
【能登圏域】　平成２６年度の水害・土砂災害対策の事業実施箇所一覧表

事業種別 番号 水系名 河川名 箇所名 主要工種 数量 市町村名

【補助・交付金事業】

河川事業（広域河川） 河（1） 御祓川 御祓川 鷹合川
掘削、築堤、
橋梁上・下部工

１式 七尾市

河（2） 熊木川 熊木川 熊木川
掘削、護岸、
橋梁下部工

1式 七尾市

河（3） 米町川 米町川 米町川
掘削、築堤工、
用地買収

1式 志賀町

河（4） 町野川 町野川 町野川 休止中 輪島市

河川事業（総流防） 河[1] 笠師川 笠師川 笠師川 休止中 七尾市

河[2] 若山川 若山川 若山川 築堤工、用地補償 １式 珠洲市

砂防事業（個別） 砂（1） 牛下川 牛下川 牛下川 砂防堰堤工 １式 志賀町

砂（2） 羽咋川 長曽川 能登部下川 砂防堰堤工 １式 中能登町

砂（3） 羽咋川 久江川 長谷川 砂防堰堤工 １式 中能登町

砂（4） 大町川 大町川 大町川 砂防堰堤工 １式 穴水町

砂（5） 小又川 小又川 川島川２号 砂防堰堤工 １式 穴水町

砂（6） 河原田川 河原田川 谷内川 砂防堰堤工 １式 輪島市

砂（7） 町野川 町野川 上地川１号 砂防堰堤工 １式 輪島市

砂（8） 町野川 町野川 脇谷内川 砂防堰堤工 １式 能登町

砂防事業（総流防） 砂[1] 羽咋川 長曽川 宮谷川ほか 堰堤緊急改築 1式 中能登町ほか

地すべり対策事業（個別） 地（1） 崎山川 崎山川 松尾 横ボーリング工 500m 七尾市

地（2） 河原田川 鳳至川 滝又 横ボーリング工 275m 輪島市

地（3） 河原田川 鳳至川 中段 横ボーリング工 500m 輪島市

地（4） 河原田川 河原田川 夕陽ヶ丘 集水ボーリング工 2,080m 輪島市

地（5） 町野川 町野川 石田 集水ボーリング工 640m 輪島市

地（6） 町野川 町野川 幸助 集水ボーリング工 325m 能登町

地（7） 町野川 町野川 北河内 調査Bo 1式 能登町

地（8） 珠洲大谷川 名ヶ谷川 中谷内 集水ボーリング工、水路工 720m、40m 珠洲市

地（9） 折戸川 折戸川 東山中 集水ボーリング工、水路工 421m、220m 珠洲市

地すべり対策事業（総流防） 地[1] － － 釜屋谷 水路工、土留工 110m、26m 輪島市

地[2] － － 藤瀬ほか 地すべり防止施設緊急改築 1式 七尾市ほか

地[3] － － 深見ほか 地すべり防止施設緊急改築その２ 1式 輪島市ほか

(H26.7.1時点)
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急傾斜地崩壊対策工事（個別） 急（1） 比良 擁壁工、用補 83m 穴水町

急（2） 柏木 擁壁工、用補 30m 能登町

急（3） 姫幸の港 ワイヤーロープ工 50m 能登町

急（4） 渋田2号 擁壁工、法枠工 30m 輪島市

急（5） 石休場 測試、用補 1式 輪島市

急（6） 岡本 法枠工 50m 輪島市

急（7） 馬渡 擁壁工、法枠工 75m 珠洲市

急（8） 大谷1号 擁壁工、測試、用補 60m 珠洲市

急傾斜地崩壊対策工事（総流防） 急[1] 石崎 法枠工 20m 七尾市

急[2] 福留 擁壁工 16m 七尾市

急[3] 上沢野 擁壁工、測試 35m 七尾市

急[4] 福浦 測試 1式 志賀町

急[5] 城山５号 コンクリート張工、用補 40m 穴水町

急[6] 小木元町 法枠工 30m 能登町

急[7] 飯塚 擁壁工、法枠工 60ｍ 珠洲市

情報基盤総合整備事業(総流防) 管内 河川監視カメラ設置 １式 圏域一円

砂防基礎調査等（総流防） 管内 砂防調査 １式 圏域一円
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