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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道2号 福山市 福山道路 1,220

改築 国道2号 東広島市～広島市 安芸バイパス 3,020

改築 国道2号 広島市～海田町 東広島バイパス 1,980

改築 国道2号 海田町～広島市 広島南道路 410

改築 国道2号 広島市～廿日市市 西広島バイパス 100

改築 国道2号 大竹市 岩国・大竹道路 100

改築 国道54号 広島市 可部バイパス 150

改築 国道183号 庄原市 鍵掛峠道路 440

改築 国道185号 東広島市～竹原市 安芸津バイパス 50

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道2号

福山市、尾道市、
三原市、竹原市、
東広島市、
広島市、海田町、
廿日市市、
大竹市

広島2号交通安全対策 196

交通安全 国道31号
海田町、坂町、
呉市

広島31号交通安全対策 12

交通安全 国道54号
広島市、
安芸高田市、
三次市

広島54号交通安全対策 45

交通安全 国道185号
呉市、東広島市、
竹原市

広島185号交通安全対策 139

交通安全 国道317号 東広島市 広島317号交通安全対策 50

備考路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

引野電線共同溝（福山市） 300

東雲電線共同溝（広島市） 25

出汐（Ⅱ期）電線共同溝（広島市） 25

路線名 備考

電線共同溝 国道2号 福山市、広島市 広島2号電線共同溝 350



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道2号 福山市～大竹市 広島2号維持管理 442

維持管理 国道54号 広島市～三次市 広島54号維持管理 142

維持管理 国道375号 呉市～東広島市 広島375号維持管理 152

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 42

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道2号 大竹市 岩国・大竹道路 400

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道2号 福山市～大竹市 広島2号維持管理 280

維持管理 国道31号 海田町～呉市 広島31号維持管理 20

維持管理 国道54号 広島市～三次市 広島54号維持管理 380

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （一） 津之郷山守線 福山市
瀬戸町～駅家町
【福山環状道路】

50

改築 （主） 福山沼隈線 福山市 草戸～熊野工区 400

改築 （一） 府中祇園線 広島市 中山南～中山西 50

改築 （市） 安芸1区上瀬野線 広島市 上瀬野工区 100

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:広島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 広島市 広島市無電柱化推進計画事業 156
(市)中1区霞庚午線、(市)中2区吉島観音線(吉島工区)ほか1路線、
(市)南4区中広宇品線（翠町）、(都)霞庚午線（西霞町～翠3丁目）、
(都)東雲大州線(上東雲町～南蟹屋1丁目)ほか1路線



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:広島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 呉市 焼山本庄地区 呉市 2



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:広島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 広島県 橋梁長寿命化修繕計画 344 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 広島県 トンネル長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 広島市 橋梁長寿命化修繕計画 65 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 広島市 道路附属物等長寿命化修繕計画 36 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 呉市 橋梁長寿命化修繕計画 45 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三原市 橋梁長寿命化修繕計画 80 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福山市 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 府中市 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 庄原市 橋梁長寿命化修繕計画 15 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大竹市 橋梁長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東広島市 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 廿日市市 橋梁長寿命化修繕計画 3 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:広島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 廿日市市 トンネル長寿命化修繕計画 3 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 海田町 橋梁長寿命化修繕計画 2 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊野町 橋梁長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神石高原町 橋梁長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神石高原町 トンネル長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
広島県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

広島県橋梁長寿命化修繕計画
広島県 安芸高田市 県道吉田口停車場線 吉田大橋(103212003) 橋梁 修繕
広島県 三原市 県道小泉本郷線 小原大橋(70336207) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道世羅甲田線 智徳橋(102052003) 橋梁 修繕
広島県 東広島市 県道馬木八本松線 樋ノ詰橋(706702) 橋梁 修繕
広島県 三次市 国道１８３号 寿橋(11226) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 国道１８６号 翠橋(2307) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 国道１８６号 雄鹿原橋(5003) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 国道２６１号 新大橋(5054) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 国道２６１号 水崎橋(5055) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 国道２６１号 千代田橋(5056) 橋梁 修繕
広島県 尾道市 国道３１７号 尾道大橋(070131702) 橋梁 修繕

広島県トンネル長寿命化修繕計画
広島県 大竹市 国道186号 八丁トンネル トンネル 修繕

広島市橋梁長寿命化修繕計画
広島市 広島市 市道安佐南2区614号線 高取橋 橋梁 修繕

広島市道路附属物等長寿命化修繕計画
広島市 広島市 県道広島三次線 饒津陸橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 国道191号 可部陸橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 市道佐伯1区118号線 五月が丘横断歩道橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 市道西1区駅前観音線 天満歩道橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 市道西3区70号線 己斐中第二陸橋 道路附属物等 修繕

