輪島市内 道路通行制限情報 一覧
令和元年 10月21日現在
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1

市道 本町1号 線

河井町 本町 地内

・諸車通行止 8:00∼12:00
・5:00∼8:00 徐行（露天搬入・設営）
・12:00∼13:00 徐行（露天撤収・搬入）

・平成31年 4月1日
・令和 2年 3月31日

朝市 露天設営のため

2

主要地方道 輪島浦上 線

西二又町 地内

・片側交互通行 Ｌ＝135m
・（終日）

・令和元年 6月24日
・令和元年 10月31日

道路改良工事のため

3

一般県道 柏木穴水 線

三井町 洲衛 地内

・高さ制限 Ｌ＝30m
・（終日）

・令和元年 9月20日
・令和2年 2月28日

足場仮設のため

4

一般県道 柏木穴水 線

三井町 洲衛 地内

・片側交互通行 Ｌ＝200m
・（夜間）

・令和元年 9月16日
・令和2年 2月28日
・（内30日間）

足場組立解体、PC板設置のため

5

一般県道 柏木穴水 線

三井町 洲衛 地内

・片側交互通行 Ｌ＝200m
・（昼間）

・令和2年 1月10日
・令和2年 2月20日
・（内5日間）

排水管設置のため

6

主要地方道 穴水門前 線

門前町 平 地内

・片側交互通行 Ｌ＝200m
・（終日）

・令和元年 8月19日
・令和元年 11月15日

道路改良工事のため

7

市道 広江・川西（外3線） 線

町野町 広江、桶戸、鈴屋、佐野 地内

・通行止
・（昼間）

・令和元年 8月28日
・令和元年 10月31日
・（内10日間程度）

舗装本復旧工事のため

8

主要地方道 七尾輪島 線

三井町 新保 地内

・片側交互通行 Ｌ＝300m
・（終日）

・令和元年 9月2日
・令和元年 10月30日

法面工事のため

9

主要地方道 輪島浦上 線

上山町

・片側交互通行 Ｌ＝92m
・（昼間）

・令和元年 9月10日
・令和元年 12月10日

道路改良工事のため

10

市道 里１，３，４号 線

里町

通行止
・（昼間） 期間中の３～４日間

・令和元年 9月25日
・令和元年 10月31日

舗装本復旧工事のため

11

市道 鳳至・川岸 線

鳳至町 地内

・通行止 （昼間） Ｌ＝150m
・片側交互通行 （夜間）

・令和元年 10月1日
・令和元年 11月29日

河原田川改修工事のため

12

市道 重蓮1号（外3線） 線

河井町 地内

・通行止 Ｌ＝395m
・（昼間）

・令和元年 10月1日
・令和元年 11月29日

舗装本復旧工事のため

13

市道 釜屋谷・水守 線

水守町～中段町 地内

・通行止 Ｌ＝250m ・片側交互通行 Ｌ＝50m
・（昼間）

・令和元年 9月26日
・令和元年 12月25日

水道管布設替え工事のため

14

主要地方道 輪島富来 線

二俣町 地内

・片側交互通行・徐行 Ｌ＝50m
・（終日）

・令和元年 9月25日15
時
道路災害復旧工事のため
・令和元年 11月29日

15

主要地方道 輪島浦上 線

水守町 地内

・片側交互通行 Ｌ＝15m
・（昼間）

・令和元年 9月26日
・令和元年 12月25日

水道管布設工事のため

16

市道 釜屋谷7号 線

釜屋谷町 地内

・諸車通行止 Ｌ＝30m
・（昼間）

・令和元年 10月7日
・令和元年 12月28日

水道管布設工事のため

17

市道 新橋稲荷町３号（外２線） 線

鳳至町 地内

・諸車通行止 Ｌ＝30m
・（昼間）

・令和元年 10月7日
・令和元年 12月28日

水道管布設工事のため

18

市道 市ノ坂・洲衛 線

三井町 洲衛 地内

・片側交互通行 Ｌ＝70m
・（昼間）

・令和元年 10月15日
・令和元年 10月30日

安全施設設置作業のため

19

市道 市ノ瀬2号 線

市ノ瀬町 地内

・片側交互通行 Ｌ＝197m
・（昼間）

・令和元年 10月9日
・令和元年 12月31日

道路改良工事のため

20

一般国道 249号

鳳至町 地内

・片側交互通行 Ｌ＝50m
・（昼間）

・令和元年 10月7日
・令和元年 12月28日

水道管布設工事のため

21

一般国道 249号

門前町 西円山～浦上地内

・片側交互通行 Ｌ＝1200m
・（昼間）

・令和元年 10月10日
・令和元年 12月10日

トンネル修繕工事のため

22

市道 佐野1号 線

町野町 佐野 地内

・片側交互通行 Ｌ＝55m
・（昼間）

・令和元年 10月10日
・令和元年 11月25日

道路改良工事のため

23

市道 新保２号 線

三井町 新保 地内

・通行止 Ｌ＝120m
・（終日）

・令和元年 10月17日
・令和元年 12月25日

道路改良工事のため

24

市道 青葉ヶ丘１号 線

河井町 地内

・片側交互通行 Ｌ＝30m
・（昼間）

・令和元年 10月15日
・令和元年 10月26日

調査ボ-リング作業の資機材搬入のため

地内

地内
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25

主要地方道 七尾輪島 線

三井町 本江 地内

・片側交互通行 Ｌ＝200m
・（終日）

・令和元年 10月22日
・令和2年 3月10日

道路災害防除工事のため

26

主要地方道 珠洲里 線

町野町 鈴屋 地内

・片側交互通行 Ｌ＝52m
・（終日）

・令和元年 10月15日
・令和元年 12月10日

側溝布設工事のため

27

一般国道 249号

深見町 地内

・片側交互通行 Ｌ＝400m
・（昼間）

・令和元年 10月21日
・令和元年 12月27日

道路改良工事のため

28

一般国道 249号

門前町 走出 地内

・仮設歩道設置 L=20m
・（終日）
・自転車・歩行者対象

・令和元年 10月15日
・令和2年 5月4日

乗り入れ部の工事のため

29

主要地方道 輪島富来 線

滝又町 地内

・片側交互通行 Ｌ＝200m
・（昼閒）

・令和元年 10月21日
・令和元年 12月25日

道路改良工事のため

・令和元年 10月25日
・令和元年 10月31日

舗装工事のため

30

市道 下山５号 線

下山町 地内

・通行止 Ｌ＝50m
・（昼間）
・期間中の３日間程度

31

市道 小池4号 線

小池町 地内

・通行止 Ｌ＝20m
・（昼間）
・期間中の３日間程度

・令和元年 10月25日
・令和元年 10月31日

舗装工事のため

32

市道 大野1号 線

大野町 地内

・徐行 Ｌ＝26m
・（終日）

・令和元年 10月18日
・令和元年 10月31日

側溝改修工事のため
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