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令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

改築 三次市～庄原市 中国横断自動車道尾道松江線（三次～三刀屋木次） 360

改築 国道2号 福山市 福山道路 2,505

改築 国道2号 東広島市～広島市 安芸バイパス 8,970

改築 国道2号 広島市～海田町 東広島バイパス 4,010

改築 国道2号 海田町～広島市 広島南道路 690

改築 国道2号 廿日市市 広島南道路（木材港西～廿日市） 50

改築 国道2号 広島市～廿日市市 西広島バイパス 790

改築 国道2号 廿日市市～大竹市 廿日市大野防災 50

改築 国道2号 大竹市 岩国・大竹道路 810

改築 国道31号 呉市 呉駅交通ターミナル整備事業 89

改築 国道54号 広島市 可部バイパス 206

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業費路線名 備考

改築 国道183号 庄原市 鍵掛峠道路 2,662

改築 国道185号 東広島市～竹原市 安芸津バイパス 660

改築 国道375号 呉市～東広島市 東広島・呉道路 980



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

伊勢丘入口交差点改良（福山市） 19

福山東地区自転車走行空間整備（福山市） 10

千間土手中交差点改良（福山市） 10

福山地区自転車走行空間整備（福山市） 249

長谷地区歩道整備（三原市） 10

西野地区歩道整備（竹原市） 10

御薗宇ランプ交差点改良（東広島市） 12

道照交差点改良（東広島市） 624

西条バイパス寺家交差点改良（東広島市） 13

瀬野駅前交差点改良（広島市） 57

路線名 備考

福山市、三原市、
竹原市、
東広島市、
広島市、
廿日市市

広島2号交通安全対策 1,049交通安全 国道2号



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業費路線名 備考

東雲本町交差点改良（広島市） 10

宇品地区自転車走行空間整備（広島市） 10

宮島口地区交差点改良（廿日市市） 15

坂歩道整備（坂町） 18

総頭橋交差点改良（坂町） 21

大屋橋東詰交差点改良（呉市） 141

県立総合体育館前交差点改良（広島市） 57

上佐々井歩道整備（安芸高田市） 10

勝田歩道整備（安芸高田市） 54

二井殿歩道整備（三次市） 230

180

351

広島31号交通安全対策

広島54号交通安全対策

交通安全 国道31号 坂町、呉市

交通安全 国道54号
広島市、
安芸高田市、
三次市

福山市、三原市、
竹原市、
東広島市、
広島市、
廿日市市

広島2号交通安全対策 1,049交通安全 国道2号



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業費路線名 備考

川尻歩道整備（呉市） 27

小松原歩道整備（東広島市） 23

安芸津歩道整備（東広島市） 73

吉名歩道整備（竹原市） 30

忠海自転車歩行者道整備（竹原市） 94

呉市、東広島市、
竹原市

交通安全 247広島185号交通安全対策国道185号



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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) 335

東雲電線共同溝（広島市) 50

出汐電線共同溝（広島市) 60

出汐（Ⅱ期）電線共同溝（広島市) 20

阿賀電線共同溝（呉市) 30

呉広本町電線共同溝（呉市) 205

竹原電線共同溝（竹原市) 30

竹原田ノ浦電線共同溝（竹原市) 97

路線名 備考

電線共同溝 国道2号 福山市、広島市

電線共同溝 国道185号 呉市、竹原市

465

362

広島2号電線共同溝

広島185号電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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 （市） 白石４丁目３号線 呉市 仁方隧道 20 代行事業

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 （主） 吉田豊栄線 安芸高田市 向原吉田道路 1,000 東広島高田道路

改築 （一） 津之郷山守線 福山市 瀬戸町～駅家町 624 福山環状道路

改築 国道486号 福山市、府中市 新市府中拡幅 490

改築 （主） 福山沼隈線 福山市 草戸～熊野工区 3,050

改築 （一） 府中祇園線 広島市 中山南～中山西 613

改築 （市） 安芸1区上瀬野線 広島市 上瀬野工区 1,243

改築 （市） 瀬戸161号線 福山市 瀬戸工区 71

改築 （市） (仮称)正力西1号線 東広島市 (仮称)八本松スマートICアクセス 90

改築 （主） 矢野安浦線 熊野町 熊野バイパス工区 55

改築 （一） 矢野海田線 海田町 曙町～寺迫工区 350

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

土砂災害対策 国道182号
福山市、神石高
原町

加茂工区、新免～油木 100

土砂災害対策 国道183号 庄原市 熊野工区 240

土砂災害対策 国道433号 安芸太田町 加計工区 100

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 638

(主)東海田広島線、(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)中2区中島吉島
線(吉島通り)、(市)中3区中広宇品線(城南通り2工
区)、(都)東雲大州線(上東雲町～南蟹屋1丁目)ほか1
路線、(都)霞庚午線(西霞町～翠3丁目)

無電柱化推進計画事業 呉市 呉市無電柱化推進計画事業 16 (都)中央二河町線

無電柱化推進計画事業 福山市 福山市無電柱化推進計画事業 62 (市)西町若松線(福山駅北口工区)

無電柱化推進計画事業 大竹市 大竹市無電柱化推進計画事業 90 (市)油見新町1号線



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 広島県 広島県通学路緊急対策推進計画 5,328

安浦小学校、昭和西小学校、昭和北小学校、忠海学
園、西小学校、因北小学校、御調中央小学校、土堂
小学校、加茂小学校、曙小学校、津之郷小学校、東
小学校、鞆の浦学園、栗生小学校、国府小学校、府
中明郷小学校、みらさか小学校、君田小学校、甲奴
小学校、三次小学校、三和小学校、十日市小学校、
八次小学校、庄原小学校、西城小学校、小方小学
校、大竹小学校、河内小学校、原小学校、寺西小学
校、川上小学校、八本松小学校、平岩小学校、豊栄
小学校、龍王小学校、佐方小学校、地御前小学校、
甲田小学校、大古小学校、府中南小学校、海田小学
校、坂小学校、芸北小学校、豊平小学校、世羅小学
校、油木小学校、来見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 広島市 広島市通学路緊急対策推進計画 618
五日市観音小学校、三田小学校、川内小学校、大町
小学校、長束小学校、矢野小学校、緑井小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 呉市 広島県呉市通学路緊急対策推進計画 293 広小学校、昭和北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 三原市 広島県三原市通学路緊急対策推進計画 70
幸崎小学校、三原小学校、糸崎小学校、田野浦小学
校、本郷西小学校、木原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福山市 広島県福山市通学路緊急対策推進計画 384
遺芳丘小学校、桜丘小学校、樹徳小学校、神辺小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 府中市 広島県府中市通学路緊急対策推進計画 50 府中小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 三次市 広島県三次市通学路緊急対策推進計画 84 十日市小学校、八次小学校、和田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 庄原市 広島県庄原市通学路緊急対策推進計画 12 山内小学校、庄原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東広島市 広島県東広島市通学路緊急対策推進計画 1,413
郷田小学校、高屋西小学校、三ツ城小学校、寺西小
学校、中黒瀬小学校、八本松小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 廿日市市 広島県廿日市市通学路緊急対策推進計画 178 佐方小学校、大野東小学校、廿日市小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 府中町 広島県府中町通学路緊急対策推進計画 86 府中東小学校、府中南小学校、府中北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 海田町 広島県海田町通学路緊急対策推進計画 50 海田東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 坂町 広島県坂町通学路緊急対策推進計画 49 坂小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 福山市 鶴ケ橋踏切道 広島県 250

踏切道改良計画事業 坂町 総頭川西踏切道 広島県 200



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 ＪＲ山陽本線・呉線 府中町、海田町 向洋駅～海田市駅間（広島県） 1,700

連続立体交差 ＪＲ山陽本線 広島市 向洋駅～海田市駅間（広島市） 1,300

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 3,786 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 57 別紙参照

道路メンテナンス事業 広島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 117 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 2,204 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 134 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 188 別紙参照

道路メンテナンス事業 呉市 道路附属物等長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 竹原市 橋梁長寿命化修繕計画 71 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 489 別紙参照

道路メンテナンス事業 尾道市 橋梁長寿命化修繕計画 110 別紙参照

道路メンテナンス事業 尾道市 トンネル長寿命化修繕計画 20 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 1,018 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 福山市 道路附属物等長寿命化修繕計画 30 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 188 別紙参照

道路メンテナンス事業 三次市 橋梁長寿命化修繕計画 442 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 162 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 122 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 346 別紙参照

道路メンテナンス事業 東広島市 トンネル長寿命化修繕計画 30 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 152 別紙参照

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 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 安芸高田市 橋梁長寿命化修繕計画 150 別紙参照

道路メンテナンス事業 江田島市 橋梁長寿命化修繕計画 52 別紙参照

道路メンテナンス事業 江田島市 トンネル長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 府中町 橋梁長寿命化修繕計画 13 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 海田町 橋梁長寿命化修繕計画 34 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 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 坂町 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 安芸太田町 橋梁長寿命化修繕計画 125 別紙参照

道路メンテナンス事業 北広島町 橋梁長寿命化修繕計画 135 別紙参照

道路メンテナンス事業 北広島町 トンネル長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 大崎上島町 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 大崎上島町 トンネル長寿命化修繕計画 52 別紙参照