呉市橋梁長寿命化修繕計画
呉市 呉市 市道郷原西45号線 浜田橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道幸町海岸線 かもめ橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道幸町海岸線 かもめ歩道橋 橋梁 撤去
呉市 呉市 市道句碑警固屋線 しようぶ山橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道句碑警固屋線 大正橋 橋梁 修繕

三原市橋梁長寿命化修繕計画
三原市 三原市 市道瓜原平岩線 河上橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道大具上線 古元橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道幸崎62号線 幸崎62号線1号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道須波29号線 須波町29号線1号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道須波西12号線 須波西町12号線1号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道須波西1号線 須波西町1号線1号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道中筋横断線 船木大橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道東側線 蛇之首橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道深町24号線 深町24号線1号橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道堀亀津線 亀津橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道港町５号線 港町５号線1号橋梁（曙橋） 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道明神12号線 明神12号線2号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道八幡町31号線 八幡町31号線2号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道余井沖線 余井橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道鬼の釜1号線 姥ヶ原橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道石田線 石田橋１号橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道中之町76号線 中之町76号線1号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道萩原加茂線 萩下橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道福田長竿線 九尻橋 橋梁 修繕

福山市橋梁長寿命化修繕計画
福山市 福山市 東町三吉2号線 東町三吉2号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 南蔵王42号線 南蔵王42号線3号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 下御領30号線 下御領30号線2号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 上山南32号線 上山南32号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 上竹田13号線 上竹田13号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 新市75号線 池洲下橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 神村16号線 神村16号線2号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 水呑134号線 水呑134号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 水呑27号線 水呑27号線2号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 水呑82号線 無名橋36 橋梁 修繕
福山市 福山市 中山南50号線 鎧橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 東川口12号線 東川口12号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 東川口26号線 東川口26号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 南手城20号線 南手城20号線2号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 柳津19号線 久井平橋 橋梁 修繕

府中市橋梁長寿命化修繕計画
府中市 府中市 市道栗柄下川辺線 僧殿4号橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道荒谷協和線 東谷橋1 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
広島県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

府中市 府中市 市道植木井永支線 直線橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道本山35号線 本山3号橋 橋梁 修繕

庄原市橋梁長寿命化修繕計画
庄原市 庄原市 市道木屋原甲之邑線 胡橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道小迫3号線 宮本橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道納丸線 寺橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道為重下川西線 為重川橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道庄原川手線 車橋 橋梁 修繕

大竹市橋梁長寿命化修繕計画
大竹市 大竹市 市道玖波青木線 小方橋 橋梁 修繕
大竹市 大竹市 市道元町木野線 加計橋 橋梁 修繕

東広島市橋梁長寿命化修繕計画
東広島市 東広島市 市道飯田線 四ツ町橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道黒瀬川2号線 黒瀬川2号1号橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道中央巡回線 中央巡回線2号橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道栃木寺沖線 新河津橋 橋梁 修繕

廿日市市橋梁長寿命化修繕計画
廿日市市 廿日市市 市道田野原線 田野原線1号橋 橋梁 修繕
廿日市市 廿日市市 市道廿日市津和野線 河津原橋 橋梁 修繕

廿日市市トンネル長寿命化修繕計画
廿日市市 廿日市市 市道宮内更地線 中山トンネル トンネル 修繕

海田町橋梁長寿命化修繕計画
海田町 海田町 町道135号線 畑の谷橋 橋梁 修繕
海田町 海田町 町道８号線 唐谷橋 橋梁 修繕

熊野町橋梁長寿命化修繕計画
熊野町 熊野町 町道大晩線 さくらの橋 橋梁 修繕
熊野町 熊野町 町道平谷東線 平谷東１号橋 橋梁 修繕

神石高原町橋梁長寿命化修繕計画
神石高原町 神石高原町 上組城江支1号線 上組城江支1号線1号h氏 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道三石剣線 剣橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道宮下橋線 宮下橋 橋梁 撤去
神石高原町 神石高原町 町道下井関陰地線 龍王橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道広瀬吉永線 矢名瀬橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道大谷1号線 大谷1号線1号橋 橋梁 修繕

神石高原町トンネル長寿命化修繕計画
神石高原町 神石高原町 町道三石剣線 1号トンネル トンネル 修繕
神石高原町 神石高原町 町道三石剣線 2号トンネル トンネル 修繕



