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昨年 今年

【石川県内】お盆期間における国道の交通状況について（速報）

記者発表資料

平成３０年 ８月２０日
配布：石川県政記者クラブ
扱い：配布後解禁

かわはら かつみ

金沢河川国道事務所 調査第二課長 川原 克美
さいねん

住所 ： 金沢市西念４丁目２３番５号
電話 ： ０７６－２６４－９９１２（調査第二課直通）
ＦＡＸ ： ０７６－２３３－９６３１

■ 金沢河川国道事務所が管理する国道８号、国道１５９号、国道１６０号、能越自
動車道におけるお盆期間中の交通状況（速報）をお知らせします。

お問い合わせ先

■お盆期間中の天気

石川県全体

①～⑥地点の合計交通量
日交通量
（台／日）

出典：気象庁ホームページ(/：のち, |：時々または一時)

●石川県全体では？

主要６地点の合計交通量

●金沢市内では？

①国道１５９号（金沢市御所町）

●能登地方では？

②能越自動車道（穴水町川島）

③能越自動車道（七尾市麻生町）

④国道１６０号（七尾市庵町）

●加賀地方では？

⑤国道 ８号（加賀市熊坂町）

●県境付近では？

⑥富山県境 国道８号（津幡町刈安）

■ 昨年の同時期との比較
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石川県全体	昨年	今年	97380	97190	



集計シート

												能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ				加賀地域 カガ チイキ								富山県境 トヤマ ケン サカイ

				0時～24時 ジ ジ								③穴水 アナミズ				④麻生 アソウ				⑤庵 イオリ				①御所 ゴショ				②森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑦加賀 カガ				⑤西念 サイネン				参考）倶利伽羅 サンコウ クリカラ														⑧加賀 カガ

												H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30				西念 サイネン								H25		H26

				H29				H30				昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				上 ウエ		下 シタ						昨年 サクネン		今年 コトシ

				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×

				8/18		金		8/17		金		7,436		8,470		5,956		7,063		1,705		2,016		33,720		34,957		53,884								17,672		18,678		918		1,207						89,803		95,027		23,314		23,843						19,612		20,385								1/2		金		16054		×

				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199		1,511						93,921		96,106		23,284		23,384						20,801		21,326								1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605		1,630						90,513		91,564		22,365		22,061						21,208		21,791



				SUM								123,574		127,646		89,985		94,942		24,647		23,728		412,005		412,416		600,614		0		0		0		228,973		223,651		17,857		17,169		0		0		1,168,618		1,166,330		289,434		283,947		0		0		256,756		246,195

				AVERAGE（ROUND)								10,300		10,640		7,500		7,910		2,050		1,980		34,330		34,370		50,050								19,080		18,640		1,490		1,430						97,380		97,190		24,120		23,660						21,400		20,520

				差 サ				％				340		3.3%		410		5%		-70		-3%		40		0.1%										-440		-2%		-60		-4%						-190		-0%		-460		-2%						-880		-4%

				H26		第1土11/1 ダイ ド																																												0																				第1土11/1 ダイ ド		土

						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20520	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		1,207		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		1,511		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		5,531		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		1,383		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	
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				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×
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				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199		1,511						93,921		96,106		23,284		23,384						20,801		21,326								1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605		1,630						90,513		91,564		22,365		22,061						21,208		21,791
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						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20520	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		1,207		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		1,511		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		5,531		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		1,383		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1559	1562	1734	2093	2331	2251	2708	2455	1368	2016	2020	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	35957	36036	35952	34881	34316	34075	32336	34317	33720	35169	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	33388	34463	36266	36305	35733	35063	35336	34673	29647	34957	34788	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	59563	49536	48955	46980	47418	44545	45377	53657	53884	50753	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	17873	20659	19813	20441	19799	21099	19292	17979	17672	18501	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	16279	16270	17259	19953	20340	19113	19812	20476	16366	18678	19353	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	900	1589	1798	2260	2017	2080	1463	1255	918	1199	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	765	777	815	1652	2047	1638	2314	1970	843	1207	1511	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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①御所	

昨年	今年	34330	34370	



集計シート

												能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ				加賀地域 カガ チイキ								富山県境 トヤマ ケン サカイ

				0時～24時 ジ ジ								③穴水 アナミズ				④麻生 アソウ				⑤庵 イオリ				①御所 ゴショ				②森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑦加賀 カガ				⑤西念 サイネン				参考）倶利伽羅 サンコウ クリカラ														⑧加賀 カガ

												H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30				西念 サイネン								H25		H26