道路メンテナンス事業 世羅町 橋梁長寿命化修繕計画 70 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 126 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 14 別紙参照
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※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
広島県
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広島県橋梁長寿命化修繕計画
広島県 福山市 県道粟根神辺線 早田橋(80339306) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道粟根神辺線 無名橋(80339309) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道安浦停車場線 無名橋(320526001) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 県道安佐豊平芸北線 無名橋73(5554) 橋梁 修繕
広島県 世羅町 県道宇賀安田線 黒見橋(070342801) 橋梁 修繕
広島県 世羅町 県道宇賀安田線 鞆繁橋(070342803) 橋梁 修繕
広島県 尾道市 県道宇津戸八幡線 新大通橋(70340610) 橋梁 修繕
広島県 尾道市 県道宇津戸八幡線 津蟹大橋(70340613) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 県道烏帽子中原線 河内橋(下り線)(5631) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 県道烏帽子中原線 今田橋(5625) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 県道乙瀬小方線 乙瀬橋 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道音戸倉橋線 田原下橋(3037) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道音戸倉橋線 尾立橋(303503) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道音戸倉橋線 本浦橋(3038) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道加茂油木線 四川橋(10204) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道加茂油木線 木割谷橋(10221) 橋梁 修繕
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 安芸高田市 県道吉田豊栄線 正力橋(12731) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道吉田邑南線 新天神橋(1262) 橋梁 修繕
広島県 竹原市 県道吉名停車場線 峠橋(8060) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道吉和戸河内線 瀬戸谷橋(2190) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道栗谷河津原線 音丸下橋(2285) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道栗谷河津原線 広原二号橋(2199) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道栗谷大野線 市ノ瀬橋(2263) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 県道栗谷大野線 新能保里橋(2231) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道栗谷大野線 谷和橋(2239) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道栗谷大野線 無名橋(2245) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道栗谷大野線 無名橋(2256) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道呉平谷線 焼山橋(303101) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道呉平谷線 無名ボックス(303127003) 橋梁 修繕
広島県 尾道市 県道向島循環線 無名橋377-5(070337711) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道広仁方停車場線 小坪橋(3100) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道広仁方停車場線 仁方駅前橋(3105) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道広仁方停車場線 大師橋(3104) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道広仁方停車場線 末広橋(3099) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道広仁方停車場線　　　　　　　　 下龍王橋(327926009) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道広仁方停車場線　　　　　　　　 無名橋(327926004) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道広仁方停車場線　　　　　　　　 無名橋(327926005) 橋梁 修繕
広島県 三原市 県道広島空港線(広島中央フライトドロード) 無名橋73-2(9263) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道広島三次線 古井出橋(1201) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道広島三次線 小丸子橋(102037001) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道広島三次線 新高大地橋(102037002) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道広島三次線 捻橋(1217) 橋梁 修繕
広島県 江田島市 県道江田島大柿線 神田橋(1062) 橋梁 修繕
広島県 江田島市 県道高田沖美江田島線 ウマイシ橋(1059) 橋梁 修繕
広島県 江田島市 県道高田沖美江田島線 ボックスカルバート(1137) 橋梁 修繕
広島県 江田島市 県道高田沖美江田島線 ボックスカルバート(1139) 橋梁 修繕
広島県 江田島市 県道高田沖美江田島線 新高須橋(1060) 橋梁 修繕
広島県 江田島市 県道高田沖美江田島線 水ノ元橋(1055) 橋梁 修繕
広島県 三原市 県道佐木島線 無名橋361-11(070336112) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 県道坂瀬川芳井線 ミズグルマ橋(10443) 橋梁 修繕
広島県 三原市 県道三原竹原線 潮越橋(907501) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 県道三原東城線 宇賀別橋(10125) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 県道三原東城線 出雲橋(10124) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 県道三原東城線 大仙橋(10129) 橋梁 修繕
広島県 府中市 県道三原東城線 二森橋(10113) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道三次江津線 一信木橋(103112003) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道三次江津線 寺橋(103112005) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道三次江津線 式敷橋(103112006) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道所山潮原線 鈩橋(2299) 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 府中市 県道小畠荒谷線 不明橋(10541) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道松永新市線 佐賀田橋(80315706) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道上入江吉田線 無名橋(103318011) 橋梁 修繕
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広島県 福山市 県道新市七曲西城線 3ムメイ橋車道(左)(10268) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 県道新市七曲西城線 祇園橋車道(左)(10293) 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 熊野町 県道瀬野呉線 新宮橋(1831) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道瀬野呉線 無名橋（06）(317426003) 橋梁 修繕
広島県 三原市 県道瀬野川福富本郷線 新境側道橋(9208) 橋梁 修繕
広島県 三原市 県道瀬野川福富本郷線 堂谷橋(9204) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 県道千代田八千代線 出原橋(5569) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道川南近田線 無名橋(80339508) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道倉橋大向釣士田港線 安地川橋(328301) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道倉橋大向釣士田港線 無名ボックス(328326008) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道倉橋大向釣土田港線 重極橋(3124) 橋梁 修繕
広島県 大崎上島町 県道大崎上島循環線 垂水橋(8037) 橋梁 修繕
広島県 大崎上島町 県道大崎上島循環線 大正橋(8054) 橋梁 修繕
広島県 大崎上島町 県道大崎上島循環線 不明065-06(8044) 橋梁 修繕
広島県 大崎上島町 県道大崎上島循環線 明石橋(8053) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 県道大竹湯来線 出合橋(2117) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道大竹湯来線 無名橋(2122) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 県道大竹美和線 弥栄大橋 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道中大迫清田線 境橋(3126) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道中大迫清田線 高井橋(3129) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道中大迫清田線 新開橋(3130) 橋梁 修繕
広島県 東広島市 県道津江郷原線 上条二橋(7239) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 県道帝釈峡井関線 吉備津橋(10475) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 県道帝釈峡井関線 野谷橋(10476) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道田島循環線 無名橋(80338606) 橋梁 修繕
広島県 海田町 県道東海田広島線 国信橋(1809) 橋梁 修繕
広島県 海田町 県道東海田広島線 国信歩道橋(1810) 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 北広島町 県道八幡雲耕線 上八幡橋(5608) 橋梁 修繕
広島県 三原市 県道尾道三原線 大谷橋(905502) 橋梁 修繕
広島県 海田町 県道府中海田線 九十九橋(1815) 橋梁 修繕
広島県 府中市 県道府中上下線 斗升橋(10102) 橋梁 修繕
広島県 世羅町 県道府中世羅三和線 中島橋(905623) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道福山尾道線 無名橋(80205403) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道福田戸手線 福戸橋(80339703) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道福田戸手線 福戸橋歩道橋(80339704) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道豊島浦刈線 豊島大橋(3691) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道豊島線 無名ボックス(335427001) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道豊浜蒲刈線 無名ボックス(335627002) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 県道本多田佐伯線 松山橋(2283) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道野呂山公園線 無名ボックス(324826005) 橋梁 修繕
広島県 府中市 県道矢多田阿字線 日吉下橋(80342107) 橋梁 修繕
広島県 呉市 県道矢野安浦線 無名ボックス(303427003) 橋梁 修繕
広島県 安芸高田市 県道邑南高宮線 須美川橋(103109001) 橋梁 修繕
広島県 福山市 県道柞磨駅家線 山守橋歩道橋(80339602) 橋梁 修繕
広島県 福山市 国道１８２号 高屋川橋(10031) 橋梁 修繕
広島県 福山市 国道１８２号 高屋川橋(下り)(10592) 橋梁 修繕
広島県 福山市 国道１８２号 新福山陸橋(鋼桁部)(80118204) 橋梁 修繕
広島県 福山市 国道１８２号 道上陸橋(下り)(10590) 橋梁 修繕
広島県 神石高原町 国道１８２号 明治橋(10022) 橋梁 修繕
広島県 庄原市 国道１８３号 貝石谷橋(13010) 橋梁 修繕
広島県 三次市 国道１８３号 寿橋(11226) 橋梁 修繕
広島県 庄原市 国道１８３号 大富大橋(13014) 橋梁 修繕
広島県 尾道市 国道１８４号 諸原大橋(070118403) 橋梁 修繕
広島県 尾道市 国道１８４号 諸原中橋(9030) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 国道１８６号 悪谷上橋(2038) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 国道１８６号 栗栖大橋(2041) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 国道１８６号 翠橋(2307) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 国道１８６号 飯谷３号橋(2063) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 国道１８６号 飯谷４号橋(2062) 橋梁 修繕
広島県 大竹市 国道１８６号 飯谷５号橋(2061) 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 安芸太田町 国道１９１号 光石橋(5230) 橋梁 修繕
広島県 北広島町 国道２６１号 新大橋(5054) 橋梁 修繕
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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２号 山波跨線橋(070100212) 橋梁 修繕
広島県 福山市 国道２号 末広大橋(10007) 橋梁 修繕
広島県 尾道市 国道３１７号 尾道小橋(070131703) 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 呉市 国道３７５号 こおき谷橋(337502) 橋梁 修繕
広島県 三次市 国道３７５号 海渡橋(11025) 橋梁 修繕
広島県 三次市 国道３７５号 三若橋(11023) 橋梁 修繕
広島県 東広島市 国道３７５号 新大渡橋(7026) 橋梁 修繕
広島県 三次市 国道３７５号 石原橋(11024) 橋梁 修繕
広島県 東広島市 国道３７５号 無名橋(7280) 橋梁 修繕
広島県 三次市 国道３７５号 有原橋(11022) 橋梁 修繕
広島県 庄原市 国道４３２号 庄原大橋(13052) 橋梁 修繕
広島県 庄原市 国道４３２号 須川大橋(130143221) 橋梁 修繕
広島県 安芸太田町 国道４３３号 安水橋(5720) 橋梁 修繕
広島県 東広島市 国道４８６号 ジョウビラ橋(拡幅部上り)(7100) 橋梁 修繕
広島県 三原市 国道４８６号 沖田橋(9113) 橋梁 修繕
広島県 三原市 国道４８６号 椋梨橋(9125) 橋梁 修繕
広島県 呉市 国道４８７号 早瀬大橋(3507) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 国道４８８号 ちょうじやま橋(2207) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 国道４８８号 加下橋(2221) 橋梁 修繕
広島県 廿日市市 国道４８８号 高橋(2213) 橋梁 修繕
広島県 三次市 県道三次江津線　　　　　　　　　　 祝橋（PC部）(011171) 橋梁 更新
広島県 点検計画

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 油見トンネル トンネル 修繕
広島県 大竹市 国道186号 安条トンネル トンネル 修繕
広島県 廿日市市 国道186号 栗栖トンネル トンネル 修繕
広島県 大竹市 国道186号 八丁トンネル トンネル 修繕
広島県 大竹市 国道186号 弥栄４号トンネル トンネル 修繕
広島県 庄原市 国道４３２号 粟石トンネル トンネル 修繕
広島県 庄原市 国道４３２号 王居峠トンネル トンネル 修繕
広島県 庄原市 国道４３２号 須川トンネル トンネル 修繕
広島県 庄原市 国道４３２号 田の平トンネル トンネル 修繕

広島県道路附属物等長寿命化修繕計画
広島県 呉市 県道呉平谷線 上山手横断歩道橋 道路附属物等 修繕
広島県 北広島町 県道八幡雲耕線 八幡防雪トンネル（下） 道路附属物等 修繕
広島県 北広島町 県道八幡雲耕線 八幡防雪トンネル（上） 道路附属物等 修繕
広島県 北広島町 県道浜田八重可部線 本三坂トンネル 道路附属物等 修繕
広島県 福山市 国道182号 新福山陸橋階段部 道路附属物等 修繕
広島県 福山市 国道182号 川南陸橋階段部 道路附属物等 修繕
広島県 北広島町 国道186号 王泊防雪トンネル 道路附属物等 修繕
広島県 北広島町 国道186号 下山防雪トンネル 道路附属物等 修繕

