
補助事業（平成２２年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 石川県 中能登町 経営体育成基盤整備事業 滝尾南部 1,580           1.10 100            

2 石川県 中能登町 経営体育成基盤整備事業 西馬場 454             － 50              

3 石川県 中能登町 経営体育成基盤整備事業 羽坂 503             － 85              

4 石川県 中能登町 経営体育成基盤整備事業 下井田 504             － 70              

（注）

当該補正予算
の事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等
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補助事業（平成２２年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

5 石川県 加賀市 防災林造成事業 篠原 69 － 26

6 石川県 白山市
水源流域広域保全事
業

奥池 246 － 30

7 石川県 小松市
水源流域広域保全事
業

津江 197 － 39

8 石川県 羽咋市
奥地保安林保全緊急
対策事業

四柳 68 － 39

9 石川県 金沢市
奥地保安林保全緊急
対策事業

石黒 103 － 39

10 石川県 白山市
奥地保安林保全緊急
対策事業

蛇谷 98 － 30

11 石川県 志賀町 保安林整備事業 甘田 1 － 1

12 石川県 羽咋市 保安林整備事業 柴垣 3 － 3

13 石川県 かほく市 保安林整備事業 大崎 4 － 4

14 石川県 かほく市 保安林整備事業 二ツ屋 3 － 3

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
の事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
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　林野公共事業 （単位：百万円）

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
の事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

15 石川県 内灘町 保安林整備事業 西荒屋 3 － 3

16 石川県 内灘町 保安林整備事業 大根布 3 － 3

17 石川県 白山市 保安林整備事業 八田 4 － 4

18 石川県 小松市 保安林整備事業 安宅 3 － 3

19 石川県 能美市 保安林整備事業 道林 3 － 3

20 石川県 加賀市 保安林整備事業 塩浜 3 － 3

21 石川県 白山市
特定流域総合治山事
業

蛇谷 296 － 32

22 石川県 輪島市 地すべり防止事業 樽見 423 － 16

（注） 「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。
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補助事業（平成２２年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

23 石川県 志賀町 広域漁港整備事業 富来 4,847 1.28 70

24 石川県 広域漁場整備事業 能都・七尾 855 1.22 18

25 石川県 輪島市 広域漁港整備事業 舳倉島 1,900 2.00 147

（注）

費用対効果
(B/C)等

当該補正予算
の事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費
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交付金等（平成２２年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 石川県 農山漁村地域整備交付金 411

2 石川県 森林環境保全整備事業(造林関係分) 61

（注） 「配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名 配分額（国費）
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