
平成２８年　３月２２日

　１　四季を通じて人とモノの交流を促進し、安全・安心で魅力ある石川を育む道路整備

平成26年度　～　平成30年度　（5年間）

 　・観光地へのアクセス強化のための道路整備　・主要幹線道路と施設間を連絡する道路の整備　・観光地周辺の道路や町並みの整備　・冬期間においても、安心して観光できる道路除雪や雪に強い道づくりなど                        

（H26当初） （H30末）
主要観光地施設利用者数の増加率

主要観光地施設利用者数（評価時）／主要観光地施設利用者数（計画時） 100% 120%

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

1-A1 道路 一般 石川県 直接 能登町 1,400

1-A3 道路 一般 石川県 直接 七尾市 1,480

1-A5 道路 一般 石川県 直接 かほく市 2,675

1-A6 道路 一般 石川県 直接 金沢市 1,050

1-A8 道路 一般 石川県 直接 小松市 180

1-A9 道路 一般 石川県 直接 小松市 5,190

1-A10 道路 一般 石川県 直接 小松市 1,800

1-A12 道路 雪寒 石川県 直接 白山市　外 1,650

1-A13 道路 雪寒 石川県 直接 七尾市　外 4,725

1-A14 道路 雪寒 石川県 直接 白山市　外 315

1-A15 道路 雪寒 石川県 直接 七尾市　外 945

1-A16 道路 一般 石川県 直接 志賀町ほか 600

1-A17 道路 一般 石川県 直接 珠洲市ほか 50

1-A18 道路 一般 石川県 直接 能登町ほか 50

1-A19 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 340

1-A20 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 200

1-A21 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 111

1-A22 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 22

1-A23 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 531

1-A24 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 10

1-A25 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 430

1-A26 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 6

1-A27 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 10

1-A28 道路 雪寒 金沢市 直接 金沢市 10

1-A29 道路 雪寒 金沢市 直接 金沢市 495

1-A30 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 156

1-A31 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 100

1-A32 道路 雪寒 七尾市 直接 七尾市 141

1-A33 道路 雪寒 小松市 直接 小松市 210

1-A34 道路 一般 小松市 直接 小松市 1,370

1-A35 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 90

1-A36 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 80

(国)４１６号　新保道路

当初現況値

(国)１５７号　外

(主)七尾輪島線　外

(国)１５７号　外

(主)七尾輪島線　外

道路除雪　L=1780km

除雪機械購入

現道拡幅　L=1.73km

小松市

輪島市

輪島市 舗装補修　L=2.8km

(市)浮柳串茶屋線外

(市)幸町八幡線　吉竹町～八幡

(市)気勝平５号線　小伊勢町

(市)錦川１号線外　河井町外

現道拡幅　L=1.25km

バイパス　L=0.3km

金沢市 路肩拡幅　L=9.66km

七尾市 雪寒指定延長L=146.3km(市)徳田１号線外

大豆田・長土塀地区(市)準幹線514号本町・白菊線　三谷産業～中央小学校

(市)本多町２丁目線外８路線　本多町外

小松市 雪寒指定延長L=449.5km

計画の目標

別紙５－１

社会資本総合整備計画
計画の名称

計画の期間 交付対象

重点計画の該当

北陸新幹線金沢開業に伴い、金沢を訪れる観光客を四季を通じて、安全・安心に石川県の魅力ある観光地や地元の観光拠点施設などを回ることが出来るよう、きめ細やかな道路整備を進める。観光地などを結ぶ道路の整備をすることで、移
動時間を短縮し、県内観光地での滞在時間を確保するとともに、良好な景観を形成し、魅力ある沿道景観を楽しむことができる「おもてなしのみち」づくりを推進する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