広島市橋梁長寿命化修繕計画
広島市 広島市 県道古市広島線 祇園橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 県道広島港線 御幸橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 県道広島三次線 牛田大橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 県道広島湯来線 田方橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 県道浜田仁保線 仁保橋1 橋梁 修繕
広島市 広島市 県道矢野安浦線 大井新橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G10-10 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G13-3 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G16-15 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G17-2 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G18-12 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G18-16 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G18-22 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G18-3 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G19-2 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G9-2 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G9-3 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G9-5 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G9-6 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 G9-7 橋梁 修繕
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広島市 広島市 広島新交通１号線 SG20-1 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 SG20-2 橋梁 修繕
広島市 広島市 広島新交通１号線 SG20-3 橋梁 修繕
広島市 広島市 国道183号 祗園大橋（本線橋） 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道安佐南1区156号線 安佐南1区156号線21号橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道安佐南1区480号線 日吉跨道橋3 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道安佐南4区346号線 山根川原橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道安佐南4区809号線 中央道路1号橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道安佐北1区53号線 安佐北1区53号線23号橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道安佐北4区32号線 沖田橋1 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道西2区比治山庚午線 新己斐橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道西3区1号線 新天王橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道西4区111号線 鬼ヶ城2号橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道西5区草津沼田線 草津陸橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道西5区草津鈴が峰線 鈴が峰陸橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道中1区中広宇品線 空鞘橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道中2区42号線 住吉橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道中2区霞庚午線 吉島橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 市道東3区102号線 矢賀跨線人道橋 橋梁 修繕
広島市 広島市 県道広島三次線 柏木橋1 橋梁 更新
広島市 点検計画

広島市道路附属物等長寿命化修繕計画
広島市 広島市 県道東海田広島線 矢賀陸橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 県道府中祇園線 中山陸橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 国道2号 井口横断歩道橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 市道中1区中広宇品線 幟町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 市道中2区中島吉島線 吉島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
広島市 広島市 市道南4区659号線 出島歩道橋 道路附属物等 修繕

呉市橋梁長寿命化修繕計画
呉市 呉市 市道江ノ川線 江の川橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道海岸吉浦本町線 本川橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道桟橋通10号線 木村橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道本通5丁目1号線 中川橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道松ヶ丘政畝線 政畝２号橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道阿賀中央西畑線 阿賀中央西畑線2号橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道阿賀北1丁目3号線 みどり橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道吾妻2丁目1号線 成龍橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道高地部循環線 榎橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道中央7丁目6号線 川崎橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道伏原西谷線 下西谷橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道望地1号線 下成橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道本通4丁目3号線 二重橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道本通5丁目1号線 紅葉橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道本通7丁目4号線 呉宝橋 橋梁 修繕
呉市 呉市 市道大浜2丁目1号線 天崎橋 橋梁 更新
呉市 点検計画

呉市道路附属物等長寿命化修繕計画
呉市 呉市 市道阿賀中央西畑線 阿賀横断歩道橋 道路附属物等 修繕
呉市 呉市 市道阿賀中央西畑線 原横断歩道橋 道路附属物等 修繕
呉市 呉市 市道句碑警固屋線 淀鋼前横断歩道橋 道路附属物等 修繕

竹原市橋梁長寿命化修繕計画
竹原市 竹原市 市道下田万里5号線 竜王橋 橋梁 修繕
竹原市 竹原市 市道西条毛木沖線 郷大橋 橋梁 修繕
竹原市 竹原市 市道青田6号線 武田橋 橋梁 修繕
竹原市 竹原市 市道赤坂湯坂線 相生橋 橋梁 修繕
竹原市 竹原市 市道扇町4号線 本川橋 橋梁 修繕
竹原市 竹原市 市道大川線 大川1号橋 橋梁 修繕
竹原市 点検計画

三原市橋梁長寿命化修繕計画
三原市 三原市 市道石井谷線 石井谷1号橋 橋梁 修繕
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 市道久井町山中野62号線 鳥落2号橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道鷺浦85号線 鷺浦85号線1号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道幸崎78号線 幸崎78号線2号橋梁 橋梁 修繕
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三原市 三原市 市道大和町中倉線 中倉橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道高坂町45号線 高坂45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 市道長谷48号線 長谷48号線1号橋梁（大板橋） 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道沼田西町79号線 沼田西町79号線3号橋梁（松江橋） 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道沼田東町北部16号線 沼田東町北部16号線1号橋梁（七宝橋） 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道沼田東町北部36号線 沼田東町北部36号線1号橋梁（本市橋） 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道沼田東町北部68号線 沼田東町北部68号線1号橋梁 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 市道福礼田中線 多田橋 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 市道本郷町違迫須郷2号線 門広橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道本郷町菅1号線 菅1号線1号橋梁 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道宮ノ下線 宮ノ下橋 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 市道余井沖線 余井橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道和木下福田線 横郷橋 橋梁 修繕
三原市 三原市 市道和田49号線 和田49号線1号橋梁 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 市道須波西77号線 須波西77号線１号橋梁 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
三原市 点検計画

尾道市橋梁長寿命化修繕計画
尾道市 尾道市 大坂田1号線 大坂田1号線1号橋 橋梁 修繕
尾道市 尾道市 梶上線 梶上線1号橋 橋梁 修繕
尾道市 尾道市 木ノ庄23号線 木ノ庄23号線1号橋 橋梁 修繕
尾道市 尾道市 栗原89号線 栗原89号線1号橋 橋梁 修繕
尾道市 尾道市 菅沖田線 流田2号橋 橋梁 修繕
尾道市 尾道市 高須11号線 高須11号線1号橋 橋梁 修繕
尾道市 尾道市 立花11号線 中之口第二橋 橋梁 修繕
尾道市 尾道市 矢立古江浜線 矢立古江浜線1号橋 橋梁 修繕
尾道市 点検計画

尾道市トンネル長寿命化修繕計画
尾道市 尾道市 市道岩子島6号線 浜之浦隧道 トンネル 修繕
尾道市 尾道市 市道中庄田熊線 大山トンネル トンネル 修繕

福山市橋梁長寿命化修繕計画
福山市 福山市 上有地31号線 石丸橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 瀬戸51号線 瀬戸51号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 瀬戸65号線 田渡橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 千代田水呑線 小水呑橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 津之郷77号線 津之郷77号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 中野8号線 藤ノ木橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 東深津25号線 東深津25号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 藤尾常線 カヤ草橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 水呑箕島線 河口大橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 八尋上竹田幹線 日暮橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 山野12号線 原谷橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 引野33号線 回生陸橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 沖野上新涯幹線 新涯大橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 下安井新市2号線 下安井新市2号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 下加茂47号線 菊末橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 下御領平野3号線 昭和橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 下山南20号線 小坂橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 宮前8号線 宮前8号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 上御領36号線 上御領36号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 上御領43号線 元折橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 常8号線 角堂向橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 常石草深線 矢川橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 新涯47号線 新涯47号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 新市51号線 新市51号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 神島山手線 神島山手線1号橋 橋梁 修繕
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福山市 福山市 川口3号線 川口3号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 川北14号線 大仙坊橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 大門175号線 大門175号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 中山南34号線 下田淵橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 中島江良幹線 近田高架橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 津之郷70号線 津之郷70号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 東手城42号線 東手城42号線2号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 百谷下加茂1号線 一ノ井手橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 服部本郷2号線 服部本郷2号線3号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 箕島17号線 箕島17号線2号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 箕島8号線 箕島8号線1号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 箕島箕沖線 箕島箕沖線4号橋 橋梁 修繕
福山市 福山市 曙一文字4号線 曙一文字4号線1号橋 橋梁 更新
福山市 点検計画

福山市道路附属物等長寿命化修繕計画
福山市 福山市 三吉東深津線 三吉東深津線歩道橋 道路附属物等 修繕
福山市 福山市 東深津明神1号線 東深津明神1号線歩道橋 道路附属物等 修繕
福山市 福山市 東福山駅引野1号線 東福山駅引野1号線歩道橋 道路附属物等 撤去
福山市 福山市 東福山駅引野2号線 東福山駅引野2号線歩道橋 道路附属物等 撤去

府中市橋梁長寿命化修繕計画
府中市 府中市 栗柄6号橋 栗柄6号橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道メ柱中谷線 本山1号橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道阿字3号線 昭和橋1 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道阿字5号線 小林橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道阿字木野山線 志戸原橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道鵜飼府中1号線 元町2号橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道河南3号線 河南側道橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道舟割幹線 阿字5号橋 橋梁 修繕
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 市道辰のロ切田尻線 翁橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道中須29号線 中須18号橋 橋梁 修繕
府中市 府中市 市道鴫谷広谷線 鴫谷橋1 橋梁 撤去
府中市 点検計画

三次市橋梁長寿命化修繕計画
三次市 三次市 県道大都横谷線 本郷橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道宗祐線 宗祐高架橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 県道神杉停車場線 神杉橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 県道木呂田本郷線 本郷木呂田２号橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道江谷赤名線 上江谷橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道上板木大力谷線 亀丸橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道吸谷線 赤松橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道吸谷線 関場橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道銅亀市場線 七ツ塚橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道峠上61号線 唐香橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道徳市篠村線 篠村橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道長田36号線 寄国橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道西酒屋仁賀線 備北大橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道西酒屋仁賀線 和田跨線橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道日南線 時兼橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道三若有原線 明賀橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道安田642号線 おこそ橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道吉谷線 小暮橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道羽出庭107号線 上成広橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道永屋銅亀線 深川一号橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道下原西三次駅前線 舟山橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道下原本通り線 下原橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道下布野63号線 田代橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道下本谷大東線 河村橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道海田原田幸線 片野橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道古市矢井線 仮屋橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道江谷赤名線 宮本橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道甲名寄国線 甲名寄国線五号橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道三次113号線 願万寺二号橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道山崎線 山崎橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道酒河3号線 信門一号橋 橋梁 修繕
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三次市 三次市 市道川地122号線 深川二号橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道川地147号線 境谷橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道長田久松線 城之沖橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道八次27号線 権現一号橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道板木市上板木線 古市橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道板木市上板木線 板木市橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道桧線 小橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道敷地中央線 佐久間橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道片野線 片野橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道本郷258号線 四反田橋 橋梁 修繕
三次市 三次市 市道明賀線 岩崎橋 橋梁 修繕
三次市 点検計画