				H29				H30				昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				上 ウエ		下 シタ						昨年 サクネン		今年 コトシ

				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×

				8/18		金		8/17		金		7,436		8,470		5,956		7,063		1,705		2,016		33,720		34,957		53,884								17,672		18,678		918		1,207						89,803		95,027		23,314		23,843						19,612		20,385								1/2		金		16054		×

				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199		1,511						93,921		96,106		23,284		23,384						20,801		21,326								1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605		1,630						90,513		91,564		22,365		22,061						21,208		21,791



				SUM								123,574		127,646		89,985		94,942		24,647		23,728		412,005		412,416		600,614		0		0		0		228,973		223,651		17,857		17,169		0		0		1,168,618		1,166,330		289,434		283,947		0		0		256,756		246,195

				AVERAGE（ROUND)								10,300		10,640		7,500		7,910		2,050		1,980		34,330		34,370		50,050								19,080		18,640		1,490		1,430						97,380		97,190		24,120		23,660						21,400		20,520

				差 サ				％				340		3.3%		410		5%		-70		-3%		40		0.1%										-440		-2%		-60		-4%						-190		-0%		-460		-2%						-880		-4%

				H26		第1土11/1 ダイ ド																																												0																				第1土11/1 ダイ ド		土

						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20520	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		1,207		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		1,511		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		5,531		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		1,383		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1559	1562	1734	2093	2331	2251	2708	2455	1368	2016	2020	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	35957	36036	35952	34881	34316	34075	32336	34317	33720	35169	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	33388	34463	36266	36305	35733	35063	35336	34673	29647	34957	34788	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	59563	49536	48955	46980	47418	44545	45377	53657	53884	50753	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	17873	20659	19813	20441	19799	21099	19292	17979	17672	18501	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	16279	16270	17259	19953	20340	19113	19812	20476	16366	18678	19353	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	900	1589	1798	2260	2017	2080	1463	1255	918	1199	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	765	777	815	1652	2047	1638	2314	1970	843	1207	1511	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	



集計シート

												能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ				加賀地域 カガ チイキ								富山県境 トヤマ ケン サカイ

				0時～24時 ジ ジ								③穴水 アナミズ				④麻生 アソウ				⑤庵 イオリ				①御所 ゴショ				②森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑦加賀 カガ				⑤西念 サイネン				参考）倶利伽羅 サンコウ クリカラ														⑧加賀 カガ

												H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30				西念 サイネン								H25		H26

				H29				H30				昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				上 ウエ		下 シタ						昨年 サクネン		今年 コトシ

				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×

				8/18		金		8/17		金		7,436		8,470		5,956		7,063		1,705		2,016		33,720		34,957		53,884								17,672		18,678		918		1,207						89,803		95,027		23,314		23,843						19,612		20,385								1/2		金		16054		×

				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199		1,511						93,921		96,106		23,284		23,384						20,801		21,326								1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605		1,630						90,513		91,564		22,365		22,061						21,208		21,791



				SUM								123,574		127,646		89,985		94,942		24,647		23,728		412,005		412,416		600,614		0		0		0		228,973		223,651		17,857		17,169		0		0		1,168,618		1,166,330		289,434		283,947		0		0		256,756		246,195

				AVERAGE（ROUND)								10,300		10,640		7,500		7,910		2,050		1,980		34,330		34,370		50,050								19,080		18,640		1,490		1,430						97,380		97,190		24,120		23,660						21,400		20,520

				差 サ				％				340		3.3%		410		5%		-70		-3%		40		0.1%										-440		-2%		-60		-4%						-190		-0%		-460		-2%						-880		-4%

				H26		第1土11/1 ダイ ド																																												0																				第1土11/1 ダイ ド		土

						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20520	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		1,207		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		1,511		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		5,531		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		1,383		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1559	1562	1734	2093	2331	2251	2708	2455	1368	2016	2020	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	35957	36036	35952	34881	34316	34075	32336	34317	33720	35169	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	33388	34463	36266	36305	35733	35063	35336	34673	29647	34957	34788	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	59563	49536	48955	46980	47418	44545	45377	53657	53884	50753	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	17873	20659	19813	20441	19799	21099	19292	17979	17672	18501	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	16279	16270	17259	19953	20340	19113	19812	20476	16366	18678	19353	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	900	1589	1798	2260	2017	2080	1463	1255	918	1199	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	765	777	815	1652	2047	1638	2314	1970	843	1207	1511	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	



集計シート

												能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ				加賀地域 カガ チイキ								富山県境 トヤマ ケン サカイ

