
石 川 県

水管理・国土保全局



令和２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 742　 白山
はくさん

市
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 2,629　 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２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

犀川 犀川 事業間連携河川事業 1,250　 金沢市
かなざわし

犀川 高橋川 事業間連携河川事業 260　 金沢市
かなざわし

、野々市市
の の い ち し

犀川 木曳川 事業間連携河川事業 75　 金沢市
かなざわし

大野川 大野川 事業間連携河川事業 200　 金沢市
かなざわし

大野川 森下川 事業間連携河川事業 406　 金沢市
かなざわし

大野川 弓取川 事業間連携河川事業 72　 金沢市
かなざわし

大野川 大宮川 事業間連携河川事業 123　 金沢市
かなざわし

新堀川 動橋川 事業間連携河川事業 320　 加賀市
か が し

米町川 米町川 大規模特定河川事業 100　 志賀町
し か ま ち



令和２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 315
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 278
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 16
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 338
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 365
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 7
てどりがわ おぞがわ おぞがわだいさん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 14
てどりがわ おぞがわ なかやまこたに 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 中山小谷砂防堰堤 白山市 尾添 砂防堰堤工 34

合計 ８箇所 1,367

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



令和2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 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 890

１箇所 890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）

大規模特定 てどりがわ ごせがわ はくさんし やわたまち さぼうえんていこう

砂防等事業 手取川 後世川 白山市 八幡町 砂防堰堤工 60

小計 1箇所 60

大規模更新 てどりがわ おおすぎだにがわいちごう はくさんし しらみね えんていかいりょうこう

砂防等事業 手取川 大杉谷川１号 白山市 白峰 堰堤改良工 60
てどりがわ おおすぎだにがわはちごう はくさんし しらみね えんていかいりょうこう

手取川 大杉谷川８号 白山市 白峰 堰堤改良工 20
てどりがわ びょうどうじがわごごう はくさんし ひよしまち えんていかいりょうこう

手取川 平等寺川５号 白山市 日吉町 堰堤改良工 20

小計 3箇所 100

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 85
てどりがわ 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 80
てどりがわ ごうづうらたに はくさんし かわちまちごうづ さぼうえんていこう

手取川 江津裏谷 白山市 河内町江津 砂防堰堤工 30
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

犀川 高尾川 金沢市 高尾町 砂防堰堤工 100
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

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　1/4）

事業区分 所在地水系名 渓流名



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 とぎがわ こえぞえざわ はくいぐん しかまち えぞえ さぼうえんていこう

砂防等事業 富来川 小江添沢 羽咋郡 志賀町 江添 砂防堰堤工 56
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 60
おまたがわ くのぎにごう 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 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 80
かわらだがわ 　　　　　　やちがわ わじまし よこじまち さぼうえんていこう

河原田川 きだん谷地川 輪島市 横地町 砂防堰堤工 30
はなみにごう ほうすぐん のとちょう はなみ さぼうえんていこう

その他 波並２号 鳳珠郡 能登町 波並 砂防堰堤工 80
どぐちがわにごう 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 50

小計 12箇所 776

16箇所 936合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 ひがしやまなか すずし ひがしやまなか よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 東山中 珠洲市 東山中 横ボーリング工 60

小計 1箇所 60

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 80
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 10

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 40

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 70

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 40
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 65

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 50
どろのき すずし ほうりゅうまちおおまちどろのき よこ　　　　　　　　　　　こう