庄原市橋梁長寿命化修繕計画
庄原市 庄原市 市道上里原岡大内線 大内川橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道川西縦貫線 竹の下橋 橋梁 修繕
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 市道国本線 金子原橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道桑原幡杭線 幡杭橋 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 市道田鋤線 田鋤橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道中野原線２号 今田屋橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道早稲田線 殿畑橋 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 市道塩谷線 塩谷橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道高暮田中線 嵐根原橋 橋梁 修繕
庄原市 庄原市 市道当美屋橋線 当美屋橋 橋梁 修繕
庄原市 点検計画

大竹市橋梁長寿命化修繕計画
大竹市 大竹市 市道駅前油見線 駅前油見線1号橋 橋梁 修繕
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 市道東栄6号線 小島橋 橋梁 修繕
大竹市 大竹市 市道元町木野線 加計橋 橋梁 修繕
大竹市 大竹市 市道元町木野線 二井橋 橋梁 修繕
大竹市 大竹市 市道元町木野線 向田橋（歩道） 橋梁 修繕
大竹市 大竹市 市道玖波30号線 玖波30号線2号橋 橋梁 修繕
大竹市 点検計画

東広島市橋梁長寿命化修繕計画
東広島市 東広島市 市道奥屋東3号線 奥屋東3号線1号橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道下三永6号線 清水橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道志和西2号線 中央橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道志和西35号線 貞兼橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道志和堀西5号線 後休橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道助実4号線 浄福寺橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道造賀上戸野線 造賀上戸野3号橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道造賀東15号線 造賀東15号線1号橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道中島白市線 昭和橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道長野1号線 長野橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道本町上寺家線 本町上寺家線1号橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道宮ノ首池ヶ原線 宮ノ首池ヶ原線1号陸橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道森近2号線 森近2号線1号橋 橋梁 修繕
東広島市 東広島市 市道本町4号線 御建跨線道路橋 橋梁 修繕
東広島市 点検計画

東広島市トンネル長寿命化修繕計画
東広島市 東広島市 市道入野高屋東線 しろやまトンネル トンネル 修繕
東広島市 東広島市 市道原志和東線 今坂トンネル トンネル 修繕

廿日市市橋梁長寿命化修繕計画
廿日市市 廿日市市 市道衣越線 衣越こ線道路橋 橋梁 修繕
廿日市市 廿日市市 市道永原大久保線 大久保橋 橋梁 修繕
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 廿日市市 市道田尻細井原線 鍛冶屋橋 橋梁 撤去
廿日市市 点検計画

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

安芸高田市橋梁長寿命化修繕計画
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安芸高田市 安芸高田市 市道一本木・川本線 丸小山橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道栗ヶ峠線 栗ヶ峠3号橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道後原香六線 丸王橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道三田谷香六線 段原橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道重信日南穏地線 花房橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道小原中央線 尾津谷橋側道橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道上市・杉迫線 可愛川橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道杉ノ原口歌ヶ谷線 歌ヶ谷1号橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道大仙成保線 大仙橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道竹原沖線 沖田橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道津々羅・佛原線 勢伊後橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道堤口線 堤口線無名橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道土樋口上水線 土樋口橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道道光田線 道光田3号橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道入江・土師線 長屋2号橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道平沖線 実森橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道平佐井才田線 横川橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道北穏地線 下北橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道野々原行田線 共栄橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道矢賀線 矢賀橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道余谷線 余谷橋 橋梁 修繕
安芸高田市 安芸高田市 市道梨之木宮ノ下線 向原橋 橋梁 修繕
安芸高田市 点検計画

江田島市橋梁長寿命化修繕計画
江田島市 江田島市 市道岡大王～是長線 マツサキガワ１ゴウキョウ 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道鹿川１００号線 中郷川４号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道鹿川１００号線 中郷川５号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道鹿川２号線 郷１号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道鹿川９０号線 中郷川９号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道鹿川９７号線 古樋橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道高祖１５号線 ホウハラガワ１ゴウキョウ 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道高田３５号線 遠崎１号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道高田４０号線 岩風呂川３号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道津久茂４号線 里小路１号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道飛渡瀬３７号線 飛渡瀬３７号線１号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道畑１８号線 オオツボガワ２ゴウキョウ 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道飛渡瀬３０号線 飛渡瀬３０号線２号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道三吉７９号線 オオイケバシ 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道三吉９０号線 ヤナギノマエガワ１ゴウキョウ 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道柿浦２２号線 柿浦２２号線１号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道鹿川３７号線 小鹿野川２号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道飛渡瀬１１号線 飛渡瀬１１号線２号橋 橋梁 修繕
江田島市 江田島市 市道飛渡瀬２号線 飛渡瀬２号線１号橋 橋梁 修繕

江田島市トンネル長寿命化修繕計画
江田島市 江田島市 市道鹿川１０２号線 中山隧道 トンネル 修繕

府中町橋梁長寿命化修繕計画
府中町 府中町 町道山田2号線 山田中橋 橋梁 修繕
府中町 府中町 町道山田3号線 大年橋 橋梁 修繕
府中町 府中町 町道桜ヶ丘26号線 角入橋 橋梁 修繕
府中町 府中町 町道鶴江鹿籠線 文化橋 橋梁 修繕

海田町橋梁長寿命化修繕計画
海田町 海田町 町道111号線 寺迫２号橋 橋梁 修繕
海田町 海田町 町道113号線 金丸橋 橋梁 修繕
海田町 海田町 町道132号線 西下橋 橋梁 修繕
海田町 海田町 町道298号線 稲葉橋 橋梁 修繕
海田町 海田町 町道43号線 日の浦橋 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 町道ソコウダ大原線 大原１号橋 橋梁 修繕
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 町道明神１号線 明神橋 橋梁 修繕
熊野町 点検計画

坂町橋梁長寿命化修繕計画
坂町 坂町 町道向田16号線 宮前橋 橋梁 修繕
坂町 坂町 町道横浜二部16号線 花房橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３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

坂町 坂町 町道植田上条線 植田橋(RC橋部) 橋梁 修繕
坂町 坂町 町道総頭川1号線 歩道橋 橋梁 修繕
坂町 坂町 町道総頭川1号線 井の口橋 橋梁 修繕
坂町 坂町 町道藤之脇1号線 藤向橋 橋梁 修繕
坂町 点検計画

安芸太田町橋梁長寿命化修繕計画
安芸太田町 安芸太田町 町道横川絵堂線 鍋山橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道向光石光石線 向光石橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道上殿線 上殿線1号橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道澄合二反田線 二反田橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道中筒賀停車場線 駅前橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道本郷線 明神橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道箕角線 砂子橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道箕角筒賀線 轟橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道柳谷線 柳谷橋 橋梁 修繕
安芸太田町 安芸太田町 町道板ヶ谷線 正子橋 橋梁 更新
安芸太田町 点検計画

北広島町橋梁長寿命化修繕計画
北広島町 北広島町 町道筏津小学校線 筏津橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道大暮東線 新屋橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道川井保余原線 川井大橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道小屋ケ谷線 半田橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道糘谷線 松原橋2 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道田ノ原本郷線 本郷橋6 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道中八幡線 土居ヶ原橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道東郷引地線 引地橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道松本谷線 郷橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道南方八重線 太郎丸橋 橋梁 修繕
北広島町 北広島町 町道神崎武住線 神崎橋 橋梁 更新
北広島町 点検計画

北広島町トンネル長寿命化修繕計画
北広島町 北広島町 町道下山橋山線 下山トンネル トンネル 修繕

大崎上島町橋梁長寿命化修繕計画
大崎上島町 大崎上島町 町道上豊広線 上豊広橋 橋梁 修繕
大崎上島町 大崎上島町 町道生野島循環線 生野島循環線２号橋 橋梁 修繕
大崎上島町 大崎上島町 町道木越三里浜線 木越三里浜１号橋 橋梁 修繕
大崎上島町 点検計画

大崎上島町トンネル長寿命化修繕計画
大崎上島町 大崎上島町 町道沖浦本郷線 大崎上島トンネル トンネル 修繕

世羅町橋梁長寿命化修繕計画
世羅町 世羅町 町道市照善寺線 瀬戸川橋 橋梁 修繕
世羅町 世羅町 町道大栢線 大吉橋 橋梁 修繕
世羅町 世羅町 町道金光深谷線 金光橋 橋梁 修繕
世羅町 世羅町 町道金光深谷線 金光橋 橋梁 修繕
世羅町 世羅町 町道政兼線 政兼橋 橋梁 修繕
世羅町 世羅町 町道徳市本線 中徳市１号橋 橋梁 修繕
世羅町 世羅町 町道矢熊陰陽橋線 宮沖橋 橋梁 修繕
世羅町 点検計画

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 町道桑木線 桑木橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道国清丸山線 国清丸山線1号橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道重松線 重入橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道小坂支4号線 小坂支4号線1号橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道小坂城江支2号線 小坂城江支2号線1号橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道常光線 常光線1号橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道西屋向原線 向原橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道大上線 大上線2号橋 橋梁 修繕
神石高原町 神石高原町 町道天田線 天田橋 橋梁 修繕
神石高原町 点検計画

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



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：広島県 単位：百万円

豊かな農林産物を活かした備北地域まちづくり計画
三次市
庄原市

168

「キタに恋　来い　北広島」森林資源と交流を活かした再生計画 北広島町 15

　小　計 183

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



広 島 県

水管理・国土保全局



令和４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 427　 府中市
ふ ち ゅ う し

太田川 太田川 一般河川改修事業 1,155　 広島市
ひ ろ し まし

小瀬川 小瀬川 一般河川改修事業 177　
《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 334　 三次市
み よ し し

芦田川 芦田川 河川工作物関連応急対策事業 65　 福山市
ふ く や まし

、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 150　 広島市
ひ ろ し まし

江の川 江の川上流 河川工作物関連応急対策事業 410　 三次市
み よ し し

太田川 総合水系環境整備事業 47　 広島市
ひ ろ し まし

江の川 総合水系環境整備事業 20　 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４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

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 501　 三原市

み は ら し

手城川 手城川 事業間連携河川事業 90　 福山市
ふ くやま し

手城川 谷地川 事業間連携河川事業 330　 福山市
ふ くやま し

芦田川 福川 大規模特定河川事業 600　 福山市
ふ くやま し

野呂川 中畑川 大規模特定河川事業 180　 呉市
く れ し

堺川 内神川 大規模特定河川事業 350　 呉市
く れ し

芦田川　外 小山田川　外 河川メンテナンス事業 249　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・広島県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