				0時～24時 ジ ジ								③穴水 アナミズ				④麻生 アソウ				⑤庵 イオリ				①御所 ゴショ				②森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑦加賀 カガ				⑤西念 サイネン				参考）倶利伽羅 サンコウ クリカラ														⑧加賀 カガ

												H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30				西念 サイネン								H25		H26

				H29				H30				昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				上 ウエ		下 シタ						昨年 サクネン		今年 コトシ

				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×

				8/18		金		8/17		金		7,436		8,470		5,956		7,063		1,705		2,016		33,720		34,957		53,884								17,672		18,678		918		1,207						89,803		95,027		23,314		23,843						19,612		20,385								1/2		金		16054		×

				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199		1,511						93,921		96,106		23,284		23,384						20,801		21,326								1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605		1,630						90,513		91,564		22,365		22,061						21,208		21,791



				SUM								123,574		127,646		89,985		94,942		24,647		23,728		412,005		412,416		600,614		0		0		0		228,973		223,651		17,857		17,169		0		0		1,168,618		1,166,330		289,434		283,947		0		0		256,756		246,195

				AVERAGE（ROUND)								10,300		10,640		7,500		7,910		2,050		1,980		34,330		34,370		50,050								19,080		18,640		1,490		1,430						97,380		97,190		24,120		23,660						21,400		20,520

				差 サ				％				340		3.3%		410		5%		-70		-3%		40		0.1%										-440		-2%		-60		-4%						-190		-0%		-460		-2%						-880		-4%

				H26		第1土11/1 ダイ ド																																												0																				第1土11/1 ダイ ド		土

						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20520	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		1,207		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		1,511		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		5,531		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		1,383		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1559	1562	1734	2093	2331	2251	2708	2455	1368	2016	2020	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	35957	36036	35952	34881	34316	34075	32336	34317	33720	35169	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	33388	34463	36266	36305	35733	35063	35336	34673	29647	34957	34788	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	59563	49536	48955	46980	47418	44545	45377	53657	53884	50753	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	17873	20659	19813	20441	19799	21099	19292	17979	17672	18501	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	16279	16270	17259	19953	20340	19113	19812	20476	16366	18678	19353	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	900	1589	1798	2260	2017	2080	1463	1255	918	1199	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	765	777	815	1652	2047	1638	2314	1970	843	1207	1511	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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②麻生

④御所

⑥橋爪

⑦刈安

⑧熊坂

参）脇

全体

⑤森戸

①内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間

③千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間

②白尾ＩＣランプ部
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Graph3



⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	



集計シート

												能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ				加賀地域 カガ チイキ								富山県境 トヤマ ケン サカイ

				0時～24時 ジ ジ								③穴水 アナミズ				④麻生 アソウ				⑤庵 イオリ				①御所 ゴショ				②森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑦加賀 カガ				⑤西念 サイネン				参考）倶利伽羅 サンコウ クリカラ														⑧加賀 カガ

												H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30				西念 サイネン								H25		H26

				H29				H30				昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				上 ウエ		下 シタ						昨年 サクネン		今年 コトシ

				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×

				8/18		金		8/17		金		7,436		8,470		5,956		7,063		1,705		2,016		33,720		34,957		53,884								17,672		18,678		918		1,207						89,803		95,027		23,314		23,843						19,612		20,385								1/2		金		16054		×

				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199		1,511						93,921		96,106		23,284		23,384						20,801		21,326								1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605		1,630						90,513		91,564		22,365		22,061						21,208		21,791



				SUM								123,574		127,646		89,985		94,942		24,647		23,728		412,005		412,416		600,614		0		0		0		228,973		223,651		17,857		17,169		0		0		1,168,618		1,166,330		289,434		283,947		0		0		256,756		246,195

				AVERAGE（ROUND)								10,300		10,640		7,500		7,910		2,050		1,980		34,330		34,370		50,050								19,080		18,640		1,490		1,430						97,380		97,190		24,120		23,660						21,400		20,520

				差 サ				％				340		3.3%		410		5%		-70		-3%		40		0.1%										-440		-2%		-60		-4%						-190		-0%		-460		-2%						-880		-4%

				H26		第1土11/1 ダイ ド																																												0																				第1土11/1 ダイ ド		土

						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20520	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		1,207		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		1,511		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		5,531		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		1,383		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1559	1562	1734	2093	2331	2251	2708	2455	1368	2016	2020	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	35957	36036	35952	34881	34316	34075	32336	34317	33720	35169	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	33388	34463	36266	36305	35733	35063	35336	34673	29647	34957	34788	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	59563	49536	48955	46980	47418	44545	45377	53657	53884	50753	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	17873	20659	19813	20441	19799	21099	19292	17979	17672	18501	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	16279	16270	17259	19953	20340	19113	19812	20476	16366	18678	19353	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	900	1589	1798	2260	2017	2080	1463	1255	918	1199	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	765	777	815	1652	2047	1638	2314	1970	843	1207	1511	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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④麻生	

