


平成２９年度  石川県における事業計画（Ｈ２９.２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 負担額

2,604.000 868.000

2,604.000 868.000

一般河川改修事業 2,604.000 868.000

手取川
直轄管理区間　L=17.3km
（手取川築堤・護岸・河道掘削他）

96 201.000 67.000
湊地区　河道掘削V=6千m3、附帯一式
灯台笹地区　天端保護L=650m　等

湊地区　河道掘削、附帯（平成31年度完成予定）
舟場島地区　築堤、護岸（平成31年度完成予定）　等

0.6～2.2

梯川
直轄管理区間　L=12.2km
（梯川築堤・護岸・河道掘削他）

410 2,403.000 801.000

白江地区　護岸L=600m
白江町地区　護岸L=400m
佐々木地区　築堤L=600m、埋蔵文化財調査1式、用地A=3.0ha
国府地区　築堤L=20m、埋蔵文化財調査1式、樋管N=2基、用地
A=0.6ha、補償1式
軽海地区　用地A=2.4ha
小松地区　河道掘削V=10千m3
遊泉寺地区　用地A=0.4ha
天神地区　護岸L=160m　等

白江地区　護岸（平成32年度完成予定）
白江町地区　築堤、護岸（平成32年度完成予定）
佐々木地区　土砂置換（平成32年度完成予定）
能美地区　護岸、埋蔵文化財調査（平成32年度完成予定）
国府地区　築堤、護岸、用地、附帯（平成33年度以降完成予定）　等

2.0～21

1,627.000 542.333

砂防事業費 1,083.000 361.000

手取川水系
流域面積
A=444km2

417 1,083.000 361.000
手取川水系砂防堰堤補強、柳谷中流砂防堰堤群、甚之助谷上流
山腹工、赤岩砂防堰堤群改築、中ノ川砂防堰堤群改築
砂防設備設計、用地補償　等

手取川水系砂防堰堤補強（平成33年度以降完成予定）、柳谷中流砂
防堰堤群（平成32年度完成予定）、甚之助谷上流山腹工（平成33年
度以降完成予定）、赤岩砂防堰堤群改築（平成33年度以降完成予
定）、中ノ川砂防堰堤群改築（平成33年度以降完成予定）　等

2.8～14

地すべり対策事業費 544.000 181.333

甚之助谷地区 地すべり防止区域面積A=531ha 133 544.000 181.333 排水トンネル工　等 排水トンネル工（平成33年度以降完成予定）　等 －～8.0

807.362 269.120

海岸保全施設整備事業費 807.362 269.120

石川海岸 直轄施行区域　L=17,518m 427 807.362 269.120 小松工区　人工リーフL=110m　等 小松工区　人工リーフ（平成33年度以降完成予定）　等 2.4～8.0

250.316 83.355

河川等災害復旧費（海岸 27災） 250.316 83.355

石川海岸 人工リーフ L=150m 2.6 250.316 83.355 人工リーフ L=150m - -

5,288.678 1,762.808

（注） 「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

海岸事業

災害復旧事業

合　　　　計　

H29年度事業
進捗見込み

（億円）
備考

河川事業

河川改修費（河川都市基盤整備事業費を含む）

砂防事業

対象科目 全体事業規模
全体事業費

（億円）

H28年度当初予算（百万円）
H28年度事業内容 H29年度事業内容



平成29年度　石川県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道8号 小松バイパス L=15.6km 100 130 43
・調査設計
・舗装工

・〈調査設計〉
・〈橋梁上部工〉
・〈改良工〉

-～5億円程度

能美市大長野町～小松市八幡
L=4.6km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

小松市津波倉町～加賀市箱宮町
L=3.7km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道8号 加賀拡幅 L=6.4km 350 1,380 460
・調査設計
・用地買収
・橋梁下部工

・〈調査設計〉
・用地買収、〈公共補償〉
・改良工、〈橋梁上部工〉

7～15億円程度

加賀市松山町～加賀市加茂町
L=2.2km(4/4)
　開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道159号 七尾バイパス L=4.3km 240 20 7 ・調査設計 ・〈調査設計〉 -～1億円程度

七尾市川原町～七尾市古府町
L=1.6km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道159号 羽咋道路 L=6.7km 145 250 83
・調査設計
・用地買収
・改良工

・〈調査設計〉
・〈用地買収〉
・〈改良工〉

-～9億円程度

羽咋市四柳町～宝達志水町二口
L=6.7km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道159号 金沢東部環状道路 L=9.4km 1,250 3,340 1,113
・調査設計
・トンネル工

・〈調査設計〉
・〈改良工〉、トンネル設備工、舗装工

開通必要額
7～13億円程度

金沢市神谷内町～金沢市東長江町
L=1.8km(4/4)
平成29年度開通予定

金沢市梅田町～金沢市神谷内町
L=3.9km(4/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道470号 輪島道路（Ⅱ期） L=6.8km 300 740 247
・調査設計
・用地買収

・〈調査設計〉
・〈用地買収〉
・〈改良工〉

-～13億円程度

（仮称）輪島IC～（仮称）三井IC
L=6.8km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道470号 輪島道路 L=4.7km 190 2,240 747
・調査設計
・公共補償
・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工