福山市
ふ くやま し

芦田川 小山田川 坊寺排水機場

福山市
ふ くやま し

芦田川 天王前川 古市排水ポンプ場

福山市
ふ くやま し

手城川 手城川 手城川排水機場

福山市
ふ くやま し

羽原川 羽原川 羽原川排水機場

広島市
ひろ し ま し

太田川 新安川 新安川排水機場

竹原
たけはら

市
し

本川 本川 本川排水機場

広島市
ひろ し ま し

尾崎川 尾崎川 尾崎川排水機場

広島市
ひろ し ま し

岡ノ下川 岡ノ下川 岡ノ下川機場

尾道市
おのみちし

大河原川 大河原川 大河原排水機場

特定構造物更新事業

広島県



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・広島県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 広島市、東広島市、世羅町 147 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・広島県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

広島市 八幡川 八幡川 魚切ダム

広島市 八幡川 梶毛川 梶毛ダム

東広島市 沼田川 椋梨川 椋梨ダム

世羅町 芦田川 山田川 山田川ダム

広島県



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 175
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 281
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 413
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 654
ひろしませいぶさんけい へさかがわ へさかがわみぎしけい 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 251
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 40
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 10
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 30
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 236
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 192
ひろしませいぶさんけい やはたがわ いのくちがわしせん いのくちだいちく ひろしまし にしく いのくちだい

広島西部山系 八幡川 井口川支川 井口台地区 広島市 西区 井口台 砂防堰堤工 175
ひろしませいぶさんけい かあいがわ かわすえがわみぎしけいいち はらちく はつかいちし はら

広島西部山系 可愛川 川末川右支渓1 原地区 廿日市市 原 砂防堰堤工 149
ひろしませいぶさんけい みたらいがわ みたらいがわしせんにじゅうに みやうち・あかしちく はつかいちし みやうち

広島西部山系 御手洗川 御手洗川支川22 宮内・明石地区 廿日市市 宮内 砂防堰堤工 30
砂防
合計 13 箇所 2,636

ひろしませいぶさんけい（R３．８おおあめ） にしやまもとがわ にしやまもとがわ ひろしまし あさみなみく

特定緊急砂防 広島西部山系（R３．８大雨） 西山本川 西山本川 広島市 安佐南区 砂防堰堤工 56
ひろしませいぶさんけい（R３．８おおあめ） はちまんがわ はちまんがわ ひろしまし にしく

広島西部山系（R３．８大雨） 八幡川 八幡川 広島市 西区 砂防堰堤工 28
ひろしませいぶさんけい（R３．８おおあめ） みゆきがわ みゆきがわ ひろしまし にしく

広島西部山系（R３．８大雨） 御幸川 御幸川 広島市 西区 砂防堰堤工 81
特定緊急砂防
合計 3 箇所 165

令和４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

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

広島西部山系砂防 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 18
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

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 332
特定緊急砂防
合計 2 箇所 350

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

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 348
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 713
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 67
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 1,232
特定緊急砂防
合計 4 箇所 2,360

合計 22 箇所 5,511

令和４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）

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 さぼうえんていこう

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 20
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 さぼうえんていこう

太田川 奥畑川支川19 広島市 安佐南区 沼田町 砂防堰堤工 35
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 さぼうえんていこう

太田川 根谷川支川9 広島市 安佐北区 可部町 砂防堰堤工 20

おおたがわ みぎひらかわ ひろしまし あさきたく あさちょうおがうち さぼうえんていこう

太田川 右平川 広島市 安佐北区 安佐町小河内 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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

瀬野川 中野東北川 広島市 安芸区 中野東 砂防堰堤工 10
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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

岡の下川 千同川 広島市 佐伯区 坪井町 砂防堰堤工 10

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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

八幡川 荒谷川 広島市 佐伯区 五日市町 砂防堰堤工 90

やはたがわ ゆどがわ ひろしまし さえきく いつかいちちょう さぼうえんていこう

八幡川 湯戸川 広島市 佐伯区 五日市町 砂防堰堤工 10
そのた なかこつぼがわ くれし こつぼ さぼうえんていこう

その他 中小坪川 呉市 小坪 砂防堰堤工 20

くろせがわ なかすがかわ くれし ひろおおひろ さぼうえんていこう

黒瀬川 中須賀川 呉市 広大広 砂防堰堤工 20

そのた おおすなかわ たけはらし ただのうみちょう さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

その他 陰平川 福山市 鞆町 砂防堰堤工 100

令和４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　1/6）

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）

事業間連携 そのた しみずがわ ふくやまし ともちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 その他 清水川 福山市 鞆町 砂防堰堤工 130
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 さぼうえんていこう

芦田川 丹屋奥谷西川 福山市 水呑町向丘 砂防堰堤工 130
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 さぼうえんていこう

江の川 西野下奥谷 三次市 甲奴町西野下 砂防堰堤工 50

ごうのかわ びんさかがわ みよしし さくぎちょう さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

江の川 寺戸下川 三次市 三次町 砂防堰堤工 10

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 さぼうえんていこう

江の川 神宮寺川 庄原市 口和町向泉 砂防堰堤工 30
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りょうけ さぼうえんていこう

江の川 下領家右下谷① 庄原市 総領町下領家 砂防堰堤工 30

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 さぼうえんていこう

沼田川 天神川 東広島市 河内町天神 砂防堰堤工 20

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 さぼうえんていこう

沼田川 滝の川 東広島市 河内町中河内 砂防堰堤工 5

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 さぼうえんていこう

沼田川 栃木川 東広島市 河内町戸野 砂防堰堤工 5

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 さぼうえんていこう

小瀬川 道秀原川 廿日市市 津田別府寺尾 砂防堰堤工 40

かわいがわ ながのかわしせん はつかいちし はらはせ さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

その他 ハタガミ川 江田島市 江田島町鷲部 砂防堰堤工 10

令和４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　2/6）

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）

事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

太田川 小憎津川 山県郡 安芸太田町 昌原 砂防堰堤工 20

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 さぼうえんていこう

江の川 伊勢坊谷川 山県郡 北広島町 砂防堰堤工 35

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 さぼうえんていこう

江の川 火の山川 山県郡 北広島町 中山 砂防堰堤工 10

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 さぼうえんていこう

江の川 海見山川 山県郡 北広島町 本地 砂防堰堤工 5

小計 36箇所 1,000

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 へさかいづえ さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

太田川 大谷川 広島市 東区 馬木町 砂防堰堤工 20

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 さぼうえんていこう

太田川 安川支川16 広島市 安佐南区 安東 砂防堰堤工 20
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 さぼうえんていこう

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 10
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 さぼうえんていこう

太田川 桐原川支川22 広島市 安佐北区 可部町 砂防堰堤工 10

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 さぼうえんていこう

太田川 根谷川支川99 広島市 安佐北区 可部町 砂防堰堤工 10
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 さぼうえんていこう

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

令和４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　3/6）

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）

まちづくり連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 その他 光明寺川 呉市 川尻町大見上 砂防堰堤工 80
そのた おばらがわ くれし みやはらろくちょうめ さぼうえんていこう

その他 小原川 呉市 宮原六丁目 砂防堰堤工 35
わくはらがわ さいはらがわ みはらし なかのちょう さぼうえんていこう

和久原川 才原川 三原市 中之町 砂防堰堤工 45

小計 10箇所 280

46箇所 1,280

令和４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　4/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス どうのたにかわ　ほか はつかいちし　ほか いせがはら　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 堂の谷川　外 廿日市市　外 井瀬ヶ原　外 老朽化対策 275

１箇所 275
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和４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　5/6）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

ひろしまし なばらがわ　ほか なばらがわさぼうえんてい　とう

広島県 広島市 名原川　外 名原川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築　等
くれし やすみかわ　ほか やすみかわさぼうえんてい　とう

呉市　 休川　外 休川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 更新　等
はつかいちし どうのたにかわ　ほか どうのたにかわさぼうえんてい　とう

廿日市市 堂の谷川　外 堂の谷川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
あきおおたちょう たぶきかわ たぶきかわさぼうえんてい

安芸太田町 田吹川　 田吹川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
おおさきかみじまちょう ほんごうがわ ほんごうがわさぼうえんてい

大崎上島町 本郷川 本郷川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
ふくやまし あるじがわ あるじがわさぼうえんてい

福山市 有地川 有地川砂防堰堤 砂防堰堤工 更新
みはらし まつおかがわ まつおかがわさぼうえんてい

三原市 松岡川 松岡川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
みよしし まつたにがわ まつたにがわさぼうえんてい

三次市 松谷川 松谷川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
しょうばらし かわきたがわ かわきたがわさぼうえんてい

庄原市 川北川 川北川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
くれし うちかみちょうにじゅうちく うちかみちょうにじゅうちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

呉市　 内神町20地区　 内神町20地区急傾斜地崩壊防止施設　 アンカー工　等 改築　
みよし みなといちちく みなといちちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

三次市 港市地区 港市地区急傾斜地崩壊防止施設　 アンカー工　等 改築　
しょうばらし こうたばらちく こうたばらちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

庄原市 小歌原地区 小歌原地区急傾斜地崩壊防止施設　 アンカー工　等 改築　

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（広島県　6/6）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



令和４年度当初予算　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）

1,360,000 680,000

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）

1,320,000 660,000

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）

500,000 250,000

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）

500,000 250,000

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）

129,818 64,909

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）

4,798,040 2,399,020

新浜地区大規模雨水処理施設整備事
業

福山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

50,928 25,464

中須排水区大規模雨水処理施設整備
事業

府中市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

12,582 6,291

稲荷地区（三次西排水区）大規模雨
水処理施設整備事業

三次市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

238,664 119,332

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



都道府県名：広島県 （単位：千円）

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

小方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）

192,496 96,248

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）

74,626 37,313

計 9,177,154 4,588,577



広　島　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
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 746

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



広島県

（項）国営公園等事業費（目）都市公園事業費補助（目細）都市公園事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 190,000 190,000

