
国土交通省 北陸地方整備局　〔 令和 4 年 5 月　時点〕

1 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 手取川（河川改修）
直轄管理区間　L=17.3km
（手取川築堤・護岸・河道掘
削他）

96億円 398,000千円 当年度事業内容欄を参照

湊地区：樋門（堤外水路）　L=190m、用地補償1式
三ツ口地区：侵食対策　L=100m（令和4年度完成予定）　等

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）　「負担基本額」の欄については、当該県の負担対象となる額を記載しています。
　　　複数県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
　　　河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
　　　事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予
定を含む）としている事業を記載対象としています。
　　　全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の
発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

〈事業展開〉
手取川
令和5年度：約3億円
令和6年度：約3億円
令和7年度：約3億円
令和8年度：約3億円
令和9年度：約3億円

2 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 梯川（河川改修）
直轄管理区間　L=12.2km
（梯川築堤・護岸・河道掘削
他）

410億円 1,492,000千円 当年度事業内容欄を参照

小島町地区：耐震補強　1式
白江町地区：橋梁架替　N=1基、用地補償　1式（令和5年度完成予定）
佐々木地区：築堤　L＝152m、護岸　L=152m、樋管　N=1基、用地補償　1式
能美地区：埋蔵文化財調査　1式　等

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）　「負担基本額」の欄については、当該県の負担対象となる額を記載しています。
　　　複数県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
　　　河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
　　　事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予
定を含む）としている事業を記載対象としています。
　　　全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の
発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

〈事業展開〉
梯川
令和5年度：約15億円
令和6年度：約15億円
令和7年度：約15億円
令和8年度：約15億円
令和9年度：約15億円

3 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 手取川水系（砂防事業）
流域面積
A=444km2

417億円 1,093,000千円 当年度事業内容欄を参照

手取川水系砂防堰堤補強（令和5年度完成予定）
甚之助谷上流砂防堰堤群改築
赤岩砂防堰堤群改築（令和7年度完成予定）
中ノ川砂防堰堤群改築
尾添川第1号砂防堰堤
尾添川第3号砂防堰堤（令和9年度完成予定）
中山小谷砂防堰堤（令和7年度完成予定）
猿花上流砂防堰堤改築
砂防設備設計、用地取得A=0.1ha　等

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）　「負担基本額」の欄については、当該県の負担対象となる額を記載しています。
　　　複数県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
　　　河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
　　　事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予
定を含む）としている事業を記載対象としています。
　　　全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の
発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

－

4 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
甚之助谷地区（地すべり対
策事業）

地すべり防止区域面積
A=531ha

208億円 770,000千円 当年度事業内容欄を参照

排水トンネル工　等

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）　「負担基本額」の欄については、当該県の負担対象となる額を記載しています。
　　　複数県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
　　　河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
　　　事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予
定を含む）としている事業を記載対象としています。
　　　全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の
発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

－

石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

5 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
石川海岸（海岸保全施設整
備事業）

直轄施行区域　Ｌ＝17,518m 487億円 762,069千円 当年度事業内容欄を参照

小松工区　人工リーフ
片山津工区　養浜工　等

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）　「負担基本額」の欄については、当該県の負担対象となる額を記載しています。
　　　複数県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。
　　　河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
　　　事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予
定を含む）としている事業を記載対象としています。
　　　全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の
発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

－

6 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　海側幹線（今町～
鞍月）（改築事業）

L=5.6km 650億円 100,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　公共補償

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：0％
事業進捗率：約1％

7 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　松任拡幅（改築事
業）

L=3.5km 120億円 100,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　公共補償
　　一木地区ほか用地買収着手

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：0％
事業進捗率：約3％

8 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　小松バイパス（改
築事業）

L=15.6km 125億円 700,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　八幡北跨道橋ほか上部工
　　八幡地区舗装工

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：100％
事業進捗率：約76％
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

9 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　加賀拡幅（改築事
業）

L=6.4km 362億円 700,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　公共補償
・工事推進：
　　庄地区ほか改良工

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：100％
事業進捗率：約95％

10 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　七尾バイパス
（改築事業）

L=4.3km 240億円 20,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：約85％
事業進捗率：約52％

11 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　羽咋道路（改築
事業）

L=6.7km 145億円 880,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　志々見町地区ほか用地買収
・工事推進：
　　四柳地区ほか改良工

