
広 島 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　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 330　 府中市
ふ ち ゅ う し

太田川 太田川 一般河川改修事業 1,151　 広島市
ひ ろ し まし

小瀬川 小瀬川 一般河川改修事業 232　
≪広島県
ひろしまけん

≫大竹市
おおたけし

≪山口
やまぐち

県
けん

≫岩国市
い わく にし

江の川 江の川上流 一般河川改修事業 257　 三次市
みよしし

太田川 太田川 河川都市基盤整備事業 25　 広島市
ひ ろ し まし

芦田川 芦田川 河川工作物関連応急対策事業 94　 福山
ふくやま

市
し

、府中市
ふ ち ゅ う し

太田川 太田川 河川工作物関連応急対策事業 135　 広島
ひろしま

市
し

江の川 江の川上流 河川工作物関連応急対策事業 350　 三次
み よ し

市
し

太田川 総合水系環境整備事業 15　 広島
ひろしま

市
し

江の川 総合水系環境整備事業 20　 三次市
みよしし

、安芸高田市
あきたかたし

（※）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３年度当初予算　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

手城川 谷地川 事業間連携河川事業 102　 福山市
ふ く や ま し

芦田川 福川 大規模特定河川事業 184　 福山市
ふ く や ま し

堺川 内神川 大規模特定河川事業 150　 呉市
く れ し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひろしませいぶさんけい ねたにがわ うえばらがわひだりしけい 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 上原川左支渓 上原地区 広島市 安佐北区 上原 砂防堰堤工 267
ひろしませいぶさんけい なばらがわ なばらがわしせん 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 南原川支川 城北地区 広島市 安佐北区 可部 砂防堰堤工 366
ひろしませいぶさんけい すずはりがわ うえばたけがわ 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 上畠川 飯室上畠地区 広島市 安佐北区 飯室 砂防堰堤工 160
ひろしませいぶさんけい おおたがわ いわたにがわ 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 岩谷川 緑井・八木地区 広島市 安佐南区 緑井・八木 砂防堰堤工 484
ひろしませいぶさんけい へさかがわ へさかかわみぎしけい へさかしんまちみなみちく ひろしまし ひがしく へさかしんまち

広島西部山系 戸坂川 戸坂川右支渓 戸坂新町南地区 広島市 東区 戸坂新町 砂防堰堤工 429
ひろしませいぶさんけい ふちゅうおおかわ よこみがわ 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 横見川 上温品地区 広島市 東区 上温品 砂防堰堤工 329
ひろしませいぶさんけい やまもとかわ とうげかわ 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 峠川 山本地区 広島市 安佐南区 山本 砂防堰堤工 111
ひろしませいぶさんけい おかのしたかわ しもがさこがわ くらしげちく ひろしまし さえきく くらしげ

広島西部山系 岡の下川 下ヶ迫川 倉重地区 広島市 佐伯区 倉重 砂防堰堤工 199
ひろしませいぶさんけい いしうちがわ いしうちがわしせん みすずがおかちく ひろしまし さえきく みすずがおか

広島西部山系 石内川 石内川支川 美鈴が丘地区 広島市 佐伯区 美鈴が丘 砂防堰堤工 62
ひろしませいぶさんけい おがたかわ おがたがわみぎしけい おがたちく おおたけし おがた

広島西部山系 小方川 小方川右支渓 小方地区 大竹市 小方 砂防堰堤工 201
ひろしませいぶさんけい おぜがわ ひらはらがわ しらいしちく おおたけし しらいし

広島西部山系 小瀬川 平原川 白石地区 大竹市 白石 砂防堰堤工 123
砂防

合計 11 箇所 2,731
ひろしませいぶさんけい ふちゅうおおかわ・おがわらがわ おおたにがわ うまき・ふくだちく ひろしまし ひがしく

特定緊急砂防 広島西部山系 府中大川・小河原川 大谷川 馬木・福田地区 広島市 東区 砂防堰堤工 500
ひろしませいぶさんけい やぐちがわ・おだがわ やぐちがわ くちたみなみちく ひろしまし あさきたく