広 島 県

水管理・国土保全局



令和３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 215　 福山市
ふくやま　し

太田川 太田川 一般河川改修事業 1,068　 広島市
ひろしま　し

江の川 江の川上流 一般河川改修事業 553　 三次市
み よ し　し

芦田川 芦田川 河川維持修繕事業 189　 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 931　 安芸太田
あきおおた

町
ちょう

　～　河口
かこう

小瀬川 小瀬川 河川維持修繕事業 69　 大竹市
おおたけし

～河口
かこう

江の川 江の川上流 河川維持修繕事業 372　 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３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 600　 三原市
み は ら し

手城川 手城川 事業間連携河川事業 160　 福山市
ふ く や ま し

芦田川 福川 大規模特定河川事業 200　 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



広島県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 江の川土師ダム 14

太田川高瀬堰 180

小瀬川弥栄ダム 10

太田川温井ダム 16

江の川灰塚ダム 42

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

広島西部山系砂防 砂防 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 150
ひろしませいぶさんけい いしうちがわ いしうちがわみぎしけいろく・なな 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 石内川右支渓6・7 五月が丘地区 広島市 佐伯区 五月が丘 砂防堰堤工 200
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 120
砂防
合計 3 箇所 470

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

特定緊急砂防 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 300
特定緊急砂防
合計 1 箇所 300

合計 4 箇所 770

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（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 180
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 750

合計 2 箇所 930

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（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



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 おおたがわ おちくぼがわみぎし７ ひろしまし ひがしく やまねちょう さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 太田川 落久保川右支７ 広島市 東区 山根町 砂防堰堤工 80
おおたがわ てらやまかわ ひろしまし ひがしく ふくだちょう さぼうえんていこう

太田川 寺山川 広島市 東区 福田町 砂防堰堤工 105
おおたがわ やが２し ひろしまし ひがしく やが さぼうえんていこう

太田川 矢賀2支 広島市 東区 矢賀 砂防堰堤工 100
おおたがわ ひがしふくだ４し ひろしまし ひがしく ふくだちょう さぼうえんていこう

太田川 東福田4支 広島市 東区 福田町 砂防堰堤工 20
おおたがわ てらじょうがわみぎし７となり ひろしまし ひがしく ふくだ さぼうえんていこう

太田川 寺条川右支７隣 広島市 東区 福田 砂防堰堤工 20
おおたがわ ひがしふくだ６しとなり ひろしまし ひがしく ふくだ さぼうえんていこう

太田川 東福田6支隣 広島市 東区 福田 砂防堰堤工 80
そのた おおこうがわしせん１となり ひろしまし みなみく ひうなちょう さぼうえんていこう

その他 大河川支川1隣 広島市 南区 日宇那町 砂防堰堤工 100
そのた やじたがわ２ ひろしまし みなみく にのしまちょう さぼうえんていこう

その他 家下川2 広島市 南区 似島町 砂防堰堤工 51
そのた やじたがわ ひろしまし みなみく にのしまちょう さぼうえんていこう

その他 家下川 広島市 南区 似島町 砂防堰堤工 85
おおたがわ みささがわしせん７６ ひろしまし あさきたく しらきちょう さぼうえんていこう

太田川 三篠川支川76 広島市 安佐北区 白木町 砂防堰堤工 93
おおたがわ ほりたおくがわ ひろしまし あさきたく かるがまち さぼうえんていこう

太田川 堀田奥川 広島市 安佐北区 狩留家町 砂防堰堤工 32
せのがわ はたかがわしせん７ ひろしまし あきく はたかちょう さぼうえんていこう

瀬野川 畑賀川支川７ 広島市 安芸区 畑賀町 砂防堰堤工 10
やのがわ くまさきがわ ひろしまし あきく やのひがし さぼうえんていこう

矢野川 熊崎川 広島市 安芸区 矢野東 砂防堰堤工 255
せのがわ さんのうきたがわ ひろしまし あきく なかのひがし さぼうえんていこう

瀬野川 山王北川 広島市 安芸区 中野東 砂防堰堤工 30

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（広島県　1/7）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 せのがわ せのがわしせん１７ ひろしまし あきく なかの さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 瀬野川 瀬野川支川17 広島市 安芸区 中野 砂防堰堤工 80
せのがわ あおぼうがわ ひろしまし あきく なかのひがし さぼうえんていこう