昨年	今年	7500	7910	



集計シート

												能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ				加賀地域 カガ チイキ								富山県境 トヤマ ケン サカイ

				0時～24時 ジ ジ								③穴水 アナミズ				④麻生 アソウ				⑤庵 イオリ				①御所 ゴショ				②森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑦加賀 カガ				⑤西念 サイネン				参考）倶利伽羅 サンコウ クリカラ														⑧加賀 カガ

												H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30				西念 サイネン								H25		H26

				H29				H30				昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				上 ウエ		下 シタ						昨年 サクネン		今年 コトシ

				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×

				8/18		金		8/17		金		7,436		8,470		5,956		7,063		1,705		2,016		33,720		34,957		53,884								17,672		18,678		918		1,207						89,803		95,027		23,314		23,843						19,612		20,385								1/2		金		16054		×

				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199		1,511						93,921		96,106		23,284		23,384						20,801		21,326								1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605		1,630						90,513		91,564		22,365		22,061						21,208		21,791



				SUM								123,574		127,646		89,985		94,942		24,647		23,728		412,005		412,416		600,614		0		0		0		228,973		223,651		17,857		17,169		0		0		1,168,618		1,166,330		289,434		283,947		0		0		256,756		246,195

				AVERAGE（ROUND)								10,300		10,640		7,500		7,910		2,050		1,980		34,330		34,370		50,050								19,080		18,640		1,490		1,430						97,380		97,190		24,120		23,660						21,400		20,520

				差 サ				％				340		3.3%		410		5%		-70		-3%		40		0.1%										-440		-2%		-60		-4%						-190		-0%		-460		-2%						-880		-4%

				H26		第1土11/1 ダイ ド																																												0																				第1土11/1 ダイ ド		土

						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1430	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20520	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		1,207		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		1,511		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		5,531		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		1,383		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1559	1562	1734	2093	2331	2251	2708	2455	1368	2016	2020	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	35957	36036	35952	34881	34316	34075	32336	34317	33720	35169	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	33388	34463	36266	36305	35733	35063	35336	34673	29647	34957	34788	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	59563	49536	48955	46980	47418	44545	45377	53657	53884	50753	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	17873	20659	19813	20441	19799	21099	19292	17979	17672	18501	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	16279	16270	17259	19953	20340	19113	19812	20476	16366	18678	19353	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	900	1589	1798	2260	2017	2080	1463	1255	918	1199	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	765	777	815	1652	2047	1638	2314	1970	843	1207	1511	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12/25(水)12/26(木)12/27(金)12/28(土)12/29(日)12/30(月)12/31(火)


1/1(水)1/2(木)1/3(金)1/4(土)1/5(日)


12/24(水)12/25(木)12/26(金)12/27(土)12/28(日)12/29(月)12/30(火)12/31(水)


1/1(木)1/2(金)1/3(土)1/4(日)
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Graph1



③穴水	

昨年	今年	10300	10640	



集計シート

												能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ				加賀地域 カガ チイキ								富山県境 トヤマ ケン サカイ

				0時～24時 ジ ジ								③穴水 アナミズ				④麻生 アソウ				⑤庵 イオリ				①御所 ゴショ				②森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑦加賀 カガ				⑤西念 サイネン				参考）倶利伽羅 サンコウ クリカラ														⑧加賀 カガ

												H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30		H29		H30				西念 サイネン								H25		H26

				H29				H30				昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				上 ウエ		下 シタ						昨年 サクネン		今年 コトシ

				8/9		水		8/8		水		6,703		8,155		5,067		6,077		1,735		1,559		33,029		33,388		56,320								16,885		16,279		773		765						85,485		87,131		22,066		21,673						18,885		17,790								12/31		水		19140		19103

				8/10		木		8/9		木		7,912		7,306		5,975		5,958		1,768		1,562		35,957		34,463		59,563								17,873		16,270		900		777						93,167		87,777		23,682		22,218						19,923		17,745								1/1		木		19486		×

				8/11		金		8/10		金		10,832		8,638		8,391		6,441		2,021		1,734		36,036		36,266		49,536								20,659		17,259		1,589		815						104,933		94,062		26,994		23,724						23,191		18,935								12/26		金		19761		×