終目標値

（事業箇所）

百万円 Ｃ Ｄ 2%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

効果促進事業費の割合
百万円1,490百万円

交付対象事業

Ｂ全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 64,222百万円 Ａ 62,732百万円

・（石川中央都市圏ビジョ
ン）に基づき実施される要素
事業：金沢市、白山市、かほ
く市、野々市市、津幡町、内
灘町でのA事業全て

事業者
要素となる事業名

市町村名

石川県 道路除雪　L=410km

石川県

石川県

石川県 除雪機械購入

石川県 道路情報板　N=1式

石川県 道の駅等のリニューアル

石川県 道の駅等のリニューアル

(主)金沢田鶴浜線ほか　

(国)２４９号ほか　

(主)内浦柳田線ほか　

金沢市 バイパス整備　L=1.54km

金沢市 歩道舗装改良　L=0.77km

金沢市

金沢市

金沢市 現道拡幅　L=0.86km

金沢湯涌地区(市)土清水・上辰巳線　銚子町～上辰巳町

(市)大桑・蓮花線　大桑町～蓮花町

(市)小豆沢・平等本町線　小豆沢～平等本

(市)浅川２４号中山町線　中山町

現道拡幅　L=2.1km

金沢市 現道拡幅　L=1.06km

金沢市 ﾄﾗﾌ等浅層埋設　L=320m

金沢市 軒下・裏配線　L=370m

(市)塚崎・牧町線外11路線　牧町外

無電柱化推進事業（お堀通り　尾崎神社）

無電柱化推進事業（旧鶴来街道　六斗の広見）

全体事業費
（百万円）

石川県 バイパス　L=1.8km

石川県

金沢市 軒下・裏配線　L=420m

金沢市

バイパス　L=1.5km石川県

バイパス　L=1.0km石川県

石川県

バイパス　L=2.4km石川県

現道拡幅　L=1.58km石川県

(主)内浦柳田線　珠洲道路

(一)七尾鳥屋線　細口～西三階

現道拡幅　L=7.7km

(一)黒川横山線　東西幹線道路

バイパス L=2.40km（国）３０５号　金沢外環状道路

(一)日末村松線　浜佐美町～佐美町

(一）高塚粟津線　南加賀道路（粟津ルート）

金沢市

金沢市 雪寒指定延長L=301.4km

無電柱化推進事業（片町2丁目線）

無電柱化推進事業（菊川寺町線）

道路情報システム整備事業　金沢市内一円

(市)１級幹線１２号北間中橋線外

ﾄﾗﾌ等浅層埋設　L=200m

雪情報システム更新　N=13箇所



1-A37 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 50

1-A38 道路 雪寒 輪島市 直接 輪島市 180

1-A39 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 450

1-A40 道路 雪寒 珠洲市 直接 珠洲市 150

1-A41 道路 一般 珠洲市 直接 珠洲市 20

1-A42 道路 一般 珠洲市 直接 珠洲市 120

1-A43 道路 一般 珠洲市 直接 珠洲市 120

1-A44 道路 一般 加賀市 直接 加賀市 700

1-A45 道路 一般 加賀市 直接 橋梁架替工事　L=0.1㎞　 加賀市 182

1-A46 道路 雪寒 加賀市 直接 加賀市 210

1-A47 道路 雪寒 羽咋市 直接 羽咋市 25

1-A48 道路 雪寒 かほく市 直接 かほく市 96

1-A49 道路 雪寒 白山市 直接 白山市 600

1-A50 道路 雪寒 能美市 直接 能美市 53

1-A51 道路 一般 能美市 直接 能美市 39

1-A52 道路 雪寒 野々市市 直接 野々市市 45

1-A53 道路 雪寒 川北町 直接 川北町 25

1-A54 道路 雪寒 津幡町 直接 津幡町 112

1-A55 道路 雪寒 内灘町 直接 内灘町 45

1-A56 道路 雪寒 志賀町 直接 志賀町 45

1-A57 道路 雪寒 宝達志水町 直接 宝達志水町 90

1-A58 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 200

1-A59 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 50

1-A60 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 150

1-A61 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 50

1-A62 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 50

1-A63 道路 一般 宝達志水町 直接 宝達志水町 30

1-A64 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 300