瀬野川 青防川 広島市 安芸区 中野東 砂防堰堤工 90
やのがわ はながみかみがわ ひろしまし あきく やのちょう さぼうえんていこう

矢野川 花上上川 広島市 安芸区 矢野町 砂防堰堤工 20
せのがわ ひよきがわ ひろしまし あきく せのみなみ さぼうえんていこう

瀬野川 ひよき川 広島市 安芸区 瀬野南 砂防堰堤工 170
せのがわ みずたにがわ ひろしまし あきく はたかちょう さぼうえんていこう

瀬野川 水谷川 広島市 安芸区 畑賀町 砂防堰堤工 70
せのがわ はたかがわしせん１５ ひろしまし あきく はたかちょう さぼうえんていこう

瀬野川 畑賀川支川15 広島市 安芸区 畑賀町 砂防堰堤工 42
せのがわ せのがわしせん５１ ひろしまし あきく せのちょう さぼうえんていこう

瀬野川 瀬野川支川51 広島市 安芸区 瀬野町 砂防堰堤工 100
やのがわ くまさきがわみなみ ひろしまし あきく やのひがし６ちょうめ さぼうえんていこう

矢野川 熊崎川南 広島市 安芸区 矢野東6丁目 砂防堰堤工 210
そのた あきやのしたがわ ひろしまし あきく やのみなみ４ちょうめ さぼうえんていこう

その他 安芸矢野下川 広島市 安芸区 矢野南4丁目 砂防堰堤工 91
そのた こつぼにしかわ くれし ひろこつぼ さぼうえんていこう

その他 小坪西川 呉市 広小坪 砂防堰堤工 150
そのた おおつぼがわ くれし ひろまち さぼうえんていこう

その他 大坪川 呉市 広町 砂防堰堤工 50
そのた すがわらがわしせん くれし おんどちょうきたおんど さぼうえんていこう

その他 菅原川支川 呉市 音戸町北隠渡 砂防堰堤工 50
そのた うめきがわとなり くれし ながたにちょう さぼうえんていこう

その他 梅木川隣 呉市 長谷町 砂防堰堤工 50
そのた うめきがわしせん くれし おおやまちょう さぼうえんていこう

その他 梅木川支川 呉市 大山町 砂防堰堤工 140

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（広島県　2/7）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 のろがわ いずみたにがわ くれし やすうらちょうなかはた さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 野呂川 泉谷川 呉市 安浦町中畑 砂防堰堤工 160
そのた うねがわ・かさいわがわ２ くれし よしうらしんでちょう さぼうえんていこう

その他 宇根川・笠岩川2 呉市 吉浦新出町 砂防堰堤工 80
そのた ぼたたにがわ くれし みやはら さぼうえんていこう

その他 ボタ谷川 呉市 宮原 砂防堰堤工 90
のろがわ いしがばながわ くれし やすうらちょうはらはた さぼうえんていこう

野呂川 石ヶ鼻川 呉市 安浦町原畑 砂防堰堤工 100
のろがわ なかがはらがわ くれし やすうらちょうしもがうち さぼうえんていこう

野呂川 中ヶ原川 呉市 安浦町下垣内 砂防堰堤工 160
そのた こいのうらがわとなり くれし おんどちょうはやせ さぼうえんていこう

その他 鯉ノ浦川隣 呉市 音戸町早瀬 砂防堰堤工 100
そのた こいのうらがわとなり２ くれし おんどちょうはやせ さぼうえんていこう

その他 鯉ノ浦川隣2 呉市 音戸町早瀬 砂防堰堤工 100
そのた 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

その他 岡棟川 呉市 音戸町先奥 砂防堰堤工 50
そのた はえのもとがわ くれし くらはしちょう さぼうえんていこう

その他 砠ノ元川 呉市 倉橋町 砂防堰堤工 150
そのた でんじゅうばらがわ くれし てんのうでんじゅうばらちょう さぼうえんていこう

その他 伝十原川 呉市 天応伝十原町 砂防堰堤工 150
そのた みやがわだい２しせん くれし よしうらかみじょうちょう さぼうえんていこう

その他 宮川第2支川 呉市 吉浦上城町 砂防堰堤工 140
かもがわ なかじょうがわ たけはらし ひがしのちょう さぼうえんていこう

賀茂川 中条川 竹原市 東野町 砂防堰堤工 110
かもがわ かもがわしせん４１ たけはらし にしのちょう さぼうえんていこう

賀茂川 賀茂川支川41 竹原市 西野町 砂防堰堤工 100
かもがわ かもがわしせん９ たけはらし にしのちょう さぼうえんていこう

賀茂川 賀茂川支川9 竹原市 西野町 砂防堰堤工 100

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（広島県　3/7）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 かもがわ たまりがわしせん たけはらし たまりちょう さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 賀茂川 田万里川支川 竹原市 田万里町 砂防堰堤工 60
かもがわ かもがわしせん５ たけはらし にかちょう さぼうえんていこう