泥ノ木 珠洲市 宝立町大町泥木 横ボーリング工 40

まうら すずし まうらまち よこ　　　　　　　　　　　こう

真浦 珠洲市 真浦町 横ボーリング工 20

すざき すずし おりとまち よこ　　　　　　　　　　　こう

洲崎 珠洲市 折戸町 横ボーリング工 20

小計 10箇所 435

11箇所 495合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　3/4）

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）

大規模更新 ふくら はくいぐん しかまち ふくらこう のりわくこう

砂防等事業 福浦 羽咋郡 志賀町 福浦港 法枠工 27

ひめさんごう ほうすぐん のとちょう ひめ のりわくこう

姫３号 鳳珠郡 能登町 姫 法枠工 83

小計 2箇所 110

事業間連携 びら ほうすぐん あなみずまち びら まちうけようへきこう

砂防等事業 比良 鳳珠郡 穴水町 比良 待受擁壁工 16

すぎひらさんごう わじまし すぎひらまち まちうけようへきこう

杉平３号 輪島市 杉平町 待受擁壁工 4

まわたり すずし ほうりゅうまちまわたり まちうけようへきこう

馬渡 珠洲市 宝立町馬渡 待受擁壁工 51
まうらにごう すずし まうらまち のりわくこう

真浦２号 珠洲市 真浦町 法枠工 38

すずあかがみ すずし まつなぎまち まちうけようへきこう

珠洲赤神 珠洲市 馬緤町 待受擁壁工 19

小計 5箇所 128

7箇所 238
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（石川県　4/4）

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）

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

933

石川県　計 933

令和２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）

事　業　名 海岸名 市町村名 備考事業費



石川県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

動橋川流域治水対策河川事
業

120,000 85,000

柴山潟流域治水対策河川事
業

35,000

犀川広域河川改修事業 60,000

高橋川広域河川改修事業 15,000

安原川広域河川改修事業 400,000 141,000

大野川広域河川改修事業 75,000

森下川広域河川改修事業 190,000

御祓川広域河川改修事業 110,000 110,000

熊木川広域河川改修事業 415,000 25,000

米町川広域河川改修事業 218,000 100,000

犀川特定構造物改築事業（三
ケ用水堰）

15,000

犀川特定構造物改築事業（犀
川転倒堰）

14,000

新大徳川特定構造物改築事
業（新大徳川防潮水門）

18,000

浅野川特定構造物改築事業
（浅野川放水路取水門）

5,500

ハザードマップの作成（金沢
市）

金沢市 2,500

ハザードマップの作成（白山
市）

白山市 4,200 2,000

ハザードマップの作成（野々市
市）

野々市市 800

八ヶ川ダム堰堤改良事業 13,650

内川ダム堰堤改良事業 9,850

赤瀬ダム堰堤改良事業 12,050

我谷ダム堰堤改良事業 27,650

九谷ダム堰堤改良事業 15,150

小屋ダム堰堤改良事業 7,650

犀川ダム堰堤改良事業 16,000 16,000

1,800,000 479,000

1,144,000 700,000

2,944,000 1,179,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
石川の安全・安心の確保に向けた治水対策の推進
（防災・安全）重点

小計

[一般計画]
石川の安全・安心の確保に向けた治水対策と海岸保全の推進（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

石川県

石川県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



石川県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

23,000

23,000 0

[一般計画]　石川の豊かな河川空間を活かしたかわまちづくりの推進

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



石川県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

上ノ谷通常砂防事業 5,000

山王川２号谷通常砂防事業 15,000 15,000

神谷内川２号谷通常砂防事業 5,000

鹿波２号谷通常砂防事業 5,000

真脇２号通常砂防事業 20,000

天神町２号通常砂防事業 12,500

天神町３号通常砂防事業 12,500

此木１号通常砂防事業 12,500

春日野川通常砂防事業 12,500

野々江町川通常砂防事業 12,500

山王川１号谷通常砂防事業 12,500

御所川２号谷通常砂防事業 12,500

粟津第２通常砂防事業 12,500

手取川圏域総合流域防災事業（緊急
改築）

133,100 45,000

能登圏域総合流域防災事業（緊急改
築）

180,000

梯川圏域総合流域防災事業（長寿命
化計画策定）

5,000

手取川圏域総合流域防災事業（長寿
命化計画策定）

10,000

金沢圏域総合流域防災事業（長寿命
化計画策定）

5,000

能登圏域総合流域防災事業（長寿命
化計画策定）

5,000

金沢圏域総合流域防災事業（緊急改
築）

65,000 65,000

能登圏域総合流域防災事業（緊急改
築）

97,000

神谷内4号急傾斜地崩壊対策事業 13,500

法島町1号急傾斜地崩壊対策事業 22,500

686,100 125,000

663,350 308,000

1,349,450 433,000

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費

石川県[重点計画]
石川県における総合的な土砂災害対策の推進（防
災・安全）（重点）

合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　石川県における総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）

小計

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



SP作成イメージ

石川県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

385,000 100,000

385,000 100,000

[一般計画]　石川の安全・安心の確保に向けた治水対策と海岸保全の推進（防災・安全）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



石川県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　安心ないしかわの下水道整備（防災・安全）

石川県、七尾市、小松市、輪島
市、珠洲市、加賀市、羽咋市、
かほく市、白山市、能美市、
野々市市、津幡町、内灘町、志
賀町、宝達志水町、中能登町、
穴水町、能登町

1,724,144 112,360

石川県 10,000 0

金沢市 497,500 295,200

七尾市 5,000 0

小松市 2,000 0

白山市 50,000 24,000

野々市市 10,000 0

津幡町 10,000 8,000

内灘町 7,000 0

志賀町 48,500 0

計 640,000 327,200

[一般計画]　金沢市における下水道施設の再構築及び防災・安全対策の推進 金沢市 1,454,400 129,800

3,818,544 569,360

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

[重点計画]　いしかわの災害に強い下水道整備の推進（防災・安全）（重点）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



石川県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　美しく活力のあるいしかわの水環境づくり
石川県、金沢市、かほく市、白山市、能美
市、野々市市、津幡町、内灘町、志賀町

373,400 0

石川県 5,000 0

七尾市 98,200 0

小松市 92,000 0

加賀市 80,000 0

かほく市 70,000 0

白山市 20,500 0

計 365,700 0

[重点計画]　手取川流域の広域的な汚水処理にむけた下水道整備の推進 白山市 694,600 0

1,433,700 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

計画名 事業実施主体

想定国費

合計

[重点計画]　いしかわの暮らしやすい街づくりにむけた下水道整備の推進（重点）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]