				8/12		土		8/11		土		12,336		13,518		8,849		9,073		2,444		2,093		35,952		36,305		48,955								19,813		19,953		1,798		1,652						104,424		108,048		25,030		27,106						22,320		22,111								12/27		土		18429		×

				8/13		日		8/12		日		15,525		15,151		9,973		9,775		2,561		2,331		34,881		35,733		46,980								20,441		20,340		2,260		2,047						108,491		108,082		25,110		24,752						23,051		22,500								12/28		日		16167		×

				8/14		月		8/13		月		14,911		13,241		9,265		9,189		2,514		2,251		34,316		35,063		47,418								19,799		19,113		2,017		1,638						106,381		103,280		25,576		24,423						22,233		20,966								12/29		月		14358		×

				8/15		火		8/14		火		13,338		14,379		8,979		10,007		2,465		2,708		34,075		35,336		44,545								21,099		19,812		2,080		2,314						105,018		106,667		25,062		24,425						23,736		22,027								12/30		火		14488		×

				8/16		水		8/15		水		9,775		13,128		7,335		9,420		1,989		2,455		32,336		34,673		45,377								19,292		20,476		1,463		1,970						94,365		104,042		23,638		23,890						21,621		22,777								12/31		水		11674		×

				8/17		木		8/16		木		8,040		8,132		6,496		6,583		1,972		1,368		34,317		29,647		53,657								17,979		16,366		1,255		843						92,117		84,544		23,313		22,448						20,175		17,842								1/1		木		11318		×

				8/18		金		8/17		金		7,436		8,470		5,956		7,063		1,705		2,016		33,720		34,957		53,884								17,672		18,678		918								89,803		95,027		23,314		23,843						19,612										1/2		金		16054		×

				8/19		土		8/18		土		8,319		8,835		6,775		7,726		1,873		2,020		35,169		34,788		50,753								18,501		19,353		1,199								93,921		96,106		23,284		23,384						20,801										1/3		土		18029		×

				8/20		日		8/19		日		8,447		8,693		6,924		7,630		1,600		1,631		32,217		31,797		43,626								18,960		19,752		1,605								90,513		91,564		22,365		22,061						21,208



				SUM								123,574		127,646		89,985		94,942		24,647		23,728		412,005		412,416		600,614		0		0		0		228,973		223,651		17,857		12,821		0		0		1,168,618		1,166,330		289,434		283,947		0		0		256,756		182,693

				AVERAGE（ROUND)								10,300		10,640		7,500		7,910		2,050		1,980		34,330		34,370		50,050								19,080		18,640		1,490		1,420						97,380		97,190		24,120		23,660						21,400		20,300

				差 サ				％				340		3.3%		410		5%		-70		-3%		40		0.1%										-440		-2%		-70		-5%						-190		-0%		-460		-2%						-1,100		-5%

				H26		第1土11/1 ダイ ド																																												0																				第1土11/1 ダイ ド		土

						第1日11/2 ダイ ニチ																																												0																				第1日11/2 ダイ ニチ		日

						第2土11/8 ダイ ド																																												0																				第2土11/8 ダイ ド		土

						第2日11/9 ダイ ニチ																																												0																				第2日11/9 ダイ ニチ		日

						第3土11/15 ダイ ド																																												0																				第3土11/15 ダイ ド		土

						第3日11/16 ダイ ニチ																																												0																				第3日11/16 ダイ ニチ		日

						第4土11/22 ダイ ド																																												0																				第4土11/22 ダイ ド		土

						第4日11/23 ダイ ニチ																																												0																				第4日11/23 ダイ ニチ		日

						第5土11/29 ダイ ド																																												0																				第5土11/29 ダイ ド		土

						第5日11/30 ダイ ニチ																																												0																				第5日11/30 ダイ ニチ		日

						第1土12/6 ダイ ド																																												0																				第1土12/6 ダイ ド		土

						第2日12/7 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/7 ダイ ニチ		日

						第2土12/13 ダイ ド																																												0																				第2土12/13 ダイ ド		土

						第2日12/14 ダイ ニチ																																												0																				第2日12/14 ダイ ニチ		日

						第3土12/20 ダイ ド																																												0																				第3土12/20 ダイ ド		土

						第3日12/21 ダイ ニチ																																												0																				第3日12/21 ダイ ニチ		日

				SUM										0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0

				AVERAGE（ROUND)																																																										





												①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ				⑧加賀 カガ				⑤西念 サイネン				⑦倶利伽羅 クリカラ