広島西部山系 矢口川・小田川 矢口川 口田南地区 広島市 安佐北区 砂防堰堤工 280
特定緊急砂防

合計 2 箇所 780

合計 13 箇所 3,511

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（広島県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あきなんぶさんけい やのがわ やのがわさぼうしせつぐん ひろしまし あきく

広島西部山系砂防 特定緊急砂防 安芸南部山系 矢野川 矢野川砂防施設群 広島市 安芸区 砂防堰堤工 358
あきなんぶさんけい そうずがわ そうずがわさぼうしせつぐん あきぐん さかちょう

安芸南部山系 総頭川 総頭川砂防施設群 安芸郡 坂町 砂防堰堤工 593
あきなんぶさんけい さんのうがわ・おおもとたにがわ さんのうがわ・おおもとたにがわさぼうしせつぐん ひろしまし あきく

安芸南部山系 山王川・大元谷川 山王川・大元谷川砂防施設群 広島市 安芸区 砂防堰堤工 194
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しせつぐん くれし

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 396

合計 4 箇所 1,541

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（広島県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 そのた やすみがわほか くれしほか みやはらほか

砂防等事業 その他 休川外 呉市外 宮原外 堰堤改良工 40

事業間連携 おおたがわ よこみがわみぎし ひろしまし ひがしく ぬくしな

砂防等事業 太田川 横見川右支 広島市 東区 温品 砂防堰堤工 10
おおたがわ おくはたかわしせんじゅうきゅう ひろしまし あさみなみく ぬまたちょう

太田川 奥畑川支川19 広島市 安佐南区 沼田町 砂防堰堤工 15
おおたがわ ねのたにがわしせんきゅう ひろしまし あさきたく かべちょう

太田川 根谷川支川9 広島市 安佐北区 可部町 砂防堰堤工 10

おおたがわ みぎひらかわ ひろしまし あさきたく おがうち

太田川 右平川 広島市 安佐北区 小河内 砂防堰堤工 10

せのがわ あきがおかきたがわ ひろしまし あきく なかのひがし

瀬野川 安芸ヶ丘北川 広島市 安芸区 中野東 砂防堰堤工 10

せのがわ なかのひがしきたがわ ひろしまし あきく なかのひがし

瀬野川 中野東北川 広島市 安芸区 中野東 砂防堰堤工 30
おおたがわ おおぐさだにがわ ひろしまし さえきく ゆきちょう

太田川 大草谷川 広島市 佐伯区 湯来町 砂防堰堤工 10

おかのしたがわ せんどうがわ ひろしまし さえきく つぼいちょう

岡の下川 千同川 広島市 佐伯区 坪井町 砂防堰堤工 15

おおたがわ ごろうだにがわ ひろしまし さえきく ゆきちょう

太田川 五郎谷川 広島市 佐伯区 湯来町 砂防堰堤工 10

やはたがわ あらたにがわ ひろしまし さえきく いつかいちちょう

八幡川 荒谷川 広島市 佐伯区 五日市町 砂防堰堤工 40

そのた こうみょうじがわ くれし かわじりちょうおおみあげ

その他 光明寺川 呉市 川尻町大見上 砂防堰堤工 30
そのた なかこつぼがわ くれし こつぼ

その他 中小坪川 呉市 小坪 砂防堰堤工 10

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（広島県　1/4）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

