
補助事業（平成２６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 羽咋市 農業基盤整備促進事業 邑知第２ 230            - 230                    事業着手

2 石川県 津幡町 農村地域防災減災事業 河内 74             - 13                      

3 石川県 小松市 農村地域防災減災事業 観音下 93             - 40                      

4 石川県 宝達志水町 農村地域防災減災事業 子浦 90             - 13                      

5 石川県 志賀町 農村地域防災減災事業 山田 73             - 10                      

6 石川県 輪島市 農村地域防災減災事業 上大沢 69             - 6                        

7 石川県 能登町 農村地域防災減災事業 山中 48             - 4                        

8 石川県 能登町 農村地域防災減災事業 五十里 64             - 6                        

9 石川県 七尾市 農村地域防災減災事業 矢田 70             - 44                      

10 石川県 志賀町 農村地域防災減災事業 富来中央 96             - 6                        

11 石川県 加賀市 農村地域防災減災事業 直下 182            - 40                      

12 石川県 加賀市 農村地域防災減災事業 下福田 332            - 46                      

 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
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

石川　補助 - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 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
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 石川県 七尾市 農村地域防災減災事業 七尾東部第２ 386            - 15                      

14 石川県 金沢市 農村地域防災減災事業 金沢北部 395            - 15                      

15 石川県 珠洲市 農村地域防災減災事業 珠洲西部 161            - 13                      

（注１）「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。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

石川　補助 - 2



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

16 石川県 志賀町 復旧治山事業 貝田 98             - 30                      

17 石川県
七尾市、輪島
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

能登 2,314         4.40           74                      

18 石川県
金沢市、小松
市ほか

森林環境保全整備事業
（造林関係分）

加賀 1,855         5.18           59                      

（注１）「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。

 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

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実　　施

都道府県名・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 石川　補助 - 3



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

19 石川県 志賀町 水産流通基盤整備事業 富来 5,441         1.93           30                      

20 石川県 輪島市 水産環境整備事業 加賀・能登外浦 920             - 60                      

21 石川県 輪島市 水産生産基盤整備事業 舳倉島 2,831         1.74           32                      

（注１）「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。

 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

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実　　施

都道府県名・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等
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交付金等（平成２６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 54                       

（注）「当該補正予算の配分額（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

 当該補正予算の
配分額（国費）

石川　交付金 - 1



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 石川県 白山市 直轄治山事業 手取川地区 10,590        山腹工 14ha、渓間工 77基 2.69           192                 
全体計画の変更による主
要工事計画等の変更

2 石川県 白山市 復旧治山事業 西俣谷 605            山腹工2.52ha - 125                 

3 石川県 白山市 水源地域整備事業 大杉谷 334            渓間工2基 - 74                   

（注１）「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。

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

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

石川　直轄（ゼロ国） - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 石川県 加賀市 防災林造成事業 新保 163            - 40                      

2 石川県 中能登町 復旧治山事業 久乃木 98             - 30                      

（注１）「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。

 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

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実　　施

都道府県名・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 石川　補助（ゼロ国） - 1



（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

補-17 石川県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

能登
七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、津幡町、内灘町、中能登町、志賀
町、宝達志水町、穴水町、能登町

補-18 石川県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

加賀 金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、川北町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

石川　参考 - 1