1-A65 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 80

1-A66 道路 雪寒 中能登町 直接 中能登町 60

1-A67 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 100

1-A68 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 60

1-A69 道路 雪寒 中能登町 直接 中能登町 60

1-A70 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 200

1-A71 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 30

1-A72 道路 一般 中能登町 直接 中能登町 200

1-A73 道路 雪寒 穴水町 直接 穴水町 30

1-A74 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 30

1-A75 道路 一般 能登町 直接 能登町 250

1-A76 道路 一般 能登町 直接 能登町 170

1-A77 道路 一般 能登町 直接 能登町 100

1-A78 道路 雪寒 能登町 直接 能登町 75

1-A79 道路 一般 石川県 直接 志賀町 100

1-A80 道路 一般 石川県 直接 （一）手取川自転車道線　白山町 自転車道整備　L=0.7km 白山市 90

1-A81 道路 一般 石川県 直接 （一）松本木津線　宮丸町 バイパス　L=0.5km 白山市 95

1-A82 道路 一般 石川県 直接 （主）能都穴水線　鹿波 バイパス　L=0.94km 穴水町 940

1-A83 道路 一般 石川県 直接 加賀市 4500 P5から移行

1-A84 道路 一般 石川県 直接 加賀市 200 防災・安全から移行

1-A85 道路 一般 石川県 直接 加賀市 430 防災・安全から移行

1-A86 道路 一般 石川県 直接 小松市 440 防災・安全から移行石川県 バイパス　L=0.52km（主）小松辰口線　遊泉寺町～軽海町

石川県

石川県

石川県

石川県 バイパス　L=0.94km

（一）串加賀線　大菅波町～菅生町

（一）片山津山代線　加茂

（主）山中伊切線　塔尾町

バイパス　L=1.50km

バイパス　L=1.6km

石川県 現道拡幅　L=0.5km

石川県

石川県

（一）羽咋田鶴浜線　二所の宮

能登町 現道拡幅　L=0.40km

能登町

能登町

能登町 雪寒指定延長L=222.3km

(町)２級宇出津藤波1号線　藤波

(町)内浦長尾１号線　内浦長尾

(町)白丸２号線　白丸

（町）1級不動寺宇出津１号線外　不動寺地内外

現道拡幅　L=1.20km

現道拡幅　L=0.40km

中能登町 現道拡幅　L=1.57km

穴水町 雪寒指定延長L=70.5km

穴水町 現道拡幅L=0.29km

(町)T-１０１号線　新庄外

(町)東部中央線外

(町)川島中央線外

中能登町 路肩拡幅　L=1.0km

中能登町

中能登町

中能登町 現道拡幅　L=0.3km

(町)K１-３号線外　下井田外

(町)T-５５号線外　新庄外

(町)R-４号線 西馬場外

(町)T-５５号線　新庄外

消雪施設整備　L=0.5km

現道拡幅　L=2.0km

中能登町 現道拡幅　L=0.60km

中能登町 雪寒指定道路　L=76.9km

中能登町 舗装補修　L=3.0km

(町)KC-５７号線外　坪川外

(町)T-７号線外

(町)R-２８６号線外　能登部下外

宝達志水町 舗装補修　Ｌ=1.0㎞

宝達志水町

宝達志水町

中能登町 現道拡幅　L=1.60km

(町)麦生米出線外　今浜地内外

(町)子浦６号線外　子浦地内外

(町)宝達駅前米出線外　今浜地内外

(町)K３-２号線外　小竹外

路肩拡幅　Ｌ=1.0㎞

安全施設　Ｌ=1.0㎞

宝達志水町 新設道路　Ｌ=1.0km

宝達志水町 新設道路　Ｌ=0.5km

宝達志水町 冠水対策　Ｌ=1.5km

(町)北川尻２１号線外　北川尻地内外

(町)志雄病院線　子浦地内

(町)柳瀬敷波２号線外　柳瀬地内外

津幡町 雪寒指定延長L=148.4km

内灘町

志賀町

宝達志水町 雪寒指定延長　Ｌ=196.7km

(町)種５号線外

(町)準幹１号線外

(町)１００１号線地頭町中浜線外

(町)能登カントリー線外

雪寒指定延長L=51.4km

雪寒指定延長L=172.5km

能美市 現道拡幅　L=0.16km

野々市市 雪寒指定延長L=43.2km

川北町 雪寒指定延長L=19.4km

(市)来丸９号線　来丸町

(市)押野稲荷線外

(町)下先出・下土室線外

羽咋市 雪寒指定延長L=61.2km

かほく市

白山市