賀茂川 賀茂川支川5 竹原市 仁賀町 砂防堰堤工 120
ほんかわ おなしがわしせん たけはらし おなしちょう さぼうえんていこう

本川 小梨川支川 竹原市 小梨町 砂防堰堤工 110
かもがわ かもがわしせん３３ たけはらし にかちょう さぼうえんていこう

賀茂川 賀茂川支川33 竹原市 仁賀町 砂防堰堤工 100
ぬたがわ てんじょうがわしせん６ みはらし ぬたひがしまち さぼうえんていこう

沼田川 天井川支川6 三原市 沼田東町 砂防堰堤工 40
ぬたがわ てんじょうがわしせん６となり みはらし ぬたひがしまち さぼうえんていこう

沼田川 天井川支川6隣 三原市 沼田東町 砂防堰堤工 25
そのた あかいしがわ みはらし きはら さぼうえんていこう

その他 赤石川 三原市 木原 砂防堰堤工 300
そのた やなぎがわ みはらし きはら さぼうえんていこう

その他 柳川 三原市 木原 砂防堰堤工 300
ほんごうがわ やはらにしかわ おのみちし はらだまち さぼうえんていこう

本郷川 矢原西川 尾道市 原田町 砂防堰堤工 240
そのた しとらすかわ おのみちし せとだちょう さぼうえんていこう

その他 シトラス川 尾道市 瀬戸田町 砂防堰堤工 315
あしだがわ みやのまがわ ふちゅうし かわさまち さぼうえんていこう

芦田川 宮ノ間川 府中市 河佐町 砂防堰堤工 173
あしだがわ かんのんだにがわ ふちゅうし ひろたにまち さぼうえんていこう

芦田川 観音谷川 府中市 広谷町 砂防堰堤工 40
くろせがわ しょうりきがわ ひがしひろしまし はっぽんまつちょうしょうりき さぼうえんていこう

黒瀬川 正力川 東広島市 八本松町正力 砂防堰堤工 100
おおたがわ おくやがわみぎ１ ひがしひろしまし しわちょうおくや さぼうえんていこう

太田川 奥屋川右1 東広島市 志和町奥屋 砂防堰堤工 100

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（広島県　4/7）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 みつおおかわ かなしなかにしたに ひがしひろしまし あきつちょうみつ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 三津大川 蚊無中西谷 東広島市 安芸津町三津 砂防堰堤工 60
おおたがわ さだおかがわ ひがしひろしまし しわちょうべふ さぼうえんていこう

太田川 貞岡川 東広島市 志和町別府 砂防堰堤工 120
おおたがわ おのがわひだり３ ひがしひろしまし しわちょうべふ さぼうえんていこう

太田川 小野川左3 東広島市 志和町別府 砂防堰堤工 20
おおたがわ さだおかがわ２ ひがしひろしまし しわちょうべふ さぼうえんていこう

太田川 貞岡川2 東広島市 志和町別府 砂防堰堤工 110
くろせがわ なんじょうがわ ひがしひろしまし はっぽんまつちょうしょうりき さぼうえんていこう

黒瀬川 南城川 東広島市 八本松町正力 砂防堰堤工 160
くろせがわ かみいいだがわ ひがしひろしまし はっぽんまつちょういいだ さぼうえんていこう

黒瀬川 上飯田川 東広島市 八本松町飯田 砂防堰堤工 120
みつおおかわ かなしなかひがしたに ひがしひろしまし あきつちょうみつ さぼうえんていこう

三津大川 蚊無中東谷 東広島市 安芸津町三津 砂防堰堤工 150
そのた ながたにがわしせん えたじまし えたじまちょうきりくし さぼうえんていこう

その他 長谷川支川 江田島市 江田島町切串 砂防堰堤工 117
そのた わたりがわとなり２ えたじまし えたじまちょうみやのはら さぼうえんていこう

その他 渡川隣２ 江田島市 江田島町宮ノ原 砂防堰堤工 126
そのた あきづきがわ えたじまし えたじまちょうあきづき さぼうえんていこう

その他 秋月川 江田島市 江田島町秋月 砂防堰堤工 175
そのた あかえこがわ えたじまし えたじまちょうこよう さぼうえんていこう

その他 アカエ子川 江田島市 江田島町小用 砂防堰堤工 80
そのた もりのくぼがわしせん１ えたじまし おきみちょうこうそ さぼうえんていこう

その他 森の窪川支川１ 江田島市 沖美町高祖 砂防堰堤工 80
おおたがわ えのきかわしせん１９となり あきぐん ふちゅうちょう さぼうえんていこう

太田川 榎川支川19隣 安芸郡 府中町 砂防堰堤工 180
おおたがわ えのきかわしせん１２ あきぐん ふちゅうちょう やまだ さぼうえんていこう

太田川 榎川支川１２ 安芸郡 府中町 山田 砂防堰堤工 42

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（広島県　5/7）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 おおたがわ えのきかわしせん１１ あきぐん ふちゅうちょう やまだ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 太田川 榎川支川１１ 安芸郡 府中町 山田 砂防堰堤工 93
おおたがわ やはたがわしせん１８ あきぐん ふちゅうちょう やはた さぼうえんていこう