								H27				上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ		上り ノボ		下り クダ

								4/28		木		2,837		3,066		2,254		2,158		718		667		16,786		16,102		32,541		30,216		10,642		10,921		8,259		8,220						6,739		6,843						10,215		10,152		38,646		37,162

								4/29		金		4,678		3,543		3,603		2,839		977		959		17,659		16,423		29,246		27,955		9,301		9,737		10,312		10,416						7,607		7,626						11,159		10,743		33,986		33,214

								4/30		土		5,005		4,768		3,764		3,550		1,165		1,016		18,223		17,484		29,301		28,107		9,736		10,292		10,036		10,517						7,554		7,704						11,506		11,561		34,359		33,755

								5/1		日		5,123		5,400		4,077		3,948		1,118		1,129		17,801		17,011		26,881		26,216		8,995		9,187		10,967		11,462						8,350		8,549						12,320		12,308		31,613		31,476

								5/2		月		5,534		4,807		3,735		3,690		1,346		1,222		18,556		17,328		31,706		29,669		10,179		10,668		10,073		10,191						7,742		7,802						11,868		11,847		37,140		36,147

								5/3		火		7,312		5,931		4,903		4,630		1,318		1,398		17,753		16,925		27,845		26,841		9,344		9,755		11,083		11,729						8,684		8,882						12,520		12,444		32,253		32,034

								5/4		水		5,652		6,662		4,579		4,828		1,315		1,436		16,895		16,294		25,645		25,704		8,758		9,248		11,087		11,452						8,708		9,206						12,324		12,850		30,146		30,387

								5/5		木		4,820		6,826		4,054		4,757		1,173		1,352		17,079		16,975		26,181		25,927		8,947		9,245		10,993		11,110						8,536		9,086						11,705		12,859		30,296		30,955

								5/6		金		2,919		3,254		2,353		2,637		917		917		16,436		15,964		30,216		28,436		9,968		10,283		8,520		8,552						6,549		6,568						9,894		9,868		35,590		35,010

								5/7		土		3,319		3,239		2,562		2,607		801		764		16,626		15,836		28,614		27,086		9,197		9,495		8,674		8,804						6,553		6,407						9,717		9,574		33,249		32,490

								5/8		日		3,639		4,303		3,165		3,207		874		1,000		16,931		16,202		26,577		26,087		8,724		8,867		9,627		9,713						7,546		7,779						10,381		10,640		30,753		30,940



















③穴水	

昨年	今年	10300	10640	

石川県全体	昨年	今年	97380	97190	

⑤庵	

昨年	今年	2050	1980	

④麻生	

昨年	今年	7500	7910	

①御所	

昨年	今年	34330	34370	

⑦刈安	

昨年	今年	19080	18640	

参考）脇	

昨年	今年	1490	1420	

②森戸	

昨年	今年	50050	0	

参考）倶利伽羅	

昨年	今年	21400	20300	

⑦加賀	

昨年	今年	24120	23660	

×西念

参考）倶利伽羅

○加賀

全体



手持ち資料

								能登地方 ノト チホウ												金沢市中心部 カナザワシ チュウシンブ												富山県境 トヤマ ケン サカイ				富山県境 トヤマ ケン サカイ				福井県境 フクイ ケン サカイ				全体 ゼンタイ										のと里山海道 サトヤマ カイドウ																				全体 ゼンタイ

								①穴水 アナミズ				②麻生 アソウ				③庵 イオリ				④御所 ゴショ				⑤森戸 モリド				⑥橋爪 ハシヅメ				⑦刈安 カリヤス				参考）脇 サンコウ ワキ				⑧熊坂 クマサカ				石川県全体 イシカワケン ゼンタイ										内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間 ウチナダ シロオ アイダ				白尾ＩＣランプ部 シラオ ブ				千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間 チリハマ ヤナギダ アイダ				柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間 ヤナギダ ウワダナ ヤダ アイダ				横田ＩＣ～越の原ＩＣ間 ヨコタ コシ ハラ アイダ				里山全体 サトヤマ ゼンタイ

								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27								H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27		H25-26		H26-27

				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ				H25-26		H26-27		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ		昨年 サクネン		今年 コトシ

								ERROR:#REF!		8,155		5,975		6,077		1,768		1,559		35,957		33,388		59,563		0		0		0		17,873		16,279		900		765		0		0		93,167		87,131				41633.0		41997.0		22,210		21,531		15,302		15,338		21,383		19,786		15,294		14,953		8,254		7,411		82,443		79,019

				42124.0		42488.0		ERROR:#REF!		7,306		8,391		5,958		2,021		1,562		36,036		34,463		49,536		0		0		0		20,659		16,270		1,589		777		0		0		104,933		87,777				41634.0		41998.0		21,641		20,904		16,269		15,181		21,042		17,172		15,072		14,556		7,919		7,512		81,943		75,325