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：約93％
事業進捗率：約43％

12 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　金沢東部環状
道路（改築事業）

L=9.4km 1,270億円 1,600,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・工事推進：
　　月浦地区ほか改良工、月浦地区ほか舗装工

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：100％
事業進捗率：約94％
金沢市月浦町～金沢市
神谷内町
L=1.8km(4/4)
令和5年内開通予定
＜残事業費＞
令和5年度以降：約1億
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

13 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道470号　輪島道路（Ⅱ
期）（改築事業）

L=6.8km 335億円 2,000,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　石休場町地区ほか用地買収
・工事推進：
　　市ノ瀬地区ほか改良工、
　  神田川橋下部工

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：約83％
事業進捗率：約48％

14 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道470号　輪島道路（改築
事業）

L=4.7km 295億円 3,100,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　公共補償
・工事推進：
　　本江地区ほか改良工、
　　本江地区ほか舗装工

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：100％
事業進捗率：約80％
輪島市三井町本江～輪
島市三井町洲衛
L=4.7km(2/4)
令和5年内開通予定
＜残事業費＞
令和5年度以降：約27億

15 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道470号　田鶴浜七尾道
路（改築事業）

L=3.4km 135億円 350,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　赤浦町地区ほか用地買収
・工事推進
　　八幡地区改良工、
　　笠師川橋下部工

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：約48％
事業進捗率：約14％
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

16 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　倶利伽羅防災（改
築事業）

L=3.0km 120億円 250,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　河内地区用地買収
・工事推進：
　　河内地区ほか改良工着手

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：約69％
事業進捗率：約8％

17 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　牛ノ谷道路（改築
事業）

L=4.6km 340億円 80,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　　熊坂町地区ほか用地買収着手

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：0％
事業進捗率：約1％

18 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　牛ノ谷道路（改築
事業）

L=4.6km 340億円 20,000千円 備考欄を参照

・調査推進：
　　調査設計
・用地買収推進：
　牛ノ谷地区ほか用地買収着手

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の用地進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、令和４年３月３１日時点である。
（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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率
については、他の都道府県政令市の区間を含む。
（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

用地進捗率：0％
事業進捗率：約1％

19 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　国道8号交通安全
対策　南中条西交差点　事
故対策（交通安全事業）

－ － 9,000千円 －

・調査設計
・用地買収

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

－
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

20 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道8号　国道8号交通安全
対策　千木北交差点　事故
対策（交通安全事業）

－ － 9,000千円 －

・調査設計

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

－

21 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道157号　国道157号交通
安全対策　野々市交差点
事故対策（交通安全事業）

－ － 30,000千円 －

・調査設計
・用地買収

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

－

22 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

国道157号　国道157号交通
安全対策　野町自転車　歩
行者道整備（交通安全事
業）

－ － 460,000千円 －

・調査設計
・用地買収等
・工事

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

－

23 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　国道159号交通
安全対策　高松北歩道整備
（交通安全事業）

－ － 89,000千円 －

・調査設計

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

－
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

24 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　国道159号交通
安全対策　高松歩道整備
（交通安全事業）

－ － 258,000千円 －

・調査設計
・用地買収等
・工事

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

－

25 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

国道159号　国道159号交通
安全対策　博労町～武蔵
交差点改良（交通安全事
業）

－ － 150,000千円 －

・調査設計
・用地買収等
・工事

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で開通時期を確定する予定である。

－

26 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　国道159号電線
共同溝　桜町電線共同溝
（電線共同溝事業）

L=0.6km 8億円 113,000千円 －

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事等含む）

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で完成時期を確定する予定である。

－

27 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　国道159号電線
共同溝　桜町～賢坂辻電線
共同溝（電線共同溝事業）

L=1.3km 16億円 10,000千円 －

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事等含む）

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で完成時期を確定する予定である。

－

7 / 15 



石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

28 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道159号　国道159号電線
共同溝　尾張町電線共同溝
（電線共同溝事業）

L=1.0km 11億円 67,000千円 －

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事等含む）

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で完成時期を確定する予定である。

－

29 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所
国道160号　国道160号電線
共同溝　川原町電線共同溝
（電線共同溝事業）

