
石 川 県

水管理・国土保全局



令和2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 303　
は く さ ん し の み し

白山市、能美市

梯川 梯川 一般河川改修事業 2,334　
こ ま つ し

小松市

手取川 手取川 河川維持修繕事業 89　
のみし はくさんし かこう

能美市、白山市～河口

梯川 梯川 河川維持修繕事業 186　
こまつし かこう

小松市～河口

（※）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

犀川 犀川 事業間連携河川事業 110　
かなざわし

金沢市

犀川 木曳川 事業間連携河川事業 15　
かなざわし

金沢市

大野川 大野川 事業間連携河川事業 120　
かなざわし

金沢市

大野川 森下川 事業間連携河川事業 100　
かなざわし

金沢市

大野川 弓取川 事業間連携河川事業 36　
かなざわし

金沢市

大野川 大宮川 事業間連携河川事業 54　
かなざわし

金沢市

米町川 米町川 大規模特定河川事業 100　
し か ま ち

志賀町



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、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、尾添 砂防堰堤工 320
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 130
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 108
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 170
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 80

合計 5 箇所 808

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（石川県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和２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 はいすいとんねるこう

金沢河川国道 甚之助谷 白山市 白峰 排水トンネル工 100

１箇所 100

所在地

地すべり対策

合計



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

砂防等事業 馬渡 珠洲市 宝立町馬渡 待受擁壁工 38

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

2箇所 76
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和２年度　第３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　1/1）

所在地事業区分 水系名 箇所名



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 白山
はくさん

市
し

、小松市
こ ま つ し

、加賀市
か が し

225

石川県　計 225

令和2年度第3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2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 200　
こ ま つ し

小松市

（※）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。



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 100

合計 1 箇所 100

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（石川県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



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
こ ま つ し か が し

小松市、加賀市 387

石川県　計 387

令和2年度第3次補正予算（ゼロ国）
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



防災・安全交付金（河川事業）

石川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

動橋川流域治水対策河川事
業

125,000

柴山潟流域治水対策河川事
業

25,000

犀川広域河川改修事業 95,000
高橋川広域河川改修事業 45,000
米町川広域河川改修事業 25,000
熊木川広域河川改修事業 110,000
御祓川広域河川改修事業 110,000
安原川広域河川改修事業 70,000
大野川広域河川改修事業 110,000
森下川広域河川改修事業 150,000
浅野川特定構造物改築事業
（浅野川放水路取水門）

27,000

我谷ダム堰堤改良事業 68,524
九谷ダム堰堤改良事業 31,960
内川ダム堰堤改良事業 22,360
赤瀬ダム堰堤改良事業 68,000
八ケ川ダム堰堤改良事業 17,320
小屋ダム堰堤改良事業 64,836

弓取川都市基盤河川改修事
業

金沢市 6,000

- 計 1,171,000

梯川圏域総合流域防災事業
（前川）

170,000

梯川圏域総合流域防災事業
（八丁川）

33,000

西川広域河川改修事業 25,000

能登圏域総合流域防災事業
（若山川）

172,000

町野川広域河川改修事業 60,000

河原田川広域河川改修事業 110,000

能登圏域総合流域防災事業 232,000

金沢圏域総合流域防災事業 242,500

手取川圏域総合流域防災事
業

12,500

梯川圏域総合流域防災事業 210,000

総合流域防災事業（情報基
盤・全圏域）

115,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

石川県

石川県の安全・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）

石川県



金沢圏域総合流域防災事業
（柳瀬川）

5,000

金沢圏域総合流域防災事業
（馬渡川）

2,000

- 計 1,389,000

2,560,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

金沢市



防災・安全交付金（砂防事業）

石川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

後世川通常砂防事業 石川県 20,000
吉野下川通常砂防事業 石川県 12,500
山王川２号谷通常砂防事業 石川県 15,000
手取川圏域総合流域防災事
業（緊急改築）

石川県 25,000

能登圏域総合流域防災事業
（緊急改築）

石川県 49,000

- 計 121,500
河合大谷通常砂防事業 石川県 12,500
クチギ谷通常砂防事業 石川県 20,000
山岸川2号通常砂防事業 石川県 20,000
金沢圏域総合流域防災事業
（大桑1号急傾斜地崩壊対策
事業）