				42125.0		42489.0		ERROR:#REF!		8,638		8,849		6,441		2,444		1,734		35,952		36,266		48,955		0		0		0		19,813		17,259		1,798		815		0		0		104,424		94,062				41635.0		41999.0		20,101		20,330		15,506		14,514		19,317		19,387		13,682		13,784		6,927		6,789		75,533		74,804

				42126.0		42490.0		ERROR:#REF!		13,518		9,973		9,073		2,561		2,093		34,881		36,305		46,980		0		0		0		20,441		19,953		2,260		1,652		0		0		108,491		108,048				41636.0		42000.0		16,297		19,282		14,728		15,582		17,388		20,367		12,344		14,761		6,137		7,467		66,894		77,459

				42127.0		42491.0		ERROR:#REF!		15,151		9,265		9,775		2,514		2,331		34,316		35,733		47,418		0		0		0		19,799		20,340		2,017		2,047		0		0		106,381		108,082				41637.0		42001.0		14,979		18,359		13,631		15,995		17,540		21,903		12,710		16,370		6,626		8,881		65,486		81,508

				42128.0		42492.0		ERROR:#REF!		13,241		8,979		9,189		2,465		2,251		34,075		35,063		44,545		0		0		0		21,099		19,113		2,080		1,638		0		0		105,018		103,280				41638.0		42002.0		16,900		17,896		13,589		15,017		20,224		20,066		15,060		15,082		8,404		8,120		74,177		76,181

				42129.0		42493.0		ERROR:#REF!		14,379		7,335		10,007		1,989		2,708		32,336		35,336		45,377		0		0		0		19,292		19,812		1,463		2,314		0		0		94,365		106,667				41639.0		42003.0		15,571		17,097		14,630		15,089		19,852		20,692		14,750		15,661		8,863		8,818		73,666		77,357

				42130.0		42494.0		8,040		13,128		6,496		9,420		1,972		2,455		34,317		34,673		53,657		0		0		0		17,979		20,476		1,255		1,970		0		0		92,117		104,042				41640.0		42004.0		16,817		14,681		17,813		13,614		25,569		18,996		16,039		14,504		8,685		7,653		84,923		69,448

				42131.0		42495.0		7,436		8,132		5,956		6,583		1,705		1,368		33,720		29,647		53,884		0		0		0		17,672		16,366		918		843		0		0		89,803		84,544				41641.0		42005.0		21,877		14,209		20,470		14,809		30,703		21,080		21,187		13,025		12,503		6,825		106,740		69,948

				42132.0		42496.0		8,319		8,470		6,775		7,063		1,873		2,016		35,169		34,957		50,753		0		0		0		18,501		18,678		1,199		0		0		0		93,921		95,027				41642.0		42006.0		22,291		17,716		20,592		16,351		30,742		24,215		22,167		15,824		12,659		9,152		108,451		83,258

				42133.0		42497.0		ERROR:#REF!		8,835		ERROR:#REF!		7,726		ERROR:#REF!		2,020		ERROR:#REF!		34,788		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		19,353		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		96,106				41643.0		42007.0		19,158		17,768		17,370		16,346		24,327		23,765		17,271		16,303		10,183		9,183		88,309		83,365

				42134.0		42498.0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				41644.0		42008.0		17,160		16,779		15,876		15,422		21,495		21,523		14,888		14,808		8,609		8,500		78,028		77,032



				前半 ゼンハン				ERROR:#REF!		56,289		35,552		38,044		9,529		9,383		135,608		142,437		184,320		0		0		0		80,631		79,218		7,820		7,651		0		0		414,255		426,077				前半 ゼンハン				63,747		72,634		56,578		61,683		75,004		83,028		54,864		61,874		30,030		33,286		280,223		312,505

								ERROR:#REF!		14,072		8,888		9,511		2,382		2,346		33,902		35,609		46,080		0		0		0		20,158		19,805		1,955		1,913		0		0		103,564		106,519								15,937		18,159		14,145		15,421		18,751		20,757		13,716		15,469		7,508		8,322		70,056		78,126

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		623		7%		-37		-2%		1,707		5%										-353		-2%		-42		-2%						2,956		3%								2,222		14%		1,276		9%		2,006		11%		1,753		13%		814		11%		8,071		12%