能美市 雪寒指定延長L=163.1km

(市)羽咋１４号線外

(市)高松４９号線外

(市)五器山線外

(市)木曽街道線外

雪寒指定延長L=105.2ｋｍ

雪寒指定延長L=306.7km

加賀市 現道拡幅 L=2.0㎞

加賀市

加賀市 雪寒指定延長L=232.1km

(市）C第２４８号線外　中代町外

(市）C第１０３号線　中島町

(市) A第３７５号線外

珠洲市 雪寒指定延長L=148.4km

珠洲市

珠洲市

珠洲市 新設道路　L=0.3km

(市)５６号線外

(市)３２０号線外

(市)２３６号線　三崎町寺家

(市)３５０号線　若山町上山

路肩拡幅　L=0.2km

現道拡幅　L=0.45km

輪島市 橋梁架替　N=1橋

輪島市 雪寒指定延長L=239.7km

輪島市 バイパス　L=433m

(市)金蔵１号線（風呂川橋）　金蔵

(市)駅前大平線外

(市)名舟尊利地線　名舟町



1-A87 道路 一般 石川県 直接 七尾市 136 防災・安全から移行

1-A88 道路 一般 石川県 直接 七尾市 311 防災・安全から移行

1-A89 道路 一般 石川県 直接 珠洲市 1,500 防災・安全から移行

1-A90 道路 一般 石川県 直接 能登町 450 防災・安全から移行

1-A92 道路 一般 石川県 直接 七尾市ほか 200

1-A93 街路 一般 石川県 直接 金沢市 1,400 防災・安全から移行

1-A94 街路 一般 石川県 直接 金沢市 500

1-A95 街路 一般 金沢市 直接 金沢市 6,600 防災・安全から移行

1-A96 街路 一般 金沢市 直接 金沢市 625 防災・安全から移行

1-A97 街路 一般 金沢市 直接 金沢市 1,000

1-A98 街路 一般 白山市 直接 白山市 132 防災・安全から移行

1-A99 街路 一般 野々市市 直接 野々市市 182 防災・安全から移行

1-A100 街路 一般 野々市市 直接 野々市市 733 防災・安全から移行

1-A101 街路 一般 志賀町 直接 志賀町 168

1-A102 道路 一般 能美市 直接 能美市 100

1-A103 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 434

1-A104 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 29

1-A105 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 150 防P1から移行

1-A106 道路 一般 珠洲市 直接 珠洲市 40

1-A107 道路 一般 羽咋市 直接 羽咋市 325

1-A108 道路 一般 白山市 直接 白山市 185

1-A109 道路 一般 白山市 直接 白山市 978

1-A110 道路 一般 白山市 直接 白山市 367

1-A111 道路 一般 野々市市 直接 野々市市 18

1-A112 道路 一般 白山市 直接 白山市 60

1-A113 道路 一般 石川県 直接 小松市 500

1-A114 道路 一般 石川県 直接 加賀市 1,415

1-A115 道路 一般 石川県 直接 白山市 200

1-A116 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 15

1-A117 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 61 Cから移行

1-A118 道路 一般 金沢市 直接 金沢市 172 Cから移行

1-A119 道路 一般 七尾市 直接 七尾市 386

1-A120 道路 一般 七尾市 直接 七尾市 325

1-A121 道路 一般 小松市 直接 小松市 202

1-A122 道路 一般 輪島市 直接 輪島市 37

1-A123 道路 一般 珠洲市 直接 珠洲市 40

1-A124 道路 一般 珠洲市 直接 珠洲市 50

1-A125 道路 一般 加賀市 直接 加賀市 62

1-A126 道路 一般 羽咋市 直接 羽咋市 80

1-A127 道路 一般 羽咋市 直接 羽咋市 80

1-A128 道路 一般 羽咋市 直接 羽咋市 80

1-A129 道路 一般 能美市 直接 能美市 100

1-A130 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 45

1-A131 道路 一般 能登町 直接 能登町 60

1-A132 道路 一般 能登町 直接 能登町 50

1-A133 道路 一般 能登町 直接 能登町 40

1-A134 街路 一般 石川県 直接 金沢市 300 防災・安全から移行

1-A135 街路 一般 石川県 直接 加賀市 210

1-A136 道路 一般 七尾市 直接 七尾市 224

