅 東8m 水道、ガス、 I中専

(県)
70番 46，200 241 1. 2: 1 住宅 S2 

町道 下水
内灘600m

(60・200)
-1 

2字千烏台1丁目4番I 37，500 231 1: 1. 5 住宅 W2 
一般住宅の中に空地等が見られる 南東6m

水道、下水 内灘1.3km 
I低専

住宅地域 町道 (50・80)

3字大根布7丁目38番 44，000 241 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住域宅が多い区画整然と 南東6m 水道、ガス、

内灘2.5km
2中専

した住宅地 町道 下水 (60・200)

4字旭ケ丘220番 46，000 222 1: 1. 2 住宅 W2 
一般画住整宅、アパート等が混在する 北東6m 水道、ガス、

内灘550m
I住居

区 然とした住宅地域 町道 下水 (60・200)

5字鶴ケ丘1丁目339番 40，300 166 1: 1. 5 住宅 W2 
一般住宅の中にアパート等も見ら 南6m 水道、ガス、

内灘1.3km 
I住居

れる郊外の住宅地域 町道 下水 (60・200)

6字宮坂ホ20番 17，300 308 1 :3 住宅 W2 
住宅、小工場等が混在する県道沿 南東9m

水道、下水 内灘4.8km
「調区J

いの住宅地域 県道 (70・200)

5-1 字旭ケ丘150番 50，000 215 1: 1. 2 
事務所兼住 スーパー、小売庖舗、アパート等 北西12.5m水道、ガス、

内灘360m
近商

宅 S2 が混在する県道沿いの商業地域 県道 下水 (80・200)

(志賀町)

志賀
羽咋郡志賀町高浜町チ41番 一般住宅のほか庖舗等が点在する 北東4.5m [都]

(県)
I 

13，800 208 1 :2. 5 住宅 W2 住宅地域 町道
水道、下水 羽咋15km

(70・200)
-1 

2松木い18番2 4，700 437 1. 2: 1 住宅 W2 
中規底模、一般住宅のほか庖舗、 jA 北5.6m

水道、下水 羽咋22km
[都]

支 郵便局が混在する集落地域 町道 (60・200)

3高浜町ヤ149番38 16，900 189 1: 1. 2 住宅 W2 
中規模一般住宅のほか社宅等が見 北西6m

水道、下水 羽咋14km
[都]

られる住宅地域 町道 (70・200)

中規模一般住宅の多い既成住宅地
東4.5m

[都]
4富来高田参7番 11，700 629 1 :4. 5 住宅 W2 

域 町道 水道、下水 羽咋30km
(70・200)

背面道

5里本江五参91番 9，400 342 
台形

住宅 W2 
中規模一般住宅、作業場等が混在 北6m

水道、下水 羽咋31km
[都]

1: 1. 5 する一般住宅地域 町道 (60・200)

6酒見新堂210番I 5，700 278 
ム口 1附2ノ

住宅 W2 
一般住宅のほか農地も域多いリゾー 南西11m

水道、下水 羽咋33km
[都]

1. 5: 1 トエリアに近い住宅地 町道 (60・200)

活舗兼住宅 小売唐舗、銀行等が建ち並ぶ近隣
北東6.7m

[都]
5-1 高浜町ク3番75 22，000 133 1:1 

S3 商業地域 町道 水道、下水 羽咋14km
(70・200)

南東側道

(宝達志水町)

宝達j志水
羽咋郡宝達志水町敷浪ハ 一般住宅が多い国道背後の住宅地 南6m

(県)
170番7

12，000 331 1:1 住宅 W2 
域 町道

水道、下水 敷浪700m
-1 

宅中規地模域一般住宅が建ち並ぶ既成住
北西5m

南羽咋
2荻市ヌ36番7 10，700 273 1. 5: 1 住宅 W2 町道 水道、下水

南西側道
2.3km 

3小川弐77番6 13，800 504 1 :2 住宅 W2 
一般住宅のほか農地も多い国道背 南10.5m

水道、下水 宝達270m
後の住宅地域 町道

一般住宅のほか工場、空地も見ら
南東9.5m

4免田弐55番I 11，400 362 2: 1 住宅 W2 
れる住宅地域 町道 水道、下水 免田200m

南西側道
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5-1 子補レ182番4 15，900 338 1 :5 
活舗兼住宅 小売唐舗、住宅等が混在する既成 北6.7m