くろせがわ なかすがかわ くれし ひろおおひろ

黒瀬川 中須賀川 呉市 広大広 砂防堰堤工 10

そのた おおすなかわ たけはらし ただのうみちょう

その他 大砂川 竹原市 忠海町 砂防堰堤工 5

そのた かげひらがわ ふくやまし ともちょう

その他 陰平川 福山市 鞆町 砂防堰堤工 35
そのた しみずがわ ふくやまし ともちょう

その他 清水川 福山市 鞆町 砂防堰堤工 50

あしだがわ たんやおくたににしかわ ふくやまし みのみちょうむかいがおか

芦田川 丹屋奥谷西川 福山市 水呑町向丘 砂防堰堤工 35

ごうのかわ なかのむらかわよんごう みよしし あわやちょう

江の川 中の村川4号 三次市 粟屋町 砂防堰堤工 30
ごうのかわ にしのしたおくたに みよしし こうぬちょうにしのした

江の川 西野下奥谷 三次市 甲奴町西野下 砂防堰堤工 60

ごうのかわ びんさかがわ みよしし さくぎちょう

江の川 便坂川 三次市 作木町 砂防堰堤工 5
ごうのかわ てらどしたがわ みよしし みよしまち

江の川 寺戸下川 三次市 三次町 砂防堰堤工 50
ごうのかわ じんぐうじがわ しょうばらし くちわちょうむこういずみ

江の川 神宮寺川 庄原市 口和町向泉 砂防堰堤工 10

ごうのかわ しもりょうけみぎしたたに① しょうばらし そうりょうちょうしもづま

江の川 下領家右下谷① 庄原市 総領町下妻 砂防堰堤工 10

ぬたがわ てんじんがわ ひがしひろしまし こうちちょうてんじん

沼田川 天神川 東広島市 河内町天神 砂防堰堤工 30

ぬたがわ たきのかわ ひがしひろしまし こうちちょうなかこうち

沼田川 滝の川 東広島市 河内町中河内 砂防堰堤工 10

ぬたがわ とちぎがわ ひがしひろしまし こうちちょうとの

沼田川 栃木川 東広島市 河内町戸野 砂防堰堤工 30
おぜがわ どうしゅうばらかわ はつかいちし つたべふてらお

小瀬川 道秀原川 廿日市市 津田別府寺尾 砂防堰堤工 50

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（広島県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

かわいがわ ながのかわしせん はつかいちし はらはせ

可愛川 長野川支川 廿日市市 原長谷 砂防堰堤工 10

みたらいがわ みたらいがわしせんじゅうはち はつかいちし みやうち

御手洗川 御手洗川支川18 廿日市市 宮内 砂防堰堤工 10

おおたがわ ひらばやしかわ あきたかたし むかいはらちょうさか

太田川 平林川 安芸高田市 向原町坂 砂防堰堤工 10
そのた はたがみがわ えたじまし えたじまちょうわしべ

その他 ハタガミ川 江田島市 江田島町鷲部 砂防堰堤工 10

そのた はちまんがわ えたじまし おおがきちょうおおはら

その他 八幡川 江田島市 大柿町大原 砂防堰堤工 5

おおたがわ うさだにがわ やまがたぐん あきおおたちょう つぼの

太田川 宇佐谷川 山県郡 安芸太田町 坪野 砂防堰堤工 50
おおたがわ こぞうづかわ やまがたぐん あきおおたちょう さかえばら

太田川 小憎津川 山県郡 安芸太田町 昌原 砂防堰堤工 40

ごうのかわ いせぼうだにがわ やまがたぐん きたひろしまちょう

江の川 伊勢坊谷川 山県郡 北広島町 砂防堰堤工 85
ごうのかわ ひのやまがわ やまがたぐん きたひろしまちょう なかやま

江の川 火の山川 山県郡 北広島町 中山 砂防堰堤工 40
ごうのかわ かいけんざんがわ やまがたぐん きたひろしまちょう ほんじ

江の川 海見山川 山県郡 北広島町 本地 砂防堰堤工 10

小計 37箇所 890

まちづくり連携 おおたがわ へさかしろやまがわ ひろしまし ひがしく へさかいずえ

砂防等事業 太田川 戸坂城山川 広島市 東区 戸坂出江 砂防堰堤工 20

おおたがわ おおたにがわ ひろしまし ひがしく うまきちょう

太田川 大谷川 広島市 東区 馬木町 砂防堰堤工 10
おおたがわ やすかわしせんじゅうろく ひろしまし あさみなみく やすひがし

太田川 安川支川16 広島市 安佐南区 安東 砂防堰堤工 25

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（広島県　3/4）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