1-A137 道路 一般 石川県 直接 穴水町 300.0

1-A138 道路 一般 石川県 直接 羽咋市 1,500

1-A139 道路 一般 白山市 直接 白山市 390.0 Cから移行

1-A140 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 70 Cから移行

1-A141 道路 一般 穴水町 直接 穴水町 135 Cから移行

合計 62,602

白山市

石川県 （国）４１５号　羽咋バイパス バイパス　L=1.1km

穴水町 曽山伊久留線ほか1路線 道の駅案内看板整備 N=24基

白山市 観光拠点施設（道の駅）整備 交通結節点整備（駐車場・駐輪場・滞留空間等）　

現道拡幅　L=1.50km(市)宮丸北安田線外１路線

金沢市 駅前ロータリー整備　L=0.10km

輪島市

輪島市

珠洲市 現道拡幅　L=0.34km

志賀町 新設道路　L=0.40km

能美市 新設道路　L=0.33km

(市)一級幹線３８号観法寺・吉原線

（市）水守5号線　水守町

(市)杉平3号線外2路線

(市)２４０号線

道路新設　L=0.1km

（都）四十万安養寺線ほか1路線

道路新設　L=0.34km

（都）高浜東部団地線

(市)岩内金剛寺線

羽咋市 （市）余喜４７号線外 路肩拡幅　L=0.95km

能美市 （市）秋常１４号線外１路線 新設道路　L=0.30km

加賀市 （都）合河片山津線 新設道路　L=0.62km

石川県 （都）鳴和三日市線 交差点改良　N=6箇所

穴水町 穴水駅前広場整備 情報発信施設整備

能登町 (町)１級上町２号線　上町 バイパス　L=0.15km

七尾市 （市）徳田303号線外2路線 現道拡幅・歩道設置　L=0.97m

野々市市

穴水町 新設道路　L=0.13km

(市)新庄南線

（町）緑ヶ丘線

現道拡幅　L=0.16km

白山市 (市)美川大浜水源地線外 歩道バリアフリー化　L=1.0km

七尾市 （市）和倉２号線 現道拡幅　L=2.00km

七尾市

（市）羽咋３号線外

石川県 （国）３０５号　長田南交差点 交差点改良　L=0.37km

石川県 （一）荒木田原町線　曽宇 バイパス　L=2.40km

能登町 (町)松波３２号線　松波 現道拡幅　L=0.15km

能登町 (町)１級宇出津９号線　宇出津 バイパス　L=0.07km

金沢市

歩道拡幅　L=0.40km

輪島市 （市）剱地山手2号線 新設道路　L=0.12km

珠洲市 （市）５０５号線 現道拡幅　L=0.30km

珠洲市 （市）６６９号線 新設道路　L=0.18km

加賀市 （市）C第92号線 橋梁架替工事　L=0.2㎞　

羽咋市

小松市 （市）今江春日神社線外 現道拡幅　L=0.35km

羽咋市

石川県

石川県 （主）穴水剱地線　大町～宇留地 現道拡幅　L=1.1km

（市）崎山鳥越線 現道拡幅　L=1.10km

（市）四十万・野々市線 橋梁架替　N=1橋

金沢市 長町景観地区外保全活用事業 街路照明整備

金沢市 森本駅東広場整備事業 駅前広場整備（賑わい創出、憩い空間）

（一）松任美川線　千代野南～宮保町 バイパス　L=0.30km

羽咋市 「（仮）道の駅　はくい」駐車場・休憩所・トイレ整備・防災施設　

白山市 現道拡幅　L=0.3㎞

白山市 現道拡幅　L=0.89㎞

道の駅整備

（市）Ｅ５１号線外

(市)横江福増東線外

野々市市 バイパス　L=1.08km

石川県 現道拡幅　L=0.32km

石川県 現道拡幅　L=0.31km

金沢市 バイパス　L=0.66km

（都）小立野線ほか２路線

（都）金沢駅港線

（都）泉野々市線（米泉）

金沢市 バイパス　L=0.20km

金沢市

白山市

野々市市 現道拡幅　L=0.49km

（都）北安江出雲線

（都）北安江出雲線（出雲）

（都）四十万安養寺線（熱野）

（都）扇が丘中央線

バイパス　L=0.32km

バイパス　L=0.15km

石川県 バイパス  L=2.00km

石川県

石川県 道路情報板　N=1式

(主)大谷狼煙飯田線　寺家バイパス

（主）宇出津町野線　小間生橋

(国)２４９号　外　

橋梁架替　L=1.0km

石川県 バイパス　L=1.03km

石川県 現道拡幅 L=0.80km

（主）庵鵜浦大田新線　山崎～鵜浦　

（一）庵鵜浦大田新線　江泊～白鳥　

（市）羽咋２０２号線外 路肩拡幅　L=0.60km



Ａ　基幹事業（市街地整備事業）

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

2-A1 街路 一般 石川県 直接 金沢市 130

合計 130

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計 0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