L=2.5km 22億円 262,000千円 －

・調査設計
・支障物移設
・本体工事（引込連系管路工事等含む）

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局　令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４
年４月２７日時点】を基に作成している。
（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があ
る。
（注）備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段
階で完成時期を確定する予定である。

－

30 国土交通省 北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 金沢港予防保全事業
大野地区泊地(-10m)
A=343,067m2

73 億円 100,000 千円 備考欄を参照

大野地区泊地(-10m)：土工 1式

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４年
４月２７日時点】を基に作成している。

（注1）完成（部分完成）予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大き
く変動する可能性があります。
（注2）「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。

令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な
事業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

31 国土交通省 北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所
輪島港輪島崎地区避難港整
備事業

輪島崎地区防波堤(第6)
L=450m

417 億円 240,000 千円 備考欄を参照

輪島崎地区防波堤(第6)：ブロック製作　330個

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４年
４月２７日時点】を基に作成している。

（注1）完成（部分完成）予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大き
く変動する可能性があります。
（注2）「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。

令和10年代前半完成予
定
※完成に向けた円滑な
事業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

32 国土交通省 北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所
七尾港大田地区国際物流
ターミナル整備事業

大田地区航路(-13m)
A=306,000m2
大田地区泊地(-13m)
A=328,000m2

207 億円 130,000 千円 備考欄を参照

大田地区航路(-13m)：グラブ浚渫 1,700m3
大田地区泊地(-13m)：グラブ浚渫 6,700m3

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４年
４月２７日時点】を基に作成している。

（注1）完成（部分完成）予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大き
く変動する可能性があります。
（注2）「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。

令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な
事業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

33 国土交通省 北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所
金沢港大野地区国際物流
ターミナル整備事業

大野地区航路(-13m)
A=809,000m2

360 億円 1.086,000 千円 備考欄を参照

大野地区航路(-13m)：ポンプ浚渫 100,000m3

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４年
４月２７日時点】を基に作成している。

（注1）完成（部分完成）予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大き
く変動する可能性があります。
（注2）「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

令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な
事業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

34 国土交通省 北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所
金沢港大野地区防波堤改良
事業

大野地区防波堤(西)(改良)
L=1,336m

98 億円 600,000 千円 備考欄を参照

大野地区防波堤(西)(改良)：基礎工　40m、被覆工　41m、消波工40m、被覆ブロック製作　200個、消波
ブロック製作　230個

中長期の発注見通しの概要は、北陸地方整備局令和４年度直轄事業の事業計画等（当初）【令和４年
４月２７日時点】を基に作成している。

（注1）完成（部分完成）予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大き
く変動する可能性があります。
（注2）「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。

令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な
事業実施環境（注２）が
整った段階で確定予定

35 石川県 県央土木総合事務所
地域高規格道路金沢外環状
道路海側幹線Ⅳ期

L=3.2km 440億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和４年内の山側２車線での暫
定供用を予定

（工事の発注見通しによる）
一部（L=1.6km）金沢市
事業区間

36 石川県 県央土木総合事務所
河川環境整備事業
犀川（金沢市若宮町～大桑
町）

－ 3.5億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和8年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

37 石川県 奥能登土木総合事務所
通常砂防事業
粟津川１号（穴水町比良）

－ 2.5億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

石川県　〔 令和 4 年 9 月　時点〕  ※ 記載している事業費、完成予定年度等は現時点における見通しであり、今後の財政状況、事業の進捗状況等により変更することがあります。
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

38 石川県 中能登土木総合事務所
通常砂防事業
豊田川（七尾市中島町豊
田）

－ 2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

39 石川県 県央土木総合事務所
通常砂防事業
第三常盤川（金沢市常盤
町）

－ 2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

40 石川県 石川土木総合事務所
通常砂防事業
中島大谷川（白山市中島
町）

－ 3.5億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

41 石川県 石川土木総合事務所
通常砂防事業
木滑新（白山市木滑新）

－ 3.5億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

42 石川県 南加賀土木総合事務所
通常砂防事業
オヤシキ（加賀市山中温泉
滝町）

－ 2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

43 石川県 南加賀土木総合事務所
通常砂防事業
こおろぎ（加賀市山中温泉こ
おろぎ町）

－ 3億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

44 石川県 奥能登土木総合事務所
地すべり対策事業
和田（輪島市門前町和田）

－ 3.2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和10年度 （工事の発注見通しによる） R4新規
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

