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２ ０ １ ７ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日 

能美市 

中日本高速道路株式会社金沢支社 

 

 

 

能美市（市長・井出
い で

敏
とし

朗
あき

）と中日本高速道路株式会社（金沢支社・石川県金沢市、支社長・久保田
く ぼ た

修
おさむ

）

が整備を進めてきましたＥ８北陸自動車道（Ｅ８北陸道）「能美
の み

根上
ねあがり

スマートインターチェンジ （スマ

ートＩＣ）」が、２０１８年３月２５日（日）１５時からご利用できることとなりましたので、お知ら

せいたします。 

能美根上スマートＩＣは、ＥＴＣ車載器搭載の全車種に対応し、２４時間ご利用いただけます。 

また、石川県内初の本線直結型スマートＩＣであるとともに、今回の開通によってＥ８北陸道が通過

する石川県内のすべての市にＩＣが整備されることになります。 

 

（１）開通日時 

２０１８年３月２５日（日） １５時 

 

（２）スマートＩＣの概要 

設 置 場 所  Ｅ８北陸道 小松ＩＣ～美川ＩＣ（所在地：石川県能美市吉原釜屋町） 

利 用 時 間  ２４時間 

出 入 方 向  全方向利用可能（福井方面、富山方面） 

利用対象車種 ＥＴＣ車載器搭載の全車種 

主なアクセス道路 市道木曽街道線 

事 業 主 体  能美市、中日本高速道路株式会社 

事 業 費 約２９億円 

※現在、能美市内における高速道路ＩＣアクセス１０分圏内の人口は約２割でしたが、スマートＩＣ

の開通により、約８割にまで改善され、高速道路利用者の利便性が大きく向上します。 

 

同時配布先 

（資料配布） 
石川県政記者クラブ 

お問合わせ先 

(マスコミ専用) 

能美市産業建設部土木課  

ＴＥＬ ０７６１－５８－２２５０（直通） 

中日本高速道路株式会社 金沢支社 広報・ＣＳチーム  

ＴＥＬ ０７６－２４０－４９３６（直通） 

 

Ｅ８北陸道 能美
の み

根上
ねあがり

スマートインターチェンジが 

２０１８年３月２５日（日）１５時に開通します。 



■位置図  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

■完成予想図 
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■期待される整備効果 

・地域産業の活性化  

 能美市には多くの企業が集積しており、製造品出荷額は石川県内の約２割を占めています。また、金沢

港を拠点とした海運や、関西・関東への輸送の約７割が北陸自動車道を利用しています。スマートＩＣの

開通により、輸送時間の短縮、輸送コストの削減が図られ、ヒト・モノの交流拡大による地域産業の活性

化に大きく貢献します。  

・高速道路利用者の利便性向上  

  小松ＩＣ～美川ＩＣのＩＣ間距離は１１．０ｋｍで、特に能美市北西部からは高速道路にアクセスし難

い状況でしたが、スマートＩＣの開通により、小松ＩＣ～能美根上スマートＩＣが６．１ｋｍ、能美根上

スマートＩＣ～美川ＩＣが４．９ｋｍとＩＣ間距離が短縮するとともに、能美市内から高速道路へのアク

セス機能が強化されます。 

・災害時ネットワークの強化  

   北陸自動車道は第１次緊急輸送道路に指定されており、災害時には避難路、救急搬送路また物資輸送路

としても、とても重要な役割を担っています。スマートＩＣの開通により、緊急輸送道路への連結が強化

され、広域的な災害時ネットワークが確保されます。 

・救急医療活動の向上 

  能美市内において、金沢市にある高度医療施設への搬送が必要となった場合、スマートＩＣから北陸自

動車道を利用することで、短時間での搬送が可能となり、救急医療活動が向上します。  

 

■事業の経緯 

地区協議会設立 ２０１２年９月２８日 

連結許可申請 ２０１５年５月２０日 

連 結 許 可 ２０１５年６月１１日 

工 事 着 手 ２０１６年６月５日（起工式・安全祈願祭開催） 

 

■スマートＩＣご利用上の注意 

・スマートＩＣは、ＥＴＣ専用です。現金・クレジットカードでのご利用はできません。また、所定の方法

で適切に取付け、セットアップされたＥＴＣ車載器を搭載していない車両はご利用できません。 

・ＥＴＣ車載器を搭載していない車両が、誤って一般道や高速道路からスマートＩＣに進入した場合、バッ

クをせずに一般道や高速道路に戻ることが可能となっており、より安全にご利用いただけます。 

・スマートＩＣでは、車が停止した状態でなければ開閉バーが開きませんので、必ず開閉バーの手前で一旦

停止して、バーが開いてから通行をお願いします。また、事前にＥＴＣ車載器に有効なＥＴＣカードが挿

入されていることを確認して下さい。 

・一旦停止後、開閉バーが開かない場合、インターホンにより係員がご案内しますので、窓を開け案内放送

を確認してください。 

・道路管理上やむを得ない場合、予告なく出入口を閉鎖することがあります。その場合は、最寄りのＩＣを

ご利用願います。 

・スマートＩＣでは、利用証明書の発行は出来ません。インターネットによるＥＴＣ利用照会サービスをご

利用下さい。また、未納金の納入などの業務は取り扱っていません。 

  