太田川 八幡川支川18 安芸郡 府中町 八幡 砂防堰堤工 70
おおたがわ やはたがわしせん１６ あきぐん ふちゅうちょう やはた さぼうえんていこう

太田川 八幡川支川16 安芸郡 府中町 八幡 砂防堰堤工 70
せのがわ あけびがわ あきぐん かいたちょう みさこ さぼうえんていこう

瀬野川 明飛川 安芸郡 海田町 三迫 砂防堰堤工 120
せのがわ くすのきたにがわ あきぐん かいたちょう うね さぼうえんていこう

瀬野川 楠木谷川 安芸郡 海田町 畝 砂防堰堤工 70
せのがわ にしのだにがわ あきぐん かいたちょう みさこ さぼうえんていこう

瀬野川 西ノ谷川 安芸郡 海田町 三迫 砂防堰堤工 50
せのがわ にしのだにがわしせん あきぐん かいたちょう みさこ さぼうえんていこう

瀬野川 西ノ谷川支川 安芸郡 海田町 三迫 砂防堰堤工 200
せのがわ みたにがわ あきぐん くまのちょう はつがみ さぼうえんていこう

瀬野川 三谷川 安芸郡 熊野町 初神 砂防堰堤工 70
にこうがわ にしがたけがわ あきぐん くまのちょう できにわ さぼうえんていこう

二河川 西ヶ岳川 安芸郡 熊野町 出来庭 砂防堰堤工 20
せのがわ くまのがわしせん１ あきぐん くまのちょう じょうのほり さぼうえんていこう

瀬野川 熊野川支川１ 安芸郡 熊野町 城之堀 砂防堰堤工 20
にこうがわ しいかわしせん あきぐん くまのちょう じょうのほり さぼうえんていこう

二河川 椎川支川 安芸郡 熊野町 城之堀 砂防堰堤工 310
にこうがわ たきがだにがわ あきぐん くまのちょう じょうのほり さぼうえんていこう

二河川 滝ヶ谷川 安芸郡 熊野町 城之堀 砂防堰堤工 80
せのがわ くまのがわしせん２ あきぐん くまのちょう じょうのほり さぼうえんていこう

瀬野川 熊野川支川２ 安芸郡 熊野町 城之堀 砂防堰堤工 150
せのがわ ほりのたにがわ あきぐん くまのちょう じょうのほり さぼうえんていこう

瀬野川 堀之谷川 安芸郡 熊野町 城之堀 砂防堰堤工 20

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（広島県　6/7）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 せのがわ すみだたにがわとなり あきぐん くまのちょう はぎわら さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 瀬野川 住田谷川隣 安芸郡 熊野町 萩原 砂防堰堤工 100
せのがわ なえしぶがわ あきぐん くまのちょう はぎわら さぼうえんていこう

瀬野川 苗渋川 安芸郡 熊野町 萩原 砂防堰堤工 20
そのた てんちがわしせん１ あきぐん さかちょう こやうら さぼうえんていこう

その他 天地川支川１ 安芸郡 坂町 小屋浦 砂防堰堤工 233
そのた てんちがわ あきぐん さかちょう こやうら さぼうえんていこう

その他 天地川 安芸郡 坂町 小屋浦 砂防堰堤工 320
そのた てんちがわしせん８ あきぐん さかちょう こやうら さぼうえんていこう

その他 天地川支川８ 安芸郡 坂町 小屋浦 砂防堰堤工 20
そのた みずおちがわ あきぐん さかちょう みずしり さぼうえんていこう

その他 水落川 安芸郡 坂町 水尻 砂防堰堤工 5
そのた みずしりがわしせん４ あきぐん さかちょう みずしり さぼうえんていこう

その他 水尻川支川４ 安芸郡 坂町 水尻 砂防堰堤工 5
そのた みずしりがわしせん３ あきぐん さかちょう みずしり さぼうえんていこう

その他 水尻川支川３ 安芸郡 坂町 水尻 砂防堰堤工 44
そのた かめいしがわ２ あきぐん さかちょう かめいしやま さぼうえんていこう

その他 亀石川２ 安芸郡 坂町 亀石山 砂防堰堤工 1
そのた てんちがわしせん３ あきぐん さかちょう こやうら さぼうえんていこう

その他 天地川支川3 安芸郡 坂町 小屋浦 砂防堰堤工 110
そのた みずおちがわとなり あきぐん さかちょう みずしり さぼうえんていこう

その他 水落川隣 安芸郡 坂町 水尻 砂防堰堤工 72

95箇所 9,800合計

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（広島県　7/7）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



