
令和４年度当初予算 土木部主要施策の概要 

（令和３年度第１次２月補正予算含む） 

◎予算編成のポイント

◎重点主要施策の概要

○ 「ダブルラダー輝きの美
み

知
ち

」構想に基づき、県土を隈無く網羅する幹線道路網の

形成により、人やものの交流の拡大を一層盛んにしていくため、金沢外環状道路海

側幹線をはじめ、のと里山海道や加賀海浜産業道路など、広域交流ネットワーク道

路の整備を着実に進める。 

○ 重要港湾の拠点化を推進するため、金沢港大浜国際物流ターミナルや七尾港大田

国際物流ターミナルなどの整備を進める。

○ 金沢城公園における二の丸御殿の復元整備のほか、木場潟公園東園地の整備や主

要観光地の無電柱化など、本県ならではの歴史的景観や自然景観の創出・活用を図

ることにより、魅力ある受け地づくりを進める。

○ 頻発する集中豪雨に備え、抜本的な河川改良や即効性のある治水対策、要配慮者

利用施設周辺での土砂災害対策を重点的に行うとともに、橋りょうの耐震補強や道

路の落石対策など緊急輸送道路の防災対策、県水送水管等の耐震化、除雪体制の確

保など、災害に強い県土の基盤づくりを推進する。

○ 橋りょうやトンネル、河川管理施設、下水道などの将来を見据えた計画的な点

検・補修による適切な維持管理を行い、長寿命化を図る。 

○ 身近な生活道路において、地域住民が安心で快適な生活を営むことができるよう、

県下一円での道路の舗装補修や通学路の安全対策を進める。

・ 北陸新幹線県内全線開業に向け、次代の基盤となる道路網や港湾などの広域交

流基盤の整備を進めるほか、金沢城公園をはじめとした観光資源の整備・活用に

より、県土の魅力づくりを推進する。

・ 頻発する集中豪雨による水害や土砂災害などを踏まえ、道路や河川、砂防施設

等の防災対策の充実・強化やインフラの老朽化対策など、県民生活の安全・安心

の確保に向けた対策を進めるほか、道路の舗装補修や通学路の安全対策など、県

下一円にわたるきめ細かな社会資本の整備を促進し、地域経済の下支えを図る。 
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◎ 主 要 事 業

金　　額（千円）

１ 北陸新幹線県内全線開業に向けた交流基盤整備

(1) 広域交流ネットワーク道路の整備

－「ダブルラダー輝きの美知」構想の推進－ 債務を含め

・ 地域高規格道路等の整備 5,385,895 金沢外環状道路 海側幹線 1,422,189 千円

(うち2月1次補正 金沢市大河端町～福久町間(Ｒ４年度末→Ｒ４年内山側

1,510,000) 暫定２車線供用)

今町～鞍月間    直　轄

のと里山海道４車線化 2,851,373 千円

柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間(Ｒ４年内１．７ｋｍ供用)

能越自動車道(輪島道路、田鶴浜七尾道路) 　1,112,333 千円

直　轄

・ 広域交流幹線軸道路の整備 3,400,393 珠洲道路(珠洲市正院町小路～蛸島町間(工事着手))、

(うち2月1次補正 七尾外環状道路(七尾市古府町～万行町間)、

825,334) 国道415号(羽咋バイパス)、

南加賀道路(加賀市細坪町～熊坂町間(Ｒ４年度末→Ｒ４年

内完成))など

債務を含め

・ 交流・物流拠点連結道路の整備 3,132,312 かほく東西幹線道路(Ⅱ期区間)､

(うち2月1次補正 国道304号(清水谷バイパス)、

658,268) 加賀海浜産業道路(手取川架橋(Ｒ４年度内完成)、白山市

小川町～川北町橘間)など

債務を含め

・ 観光周遊道路の整備 1,322,623 奥能登絶景海道(寺家バイパス)など

(うち2月1次補正

72,073)

・ 地域間交流道路の整備 293,420 国道249号(輪島市縄又町)など

(うち2月1次補正

60,000)