・〈調査設計〉
・〈公共補償〉
・改良工、〈橋梁下部工〉、〈橋梁上部工〉

5～26億円程度

（仮称）三井IC～のと里山空港IC
L=4.7km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

H２９年度予定事業内容 H２９年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
H２８年度当初

H２８年度事業内容



平成29年度　石川県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金
H２９年度予定事業内容 H２９年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模

H２８年度当初
H２８年度事業内容

国道470号 田鶴浜七尾道路 L=3.4km 95 100 33 ・調査設計 ・〈調査設計〉 -～3億円程度

（仮称）病院西IC～七尾IC
L=3.4km(2/4)
　開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

計 8,200 2,733 残事業費:約962億円

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注）Ｈ２９年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注）備考欄の残事業費は、平成28年度補正投入時点である
(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある



平成29年度　石川県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道8号 倶利伽羅防災 L=3.0km 120 20 7 ・調査設計 ・〈調査設計〉 -～1億円程度

事業規模、全体事業費は、富山県区間
を含む

早期完成は目指すものの、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

計 20 7

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）Ｈ２９年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

H２９年度予定事業内容 H２９年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
H２８年度当初

H２８年度事業内容



平成２９年度　石川県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕） （案）

交通安全事業（Ⅰ種） (単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 105 35

野町自転車歩行
者道整備

－ － 105
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

－ － 555 185

菅原歩道整備 － － 126
・調査設計
・工事

・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

木津交差点改良 － － 204
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

遠塚～秋浜交差
点改良

－ － 150
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

今町地区交通安
全対策

－ － 15 ・調査設計
・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

博労町～武蔵交
差点改良

－ － 60
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

－ － 189 63

庵歩道整備 － － 129
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定

佐々波歩道整備 － － 60
・調査設計
・用地買収
・工事

  － H28年度完成予定

－ 849 283   

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）Ｈ２９年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

合　　　　計

Ｈ２９年度事業進捗見込み 備考

国道157号 石川157号交差点改良等

４～８億円程度

国道159号 石川159号交差点改良等

国道160号

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

平成２８年度当初
Ｈ２８年度事業内容 Ｈ２９年度予定事業内容

石川160号交差点改良等



平成２９年度　石川県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種） （単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 270 135
区画線、情報収集機器（ＩＴＶ、その他機器）、簡易パー
キング

道路標識、区画線、簡易パーキング

－ － 16 8 区画線 道路標識、区画線

－ － 42 21 区画線 道路標識、区画線、情報収集機器（ＩＴＶ）

－ － 10 5 区画線 道路標識、区画線

－ － 8 4 区画線 道路標識、区画線、情報収集機器（ＩＴＶ）

－ 346 173   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）平成29年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

国道160号 －

国道470号 －

合　　　　計

Ｈ２９年度事業進捗見込み 備考

国道8号 －

１～３億円程度

国道157号 －

国道159号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

平成２８年度当初
Ｈ２８年度事業内容 Ｈ２９年度予定事業内容



平成２９年度　石川県における事業計画（H29年2月）　（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業 （単位：百万円）

事業費 負担金

10 5

尾張町電線共同溝 L=1.0km 8 10 調査設計 調査設計
開通時期については、完成に向け
た円滑な事業実施環境が整った
段階で確定予定

10 5   

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

Ｈ２９年度事業進捗見込み 備考

国道159号 石川159号電線共同溝

ー～１億円程度

Ｈ２８年度事業内容 Ｈ２９年度予定事業内容

合　　　　計

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

Ｈ２８年度当初
（百万円）



平成28年度 平成29年度予定 平成29年度

負担基本額 負担額 事業内容 事業内容　(注)
事業進捗見込

（注）

七尾港
七尾港大田地区国際物流ター
ミナル整備事業

207 160 72 泊地(-13m) 泊地(-13m) 1 ～ 2億円程度 H33年度完成予定

金沢港
金沢港大野地区国際物流ター
ミナル整備事業

336 852 383 航路(-13m) 航路(-13m) - ～ 4億円程度 H33年度完成予定

金沢港
金沢港大野地区防波堤改良事
業

78 642 289 防波堤(西)(改良) 防波堤(西)(改良) - ～ 3億円程度 H30年度完成予定

金沢港 金沢港予防保全事業 80 135 68 泊地(-10m)、岸壁(-7.5m)(改良) 岸壁(-7.5m)(改良) 3 ～ 6億円程度
H30年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境が
整った段階で確定予定

輪島港
輪島港輪島崎地区避難港整備
事業

382 495 165 防波堤(第6) 防波堤(第6) 2 ～ 7億円程度 H33年度完成予定

(注)H29年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成２９年度　石川県における事業計画（H29年2月）（港湾関係）

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

平成28年度当初
（百万円）

備考



平成２９年度　石川県における事業計画（H29.2）（空港関係）

負担基本額 負担額

小松飛行場 空港整備事業 － － - - - エプロン改良 - ～ 0.4 億円程度

（注）H29年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

計

平成２９年度

備考

事業進捗見込み

平成２９年度予定事業内容（注）箇所名等 事業規模
全体事業費
（億円）

平成２８年度当初
（百万円）

平成２８年度事業内容




