
石 川 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　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 639　 白山市
はくさんし

、能美市
のみし

、川北町
かわきたまち

梯川 梯川 一般河川改修事業 2,794　 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。



平成３１年度当初予算　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 大野川 事業間連携河川事業 300　 金沢市
かなざわし

大野川 森下川 事業間連携河川事業 358　 金沢市
かなざわし

大野川 弓取川 事業間連携河川事業 39　 金沢市
かなざわし

大野川 大宮川 事業間連携河川事業 246　 金沢市
かなざわし

犀川 犀川 事業間連携河川事業 1,272　 金沢市
かなざわし

犀川 木曳川 事業間連携河川事業 42　 金沢市
かなざわし

犀川 高橋川 事業間連携河川事業 460　 金沢市
かなざわし

、野々市市
の の い ち し

、白山市
は く さ ん し

新堀川 動橋川 事業間連携河川事業 270　 加賀市
か が し



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 417
てどりがわ うしくびがわ やなぎだに やなぎだにちゅうりゅうさぼうえんていぐん はくさんし しらみね

手取川 牛首川 柳谷 柳谷中流砂防堰堤群 白山市 白峰 砂防堰堤工 184
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んぷくこう はくさんし しらみね

手取川 牛首川 甚之助谷 甚之助谷上流山腹工 白山市 白峰 山腹工 84
てどりがわ うしくびがわ あかいわ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 赤岩砂防堰堤群改築 白山市 白峰 砂防堰堤工 339
てどりがわ おぞがわ なかのがわ なかのがわさぼうえんていぐんかいちく はくさんし おぞう

手取川 尾添川 中ノ川 中ノ川砂防堰堤群改築 白山市 尾添 砂防堰堤工 231
てどりがわ おぞがわ おぞがわだい３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３号砂防堰堤 白山市 尾添 砂防堰堤工 46
てどりがわ おぞがわ なかやまこたにさぼうえんてい はくさんし おぞう

手取川 尾添川 中山小谷砂防堰堤 白山市 尾添 砂防堰堤工 144

合計 ７箇所 1,446

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）



平成31年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（石川県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費

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　　　　

金沢河川国道 甚之助谷 白山市 白峰 排水トンネル工 621

１箇所 621合計

地すべり対策

所在地



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 さいがわ さいがわ　　　たかおがわ かなざわし たかおまち さぼうえんていこう

砂防等事業 犀川 犀川GB（高尾川） 金沢市 高尾町 砂防堰堤工 100
てどりかわ よしのしたがわ はくさんし よしの さぼうえんていこう

手取川 吉野下川 白山市 吉野 砂防堰堤工 100
てどりかわ みさかなか はくさんし みさかまち さぼうえんていこう

手取川 三坂中 白山市 三坂町 砂防堰堤工 20
おおのがわ ふくろいたやがわ かなざわし ふくろいたやまち さぼうえんていこう

大野川 袋板屋川 金沢市 袋板屋町 砂防堰堤工 65
とぎがわ こえぞえさわ はくいぐん しかまち えぞえ さぼうえんていこう

富来川 小江添沢 羽咋郡 志賀町 江添 砂防堰堤工 40
おまたがわ くのぎ　　ごう ほうすぐん あなみずまち くのぎ さぼうえんていこう

小又川 此木2号 鳳珠郡 穴水町 此木 砂防堰堤工 40
はなみ　ごう ほうすぐん のとちょう はなみ さぼうえんていこう

波並2号 鳳珠郡 能登町 波並 砂防堰堤工 60
かわらだがわ たくだがわ わじまし たくだまち さぼうえんていこう

河原田川 宅田川 輪島市 宅田町 砂防堰堤工 60
とぐちがわ　ごう すずし おおたにまち さぼうえんていこう

土口川2号 珠洲市 大谷町 砂防堰堤工 50
てどりかわ みさかした はくさんし みさかまち さぼうえんていこう

手取川 三坂下 白山市 三坂町 砂防堰堤工 45
はくいがわ ほんどじがわ かしまぐん なかのとまち にしばば さぼうえんていこう

羽咋川 本土寺川 鹿島郡 中能登町 西馬場 砂防堰堤工 45

１１箇所 625合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名

（石川県　1/3）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書



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 どろのき すずし ほうりゅうまち よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 泥ノ木 珠洲市 宝立町 横ボーリング工 20
くわじま はくさんし くわじま よこ　　　　　　　　　　　こう

桑島 白山市 桑島 横ボーリング工 40
まつお ななおし さわのまち よこ　　　　　　　　　　　こう

松尾 七尾市 沢野町 横ボーリング工 50
いしやすんば わじまし いしやすみばまち よこ　　　　　　　　　　　こう

石休場 輪島市 石休場町 横ボーリング工 20
なかさい ほうすぐん のとちょう なかさい よこ　　　　　　　　　　　こう

中斉 鳳珠郡 能登町 中斉 横ボーリング工 45
なかひら はくいぐん しかまち うのや よこ　　　　　　　　　　　こう

中平 羽咋郡 志賀町 鵜野屋 横ボーリング工 60
ひがしやま わじまし ひがしやままち よこ　　　　　　　　　　　こう

東山 輪島市 東山町 横ボーリング工 70
きたかわち ほうすぐん のとちょう きたかわち よこ　　　　　　　　　　　こう

北河内 鳳珠郡 能登町 北河内 横ボーリング工 20

8箇所 325合計

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（石川県　2/3）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書



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 かみむぎくち こまつし かみむぎくち ようへきこう

砂防等事業 上麦口 小松市 上麦口 擁壁工 57

びら ほうすぐん あなみずまち びら ようへきこう

比良 鳳珠郡 穴水町 比良 擁壁工 52

すぎひら　ごう わじまし すぎひらまち ようへきこう

杉平3号 輪島市 杉平町 擁壁工 27
まわたり すずし ほうりゅうまち ようへきこう

馬渡 珠洲市 宝立町 擁壁工 22
まうら　　ごう すずし まうらまち らくせきたいさくこう

真浦2号 珠洲市 真浦町 落石対策工 38

５箇所 196
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（石川県　3/3）



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

932

石川県　計 932

平成３１年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）