1-C1 施設整備 一般 石川県 直接 珠洲市 宝達志水町 400

1-C2 施設整備 一般 石川県 直接 白山市 加賀市 180

1-C3 公共交通 一般 石川県 直接 金沢市 50

1-C4 施設整備 一般 石川県 間接 珠洲市 加賀市 30

1-C5 施設整備 一般 金沢市 間接 金沢市 75

1-C6 施設整備 一般 金沢市 直接 金沢市 30

1-C7 公共交通 一般 金沢市 直接 金沢市 20

1-C8 施設整備 一般 金沢市 直接 金沢市 15

1-C9 施設整備 一般 金沢市 間接 金沢市 40

1-C10 施設整備 一般 金沢市 直接 金沢市 80

1-C11 施設整備 一般 金沢市 直接 金沢市 40

1-C12 施設整備 一般 金沢市 間接 金沢市 10

1-C13 施設整備 一般 輪島市 間接 輪島市 20

1-C14 施設整備 一般 加賀市 直接 加賀市 40

1-C15 施設整備 一般 白山市 直接 白山市 28

1-C16 施設整備 一般 白山市 直接 沿道植栽整備事業 高低木植栽N=200本 白山市 10

1-C17 施設整備 一般 野々市市 直接 野々市市 60

1-C19 施設整備 一般 野々市市 間接 野々市市 1

1-C20 施設整備 一般 穴水町 直接 穴水町 17

1-C21 施設整備 一般 穴水町 直接 穴水町 140

1-C23 活動支援 一般 能登町 間接 能登町 15

1-C24 施設整備 一般 石川県 直接 珠洲市 加賀市 20

1-C25 施設整備 一般 石川県 直接 10 防災・安全から移行

1-C28 施設整備 雪寒 輪島市 直接 輪島市 3

1-C29 施設整備 一般 珠洲市 直接 珠洲市 30 防P1から移行

1-C31 公共交通 一般 白山市 直接 白山市 44

1-C33 施設整備 一般 白山市 直接 白山市 18

1-C34 公共交通 一般 穴水町 直接 穴水町 8

1-C36 施設整備 一般 穴水町 直接 穴水町 56

合計 1,490

金沢市

金沢市

地元町会

地元団体

交通結節点公共交通運行案内板整備事業

沿道遊歩道の改築整備（拡幅及び修景舗装）
L=1.2km

除雪機械購入町会の地元負担支援
（市内　25町会に順次支援）

休憩施設　N=3棟

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

要素となる事業名
事業者 市町村名

いしかわ風景街道整備

沿道景観形成事業

コミュニティバス購入事業（更新）

観光拠点施設誘導看板整備事業

消雪装置設置の助成　

沿道遊歩道整備事業

道路除雪機械購入町会等への支援事業

観光交流施設整備事業

金沢市

金沢市

地元町会

珠洲市,加賀市,金沢市,七尾市,輪島市,羽咋市,津幡町,内灘町

地元団体

石川県

石川県

観光拠点施設眺望点視点場整備事業

沿道植栽整備事業

観光案内板設置　N=18箇所
観光拠点施設の休憩施設（視点場）の整備　N=13

沿道の街路樹整備　N=6路線

観光案内施設整備事業

穴水町

自転車駐車場整備事業

コミュニティバス購入事業

遊歩道整備事業

自転車駐車場整備　N=1箇所

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ購入　N=１台

遊歩道整備L=1,250m

白山市

積雪監視システム整備

道の駅　すずなり

コミュニティバス購入事業

駐車場整備

コミュニティバス　N=2台

沿道緑化の地元負担支援

エコサイン　N=15基

アドプトサイン設置N=16基

沿道休憩施設整備、景観に配慮した施設整備

交通実験

既存屋外広告物改修費補助

沿道のまちなみ修景に対し助成

コミュニティバス（乗車定員の拡充）　N=1台

除雪機械購入町会の地元負担支援

休息施設設置 A=600㎡

遊歩道整備L=1,150m

道路の清掃・管理ボランティア支援

道路ボランティア支援事業

公的施設におけるエコサイン整備事業

いしかわ風景街道整備

金沢都心軸交通環境改善調査

既存屋外広告物改修事業

沿道修景整備の助成

観光拠点施設整備事業

道路カメラシステム整備

白山市

穴水町

地元町会

穴水町

穴水町

加賀市

白山市

白山市

野々市市

輪島市

珠洲市

遊歩道整備事業