令和３年度第１次補正予算　下水道事業

都道府県名：広島県 （単位：千円）

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）

320,000 160,000

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）

134,500 67,250

※上記は全額５か年加速化対策分である。

計 454,500 227,250

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

広島西部山系砂防 砂防 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 47

合計 1 箇所 47

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（広島県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



広　島　県

都市局



※市町村名は令和3年12月1日現在である。
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　広島県

（単位：百万円）

維持管理 国営備北丘陵公園 庄原市 500 うち５か年加速化対策　225百万円

令和３年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 広島県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

1/2, 358,444 36,000 394,444

福山市 福山市 継続 福山駅周辺地区 4.5/10 161,300 18,000 179,300

217,000 6,000 223,000

東広島市 東広島市 継続 西高屋駅周辺地区 1/2 108,500 3,000 111,500

575,444 42,000 617,444

合計 269,800 21,000 290,800

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 広島市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

164,400 26,000 190,400

広島市 広島市 継続 下祇園駅周辺地区 1/2 82,200 13,000 95,200

4,712,200 1,112,000 5,824,200

広島市 広島市 継続 中央公園周辺地区 1/2 2,356,100 556,000 2,912,100 ５か年加速化対策分

1/2, 736,000 2,225,000 2,961,000

広島市 広島市 継続 可部地区 4.5/10 368,000 1,000,000 1,368,000 ５か年加速化対策分

5,612,600 3,363,000 8,975,600

合計 2,806,300 1,569,000 4,375,300

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:広島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 広島市 広島市無電柱化推進計画事業 156

(市)中1区霞庚午線、(市)中2区吉島観音線(吉島工区)ほか1
路線、(市)南4区中広宇品線（翠町）、(都)霞庚午線（西霞町
～翠3丁目）、(都)東雲大州線(上東雲町～南蟹屋1丁目)ほか
1路線

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

広島県

広島県

広島県国際拠点港湾 広 島 広 島 県 小 計 97 97

広島県 直 轄 97 97

広島県

広島県重 要 港 湾 福 山 広 島 県 小 計 1,180 1,180

広島県 直 轄 1,180 1,180

広島県

広島県 尾 道 糸 崎 広 島 県 小 計 327 327

広島県 直 轄 327 327

広島県

広島県 呉 呉 市 小 計 110 110

広島県 直 轄 110 110

広島県

1,714 1,714合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

広 島 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

高 潮 対 策 広 島 広 島 県 小 計 330 330

直 轄 330 330

330 330合　　　　計

海岸管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事 業 区 分

広 島 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名
事　　業　　費



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（広島県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

28高速道路IC等へのアクセス向
上による新たな経済成長

広島県,三原市,廿日市市 165,000 

32広島都市圏及び備後都市圏の
中枢拠点機能向上と周辺地域の
魅力ある地域づくりの支援

広島県,海田町,熊野町,坂町,江田島市,呉
市,安芸高田市,廿日市市,安芸太田町,北広
島町,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,
尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,
庄原市,福山市

102,075 

広島県における安全・安心な居
住環境の形成（地域住宅計画
広島県内地域）【重点】

広島県 27,759 

都市基盤となる骨格道路等整備
（３期）

広島市 10,000 

304,834 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（広島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

25広島県における安全・安心な
道づくり

広島県,海田町,熊野町,江田島市,安芸高田
市,呉市,大竹市,廿日市市,安芸太田町,北広
島町,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,
尾道市,福山市,府中市,三次市,庄原市

545,035 

29安全・安心な通学路の確保

広島県,東広島市,府中町,三原市,府中市,呉
市,廿日市市,尾道市,福山市,熊野町,坂町,
江田島市,安芸高田市,大竹市,北広島町,竹
原市,世羅町,三次市,庄原市,海田町,大崎上
島町

473,099 

35国土強靭化地域計画に基づく
防災・減災対策の推進（防安）

広島県,福山市 253,550 

36災害時拠点等へのアクセス性
向上による国土の強靭化（交
通・物流）

広島県,尾道市,福山市 122,250 

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,広島市 679,000 

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）

広島県 185,000 

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,呉市,三原市,尾道市,府中市,三次
市,庄原市,東広島市,廿日市市,安芸高田市,
府中町,熊野町