おおたがわ おおもじがわしせんよん ひろしまし あさきたく かめやまみなみ

太田川 大毛寺川支川４ 広島市 安佐北区 亀山南 砂防堰堤工 30

おおたがわ とげがわしせんにじゅうに ひろしまし あさきたく かべちょう

太田川 桐原川支川22 広島市 安佐北区 可部町 砂防堰堤工 30

おおたがわ ねのたにがわしせんきゅうじゅうきゅう ひろしまし あさきたく かべちょう

太田川 根谷川支川99 広島市 安佐北区 可部町 砂防堰堤工 30
おおたがわ ねのたにがわしせんじゅう ひろしまし あさきたく かべちょう

太田川 根谷川支川10 広島市 安佐北区 可部町 砂防堰堤工 30

そのた こうみょうじがわ くれし かわじりちょうおおみあげ

その他 光明寺川 呉市 川尻町大見上 砂防堰堤工 30

そのた おばらがわ くれし みやはらろくちょうめ

その他 小原川 呉市 宮原六丁目 砂防堰堤工 40
わくはらがわ さいはらがわ みはらし なかのちょう

和久原川 才原川 三原市 中之町 砂防堰堤工 35

小計 10箇所 280

48箇所 1,210合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（広島県　4/4）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：広島県 （単位：千円）

旭町地区ほか大規模雨水処理施設整
備事業

広島市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,797,000 898,500

吉島地区下水道床上浸水対策事業 広島市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

1,150,000 575,000

三篠・観音地区下水道床上浸水対策
事業

広島市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

550,000 275,000

三篠・観音地区大規模雨水処理施設
整備事業

広島市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

3,000 1,500

中央地区大規模雨水処理施設整備事
業

呉市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

114,600 57,300

皆実地区大規模雨水処理施設整備事
業

三原市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

180,000 90,000

蔵王地区事業間連携下水道事業 福山市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

2,172,000 1,086,000

小島地区大規模雨水処理施設整備事
業

大竹市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

293,008 146,504

計 6,259,608 3,129,804

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 広島県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