0 95,000 95,000

0 190,000 190,000

0 95,000 95,000

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

合　　計

令和４年度当初予算　社会課題対応型都市公園機能向上促進事業

都市名 事業主体
新規
継続

事業名 補助率
内示額

備   考

広島市 広島市 新規
広島市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

1/2



令和４年度　当初予算配分

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 摘　　要

49,333

福山市 福山市 継続 福山駅周辺地区 4.5/10 22,200

502,000

府中市 府中市 継続 府中地区 1/2 251,000

1/2, 1,558,316

東広島市 東広島市 継続 西高屋駅周辺地区 4.5/10 740,200

4,000

廿日市市 廿日市市 継続 廿日市市地域医療拠点等整備地区 1/2 2,000

455,600

廿日市市 広島県厚生農業協同組合連合会 継続 廿日市市地域医療拠点等整備地区 1/2 227,800

666,000

廿日市市 廿日市市 継続 廿日市市大野筏津地区 1/2 333,000

13,000

呉市 呉市 新規 呉駅周辺地区 1/2 6,500

55,000

竹原市 竹原市 継続 竹原中心市街地地区 1/2 27,500

3,303,249

合計 1,610,200

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

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 摘　　要

1,205,600

広島市 広島市 継続 下祇園駅周辺地区 1/2 602,800

384,000

広島市 広島市 継続 可部地区 1/2 192,000

4,815,600

広島市 広島市 継続 中央公園周辺地区 1/2 2,407,500

6,405,200

合計 3,202,300

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

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）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

4,760,000

広島市 市 継続 広島駅都心地域 1/2 2,380,000 国際競争拠点都市整備事業

4,760,000

合計 2,380,000

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

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）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

180,000

広島市 民間事業者 継続 広島都心地区（Ⅱ期） 1/2 90,000 まちなかウォーカブル推進事業

180,000

合計 90,000

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

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）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

10,000

広島県 広島県 新規 府中市都市計画区域 1/2 5,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

63,236

三次市 三次市 新規 都市計画区域 1/2 31,618 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

73,236

合計 36,618

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 広島県

（項）都市・地域交通整備事業費　　（目）都市・地域交通戦略推進事業費補助　（目細）都市・地域交通戦略推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

600,000

廿日市市 協議会 新規 厳島港宮島口地区 1/3 200,000 本省配分

600,000

合計 200,000

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 ＪＲ山陽本線・呉線 府中町、海田町 向洋駅～海田市駅間（広島県） 1,700

連続立体交差 ＪＲ山陽本線 広島市 向洋駅～海田市駅間（広島市） 1,300

備考



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 福山市 鶴ケ橋踏切道 広島県 250

踏切道改良計画事業 坂町 総頭川西踏切道 広島県 200



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 638

(主)東海田広島線、(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)中2区中島吉島
線(吉島通り)、(市)中3区中広宇品線(城南通り2工
区)、(都)東雲大州線(上東雲町～南蟹屋1丁目)ほか1
路線、(都)霞庚午線(西霞町～翠3丁目)

無電柱化推進計画事業 呉市 呉市無電柱化推進計画事業 16 (都)中央二河町線

無電柱化推進計画事業 福山市 福山市無電柱化推進計画事業 62 (市)西町若松線(福山駅北口工区)

無電柱化推進計画事業 大竹市 大竹市無電柱化推進計画事業 90 (市)油見新町1号線



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 広島県 広島県通学路緊急対策推進計画 5,328

安浦小学校、昭和西小学校、昭和北小学校、忠海学
園、西小学校、因北小学校、御調中央小学校、土堂
小学校、加茂小学校、曙小学校、津之郷小学校、東
小学校、鞆の浦学園、栗生小学校、国府小学校、府
中明郷小学校、みらさか小学校、君田小学校、甲奴
小学校、三次小学校、三和小学校、十日市小学校、
八次小学校、庄原小学校、西城小学校、小方小学
校、大竹小学校、河内小学校、原小学校、寺西小学
校、川上小学校、八本松小学校、平岩小学校、豊栄
小学校、龍王小学校、佐方小学校、地御前小学校、
甲田小学校、大古小学校、府中南小学校、海田小学
校、坂小学校、芸北小学校、豊平小学校、世羅小学
校、油木小学校、来見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 広島市 広島市通学路緊急対策推進計画 618
五日市観音小学校、三田小学校、川内小学校、大町
小学校、長束小学校、矢野小学校、緑井小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 呉市 広島県呉市通学路緊急対策推進計画 293 広小学校、昭和北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 三原市 広島県三原市通学路緊急対策推進計画 70
幸崎小学校、三原小学校、糸崎小学校、田野浦小学
校、本郷西小学校、木原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福山市 広島県福山市通学路緊急対策推進計画 384
遺芳丘小学校、桜丘小学校、樹徳小学校、神辺小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 府中市 広島県府中市通学路緊急対策推進計画 50 府中小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 三次市 広島県三次市通学路緊急対策推進計画 84 十日市小学校、八次小学校、和田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 庄原市 広島県庄原市通学路緊急対策推進計画 12 山内小学校、庄原小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東広島市 広島県東広島市通学路緊急対策推進計画 1,413
郷田小学校、高屋西小学校、三ツ城小学校、寺西小
学校、中黒瀬小学校、八本松小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 廿日市市 広島県廿日市市通学路緊急対策推進計画 178 佐方小学校、大野東小学校、廿日市小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 府中町 広島県府中町通学路緊急対策推進計画 86 府中東小学校、府中南小学校、府中北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 海田町 広島県海田町通学路緊急対策推進計画 50 海田東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 坂町 広島県坂町通学路緊急対策推進計画 49 坂小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:広島県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（一）川尻安浦線　安浦中央工区 呉市 広島県

（都）焼山押込線　本庄２工区 呉市 広島県

（都）焼山押込線　本庄工区 呉市 広島県

（都）忠海中央線　２工区 竹原市 広島県

（都）宮浦西野線 三原市 広島県

一般国道2号　西御所工区 尾道市 広島県

一般国道317号　因島中庄工区 尾道市 広島県

一般国道486号　大田～丸河南工区 尾道市 広島県

一般国道182号　下加茂工区 福山市 広島県

一般国道313号　三吉～奈良津工区 福山市 広島県

（主）鞆松永線　鞆工区 福山市 広島県

（一）福山港松浜線　東川口～新浜工区 福山市 広島県

（都）山手赤坂線　２工区 福山市 広島県

一般国道486号　父石～目崎工区 府中市 広島県

（主）府中上下線　篠根工区 府中市 広島県

（都）栗柄広谷線　１工区 府中市 広島県

（都）栗柄広谷線　２工区 府中市 広島県

（都）栗柄広谷線　３工区 府中市 広島県

（都）栗柄広谷線　４工区 府中市 広島県

一般国道183号　四拾貫工区 三次市 広島県

一般国道375号　引宇根工区 三次市 広島県

一般国道375号　十日市南工区 三次市 広島県

一般国道375号　敷名工区 三次市 広島県

（主）甲山甲奴上市線　福田工区 三次市 広島県

（主）三次庄原線　光清工区 三次市 広島県

（主）庄原作木線　石原工区 三次市 広島県

（都）巴橋粟屋線 三次市 広島県

一般国道183号　平子工区 庄原市 広島県

（都）高小路線　２工区 庄原市 広島県

（都）上野公園線 庄原市 広島県

（主）岩国大竹線　木野2丁目工区 大竹市 広島県

（一）乙瀬小方線　御園工区 大竹市 広島県

一般国道375号　清武工区 東広島市 広島県

一般国道432号　中河内工区 東広島市 広島県

一般国道486号　飯田工区 東広島市 広島県

一般国道486号　米満工区 東広島市 広島県

（主）馬木八本松線　原工区 東広島市 広島県

（一）造賀八本松線　飯田工区 東広島市 広島県

（都）吉行飯田線　４工区 東広島市 広島県

（都）上寺家下見線　２工区 東広島市 広島県

（都）上寺家下見線 東広島市 広島県

一般国道2号　広島総合病院前工区 廿日市市 広島県

（都）佐方線 廿日市市 広島県

（主）広島三次線　高田原工区 安芸高田市 広島県

（主）江田島大柿線　大君工区 江田島市 広島県

（都）青崎池尻線 府中町 広島県

（主）東広島海田線　畝工区 海田町 広島県

（都）青崎畝線外2路線 海田町 広島県

（都）坂中央線　１工区 坂町 広島県

（都）坂中央線　２工区 坂町 広島県

一般国道186号　川小田工区 北広島町 広島県

（一）七曲千代田線　阿坂工区 北広島町 広島県

（主）世羅甲田線　加茂工区 世羅町 広島県

広島県通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:広島県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道182号　井関工区 神石高原町 広島県

一般国道182号　油木～安田工区 神石高原町 広島県

（主）広島三次線 広島市 広島市

（市）安佐南1区194号線　毘沙門踏切 広島市 広島市

（市）安佐南1区263号線 広島市 広島市

（市）安佐南3区391号線　芦田屋踏切 広島市 広島市

（都）長束八木線　４工区 広島市 広島市

（都）畑口寺田線ほか１路線 広島市 広島市

（都）矢野中央線 広島市 広島市

（市）焼山矢野線 呉市 呉市

（都）横路１丁目白石線　3工区 呉市 呉市

（都）横路１丁目白石線　4工区 呉市 呉市

（都）大新開吉松線 呉市 呉市

（市）下梶谷絵堂ヶ鼻線　１工区 三原市 三原市

（市）下梶谷絵堂ヶ鼻線　２工区 三原市 三原市

（市）宗郷1号線 三原市 三原市

（市）木原7号線 三原市 三原市

（市）幸崎89号線 三原市 三原市

（都）古城通糸崎線　２工区 三原市 三原市

（都）本町古浜線　３工区 三原市 三原市

（都）駅前府中線 福山市 福山市

（都）川南湯田村駅線　川北工区 福山市 福山市

（都）川南湯田村駅線 福山市 福山市

（都）鷹取本庄線　2工区 福山市 福山市

（都）津之郷奈良津線 福山市 福山市

（都）神辺駅御幸線 福山市 福山市

（都）目崎出口線　出口工区 府中市 府中市

（都）目崎出口線 府中市 府中市

（市）宮森宮田線 三次市 三次市

（市）菅田本線 三次市 三次市

（市）下原本通り線 三次市 三次市

（市）十日市堂山線 三次市 三次市

（市）八次86号線 三次市 三次市

（市）吉備崎上市場線　庄原工区 庄原市 庄原市

（市）庄原川手線　庄原工区 庄原市 庄原市

（市）駅裏線　庄原工区 庄原市 庄原市

（市）山内南線　山内工区 庄原市 庄原市

（市）中島白市線 東広島市 東広島市

（市）土与丸御薗宇線 東広島市 東広島市

（市）武士郷曽線 東広島市 東広島市

（都）丸山楢原線　１工区 東広島市 東広島市

（都）丸山楢原線　２工区 東広島市 東広島市

（都）寺家中央線　１工区 東広島市 東広島市

（都）西条中央巡回線　寺家工区 東広島市 東広島市

（都）中島線 東広島市 東広島市

（都）馬木八本松線外　八本松駅前地区 東広島市 東広島市

（市）グランド線 廿日市市 廿日市市

（市）熊ヶ浦鯛ノ原線　１工区 廿日市市 廿日市市

（都）畑口寺田線　５工区 廿日市市 廿日市市

（町）みくまり14号線　みくまり工区 府中町 府中町

（町）宮の町41号線　宮の町工区 府中町 府中町

（町）青崎25号線　青崎工区 府中町 府中町

（町）八幡26号線　八幡工区 府中町 府中町

広島県府中町通学路緊急対策推進計画

広島市通学路緊急対策推進計画

広島県呉市通学路緊急対策推進計画

広島県三原市通学路緊急対策推進計画

広島県福山市通学路緊急対策推進計画

広島県通学路緊急対策推進計画

広島県府中市通学路緊急対策推進計画

広島県三次市通学路緊急対策推進計画

広島県庄原市通学路緊急対策推進計画

広島県東広島市通学路緊急対策推進計画

広島県廿日市市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:広島県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