債務を含め

(2) 国道バイパス等の整備（一部再掲） 4,945,668 直轄国道 2,857,669 千円

(うち2月1次補正 能越自動車道、金沢東部環状道路、

1,237,407) 国道8号(小松バイパス、加賀拡幅)など

補助国道 2,087,999 千円

国道249号(外・田岸道路)など

土 木 部

令和４年度当初予算　土木部主要施策の概要

事 業 名 説 明

（令和３年度第１次２月補正予算含む）
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金　　額（千円）事 業 名 説 明

(3) 県際道路の整備（再掲） 707,343 国道415号(羽咋バイパス)、国道304号(清水谷バイパス)など

(うち2月1次補正

270,000)

(4) 走行性や安全性、利便性の向上につながる 472,000 急カーブ解消など即効性の高い改良、

きめ細かな道路整備 道路休憩施設のおもてなしの向上、

 －いしかわの優しい美知整備－ のと里山海道におけるＩＣ入口の常時左折レーンの整備

(5) 兼六駐車場の建替 1,188,000 第３期工事(Ｒ５年春完成)

(6) 市街地の交通渋滞の解消（一部再掲） 249,185 兼六園下交差点改良など

(7) 魅力ある石川の景観の保全・創出と魅力発信 債務を含め

・ 街なみ景観の魅力アップ 1,048,357 無電柱化を核とした街なみ景観形成

(うち2月1次補正 河井町横地線(輪島市河井町～杉平町地区)、

80,000) 温泉中央南線(加賀市山中温泉本町地区(用地補償着手))

など

・ 千里浜海岸の砂浜再生 286,911 浚渫砂を活用した海上投入など

(8) 観光資源の整備による県土の魅力づくり

・ 金沢城公園の復元整備 334,000 二の丸御殿の復元整備 298,000 千円

｢表向｣主要部の第１期整備

実施設計、障壁画等の再現に向けた調査検討など

御殿復元に向けた気運の醸成 36,000 千円

二の丸広場一帯を情報発信の拠点とした展示等の充実

・ 加賀百万石回遊ルートの更なる魅力向上 38,000 金沢城公園・兼六園の魅力充実と回遊性向上に向けた

仕掛けづくり

金沢城公園の重要文化財特別公開の実施(１６０日間)、

金沢城公園の夜間開園・ライトアップ(通年)

・ 南加賀地域の交流拠点としての木場潟公園の整備 1,458,000 東園地の整備(Ｒ５年春開園） 1,428,000 千円

(うち2月1次補正 里山交流ハウス(仮称)等の建設工事、

694,600) 太陽光発電設備の整備、園地整備など

東園地の開園に向けた準備の本格化 30,000 千円

多様な体験プログラムの企画検討など

土 木 部
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金　　額（千円）事　　　　業　　　　名 説　　　　　　　明

(9) 港湾機能の充実による人とものの交流促進

・ 金沢港の整備 1,089,000 大浜国際物流ターミナルなど

(うち2月1次補正 直　轄(大水深岸壁の整備）

802,000)

・ 七尾港の整備 625,800 大田国際物流ターミナルなど

(うち2月1次補正 直　轄(大水深岸壁の整備) 243,000 千円

211,500) ふ頭用地などの整備 382,800 千円

・ 輪島港の整備 121,500 輪島崎第６防波堤

(うち2月1次補正

90,000)

２ 県民生活の安全・安心の更なる確保

(1) 頻発する集中豪雨に対する治水・治山対策の強化 債務を含め

・ 抜本的な対策である河川改修の促進 9,133,891 直　轄(手取川、梯川) 429,810 千円

(うち2月1次補正 8,704,081 千円

4,116,332)

・ 即効性のある河川の堆積土砂の除去 650,000 予防保全対応による計画的な堆積土砂除去の実施

(うち2月1次補正 (県下全域４０河川)

500,000)

・ 砂防地すべり対策の推進 4,674,101 要配慮者利用施設周辺箇所の重点的整備等　 4,045,101 千円

(うち2月1次補正 金沢市袋板屋川など

2,267,000) 直　轄(手取川水系) 629,000 千円

(2) 災害に強い県土の基盤づくり 債務を含め

・ 緊急輸送道路の整備（再掲） 13,293,223 金沢外環状道路 海側幹線

(うち2月1次補正 (金沢市大河端町～福久町間(Ｒ４年度末→Ｒ４年内山側

3,035,675) 暫定２車線供用)、今町～鞍月間)、

のと里山海道４車線化

(柳田ＩＣ～上棚矢駄ＩＣ間(Ｒ４年内１．７ｋｍ供用))、

加賀海浜産業道路(手取川架橋(Ｒ４年度内完成)、白山市

小川町～川北町橘間)、

南加賀道路(加賀市細坪町～熊坂町間(Ｒ４年度末→Ｒ４年

内完成))、

能越自動車道(輪島道路、田鶴浜七尾道路)、

無電柱化整備

(専光寺野田線・鳴和三日市線(金沢市新神田～中村町地区))

など

土 木 部

公　共(熊木川、犀川、動橋川など)
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金　　額（千円）事 業 名 説 明

・ 緊急輸送道路の防災対策の促進 1,427,933 橋りょう耐震補強(女原大橋など４橋)

(うち2月1次補正 落石対策等(穴水町越の原など２５カ所)

715,976)

・ 県水送水管の耐震化（２系統化）の推進 2,000,000 耐震性に優れた送水管の敷設

・ 海岸侵食対策の推進（一部再掲） 703,581 直　轄(石川海岸) 339,666 千円

(うち2月1次補正 公　共(増穂浦海岸、押水羽咋海岸、七塚海岸、金沢海岸)

333,666) 363,915 千円

・ 住宅の耐震化促進 45,000 住宅の耐震改修に対する補助

(3) 通学路の安全対策の充実

・通学路の緊急合同点検を踏まえた交通安全対策 731,269 路面標示、防護柵の設置、歩道整備など

(うち2月1次補正 (県下全域９７カ所)

451,571)

(4) 生活環境の保全

・ 生活排水処理施設の整備促進 48,988 市町の生活排水処理施設整備事業への補助

七尾市など８市町

・ 農業集落排水の整備促進 203,081 施設の改築等(輪島市門前町皆月など２８地区)

(うち2月1次補正

58,050)

３ 将来を見据えた適切な維持管理 債務を含め

・ 橋りょうの長寿命化補修 1,574,077 県下一円での橋りょうの予防保全

(うち2月1次補正

648,000)

・ 土木施設の長寿命化補修 2,062,916 道路シェッド(風穴覆工(白山市)など１２カ所)

(うち2月1次補正 トンネル(涌波トンネル(金沢市)など９カ所)

1,106,545) 岸壁等港湾施設　など

４ 快適で賑わいのあるまちづくり

(1) 円滑な交通と安全の確保

・ 生活に密着した道路のきめ細かな整備 1,500,210 道路の舗装補修、通学路等の側溝蓋掛けによる歩道整備など

(うち2月1次補正

211,130)

・ 安全・安心な歩行空間の確保（一部再掲） 812,038 歩道の新設・拡幅、バリアフリー化など

(うち2月1次補正

487,672)

土 木 部

－5－



金　　額（千円）事 業 名 説 明

・ 円滑な走行環境の整備 71,884 照明灯・ガードレールの設置など

(2) 都市基盤の充実と魅力あるまちづくりの推進

・ 街路の整備 269,196 新県立図書館アクセス道路の整備など

・ 土地区画整理の促進 905,340 組合施行土地区画整理

(うち2月1次補正 金沢市南新保など

260,000)

・ 都市公園の整備 674,683 能登歴史公園、白山ろくテーマパークなど

(うち2月1次補正

172,500)

債務を含め

・ 県営住宅の建設 1,472,795 内灘町鶴ケ丘団地(３６戸)の建替、

内灘町白帆台団地(３０戸)の建設

５ 建設業の経営基盤強化

・ 経営基盤強化に向けた支援 1,280 セミナーの開催、経営コンサルタントの派遣など

土 木 部
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