広島市 100,000 50,000

広島県　計 100,000 50,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



防災・安全交付金（河川事業）

広島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

江の川水系江の川広域河川改
修事業

18,000

江の川水系西城川広域河川改
修事業

5,000

太田川圏域総合流域防災事業 8,000

江の川圏域総合流域防災事業 7,000

- 計 38,000

芦田川水系瀬戸川広域河川改
修事業

70,000

芦田川水系御調川広域河川改
修事業

75,000

賀茂川水系賀茂川広域河川改
修事業

25,000

尾崎川水系尾崎川広域河川改
修事業

66,000

江の川水系馬洗川広域河川改
修事業

25,000

高梁川水系高梁川広域河川改
修事業

15,000

沼田川水系沼田川広域河川改
修事業

50,000

野呂川水系野呂川・中畑川広域
河川改修事業

115,000

特定構造物改築事業（坊寺排水
機場）

1,000

特定構造物改築事業（木曽丸川
ポンプ排水機場）

1,000

特定構造物改築事業（才町川ポ
ンプ排水機場）

1,000

特定構造物改築事業（古市ポン
プ排水機場）

60,000

特定構造物改築事業（大河原川
排水機場）

7,000

特定構造物改築事業（新安川排
水機場）

1,000

特定構造物改築事業（岡ノ下川
排水機場）

52,000

特定構造物改築事業（尾崎川排
水機場）

12,000

特定構造物改築事業（手城川排
水機場）

27,000

特定構造物改築事業（羽原川排
水機場）

1,000

特定構造物改築事業（本川排水
機場）

2,000

沼田川水系沼田川施設機能向
上事業

50,000

手城川流域治水対策河川事業 58,000

太田川水系京橋・猿猴川地震・
高潮対策河川事業

50,000

広島県地域における流域一体となった総合的
な治水対策の推進（防災・安全）緊急対策

広島県

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

広島県地域における流域一体となった総合的
な治水対策の推進（防災・安全）

広島県



沼田川水系沼田川地震・高潮対
策河川事業

5,000

藤井川水系藤井川地震・高潮対
策河川事業

25,000

太田川圏域総合流域防災事業
（永慶寺川）

30,000

太田川圏域総合流域防災事業
（府中大川）

55,000

江の川圏域総合流域防災事業
（大谷川）

60,000

芦田川圏域総合流域防災事業 30,000

太田川水系小河原川都市基盤
河川改修事業

広島市 48,000

椋梨ダム堰堤改良事業 37,300

梶毛ダム堰堤改良事業 7,700

- 計 1,062,000

1,100,000

広島県地域における流域一体となった総合的
な治水対策の推進（防災・安全）緊急対策

広島県

広島県

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない



広島県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

東山本川　通常砂防事業 20,000

権地川支川　通常砂防事業 10,000

安川支川16　通常砂防事業 2,500

飯の山川　通常砂防事業 10,000

中応寺神立川　通常砂防事業 25,000

杉谷川　通常砂防事業 10,000

大毛寺川支川17　通常砂防事業 5,000

根谷川支川58　通常砂防事業 8,000

大毛寺川支川　太田川圏域総合流域防災事業 15,000

湯戸川　通常砂防事業 5,000

東須川　通常砂防事業 15,000

檜垣川　通常砂防事業 20,000

大盤川支川　通常砂防事業 2,500

後原川　通常砂防事業 2,500

神開川　芦田川圏域総合流域防災事業 15,000

塩谷川　芦田川圏域総合流域防災事業 30,000

田ノ浦下南谷　通常砂防事業 46,000

宗郷川　通常砂防事業 10,000

向田川　芦田川圏域総合流域防災事業 2,500

防地川　通常砂防事業 10,000

東五反田川隣　通常砂防事業 2,500

西林寺南川　芦田川圏域総合流域防災事業 2,500

後山川　通常砂防事業 32,500

大畔谷　通常砂防事業 15,000

日南川　通常砂防事業 50,000

常清滝川　通常砂防事業 4,000

鍋屋谷川　通常砂防事業 20,000

恵木谷川　通常砂防事業 15,000

天楽川１号　通常砂防事業 15,000

川東川２号　通常砂防事業 17,500

桜谷川　江の川圏域総合流域防災事業 50,000

大津恵川　通常砂防事業 25,000

宮奥谷川　通常砂防事業 20,000

学恩寺川　通常砂防事業 17,500

市場川　江の川圏域総合流域防災事業 30,000

郷谷川　通常砂防事業 20,000

樅谷川支川　通常砂防事業 15,000

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）

広島県域における県土一体
となった総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）

広島県



氏森川　通常砂防事業 25,000

田尻東谷　通常砂防事業 25,000

麓川　通常砂防事業 25,000

エセキ川　通常砂防事業 5,000

熊野川支川11　通常砂防事業 2,500

雲母川　太田川圏域総合流域防災事業 25,000

青ケ迫川　通常砂防事業 5,000

森ヶ迫川　芦田川圏域総合流域防災事業 1,500

小野川支川　芦田川圏域総合流域防災事業 2,500

平黒2号　芦田川圏域総合流域防災事業 1,500

東川　芦田川圏域総合流域防災事業 2,000

小原川支川２号　芦田川圏域総合流域防災事業 1,500

弁財天川　通常砂防事業 10,000

西父木野川支川３　通常砂防事業 15,000

太田川圏域（緊急改築）　太田川圏域総合流域防
災事業（緊急改築）

10,000

太田川圏域（緊急改築【老朽化】）　太田川圏域総
合流域防災事業（緊急改築）

6,500

芦田川圏域（緊急改築）　芦田川圏域総合流域防
災事業（緊急改築）

22,500

芦田川圏域（緊急改築【老朽化】）　芦田川圏域総
合流域防災事業（緊急改築）

22,000

江の川圏域（緊急改築）　江の川圏域総合流域防
災事業（緊急改築）

10,000

江の川圏域（緊急改築【老朽化】）　江の川圏域総
合流域防災事業（緊急改築）

4,500

小瀬川圏域（緊急改築）　小瀬川圏域総合流域防
災事業（緊急改築）

17,500

小瀬川圏域（緊急改築【老朽化】）　小瀬川圏域総
合流域防災事業（緊急改築）

1,000

太田川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 50,000

芦田川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 23,000