水道、下水 南羽咋2km
S2 商業地域 県道

銀行、小売賠舗のほか一般住宅、
南東8m

5-2 今浜へ273番外 15，900 608 1 :3 活舗 S3 
空地も目立つ商業地域

国道 水道、下水 宝達900m
北東側道

ム口 x即u 工場、養豚場、農地が混在する工
西10m

9-1 南吉田ち2番I外 4，500 17，540 1 :2 
工場

業地域 町道 水道、下水 宝達1.3km 
北側道

(中能登 町)

中能登
一般住宅のほか工場、農地も見ら 東6.7m 能登二宮

(県)鹿島郡中能登町徳前む4番I 8，000 553 1 :2 住宅 W2 
れる住宅地域 町道

水道、下水
1km -1 

中規模住宅が多い j R駅に近い区
東6m

2良川お22番10 11，800 173 1: 1. 5 住宅 W2 
画整然とした住宅地域

町道 水道、下水 良)11200m
南側道

3能登部下四四I番17 14，100 372 1: 1. 5 住宅 W2 
一般住宅が建ち並ぶ区画整然とし 北西7m

水道、下水
能登部

た住宅地域 町道 780m 

j R駅に近い中規模一般住宅のほ
北西4.5m

4金丸文を2番7 7，700 297 1: 1. 5 住宅 W2 町道 水道、下水 金丸250m
か農地も見られる住宅地峨

北東側道

5小竹ノ4番 7，100 363 1: 1. 5 住宅 W2 
農地も見られる県道背後の農家住 南東4.3m

水道、下水 良)112.9km
宅地域 町道

ム口 1附2ノ 府舗兼住宅 小売賠舗、営業所等が混在する県
南東14m

5-1 末坂壱080番5外 12，400 372 県道 水道、下水 良)111.5km 
1 :2. 5 W2 道沿いの路線商業地域

北東側道

5-2 能登部上ヲ118番3 12，400 117 
ム口 x即u 活舗兼住宅 活舗のほか一般住宅も見られる県 南東10m

水道、下水
能登部

1 :2 W2 道沿いの商業地域 県道 400m 

ム口 1附2ノ 国道沿いに低層庖舗が集積する路
南東21m

5-3 最勝講る46番I外 16，000 1，724 1. 5: 1 活舗 SI 
線商業地域

国道 水道、下水 良)111.7km 
北側道

工場兼事務 繊維工場、配送センタ一等がある
北東10m

能登部
9-1 久江ク17番2 4，800 11，233 1:1 

所 S2 小規模工業団地 町道 水道 2.4km 
北西側道

(穴水町)

穴水
鳳球郡穴水町字大町ハ63番 ム口 x即u 一般住宅等が建ち並ぶ中心部の既 北東4.5m [都]1住居

(県)
12外

23，300 254 
1 :2 

住宅 W2 
成住宅地域 町道

水道、下水 穴水450m
(60・200)

-1 

2字由比ケ丘は28番 11，200 222 1: 1. 5 住宅 W2 一般住宅が多い高台の住宅地域
西4.5m

水道、下水 穴水1.9km 
[都]

町道 (60・200)

5-1 字大町は24番 28，900 256 1 :2 
活舗兼住宅 飲食唐舗、唐舗兼住宅等が建ち並 北東12m

水道、下水 穴水80m
[都]商業

W2 ぶ駅前の商業地域 町道 (80・400)

工場、居舗
工場、営業所、活舗等が混在する 北西10m [都]準工

5-2 字鵜島ハ19番外 21，200 1，476 4.5: 1 兼事務所
国道沿いの路線商業地域 国道

水道、下水 穴水650m
(60・200)

SI 

(能登町)

能登
鳳珠郡能登町字宇出津井字 小規模一般住宅が建ち並ぶ港に近 南西8.4m [都]

(県)
27番I

16，900 691 1 :2. 5 住宅 W2F1B 
い住宅地域 町道

水道、下水 穴水31km
(70・200)

-1 

2字鵜川弐O字35番5 8，700 281 1 :3 住宅 W2 
一般住宅のほか小売庖舗も見られ 南西6.8m

水道 穴水22km
る既成住宅地域 町道

3字上町ほ部49番 8，100 613 2: 1 住宅 W2 
活舗、倉庫等も見られる県道沿い 北東11m

水道、下水 穴水28km
の農村住宅地域 県道

一般住宅、唐舗等が混在する既成
南西5m

[都]
4字松波壱O字69番 13，300 466 1 :3 住宅 W2 

住宅地域 町道 水道、下水 穴水42km
(70・200)