■主要ＩＣ間の料金表 

○ＥＴＣ通常料金                  （料金：円） 

道路名 ＩＣ名 
距離

（km） 
軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 

E8 北陸道 

富山 78.7 1,830 2,250 2,670 3,610 5,910 

金沢西 17.1 530 620 710 910 1,410 

美川 4.9 270 290 320 380 520 

小松 6.1 290 320 360 430 610 

加賀 27.2 740 880 1,030 1,350 2,150 

福井 58.2 1,400 1,710 2,020 2,710 4,410 

敦賀 108.8 2,430 2,990 3,560 4,840 7,950 

E41 東海北陸道 

五箇山 75.3 1,760 2,160 2,560 3,460 5,660 

白川郷 90.5 2,090 2,570 3,050 4,130 6,770 

飛騨清見 115.4 2,530 3,130 3,720 5,050 8,310 

岐阜各務原 214.2 4,090 5,080 6,060 8,270 13,600 

E17 関越道 練馬 479.3 8,170 10,100 12,100 16,600 27,600 

E1 名神高速道路 

一宮 205.5 3,960 4,910 5,860 8,000 13,200 

京都東 227.9 4,310 5,350 6,380 8,710 14,400 

吹田 264.8 4,990 6,200 7,400 10,100 16,700 

※上記は主要ＩＣとのＥＴＣ通常料金のみを表示しています。上記以外のＩＣ間の料金や割引後の料金につ

いては、ＮＥＸＣＯ中日本公式ＷＥＢサイトで改めてお知らせいたします。 

 

■ＥＴＣ割引の適用について 

割引名称 主な内容 

深夜割引 0 時～4時までの間に対象となる道路を走行。30%割引。 

平日朝夕割引 

（後日還元型） 

ＥＴＣマイレージサービスに事前登録したＥＴＣクレジットカードまたは

ＥＴＣパーソナルカードを利用し、6 時～9 時までの間、または、17 時～

20 時までの間に入口または出口料金所を通過。朝、夕それぞれ最初の 1

回に限り適用。最大 100km 走行分まで最大 50%を後日還元。 

※月毎の割引対象となる利用回数に応じ還元率を設定。無料走行分として

後日還元。 

休日割引 
土日祝日の 0～24 時の間に対象となる道路を走行。軽自動車等または普通

車のみ対象。地方部区間のみ 30%割引。 

※割引後の料金は四捨五入により 10 円単位の端数処理をおこないますので、割引率が異なる場合があ

ります。 

※各割引の適用条件やその他の割引等の詳細については、ＮＥＸＣＯ中日本公式ＷＥＢサイトをご確

認ください。 

  



■供用中のＥ８北陸道（石川県内）のスマート IC 

所在地 
箇所名 

（IC間） 

供用 

開始日 
営業時間 IC 形式 出入方向 対象車種 

石川県 

安宅スマート  

（片山津～小松） 

2009 年 

4 月 1 日 

6:00～

22:00 

（16 時間） 

ＳＡＰＡ接続型 

福井方面への

入口 

福井方面から

の出口のみ 

全車（L=12m 以下） 

徳光スマート 

（美川～白山） 

2006 年 

10 月 1日 
24 時間 ＳＡＰＡ接続型 フル方向 

米原方面への入口、新

潟方面からの出口：全

車（車長 12.0m 以下） 

米原方面からの出口、

新潟方面への入口：二

輪車、軽自動車、普通

車（車長 6.0m 以下） 

 

  



（国土交通省ＨＰより抜粋） 

 

■スマートインターチェンジとは 

スマートインターチェンジ（スマート IC）は、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、

バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジであり、通行可能な車両（料金

の支払い方法）を、ＥＴＣを搭載した車両に限定しているインターチェンジです。利用車両が限定され

ているため、簡易な料金所の設置で済み、料金徴収員が不要なため、従来の IC に比べて低コストで導

入できるなどのメリットがあります。 

 

■ＳＡＰＡ接続型とは 

スマート IC のうち、高速道路との接続箇所が、サービスエリア・パーキングエリアであるものです。 

既存の施設を活用することにより、比較的容易にアクセス路を確保することができます。 

 
 

ＳＡＰＡ接続型イメージ図 

 

 

■本線直結型とは 

スマート IC のうち、高速道路本線へ直接アクセス路を接続させるものです。サービスエリア・パー

キングエリアの存在しない箇所に設置することができます。 

 
本線直結型イメージ図 

 

 