江の川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 10,000

太田川圏域総合流域防災事業（情報共有） 1,000

太田川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 12,000

芦田川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 23,000

江の川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 5,000

筒瀬248地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

中野東4丁目20地区　急傾斜地崩壊対策事業 28,500

己斐上2丁目72地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

相田三丁目63地区　急傾斜地崩壊対策事業 11,250

山根町5地区　太田川圏域総合流域防災事業 9,000

相田六丁目28地区　太田川圏域総合流域防災事
業

11,410

己斐西町2地区　太田川圏域総合流域防災事業 2,000

貴船地区　急傾斜地崩壊対策事業 19,000

安東一丁目21地区　太田川圏域総合流域防災事
業

18,000

安東五丁目21地区　太田川圏域総合流域防災事
業

13,500

安東三丁目12地区　太田川圏域総合流域防災事
業

22,500

三滝本町二丁目1地区　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

船越六丁目17地区　太田川圏域総合流域防災事
業

15,750

上温品二丁目6地区　太田川圏域総合流域防災事
業

6,750

広島県域における県土一体
となった総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）

広島県



己斐上四丁目14地区　太田川圏域総合流域防災
事業

13,500

亀山南二丁目17地区　太田川圏域総合流域防災
事業

36,000

成本12地区　太田川圏域総合流域防災事業 20,250

山根地区　急傾斜地崩壊対策事業 38,000

毘沙門台一丁目28地区　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

緑井三丁目34地区　太田川圏域総合流域防災事
業

9,000

可部八丁目21地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

国信二丁目10地区　太田川圏域総合流域防災事
業

6,750

大林町152地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

横浜6244地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

矢野西3丁目37地区　急傾斜地崩壊対策事業 45,000

大君地区　急傾斜地崩壊対策事業 40,500

吉浦宮花町4地区　芦田川圏域総合流域防災事業 4,000

畑3丁目地区　芦田川圏域総合流域防災事業 12,000

早瀬三丁目A地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

小用一丁目A地区　芦田川圏域総合流域防災事業 27,000

篠尾地区　急傾斜地崩壊対策事業 16,000

後原Ａ地区　急傾斜地崩壊対策事業 19,000

深江A地区　太田川圏域総合流域防災事業 22,500

地御前二丁目A地区　太田川圏域総合流域防災事
業

22,500

郡塚C地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

川手中地区　急傾斜地崩壊対策事業 19,000

藤原4568地区　急傾斜地崩壊対策事業 28,500

上条1地区　芦田川圏域総合流域防災事業 13,500

大井1728地区　急傾斜地崩壊対策事業 33,250

長江地区　芦田川圏域総合流域防災事業 13,500

郷3地区　芦田川圏域総合流域防災事業 4,500

宗越793地区　芦田川圏域総合流域防災事業 27,000

鮴崎西地区　芦田川圏域総合流域防災事業 22,500

郷5地区　芦田川圏域総合流域防災事業 27,000

西上条地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

下仁賀地区　急傾斜地崩壊対策事業 47,500

久松台地区　急傾斜地崩壊対策事業 2,375

秋丸地区　芦田川圏域総合流域防災事業 7,965

広谷地区　急傾斜地崩壊対策事業 45,000

宮本地区　急傾斜地崩壊対策事業 13,500

中之町公民館北地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

向山地区　急傾斜地崩壊対策事業 19,000

神社北地区　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

潮音山東地区　芦田川圏域総合流域防災事業 9,000

処迫住宅上地区　急傾斜地崩壊対策事業 2,375

土井ノ内3地区　急傾斜地崩壊対策事業 19,000

三原病院下地区　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

広島県域における県土一体
となった総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）

広島県



山田地区　急傾斜地崩壊対策事業 4,750

岡地区　急傾斜地崩壊対策事業 24,000

南田地区　急傾斜地崩壊対策事業 47,500

宮部地区　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

山田(西）地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

山田（東）地区　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

三次町地区　急傾斜地崩壊対策事業 2,375

上市地区　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

山崎地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

畠敷地区　急傾斜地崩壊対策事業 19,000

横畠地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

上温品4丁目19地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

己斐上5丁目25地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

ナカノタニ地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

上郷842地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