1,503,090 

広島県における流域下水道事業
の推進（防災・安全）

広島県 140,000 

【重点】広島県港湾海岸におけ
る高潮・津波対策の推進（防
災・安全）

広島県,東広島市 257,000 

広島県港湾海岸における高潮・
津波対策の推進（防災・安全）

広島県,東広島市 75,000 

安全・安心を確保する公園整備
の推進（防災・安全）（耐震改
修等）

広島県 15,000 

広島県宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

広島県,呉市,竹原市,三原市,尾道市,福山
市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,東広島
市,廿日市市,安芸高田市,北広島町,神石高
原町

83,857 



（広島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

呉市公共下水道（防災・安全） 呉市 67,500 

安全で快適な都市公園の整備
（防災・安全）

呉市 8,500 

災害に強い安全・安心な都市公
園づくり（防災・安全）

三原市 12,500 

福山市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

福山市 150,000 

福山市公共下水道（防災・安
全）

福山市 100,000 

次世代につなぐ都市公園の再生
（防災・安全）

福山市 14,700 

府中市公共下水道（防災・安
全）

府中市 15,861 

都市公園の防災機能強化と長寿
命化の推進（防災・安全）

東広島市 27,600 

都市公園の整備による防災機能
の強化（防災・安全）

東広島市 15,000 

廿日市市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

廿日市市 60,000 

廿日市市公共下水道（防災・安
全）

廿日市市 55,000 

都市公園の機能強化と安全性の
向上（防災・安全）

廿日市市 15,000 

2 府中町中心市街地のにぎわい
再生と安全・安心なまちづくり
（防災・安全）

府中町 21,700 

府中町公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

府中町 77,000 



（広島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

坂町公共下水道（防災・安全） 坂町 22,500 

安芸太田町特環公共下水道（防
災・安全）

安芸太田町 3,500 

北広島町公共下水道（防災・安
全）

北広島町 1,570 

災害に強く安全・安心に暮らせ
る道路環境の整備（Ⅱ期）（防
災・安全）

広島市 184,500 

被災地域を災害に強い安全なま
ちによみがえらせる復興まちづ
くり（Ⅱ期）（防災・安全）

広島市 20,000 

安全かつ強靭な下水道事業（防
災・安全）

広島市 440,000 

安全・安心な都心空間の実現に
向けた中央公園の防災機能強化
（防災・安全）

広島市 515,000 

安全・安心な都市公園整備の推
進（Ⅲ期）（防災・安全)

広島市 15,000 

6,174,312 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（広島県）

社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

28高速道路IC等へのアクセス向
上による新たな経済成長

広島県,三原市,廿日市市 275,000 

32広島都市圏及び備後都市圏の
中枢拠点機能向上と周辺地域の
魅力ある地域づくりの支援

広島県,海田町,熊野町,坂町,江田島市,呉
市,安芸高田市,廿日市市,安芸太田町,北広
島町,東広島市,竹原市,大崎上島町,三原市,
尾道市,世羅町,府中市,神石高原町,三次市,
庄原市,福山市

86,585 

広島県の港湾施設における住民
や観光客の利便性・安全性の向
上(地域活性化）

広島県 263,000 

福山市公共下水道（重点計画） 福山市 47,500 

大竹駅周辺地区における鉄道駅
へのアクセス向上と交通結節点
の機能強化による安全で快適な
まちづくり

大竹市 59,950 

東広島市公共下水道（重点計
画）

東広島市 51,250 

筆のまち・熊野町の観光交流拠
点公園整備の推進

熊野町 15,000 

ひろしま西風新都内幹線道路
ネットワークの機能強化に資す
る道路整備

広島市 112,500 

鉄道駅等へのアクセス向上に資
する道路整備及び既成市街地の
改善

広島市 13,794 

広島都心地区（Ⅱ期）都市再生
整備計画

広島市 60,000 

984,579 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（広島県）

防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

29安全・安心な通学路の確保

広島県,東広島市,府中町,三原市,府中市,呉
市,廿日市市,尾道市,福山市,熊野町,坂町,
江田島市,安芸高田市,大竹市,北広島町,竹
原市,世羅町,三次市,庄原市,海田町,大崎上
島町

549,338 

西条第二地区の安全・安心なま
ちづくり（防災・安全）

東広島市 44,550 

災害に強く安全・安心に暮らせ
る道路環境の整備（Ⅱ期）（防
災・安全）

広島市 50,500 

通学路等における交通安全対策
の推進（防災・安全）

広島市 11,000 

655,388 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