道路除雪機械購入町会等への支援事業

観光拠点施設案内表示　N=15基
町内区道消雪装置整備の地元負担支援
（市内　442町会に順次支援）

バス案内板・システム設置　N=22箇所

歴史まちなみに合った公的サインの整備　N=100基金沢市

金沢市 金沢都心軸渋滞緩和対策事業 駐車場整備 N=3箇所

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
（延長・面積等）

市町村名
港湾・地区名

地元町会

石川県 沿道休憩施設整備、景観に配慮した施設整備

石川県

石川県

地元

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）



番号 備考

1-C1

1-C2

1-C3

1-C4

1-C5

1-C6

1-C7

1-C8

1-C9

1-C10

1-C11

1-C12

1-C13

1-C14

1-C15

1-C16

1-C17

1-C19

1-C20

1-C21

1-C23

1-C24

1-C25

1-C28

1-C29

1-C31

1-C33

1-C34

1-C36

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

番号 備考

一体的に実施することにより期待される効果

金沢副都心の土地区画整理事業の開発事業と合わせて、当該地区に隣接する木曳野地区の沿道遊歩道を改築整備（修景舗装及び拡幅）することにより、良好な沿道景観の創出を図る。

金沢都心部の路線バスの発車情報や乗り換え情報、観光地等への地図を簡明に表示して誘導することで、観光客の利便性向上を図る。金沢都心部の路線バスの発車情報や乗り換え情報、観光地等への地図を簡明に表示して誘

金沢都心部における公共交通の利便性向上や走行及び歩行環境の改善、都心部への流入車両の抑制などを目的とした交通実験を行うことにより、公共交通の利用促進を図る。

（国）415号（1-A4）などの道路整備と併せて、沿道休憩施設の整備や景観に配慮した道路整備を行うことにより、世界農業遺産の「能登の里山里海」の風景を楽しみながら、地域住民と交流できるみちづくりを推進する。

（主）白山公園線（1-A9）などの道路整備と併せて、沿道休憩施設の整備や景観に配慮した道路整備を行うことにより、「霊峰白山、手取峡谷」の風景を楽しみながら、地域住民と交流できるみちづくりを推進する。

（町）緑ヶ丘線の道路整備と合わせて、遊歩道整備をすることで観光客に奥能登地区の美しい自然環境を感じてもらうことで、観光地としての魅力向上を図る。

（町）川島中央線外の道路整備と合わせて、広域的な交通手段を確保し、輸送量が増強された新型車両を導入することで、快適で安全な公共交通サービスの提供を図る。

歩道のバリアフリー化をはじめとした歩道改修事業と一体的に整備することにより、道路上へのはみ出し等を防ぎ、安全で安心な歩行空間の確保を図る。

「めぐーる」の運行により、鶴来地域住民の通院・買い物の足が確保され、また全市均一方式の公共交通網が形成される。結果、バスへの交通モード転換が促され、渋滞の解消、ＣＯ２の削減、交通事故の減少が期待される。

防災拠点施設でもある道の駅すずなりの駐車場不足の解消のための駐車場整備を行い、地域防災力の向上を図り、併せて能登地域の観光交流を支援し、地域の活性化を図る。

積雪状況を監視するシステムを構築することにより、的確な雪寒指定路線の除雪指示が可能となり、冬期交通の安全確保を図る。

いしかわ景観総合条例に基づく、屋外広告物規制強化に伴い、既存不適格となる広告物に対し撤去費用の一部を補助することにより、魅力ある沿道景観の早期・確実な創出を図る。

無電柱化事業と合わせて、金沢中心市街地の景観条例指定区域等のまちなみ保存のために、地権者による沿道修景（道路沿道のセットバック部の緑化等）に対し助成を行うことで、都市景観を向上させるとともに古都金沢の魅力が高まり、観光交流も促進される。

無電柱化事業外と合わせて、金沢中心市街地のまちなか歩行回廊整備計画と連携しながら、平成20年度に改訂した「公的サインマニュアル」に基づき、外国人や障害者に対しても分かりやすく、やさしい公的サインを更新・整備することで、観光客を含め誰もが安心して周遊できるまちづくりを推進し、古都金沢の観光交流の促進を図る。