入野町営住宅地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

正畠地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

横尾Ｃ地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

正明寺地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

鹿谷地区　急傾斜地崩壊対策事業 12,000

南幸町13地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

江波二本松2丁目地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

牛田東2丁目7地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

三滝本町1丁目34地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

小仁方一丁目8地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

北隠渡1丁目地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

畝松地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

向田地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

波多見7丁目地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

西惣付町5地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

天応東久保2丁目4地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

中津原地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

玖波五丁目2地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

河本地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

阿品地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

久保明ヶ谷地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

市地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

戸谷地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

上条A地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

花條地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

松永明神南地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

矢捨地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

引野町地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

広島県域における県土一体
となった総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）

広島県



国留地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

田野浦地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

明神地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

三次町4158-1地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

比和友定平地区　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

中川西地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

峰田赤川地区　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

本谷地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

地明地区　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

柳津地区　芦田川圏域総合流域防災事業 2,250

効果促進事業 7,500

効果促進事業（市町）
庄原市，廿日市市，熊
野町，府中町 25,500

2,493,000

2,493,000

小計

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図
と異なる配分を妨げるものではない

広島県域における県土一体
となった総合的な土砂災害
対策の推進（防災・安全）

広島県



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

広島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

天応海岸高潮対策事業 広島県 40,000

早時海岸堤防等老朽化対策緊
急事業

広島県 34,000

- 計 74,000

74,000

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

広島県地域における流域一体となった総合的
な治水対策の推進（防災・安全）緊急対策

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

広島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 広島県 241,696
- 計 241,696

下水道施設の整備 広島県 200,100
- 計 200,100

下水道施設の整備 広島市 1,675,000
- 計 1,675,000

下水道施設の整備 広島市 1,038,000
- 計 1,038,000

下水道施設の整備 呉市 461,869
- 計 461,869

下水道施設の整備 竹原市 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 三原市 190,000
- 計 190,000

下水道施設の整備 三原市 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 尾道市 56,090
- 計 56,090

