
石 川 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　河川事業（直轄・石川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

手取川 手取川 一般河川改修事業 160　 川北町
かわきたまち

梯川 梯川 一般河川改修事業 600　 小松市
こ ま つ し

手取川 手取川 河川維持修繕事業 198　 能美市
の み し

、白山市
は く さ んし

～河口
か こ う

梯川 梯川 河川維持修繕事業 120　 小松市
こ ま つ し

～河口
か こ う

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和元年度補正予算　河川事業（補助・石川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

大野川 大宮川 事業間連携河川事業 81　 金沢市
かなざわし



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（石川県 １／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てどりがわ うしくびがわ、おぞがわ てどりがわすいけいさぼうえんていほきょう はくさんし しらみね、せと、おぞう

金沢河川国道 火山砂防 手取川 牛首川、尾添川 手取川水系砂防堰堤補強 白山市 白峰、瀬戸、尾添 砂防堰堤工 390
てどりがわ うしくびがわ じんのすけだに じんのすけだにじょうりゅうさぼうえんていぐんかいちく はくさんし しらみね

手取川 牛首川 甚之助谷 甚之助谷上流砂防堰堤群改築 白山市 白峰 砂防堰堤工 210
てどりがわ おぞがわ おぞがわだいいちごうさぼうえんてい はくさんし おぞう

手取川 尾添川 尾添川第１号砂防堰堤 白山市 尾添 砂防堰堤工 140

合計 ３箇所 740

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和元年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（石川県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

じんのすけだに はくさんし しらみね はいすい　　　 　　　　こう

金沢河川国道 甚之助谷 白山市 白峰 排水トンネル工 1,200

１箇所 1,200合計

所在地

地すべり対策



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 てどりがわ よしのしたがわ はくさんし よしの さぼうえんていこう

砂防等事業 手取川 吉野下川 白山市 吉野 砂防堰堤工 20
どぐちがわ　ごう すずし おおたにまち さぼうえんていこう

その他 土口川２号 珠洲市 大谷町 砂防堰堤工 20

２箇所 40

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　1/3）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 くわじま はくさんし くわじま よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 桑島 白山市 桑島 横ボーリング工 10

１箇所 10

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　2/3）

合計

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 まうら　ごう すずし まうらまち のりめんこう

砂防等事業 真浦２号 珠洲市 真浦町 法面工 10

１箇所 10
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　3/3）

合計

事業区分 水系名 箇所名 所在地



北陸地方整備局（石川県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 石川海岸 小松市
こ ま つ し

、加賀市
か が し

512

石川県　計 512

令和元年度第１次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和元年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・石川県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

梯川 梯川 一般河川改修事業 400　 小松市
こ ま つ し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（石川県 １／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てどりがわ うしくびがわ、おぞがわ てどりがわさぼうえんていぐん はくさんし

金沢河川国道 火山砂防 手取川 牛首川、尾添川 手取川砂防堰堤群 白山市 砂防堰堤工 74

合計 １箇所 74

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



北陸地方整備局（石川県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 石川海岸 小松市
こ ま つ し

157

石川県　計 157

令和元年度　第１次補正予算（ゼロ国債）
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）