広島県海田町通学路緊急対策推進計画 （都）畝曽田線 海田町 海田町

広島県坂町通学路緊急対策推進計画 （町）坂東環状線 坂町 坂町



広 島 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 広島県
地区名 事業名 事業費 備考

呉市 空き家対策総合支援事業 30,322
竹原市 空き家対策総合支援事業 7,000
三原市 空き家対策総合支援事業 10,446
尾道市 空き家対策総合支援事業 29,438
府中市 空き家対策総合支援事業 19,820
東広島市 空き家対策総合支援事業 11,500
江田島市 空き家対策総合支援事業 10,700
北広島町 空き家対策総合支援事業 9,600

128,826合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 広島県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 1,321,599
1,321,599合計



防災・省エネまちづくり緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 広島県
地区名 事業名 事業費 備考

三之丸町地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 1,478,886
1,478,886合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

広島県
広島県
広島県国 際 拠 点 港 湾 広 島 広 島 県 小 計 2,660
広島県 直 轄 2,180
広島県 補 助 480
広島県
広島県重 要 港 湾 福 山 広 島 県 小 計 550
広島県 直 轄 550
広島県
広島県 尾 道 糸 崎 広 島 県 小 計 203
広島県 直 轄 203
広島県
広島県 呉 呉 市 小 計 288
広島県 直 轄 100
広島県 補 助 188
広島県
広島県統 合 補 助 統 合 補 助 呉 市 小 計 45
広島県 補 助 45
広島県
広島県個別施設計画作成支援

個別施設計画
作 成 支 援

広 島 県 小 計 10
広島県 補 助 10
広島県
広島県航 路 音 戸 瀬 戸 国 小 計 7
広島県 直 轄 7
広島県
広島県海 洋 環 境 瀬 戸 内 海 国 小 計 104
広島県 直 轄 104
広島県

3,867

広 島 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等 港　　名

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計

港湾管理者



港 湾 局

(単位：百万円)

高 潮 対 策 広 島 広 島 県 小 計 864

直 轄 864

老 朽 化 対 策 呉 呉 市 小 計 60

補 助 60

瀬 戸 田 広 島 県 小 計 60

補 助 60

984

広 島 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名 海岸管理者
令和4年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

合　　　　計



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 317 庁舎改修、無線施設整備、気象施設整備等

羽 田 47,275
人工地盤整備、空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改
良、誘導路改良、エプロン改良、建築施設整備、無線施設整備、照明施設
整備、気象施設整備、教育施設・住宅防音工事補助等

新 潟 3,763
浸水対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,863
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、気象施
設整備等

高 松 566 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

松 山 1,578
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 3,277 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

福 岡 27,456
滑走路増設、CIQ施設整備、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施
設・住宅防音工事補助等

北 九 州 448 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 3,217 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

熊 本 3,356 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

大 分 1,771
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 3,979
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整
備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

鹿 児 島 1,673
誘導路新設、浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備、住宅防音工事補助等

成 田 2,224 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備、環境整備事業等

中 部 881 庁舎改修、無線施設整備等

関 西 2,598 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 2,165 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 613
滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備等

山 形 242 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 94 浸水対策、無線施設整備等

青 森 525 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、気象施設整備等

花 巻 935 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

大 館 能 代 562 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

地 方 管 理 空 港

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 450 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備

福 島 719 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備等

富 山 301 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

能 登 51 滑走路端安全区域整備、耐震対策、無線施設整備

福 井 98 無線施設整備、気象施設整備

松 本 110 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

静 岡 430 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

神 戸 335 浸水対策、無線施設整備等

南 紀 白 浜 299 滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良等

鳥 取 181 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

出 雲 908 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 1,571 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備

岡 山 130 無線施設整備等

佐 賀 578 滑走路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 224 照明施設整備等

百 里 154 無線施設整備等

小 松 504 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、照明施設整備等

美 保 758 エプロン改良、照明施設整備等

岩 国 71 浸水対策等

徳 島 251 浸水対策、滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,692
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

稚 内 140 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

釧 路 563 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

函 館 1,872
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施
設整備、移転補償等事業等

旭 川 1,176 誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,080 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 118 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 63 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 97 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

紋 別 76 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

女 満 別 167 庁舎改修、無線施設整備等

札 幌 253 滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 78 耐震対策、無線施設整備

新 島 13 無線施設整備

神 津 島 13 無線施設整備

三 宅 島 204 無線施設整備

八 丈 島 398 無線施設整備

隠 岐 14 無線施設整備

対 馬 159 無線施設整備、照明施設整備

福 江 109 庁舎改修、無線施設整備

小 値 賀 6 照明施設整備

上 五 島 6 照明施設整備

壱 岐 3 浸水対策

種 子 島 100 滑走路端安全区域整備

屋 久 島 122 気象施設整備

（奄美）

奄 美 154 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備

喜 界 200 滑走路改良

徳 之 島 423 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港

3 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

那 覇 9,572
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

南 大 東 137 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

宮 古 113 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等

4 / 4 
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



令和４年度予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 2,195 1.329

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

22 724 2.488

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

16 461 1.138

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

16 1,770 2.805

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

29 759 2.040

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

27 2,586 1.268

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

53 1,860 2.934

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

53 2,343 1.532

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

17 596 1.669

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

11 618 2.888

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

16 2,390 0.623

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

12 771 0.543

合　　　　　　　　計 271　※ 17,075 1.276

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。
※管区間等の重複事業箇所２箇所減算。

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

松前港船舶交通安全基盤整備事業(北海道) 1
恵山岬船舶交通安全基盤整備事業 1
葛登支岬船舶交通安全基盤整備事業 1
蛯谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
札刈漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
弁慶岬船舶交通安全基盤整備事業 1
襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1
室蘭港船舶交通安全基盤整備事業 1
十勝大津船舶交通安全基盤整備事業 1
釧路港船舶交通安全基盤整備事業 1
焼尻島船舶交通安全基盤整備事業 1
増毛港船舶交通安全基盤整備事業 1
鴛泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1
石埼船舶交通安全基盤整備事業 1
能取岬船舶交通安全基盤整備事業 1
紋別船舶交通安全基盤整備事業 1
登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
落石岬船舶交通安全基盤整備事業 1
納沙布岬船舶交通安全基盤整備事業 1
苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 22
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1
高野埼船舶交通安全基盤整備事業 1
大間港船舶交通安全基盤整備事業 1
三厩漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八木港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
長渡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
気仙沼港船舶交通安全基盤整備事業 1
入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
小良ケ浜船舶交通安全基盤整備事業 1
塩屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1
勝浦船舶交通安全基盤整備事業 1
大原漁港船舶交通安全基盤整備事業(千葉県) 1
浜行川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
太東漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1
川奈埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊豆岬船舶交通安全基盤整備事業 1
稲取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
第二海堡船舶交通安全基盤整備事業 1
三崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
福江港船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
栄生漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
角石船舶交通安全基盤整備事業 1
錦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
甫母漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦中ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
桃取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥羽港船舶交通安全基盤整備事業 1
的矢港船舶交通安全基盤整備事業 1
退治埼八十島船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
一色港沖船舶交通安全基盤整備事業 1
東ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
錦波カブリ船舶交通安全基盤整備事業 1
長島イ島船舶交通安全基盤整備事業 1
尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1
宿田曾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
住吉ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
カツオビラシ船舶交通安全基盤整備事業 1
吉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
丸山出シ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 29
五 大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

佐野漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
下荘漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
育波漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
湊港船舶交通安全基盤整備事業 1
津名港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
坊勢漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
雑賀埼船舶交通安全基盤整備事業 1
足摺岬船舶交通安全基盤整備事業 1
奈半利港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤岡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
室戸岬漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐喜浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1
洲本沖船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
垂水漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
播磨灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
堺漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
文里港船舶交通安全基盤整備事業 1
田辺灘島船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 27
六 広島港船舶交通安全基盤整備事業 1

六島船舶交通安全基盤整備事業 1
高島漁港船舶交通安全基盤整備事業(岡山県) 1
柱島港船舶交通安全基盤整備事業 1
久賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
大多府島船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島漁港船舶交通安全基盤整備事業(広島県) 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
山口港船舶交通安全基盤整備事業 1
地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
高松港船舶交通安全基盤整備事業 1
庵治白石礁船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
松山港船舶交通安全基盤整備事業 1
汐出磯船舶交通安全基盤整備事業 1
油トリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
今治港船舶交通安全基盤整備事業 1
ウズ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
鹿川港船舶交通安全基盤整備事業 1
大畠航路船舶交通安全基盤整備事業 1
広島湾船舶交通安全基盤整備事業 1
大砠船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
小アジワ島船舶交通安全基盤整備事業 1
備後灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
ワンワン瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
馬立ノ鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
城出シ磯船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
宇多津港船舶交通安全基盤整備事業 1
詫間港船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
薑鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
オーソノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島甲埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄港船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄東港船舶交通安全基盤整備事業 1
百尋磯船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横枕礁船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東予港船舶交通安全基盤整備事業 1
坂手港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
七 佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑後川沖船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
角島港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑前相ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
志賀島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
戸ヶ里漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
両開漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
呼子港船舶交通安全基盤整備事業 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
崎瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
平戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
田助漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
前津吉漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小田助瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
上県船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1
亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小祝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関港船舶交通安全基盤整備事業 1
津久見港船舶交通安全基盤整備事業 1
保戸島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大分港船舶交通安全基盤整備事業 1
深川湾船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
長門水島船舶交通安全基盤整備事業 1
海士ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
一ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
オノマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
地ノ島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
博多港船舶交通安全基盤整備事業 1
日比水道北曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
姫島曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
ワリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
樺島水道楫懸船舶交通安全基盤整備事業 1
金剛曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
柱瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
五島神浦出シ東船舶交通安全基盤整備事業 1
干切瀬沖船舶交通安全基盤整備事業 1
片島水道中ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
臼ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ六ツ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
安岐埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
長瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
入津船舶交通安全基盤整備事業 1
備前碆船舶交通安全基盤整備事業 1
豊後大瀬船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
網代漁港船舶交通安全基盤整備事業(鳥取県) 1
出雲日御碕船舶交通安全基盤整備事業 1
麦山鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
大社漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
西郷港姫島船舶交通安全基盤整備事業 1
泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宇竜漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
温泉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖俎岩船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
中海大グリ船舶交通安全基盤整備事業 1
中海丸グリ船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 17
九 粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1
佐渡大埼船舶交通安全基盤整備事業 1
姫津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
椎泊漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1
禄剛埼船舶交通安全基盤整備事業 1
鵜浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
金沢港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11



管区 事業箇所名 事業箇所数
十 三角港船舶交通安全基盤整備事業 1

宮田漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
貝場漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
佐多岬船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業（鹿児島県出水市） 1
竜郷港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深港船舶交通安全基盤整備事業 1
水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1
熊本港船舶交通安全基盤整備事業 1
田浦七ッ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
八代港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
古仁屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
十一 那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

粟国島船舶交通安全基盤整備事業 1
伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1
久米島船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1
津堅島船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
合　　　　計 271※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算





令和４年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

広島県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 広島地方合同庁舎防災棟 広島市　中区 0 新営事業

合　　計 0



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（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

広島県における流域下水道事業
の推進

広島県 7,952 

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 78,549 

広島・島根における尾道松江線
を軸とした広域観光活性化計画

広島県 67,500 

広島・島根における尾道松江線
を軸とした広域観光活性化計画
（重点）

広島県 9,000 

広島県における流域下水道事業
の推進（重点計画）

広島県 677,225 

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（第Ⅲ期））

広島県,広島市,呉市,竹原市,三原市,尾道
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,江田島市,府中町,
海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,
大崎上島町,世羅町,神石高原町

1,344,878 

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 188,650 

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

1,207,909 

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,福山市 347,000 

吉備国の魅力を体感する広域観
光活性化計画（重点③）

広島県 361,800 

中国地方の世界遺産と地域固有
の観光資源を生かした島根・広
島・山口広域観光活性化計画
（重点③）

広島県 493,200 

Park-PFIを活用した旧広島市民
球場跡地整備事業

広島市 34,100 

都市基盤となる骨格道路等整備
（３期）

広島市 266,347 



（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

西広島駅へのアクセス向上と安
全な歩行空間の整備

広島市 45,032 

アストラムラインの延伸による
基幹公共交通ネットワークの環
状化（Ⅰ期）

広島市 47,500 

広島の陸の玄関にふさわしい交
通結節点の実現と公共交通ネッ
トワークの機能強化（Ⅰ期）

広島市 230,000 

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 538,604 

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（Ⅱ期）

広島市 458,377 

相生通り周辺地区における交流
とにぎわいのある都市環境の創
出（Ⅰ期）

広島市,広島県 221,500 

歴史・文化の発信拠点としての
広島城三の丸整備事業

広島市 149,500 

広島都心地区（Ⅱ期）都市再生
整備計画

広島市 40,200 

呉市公共下水道 呉市 77,300 

竹原市公共下水道 竹原市 134,375 

竹原町歴史的風致維持向上地区
街なみ環境整備計画（第２期）

竹原市 15,064 

三原市公共下水道 三原市 30,000 

本町西国街道地区街なみ環境整
備計画

三原市 20,000 

尾道市公共下水道（重点計画） 尾道市 100,000 



（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

尾道地区都市再生整備計画 尾道市 167,300 

尾道・瀬戸田地区街なみ環境整
備計画（第3期）

尾道市 49,135 

備後圏域の玄関口にふさわしい
市街地環境の整備

福山市 141,800 

福山市公共下水道（重点計画） 福山市 199,630 

鞆地区街なみ環境整備計画（第
２期）

福山市 6,054 

安心して快適に暮らせる住環境
の整備（地域住宅計画　福山市
内地域（第Ⅱ期））

福山市 156,223 

福山駅周辺地区都市再生整備計
画

福山市 33,400 

府中市公共下水道 府中市 150,000 

三次町歴史的街なみ環境整備計
画（第2期）

三次市 20,072 

三次市公共下水道 三次市 172,650 

庄原地区都市再生整備計画 庄原市 125,400 

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 262,187 

大竹市公共下水道（重点計画） 大竹市 31,061 

東広島市公共下水道（重点計
画）

東広島市 1,345,360 



（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

廿日市市公共下水道（重点計
画）

廿日市市 694,100 

宮島口地区街なみ環境整備事業 廿日市市 2,128 

府中町公共下水道 府中町 62,500 

海田町における都市公園の機能
強化と利便性の向上（その２）

海田町 16,000 

海田町公共下水道 海田町 5,000 

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 

坂町公共下水道（重点計画） 坂町 27,775 

役場周辺地区都市再生整備計画 北広島町 48,800 

大崎上島町特環公共下水道 大崎上島町 47,300 

世羅町公共下水道 世羅町 55,960 

11,026,397 

※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４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（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

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 227,156 

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

2,374,240 

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 47,500 

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 68,177 

広島県における流域下水道事業
の推進（防災・安全）

広島県 575,792 

安全・安心を確保する公園整備
の推進（防災・安全）

広島県 25,500 

広島県における安全な市街地の
形成（防災・安全）（重点）

広島県,広島市,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,江田島市,安芸高田市,
府中町,海田町,熊野町,神石高原町,坂町,大
崎上島町

175,105 

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（第Ⅲ期））防
災・安全

広島県,広島市,呉市,三原市,庄原市,東広島
市

660,722 

広島県宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

呉市,庄原市,府中町,熊野町,神石高原町 18,011 

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,府中
町

1,033,724 

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 637,849 

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,安芸太田町

1,069,104 



（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

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（防災・安全）（その２）

広島県,東広島市 284,000 

【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 222,000 

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 204,500 

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 89,500 

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 544,000 

安全かつ強靭な下水道事業（防
災・安全）（重点計画）

広島市 680,000 

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 1,715,000 

安全かつ強靭な下水道事業（防
災・安全）

広島市 1,950,000 

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 514,999 

安全・安心なまちづくりを推進
する道路等の整備（２期）（防
災・安全）

広島市 214,550 

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 311,824 

安全・安心な都市公園整備の推
進（Ⅲ期）（防災・安全)

広島市 104,500 

通学路等における交通安全対策
の推進（Ⅱ期）（防災・安全）

広島市 89,165 

被災地域における災害に強く安
全・安心に暮らせる復興まちづ
くり（防災・安全）

広島市 36,700 



（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

災害に強い都市公園の整備（防
災・安全）

呉市 35,000 

呉市における災害に強いまちづ
くり（防災・安全）

呉市 72,500 

呉市公共下水道（防災・安全） 呉市 305,064 

安全で快適な都市公園の整備
（防災・安全）

呉市 16,500 

呉市所管の港湾施設整備による
利便性・安全性の向上（防災・
安全）

呉市 14,000 

竹原市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

竹原市 17,000 

竹原市公共下水道（防災・安
全）

竹原市 8,745 

ひとにやさしい安全・安心な都
市公園づくり

三原市 3,500 

三原市公共下水道（防災・安
全）

三原市 15,000 

三原市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

三原市 215,000 

災害に強い安全・安心な都市公
園づくり（防災・安全）

三原市 40,550 

三原市における災害に強いまち
づくり（防災・安全）

三原市 1,600 

三原市船木地区における災害に
強いまちづくり（防災・安全）

三原市 60,000 

尾道市公共下水道（防災・安
全）(重点計画）

尾道市 81,500 



（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

尾道市公共下水道（防災・安
全）

尾道市 96,221 

福山市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

福山市 362,233 

福山市公共下水道（防災・安
全）

福山市 255,174 

次世代につなぐ都市公園の再生
（防災・安全）

福山市 16,300 

府中市公共下水道（防災・安
全）

府中市 5,940 

三次市公共下水道(防災・安全) 三次市 27,531 

庄原市公園施設長寿命化対策支
援事業

庄原市 1,367 

庄原市公共下水道（防災・安
全）

庄原市 44,000 

大竹市公共下水道（防災・安
全）

大竹市 79,838 

大竹市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

大竹市 53,585 

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 145,900 

東広島市公共下水道（防災・安
全）

東広島市 312,859 

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 60,000 

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 51,640 



（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

東広島市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

東広島市 310,485 

廿日市市公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

廿日市市 81,750 

都市公園の機能強化と安全性の
向上（防災・安全）

廿日市市 32,671 

廿日市市公共下水道（防災・安
全）

廿日市市 205,200 

安芸高田市公共下水道（防災・
安全）

安芸高田市 9,175 

江田島市公共下水道（防災・安
全）

江田島市 70,200 

府中町公共下水道（防災・安
全）

府中町 6,655 

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 67,053 

府中町公共下水道（防災・安
全）（重点計画）

府中町 10,010 

府中町都市公園の機能強化と安
全性の向上（防災・安全）

府中町 14,110 

海田町公共下水道(防災・安全)
(重点計画)

海田町 30,000 

海田町三迫地区における災害に
強いまちづくり

海田町 6,700 

熊野町公共下水道(防災・安全) 熊野町 32,000 

熊野町における災害に強いまち
づくり（防災・安全）

熊野町 15,000 



（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

熊野町における災害に強いまち
づくり（防災・安全）第２期

熊野町 34,000 

坂町公共下水道（防災・安全） 坂町 62,675 

坂町における地震・津波等災害
に強いまちづくり（防災・安
全）【第2期】

坂町 25,500 

坂町における災害に強いまちづ
くり（防災・安全）

坂町 179,000 

安芸太田町特環公共下水道（防
災・安全）

安芸太田町 1,500 

北広島町公共下水道（防災・安
全）

北広島町 12,000 

大崎上島町特環公共下水道（防
災・安全）

大崎上島町 11,600 

17,489,449 

※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