下水道施設の整備 尾道市 21,700
- 計 21,700

下水道施設の整備 福山市 442,046
- 計 442,046

下水道施設の整備 福山市 200,759
- 計 200,759

下水道施設の整備 府中市 43,200
- 計 43,200

下水道施設の整備 府中市 27,100
- 計 27,100

下水道施設の整備 三次市 95,400
- 計 95,400

下水道施設の整備 庄原市 78,000
- 計 78,000

下水道施設の整備 大竹市 105,000
- 計 105,000

下水道施設の整備 大竹市 73,125
- 計 73,125

下水道施設の整備 東広島市 286,260
- 計 286,260

下水道施設の整備 東広島市 130,245
- 計 130,245

下水道施設の整備 東広島市 65,000
- 計 65,000

下水道施設の整備 廿日市市 214,200
- 計 214,200

下水道施設の整備 廿日市市 34,390
- 計 34,390

下水道施設の整備 安芸高田市 26,200
- 計 26,200

下水道施設の整備 江田島市 174,357
- 計 174,357

下水道施設の整備 府中町 3,619
- 計 3,619

福山市公共下水道（防災・安全）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

広島県流域下水道地震・津波対策の推進（防
災・安全）（重点計画）

広島県における流域下水道事業の推進（防災・
安全）

安全かつ強靭な下水道事業（防災・安全）

安全かつ強靭な下水道事業（防災・安全）（重
点計画）

呉市公共下水道（防災・安全）

竹原市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

三原市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

三原市公共下水道（防災・安全）

尾道市公共下水道（防災・安全）

尾道市公共下水道（防災・安全）(重点計画）

廿日市市公共下水道（防災・安全）

福山市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

府中市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

府中市公共下水道（防災・安全）

三次市公共下水道(防災・安全)

庄原市公共下水道（防災・安全）

大竹市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

大竹市公共下水道（防災・安全）

東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

東広島市公共下水道（防災・安全）

西条第二地区の安全・安心なまちづくり（防災・
安全）

廿日市市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

安芸高田市公共下水道（防災・安全）

江田島市公共下水道（防災・安全）

府中町公共下水道（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

広島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

下水道施設の整備 海田町 31,400
- 計 31,400

下水道施設の整備 熊野町 7,600
- 計 7,600

下水道施設の整備 坂町 18,000
- 計 18,000

下水道施設の整備 安芸太田町 2,950
- 計 2,950

下水道施設の整備 北広島町 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 大崎上島町 15,000
- 計 15,000

下水道施設の整備 世羅町 10,000

- 計 10,000

5,992,306

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない

海田町公共下水道(防災・安全)　(重点計画)

熊野町公共下水道(防災・安全)

坂町公共下水道（防災・安全）

安芸太田町特環公共下水道（防災・安全）

北広島町公共下水道（防災・安全）

大崎上島町特環公共下水道（防災・安全）

世羅町公共下水道事業（防災・安全）

合計



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

広島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 広島県 368,040
- 計 368,040

下水道施設の整備 広島県 4,911
- 計 4,911

下水道施設の整備 呉市 56,850
- 計 56,850

下水道施設の整備 竹原市 80,000
- 計 80,000

下水道施設の整備 三原市 120,000
- 計 120,000

下水道施設の整備 尾道市 63,580
- 計 63,580

下水道施設の整備 福山市 227,650
- 計 227,650

下水道施設の整備 府中市 130,000
- 計 130,000

下水道施設の整備 三次市 117,368
- 計 117,368

下水道施設の整備 大竹市 30,000
- 計 30,000

下水道施設の整備 東広島市 1,714,590
- 計 1,714,590

下水道施設の整備 廿日市市 920,000
- 計 920,000

下水道施設の整備 江田島市 4,000
- 計 4,000

下水道施設の整備 府中町 75,000
- 計 75,000

下水道施設の整備 海田町 24,500
- 計 24,500

下水道施設の整備 北広島町 13,000
- 計 13,000

下水道施設の整備 大崎上島町 95,967
- 計 95,967

下水道施設の整備 世羅町 27,610
- 計 27,610

4,073,066

東広島市公共下水道（重点計画）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

広島県における流域下水道事業の推進（重点
計画）

広島県における流域下水道事業の推進

呉市公共下水道

竹原市公共下水道

三原市公共下水道

尾道市公共下水道（重点計画）

福山市公共下水道（重点計画）

府中市公共下水道

三次市公共下水道

大竹市公共下水道（重点計画）

世羅町公共下水道

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分を
妨げるものではない

廿日市市公共下水道（重点計画）

江田島市公共下水道（重点計画）

府中町公共下水道

海田町公共下水道

北広島町公共下水道

大崎上島町特環公共下水道