背面道

5字小木壱参字55番 12，300 132 1 :2. 5 住 宅 問
小木港に近接する旧来の住宅が建 北4.7m

水道、下水 穴水40km
[都]

ち並ぶ一般住宅地域 町道 (70・200)

5-1 字宇出津ム字10番I 26，500 204 1: 1. 2 
活舗兼住宅 小売唐舗、金融機関等が混在する 東6.8m

水道、下水 穴水31km
[都]

W2 県道沿いの既成商業地域 県道 (70・200)

5-2 字柳田仁部75番7外 14，200 342 1 :2 活舗 S2 
県道沿いに銀行、小売底舗、飲食 南西7m

水道、下水 穴水30km
活が集まる商業地域 県道

5-3 字松波壱O字26番I 20，000 232 
ム口 x即u 活舗兼住宅 銀行、小売唐舗等が建ち並ぶ既成 北西6.8m

水道、下水 穴水41km
[都]

1 :2. 5 W2 商業地域 町道 (70・200)

※印は、地価公示の標準地(価格判定の基準日 平成 28年 1月 1日)と同一地点である基準地である。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 交通接近条件 (8) (9) 

基準地の10
基準地か

基準地 アーノレ当た
基準地 基準地の

基準地の周辺の土地の利用
ら拠出地 拠出地点

最寄の駅 最寄の集落
基準地の所在及び地番 の面積 利用の 点までの の道路の 公法上の 地域の

番号 りの価格 の 現況 及び距離 及び距離 規制
(円)

(rr1) 現 況 拠出方法 状況
特性

距離

石川 金沢市北方町タ 10番1
用材林地

標高100m約30度の西向き傾
林道隣接 北方町 「都計外J

林 1
270，000 3，709 

(杉)
斜の地域で杉、雑木等の混 林道3.6m 金沢15km 農村林地
在林地 Om 1. 2km 「地森計J

11 
小松市長谷町ナ15番13

雑木林地 周辺にゴノレア場等が開発さ
公道隣接 小松 長谷町 「都計外J 都市近郊

590，000 1，444 れた標高80mの丘陵状の自 市道3m
林 2 (クヌギ)

然林地域
Om 7.3km 1. 2km 「地森計」 林地
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11 
用材林地 標高150m約30度の東向き傾

林道隣接 三井町興徳 「都計外J 林業本場
林 3

輪島市三井町興徳寺九14番 58，000 928 (杉、あ 斜の地域で杉及びあての人
Om 

林道3m 穴水13km
寺400m 「地森計J 林地

て) 工林地域

11 用材林地
標高100m約20度の北東向き

林道隣接 「調区J 都市近郊
林 4

金沢市三小牛町壱六字5番1 960，000 2，085 
(杉、竹)

傾斜地の杉及び竹林の人工
Om 

林道知 金沢10km 別所70口m
「地森計J 林地

林地域

11 
用材・雑

35~45年生の松及び雑木が 集材機 「都計外J鳳珠郡穴水町字岩車壱012番 140，000 19，063 木林地 私道知 穴水13km 岩車1.5km 農村林地
林 5

(松)
混在する自然林地域 200m 「地森計J

11 
用材・雑 標高70口m約30度の西向き傾

林道隣接 「都計外J 山村奥地
白山市白峰八号49番l外 18，500 3，169 木林地 斜で杉及び雑木の人工林地 林道知 鶴来40km 堂/森lkm

林 6
(杉) 域 Om 「地森計J 林地

(3) 地価公示の標準地と同一地点である基準地 (価格欄上段地価調査、下段地価公示()内)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

基準地につ 基準地の
基準地に係

基準地の 1 いての水 鉄道その
基準地

基準地の所在及び地番 平方メート
基準地

基準地
基準地の

基準地の周辺の土地の利用
基準地の

道、ガス供 他の主要
る都市計画

(標準地) の面積 利 用 の 前面道路 法その他法
番号 並びに住居表示 ノレ当たりの

(rr1) の形状
現況

の 現 況 の状況
給施設及び な交通施

令の制限で
価格(円) 下水道の整 設との接

主要なもの
備の状況 近の状況

金沢(県)
146，000 

-33 
金沢市彦三町1丁目613番 一般住宅の中にマンションも見ら 南7.4m 水道、ガス、 金沢

I住居
--------

「彦三町1-14-27J
-・・・・・・・-- 218 1 :2.5 住宅 W2

れる住宅地域 市道 下水 1. 2km 
(60・200)