石川県 18,000

山王2号急傾斜地崩壊対策
事業

石川県 14,250

下唐川急傾斜地崩壊対策事
業

石川県 4,750

鮭尾急傾斜地崩壊対策事業 石川県 4,750
能登圏域総合流域防災事業
（飯塚急傾斜地崩壊対策事
業）

石川県 19,000

金沢圏域総合流域防災事業
（基礎調査）

石川県 1,400

能登圏域総合流域防災事業
（基礎調査）

石川県 2,600

土砂災害安全対策支援事業
（効果促進）

石川県 2,500

- 計 119,750

241,250

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

石川県における総合的な土砂災害対策の
推進（防災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

石川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

金沢海岸侵食対策事業 石川県 40,000
七塚海岸侵食対策事業 石川県 45,000
富来海岸侵食対策事業 石川県 35,000
宝立正院海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

石川県 35,000

珠洲西海海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

石川県 10,000

穴水海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

石川県 10,000

- 計 175,000

175,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

石川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

加賀沿岸流域　大聖寺川処
理区　処理場　地震対策

石川県 42,000

加賀沿岸流域　梯川処理区
処理場　地震対策

石川県 206,000

犀川左岸流域　犀川左岸処
理区　処理場　地震対策

石川県 124,000

七尾市　七尾処理区　処理
場　地震対策

七尾市 15,050

七尾市　中島処理区　管渠
等　流域治水対策

七尾市 5,000

小松市　中央処理区　ポンプ
場　地震対策

小松市 45,500

羽咋市　羽咋処理区　管渠
等　地震対策

羽咋市 30,000

能美市　梯川処理区　管渠
等　地震対策

能美市 18,000

津幡町　津幡処理区　管渠
等　流域治水対策

津幡町 4,500

津幡町　津幡処理区　処理
場　地震対策

津幡町 247,700

内灘町　内灘処理区　ポンプ
場　流域治水対策

内灘町 4,000

内灘町　内灘処理区　処理
場　地震対策

内灘町 196,900

志賀町　西海　管渠等　地震
対策

志賀町 6,000

志賀町　西海　処理場　地震
対策

志賀町 1,000

志賀町　中央　管渠等　地震
対策

志賀町 1,000

志賀町　中央　処理場　地震
対策

志賀町 6,000

志賀町　富来　管渠等　地震
対策

志賀町 3,000

志賀町　富来　処理場　地震
対策

志賀町 4,000

志賀町　福浦　管渠等　地震
対策

志賀町 1,000

志賀町　福浦　処理場　地震
対策

志賀町 1,000

宝達志水町　今浜処理区
処理場　地震対策

宝達志水町 5,000

宝達志水町　全処理区　管
渠等　地震対策

宝達志水町 5,000

宝達志水町　全処理区　処
理場　地震対策

宝達志水町 7,000

穴水町　穴水処理区　処理
場　地震対策

穴水町 15,800

- 計 994,450

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

安心ないしかわの下水道整備（防災・安
全）



防災・安全交付金（下水道事業）

石川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

金沢市　犀川左岸処理区
管渠等　流域治水対策

金沢市 6,000

金沢市　西部処理区　管渠
等　地震対策

金沢市 24,400

金沢市　西部処理区　管渠
等　流域治水対策

金沢市 12,500

金沢市　浅野処理区　管渠
等　地震対策

金沢市 42,500

金沢市　浅野処理区　管渠
等　流域治水対策

金沢市 6,300

七尾市　和倉処理区　管渠
等　流域治水対策

七尾市 5,500

小松市　石橋川排水区　管
渠等　流域治水対策

小松市 11,500

野々市市　犀川左岸処理区
管渠等　流域治水対策

野々市市 5,000

津幡町　津幡処理区　管渠
等　地震対策

津幡町 6,000

内灘町　大根布第一排水区
管渠等　流域治水対策

内灘町 50,500

内灘町　緑台排水区　管渠
等　流域治水対策

内灘町 2,500

志賀町　千鳥ヶ浜第二排水
区　管渠等　流域治水対策

志賀町 36,700

- 計 209,400
金沢市　全処理区　管渠等
地震対策

金沢市 5,000

金沢市　全処理区　管渠等
流域治水対策

金沢市 8,000

- 計 13,000

1,216,850

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

いしかわの災害に強い下水道整備の推進
（防災・安全）（重点）

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

合計



石川県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 金沢市 35,200
- 計 35,200

35,200

令和２年度第三次補正予算　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）

美しく活力のあるいしかわの水環境づくり

合計
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない


