
広 島 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　河川事業（直轄・広島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

芦田川 芦田川 一般河川改修事業 100　 府中市
ふ ち ゅ う し

太田川 太田川 一般河川改修事業 970　 広島市
ひ ろ し まし

江の川 江の川上流 一般河川改修事業 500　 三次市
み よ し し

芦田川 芦田川 河川維持修繕事業 718　 府中市
ふ ち ゅ う し

～河口
か こ う

太田川 太田川 河川維持修繕事業 828　 安芸太田町
あ き お お た ち ょう

～河口
か こ う

小瀬川 小瀬川 河川維持修繕事業 144　 大竹市
おおたけし

、岩国市
い わく にし

～河口
か こ う

江の川 江の川上流 河川維持修繕事業 556　 安芸高田市
あ き た か た し

～三次市
み よ し し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和元年度補正予算　河川事業（補助・広島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

沼田川
沼田川・天井川・仏通
寺川・梨和川・菅川 河川激甚災害対策特別緊急事業 100　 三原市

み は ら し



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（広島県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひろしませいぶさんけい ねのたにがわ うえばらちく ひろしまし あさきたく うえばら

広島西部山系砂防 砂防 広島西部山系 根谷川 上原地区 広島市 安佐北区 上原 砂防堰堤工 260
ひろしませいぶさんけい なばらがわ じょうほくちく ひろしまし あさきたく かべ

広島西部山系 南原川 城北地区 広島市 安佐北区 可部 砂防堰堤工 57
ひろしませいぶさんけい すずはりがわ いむろうえばたけちく ひろしまし あさきたく いむろ

広島西部山系 鈴張川 飯室上畠地区 広島市 安佐北区 飯室 砂防堰堤工 30
ひろしませいぶさんけい おおたがわ みどりい・やぎちく ひろしまし あさみなみく みどりい・やぎ

広島西部山系 太田川 緑井・八木地区 広島市 安佐南区 緑井・八木 砂防堰堤工 180
ひろしませいぶさんけい やまもとがわ やまもとちく ひろしまし あさみなみく やまもと

広島西部山系 山本川 山本地区 広島市 安佐南区 山本 砂防堰堤工 85
ひろしませいぶさんけい ふちゅうおおかわ かみぬくしなちく ひろしまし ひがしく かみぬくしな

広島西部山系 府中大川 上温品地区 広島市 東区 上温品 砂防堰堤工 40
ひろしませいぶさんけい いしうちがわ さつきがおかちく ひろしまし さえきく さつきがおか

広島西部山系 石内川 五月が丘地区 広島市 佐伯区 五月が丘 砂防堰堤工 40
ひろしませいぶさんけい かあいがわ はらちく はつかいちし はら

広島西部山系 可愛川 原地区 廿日市市 原 砂防堰堤工 200

合計 ８箇所 892

工　種
事業費
（百万円）

備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（広島県　２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あきなんぶさんけい おおやおおかわ おおやおおかわさぼうえんていぐん くれし

広島西部山系砂防 特定緊急砂防 安芸南部山系 大屋大川 大屋大川砂防施設群 呉市 砂防堰堤工 50

合計 １箇所 50

工　種
事業費
（百万円）

備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 おかむねがわ くれし おんどちょう さきおく さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 岡棟川 呉市 音戸町 先奥 砂防堰堤工 20
にしふくちがわ みはらし きはらちょう さぼうえんていこう

西福地川 三原市 木原町 砂防堰堤工 20
はばらがわ おぎのおがわとなり ふくやまし かむらちょう さぼうえんていこう

羽原川 荻之尾川隣 福山市 神村町 砂防堰堤工 20
おおたがわ すぎさかしたがわとなり ひがしひろしまし しわちょう しわほり さぼうえんていこう

太田川 杉坂下川隣 東広島市 志和町 志和堀 砂防堰堤工 20
にこうがわ にこうがわしせん あきぐん くまのちょう かわすみ さぼうえんていこう

二河川 二河川支川21 安芸郡 熊野町 川角 砂防堰堤工 20

５箇所 100

令和元年度　第１次補正予算　補助砂防事業箇所別調書（広島県　1/1）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



令和元年度補正予算（ゼロ国債）　河川事業（直轄・広島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

太田川 太田川 一般河川改修事業 200　 広島市
ひ ろ し まし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（広島県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひろしませいぶさんけい おおたがわ みどりい・やぎちく ひろしまし あさみなみく みどりい・やぎ

広島西部山系砂防 砂防 広島西部山系 太田川 緑井・八木地区 広島市 安佐南区 緑井・八木 砂防堰堤工 232

合計 １箇所 232

工　種
事業費
（百万円）

備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名


