
■区間 ■単独箇所

川原町交差点 1 河井中央交差点

矢田郷交差点 2 和倉温泉駅前交差点

藤野北交差点 3 徳田大津インター交差点

福久交差点 4 七尾駅北交差点

福久南交差点 5 小丸山南交差点

千木北交差点 6 小丸山交差点

森本交差点 7 国分交差点

森本駅前交差点 8 高浜南交差点

南新保交差点 9 本江町交差点

諸江上丁交差点 10 猫の目交差点

大樋町交差点 11 中央町南交差点

鳴和交差点 12 杉野屋北交差点

神谷内IC 13 子浦交差点

東長江交差点 14 白尾IC口交差点

田井町交差点 15 内日角南交差点

鈴見交差点 16 浅田交差点

普正寺交差点 17 津幡駅前交差点

海浜公園口交差点 18 南中条西交差点

専光寺北交差点 19 新太田交差点

専光寺交差点 20 北間町交差点

示野中町交差点 21 近岡交差点

桜田町交差点 22 金沢森本IC口交差点

金沢駅前中央交差点 23 千木一丁目交差点

別院通り口交差点 24 田中交差点

中橋交差点 25 神谷内交差点

六枚交差点 26 小坂町交差点

白銀交差点 27 諸江交差点

むさし西交差点 28 西念交差点

むさし交差点 29 藤江交差点

博労町交差点 30 示野交差点

橋場交差点 31 畝田交差点

（むさし交差点） 32 畝田西３丁目交差点

上堤町交差点 33 桂町南交差点

香林坊交差点 34 寺中交差点

片町交差点 35 観音堂町公園口交差点

野町広小路交差点 36 赤土町交差点

増泉交差点 37 浅野本町交差点

（野町広小路交差点） 38 堀川町交差点

寺町五丁目交差点 39 二口町交差点

（増泉交差点） 40 三社交差点

泉本町交差点 41 中村町交差点

横川交差点 42 兼六園下交差点

古府交差点 43 市役所前交差点

松島北交差点 44 新神田交差点

松島町交差点 45 石引一丁目交差点

森戸一丁目交差点 46 田上小学校口交差点

御経塚北交差点 47 田上町交差点

御経塚交差点 48 泉野交差点

二日市交差点 49 有松交差点

三日市交差点 50 米泉8丁目交差点

八日市出町東交差点 51 福増町交差点

西金沢交番前交差点 52 上安原町交差点

野々市交差点 53 横宮交差点

野々市小学校前交差点 54 三馬三丁目交差点

（三日市交差点） 55 太平寺交差点

堀内北交差点 56 徳光北交差点

高尾一丁目交差点 57 五歩市南交差点

窪三丁目交差点 58 村井交差点

長坂三丁目東交差点 59 粟田五丁目交差点

大桑町南交差点 60 新庄二丁目交差点

乾東交差点 61 安養寺北交差点

乾町交差点 62 藤木町交差点

徳丸交差点 63 小柳町北交差点

徳丸南交差点 64 月橋交差点

倉光東交差点 65 美川インター交差点

倉光交差点 66 水澄町交差点

運動公園前交差点 67 美川大橋詰交差点

宮丸交差点 68 壱ツ屋交差点

広小路交差点 69 大成中央交差点

松任駅前交差点 70 上八里町交差点

西新町交差点 71 大島南交差点

八幡東交差点 72 園町交差点

八幡温泉西交差点 73 打越町交差点

沖町交差点 74 菅生交差点

日の出町交差点 75 大聖寺南町交差点

北浅井交差点 76 熊坂交差点

松山交差点

加茂交差点

加賀温泉駅東口交差点

加賀温泉駅前交差点

1
一般国道１５９号～一般国道１６０号
郡町地区～藤野町地区

区間名 箇所名 箇所名

26
（県）加賀温泉停車場線
加賀温泉駅周辺

24
一般国道３０５号
沖町地区～北浅井地区

23
一般国道８号
小松バイパス地区

2
一般国道８号
福久町地区～千木町地区

25
一般国道８号
松山町地区～加茂町地区

3
一般国道３５９号
森本駅前地区

4
一般国道８号～（県）近岡諸江線
南新保地区～諸江町地区

5
一般国道３５９号
鳴和地区

6
一般国道１５９号
金沢東部環状道路地区～鈴見台地区

7
（主）松任宇ノ気線
普正寺地区～専光寺地区

8
（県）上安原昭和町線
示野中町地区～桜田町地区

9
（主）金沢停車場線
金沢駅周辺

10
（主）金沢港線～（主）金沢停車場線
玉川町地区～武蔵町地区

11
一般国道１５９号
尾張町地区

12
一般国道１５７号
武蔵町地区～野町地区

13
（主）金沢美川小松線～（主）金沢鶴来線
増泉地区～寺町地区

14
（県）金沢停車場南線
増泉地区～横川地区

15
一般国道８号
古府地区～松島町地区

16
一般国道８号
森戸地区～三日市町地区

17
（県）倉部金沢線
八日市地区

18
一般国道１５７号
横宮地区～野々市小学校前

19

22
（県）矢作松任線～（県）三日市町松任線
西新町地区～松任駅前

一般国道１５７号
三日市町地区～野々市小学校前

20
（主）金沢小松線
窪地区～大桑地区

21
一般国道８号
乾町地区～宮丸町地区

令和５年４月現在