市内中心部で４ルートを運行するふらっとバス（コミュニティバス）は、観光客をはじめ高齢者の移動手段として利用度が高く、輸送量が増強された新型車両を導入することで、公共交通優先の環境に優しいまちづくりが実現される。

観光客にわかりやすい統一サインに変更することで、沿道景観の保全と回遊性の向上に繋がる。

道路清掃ボランティア団体を支援（アドプトサイン設置）することにより、良好な道路環境を維持し、安全で美しい石川としての魅力向上を図る。

観光地や駅周辺等において、乱立している沿道広告物の集合化や自然素材の活用により、景観や環境に配慮した優良広告物（エコサイン）を整備し、良好な沿道景観の創出を図る。

珠洲道路の道路整備と合わせて、沿道の道路植栽ボランティア支援（ｻﾙﾋﾞｱ苗を支給）を行うことで、観光客に奥能登地区の緑豊かな環境を感じてもらい、観光地としての魅力向上を図る。

（町）川島中央線外の道路整備と合わせて、遊歩道整備をすることで観光客に奥能登地区の美しい自然環境を感じてもらうことで、観光地としての魅力向上を図る。

（町）川島中央線外の道路整備と合わせて、沿道の休息施設を整備し観光の利便性・快適性の向上を図る。

雪寒指定路線の除雪と連携し、幹線道路は大型機械で除雪を行い、通学路の歩道については地域で除雪を行っているところであるが、町内会で購入する小型除雪機械に対し助成（補助率50%、限度額30万円）を行うことで、雪害に強い地域づくりを確立するとともに、高齢化する地域の除雪活動の一助を行う。

幹線道路における、沿道の植栽整備を行うことことにより、良好な景観を創出し魅力あるまちづくりを図る。

市道沿線において、高木等の植栽による修景整備することにより、景観の向上、沿道環境の改善を図り、交流・連携のあるみちづくりを推進する。

道路整備と合せて、沿道に近接している観光拠点施設の休憩施設（視点場）を整備し、魅力的な眺望景観を積極的にＰＲするとともに、白山手取川ジオパークとの連携を図り白山市の魅力を発信していく。

(市)C第248号線外の道路整備と合わせて、観光周遊ルート案内板、誘導サイン、修景舗装を整備することにより、散策ルートとして新たな観光拠点施設への観光誘客の促進を図る。

（主）輪島浦上線等の道路整備と合わせて、沿道に休憩施設の整備をすることで能登の観光交流を支援し、地域の活性化を図る。

市域雪寒指定路線の除雪と連携し、幹線道路は大型機械で除雪を行い、地区の区道や通学路の歩道については地域で除雪を行っているところであるが、町会で購入する小型除雪機械に対し助成（補助率50%、限度額70万円）を行うことで、雪害に強い地域づくりを確立するとともに、高齢化する地域の除雪活動の一助を行う。

(市)本町・白菊線　外の雪寒事業と合わせて、連携する町会管理の区道の消雪施設の整備に対し、整備費の一部助成（補助率50%、上限20百万円）を行うことで、交通円滑化を図るとともに、高齢化する地域の雪害に対する負担を軽減する。

全体事業費
（百万円）（面積等）

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

一体的に実施することにより期待される効果



チェック欄

　１）基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

(該当するものに○）
１　国土形成計画全国計画　　２　国土形成計画広域地方計画、北海道総合開発計画又は沖縄振興計画
３　社会資本整備重点計画　　４　環境基本計画　　５　その他(以下の空欄に計画名を記載）

　１）地域の課題及び利用状況を踏まえて事業内容が検討されている。 ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）事業内容について地元の意見が繁栄されている。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）事業実施のための環境整備が図られている。 ○

③目標と事業内容の整合性等

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤地元の機運

⑥円滑な事業執行の環境

Ⅱ．計画の効果・効率性

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称： 四季を通じて人とモノの交流を促進し、安全・安心で魅力ある石川を育む
　　　　　　　　 道路整備

事業主体名：石川県、金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市
白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町
穴水町、能登町

Ⅰ．目標の妥当性

①基本方針・上位計画等との適合等

②地域等の課題への対応