				後半 コウハン				ERROR:#REF!		38,565		ERROR:#REF!		30,792		ERROR:#REF!		7,859		ERROR:#REF!		134,065		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		74,873		ERROR:#REF!		2,813		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		379,719				後半 コウハン				80,143		64,374		76,245		61,120		111,341		88,056		76,664		59,656		44,030		32,813		388,423		306,019

								ERROR:#REF!		9,641		ERROR:#REF!		7,698		ERROR:#REF!		1,965		ERROR:#REF!		33,516		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		18,718		ERROR:#REF!		703		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!		94,930								20,036		16,094		19,061		15,280		27,835		22,014		19,166		14,914		11,008		8,203		97,106		76,505

								ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								-3,942		-20%		-3,781		-20%		-5,821		-21%		-4,252		-22%		-2,804		-25%		-20,601		-21%







H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	8040	7436	8319	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8155	7306	8638	13518	15151	13241	14379	13128	8132	8470	8835	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	93167	104933	104424	108491	106381	105018	94365	92117	89803	93921	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	87131	87777	94062	108048	108082	103280	106667	104042	84544	95027	96106	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	22210	21641	20101	16297	14979	16900	15571	16817	21877	22291	19158	17160	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21531	20904	20330	19282	18359	17896	17097	14681	14209	17716	17768	16779	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15302	16269	15506	14728	13631	13589	14630	17813	20470	20592	17370	15876	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15338	15181	14514	15582	15995	15017	15089	13614	14809	16351	16346	15422	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	21383	21042	19317	17388	17540	20224	19852	25569	30703	30742	24327	21495	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	19786	17172	19387	20367	21903	20066	20692	18996	21080	24215	23765	21523	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	15294	15072	13682	12344	12710	15060	14750	16039	21187	22167	17271	14888	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	14953	14556	13784	14761	16370	15082	15661	14504	13025	15824	16303	14808	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	8254	7919	6927	6137	6626	8404	8863	8685	12503	12659	10183	8609	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	7411	7512	6789	7467	8881	8120	8818	7653	6825	9152	9183	8500	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	82443	81943	75533	66894	65486	74177	73666	84923	106740	108451	88309	78028	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	79019	75325	74804	77459	81508	76181	77357	69448	69948	83258	83365	77032	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	5975	8391	8849	9973	9265	8979	7335	6496	5956	6775	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	6077	5958	6441	9073	9775	9189	10007	9420	6583	7063	7726	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1768	2021	2444	2561	2514	2465	1989	1972	1705	1873	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	1559	1562	1734	2093	2331	2251	2708	2455	1368	2016	2020	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	35957	36036	35952	34881	34316	34075	32336	34317	33720	35169	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	33388	34463	36266	36305	35733	35063	35336	34673	29647	34957	34788	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	59563	49536	48955	46980	47418	44545	45377	53657	53884	50753	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	17873	20659	19813	20441	19799	21099	19292	17979	17672	18501	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	16279	16270	17259	19953	20340	19113	19812	20476	16366	18678	19353	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	900	1589	1798	2260	2017	2080	1463	1255	918	1199	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	765	777	815	1652	2047	1638	2314	1970	843	0	0	0	





H25-26	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H26-27	

H28.4.28(木)	H28.4.29(金)	H28.4.30(土)	H28.5.1(日)	H28.5.2(月)	H28.5.3(火)	H28.5.4(水)	H28.5.5(木)	H28.5.6(金)	H28.5.7(土)	H28.5.8(日)	H27.4.30(木)	H27.5.1(金)	H27.5.2(土)	H27.5.3(日)	H27.5.4(月)	H27.5.5(火)	H27.5.6(水)	H27.5.7(木)	H27.5.8(金)	H27.5.9(土)	H27.5.10(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





①穴水

③庵

②麻生

④御所

⑥橋爪

⑦刈安

⑧熊坂

参）脇

全体

⑤森戸

①内灘ＩＣ～白尾ＩＣ間

③千里浜ＩＣ～柳田ＩＣ間

②白尾ＩＣランプ部

④柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間

里山全体

⑤横田ＩＣ～越の原ＩＣ間

＋１４％
+15,762台

－２２％
－24,740台

＋１２％
+8,071台

－２１％
－20,601台



Sheet1





























image1.emf

12/25(水)12/26(木)12/27(金)12/28(土)12/29(日)12/30(月)12/31(火)


1/1(水)1/2(木)1/3(金)1/4(土)1/5(日)


12/24(水)12/25(木)12/26(金)12/27(土)12/28(日)12/29(月)12/30(火)12/31(水)


1/1(木)1/2(金)1/3(土)1/4(日)


昨年


H25


今年


H26





	スライド番号 1
	スライド番号 2