(金沢 2) (143，000) 
準防、高度

金沢(県)
111，000 

-34 I中専
--------緑がli236番

-・・・・・・・-- 130 1 :3 住宅 W2
般住宅、アパート等が混在する 北西6.8m 水道、ガス、

金沢5km (60・200)
「緑が正12-14J 既成住宅地域 市道 下水

高度
(金沢 7) (111，000) 

金沢(県)
67，000 

35 中規模般住宅が多い閑静な住宅 南6m 水道、ガス、 金沢 I低専
光が正2丁目24番 214 1:1 住宅 W2 地域 市道 下水 7.8km (60・100)

(金沢 37) (67，000) 

金沢(県)
51，000 

-36 
中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の 北東6m 森本

I住居
--------金市町イ5番20 -・・・・・・・-- 165 1: 1. 5 住宅 W2

住宅地域 市道
水道、下水

1. 3km 
(60・200)

(金沢 l6) (51，000) 
高度

金沢(県)
325，000 

5-4 北東19m 商業
--------片町2丁目600番2外

-・・・・・・・-- 187 1: 1. 2 庖舗 S9F1B 
高層の飲食庖ピノレが建ち並ぶ繁華

市道
水道、ガス、 金沢

(80・600)
「片町2-24-11J な商業地域

北西側道
下水 2.3km 

防火、高度(金択5-14) (308，000) 

金沢(県)
685，000 

5-11 
香林坊2丁目63番I

庖舗、事務
複合商業ピノレ等が連たんする中心

東22m
水道、ガス、

商業
-------- -・・・・・・・-- 1，063 1: 1. 5 所兼共同住 国道 金沢2km (80・600)

「香林坊2-4-3J
宅配14

部の商業地域
三方路

下水
防火、高度(金沢5-29) (650，000) 

金沢(県)
76，500 

5-19 
中低層の唐舗、事務所等が建ち並 北東2伽 金沢

近商
--------入江2丁目50番 -・・・・・・・-- 342 1: 1. 5 底舗 S3 

ぶ路線商業地域 県道
水道、下水

2.8km 
(80・200)

(金択5-17) (77，500) 
高度

金沢(県)
180，000 

5-20 
大手町177番外 庖舗兼事務 唐舗、事務所等が建ち並ぶ市中央 東13m 水道、ガス、 金沢

商業

「大手町15-22J
235 1: 1. 2 

所 RC4 の商業地域 市道 下水 1. 8km 
(80・400)

(金択5-10) (163，000) 
準防、高度

金沢(県)
495，000 

5-21 
広岡1丁目 112番外 事務所 中高層の事務所、庖舗が多い駅に 北西25m 水道、ガス、

商業
-------- -・・・・・・・-- 746 1:1 金沢320m (80・600)

「広岡1-1-18J S10F1B 近い商業地域 県道 下水
防火(金択5-13) (450，000) 

金沢(県)
820，000 

5-29 
本町2丁目571番I外 不整形 ホテル 再開発ピノレ、高層ホテノレも存する

北東35m
水道、ガス、

商業
--------

「本町2-16-16J
-・・・・・・・-- 865 

2: 1 SRCllF1B 駅前商業地域
県道

下水
金沢250m (80・600)

(金沢5-4) (770，000) 
三方路 防火、高度

小松(県)
30，300 -10 

中規模 般住域宅が多い区画整然と 東7.2m 水道、ガス、 I住居
小松市美原町56番 171 1: 1. 5 住宅 W2

した住宅地 市道 下水 明峰lkm
(60・200)

(小松 2) (30，300) 

小松(県)
44，900 

-11 
中小規模住宅等が建ち並ぶ中心部 西7.4m 水道、ガス、

2住居
--------殿町2丁目32番 -・・・・・・・-- 189 1 :2 住宅 W2

の既成住宅地域 市道 下水
小松lkm (60・200)

(小松 3) (45，200) 
準防

小松(県)
47，800 

5-4 
銀行、活舗併用住宅等が建ち並ぶ 東10.9m 水道、ガス、

近商
--------龍助町32番外 -・・・・・・・-- 323 1 :3.5 庖舗 RC2 

既成商業地域 市道 下水
小松400m (80・300)

VI、松5-2) (48， 700) 
準防
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