45 石川県 奥能登土木総合事務所
急傾斜地崩壊対策事業
谷内地（輪島市町野町鈴
屋）

－ 3億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和8年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

46 石川県 南加賀土木総合事務所
急傾斜地崩壊対策事業
粟津3号（小松市粟津町）

－ 2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和8年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

47 石川県 奥能登農林総合事務所
県営ほ場整備事業（耕作放
棄地防止型）本郷第２

－ 4.2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

48 石川県 奥能登農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）尾山

－ 11.3億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

49 石川県 奥能登農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）藤ノ瀬

－ 11億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

50 石川県 中能登農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）東三階

－ 5.1億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

51 石川県 中能登農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）越路南部

－ 10億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

52 石川県 中能登農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）深江・三ツ屋

－ 9.8億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

53 石川県 県央農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）森

－ 5.8億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

54 石川県 県央農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）上山田・下山田

－ 9.5億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

55 石川県 石川農林総合事務所
県営ほ場整備事業（面的集
積型）河内福岡

－ 4.9億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和９年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

56 石川県 石川農林総合事務所
水利施設等保全高度化事業
長島用水

－ 5.2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和６年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

57 石川県 奥能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）鴻ノ巣

－ 1.4億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

58 石川県 奥能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）大谷尻

－ 1.2億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

12 / 15 



石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
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事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

59 石川県 奥能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）山本

－ 1.5億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

60 石川県 奥能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）矢波

－ 3.1億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

61 石川県 中能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）漆沢池

－ 3.1億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

62 石川県 中能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）横手の池

－ 2.4億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

63 石川県 中能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）宇土野溜池

－ 3.4億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

64 石川県 中能登農林総合事務所
老朽ため池整備事業（防災
対策型）追分堤

－ 1.1億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

65 石川県 県央農林総合事務所
農業用河川工作物応急対策
事業才田

－ 2.5億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和７年度 （工事の発注見通しによる） R4新規
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石川県内における中長期的な発注見通し

備考No 発注機関 担当部・事務所 事業名称 全体事業規模 全体事業費
当年度の
事業費

事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

66 石川県 中能登農林総合事務所
地すべり対策事業（長寿命
化対策工事）中能登第１

－ 7.8億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和１３年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

67 石川県 奥能登農林総合事務所
海岸保全施設整備事業（老
朽化対策）奥能登１期

－ 3.8億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

68 石川県 中能登農林総合事務所
海岸保全施設整備事業（老
朽化対策）中能登１期

－ 4.1億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和８年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

69 石川県 水産課 人工魚礁設置事業福浦 － 6.6億円

（工事の発注見
通しによる（金
額は明記してい
ません））

令和１３年度 （工事の発注見通しによる） R4新規

金沢市　〔 令和 4 年 7 月　時点〕  ※ 金沢市で実施している事業のうち、主要な事業を記載

70 金沢市 土木局道路建設課
都市計画道路事業
北安江出雲線（出雲）

L=322m 13.6億円 121,000千円 令和10年度末に完成予定 （工事発注見通しによる） －

71 金沢市 土木局内水整備課 都市基盤河川 弓取川
河川改修計画区間
L=1,600m

91.3億円 51,000千円 進捗率：76.5% （工事発注見通しによる） －

72 金沢市 土木局内水整備課 都市基盤河川 木曳川
河川改修計画区間
L=700m

135.0億円 15,000千円 進捗率：50.0% （工事発注見通しによる） －
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石川県内における中長期的な発注見通し
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事業進捗/完成予定時期 当年度事業概要

73 金沢市 土木局内水整備課 都市基盤河川 大宮川
河川改修計画区間
L=2,600m

90.2億円 120,000千円 進捗率：60.1% （工事発注見通しによる） －

中日本高速道路(株)　金沢支社　〔 令和 4 年 4 月 1 日　時点〕 

74
中日本高速道路(株)
金沢支社

工事等の中長期的な発注見通し（令和４年４月１日公表分）
※見通し掲載は、中日本高速道路(株)全体で掲載しています。富山・石川県内の内容をご確認の場合は、「支店名」欄から金沢支社をご確認ください。

https://contract.c-nexco.co.jp/construction/pdf/%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E8%A8%88%E7%94%BB%EF%BC%8820220401%E6%99%82%E7%82%B9%EF%BC%89.pdf
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