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直轄事業の事業計画（広島県関連分）について 

 

 

 

 平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 令和５年度政府予算案に関する事業計画［予定］のうち、広島県関連分について、別紙

のとおりお知らせ致します。 

 なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。 

 



令和５年度 広島県における事業計画（Ｒ５．２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 地方負担額

河川事業

（項）河川整備事業費

（目）河川改修費 1,998,400 666,132

（一般河川改修事業）

芦田川 直轄管理区間　L=49.05ｋｍ 208 427,400 142,466 父石地区：橋梁架替N=1基、護岸L=100m　等 父石地区：護岸、橋梁架替（令和9年度以降完成予定）　等 2.3～5.7

太田川 直轄管理区間　L=121.4ｋｍ 553 1,155,000 385,000
観音地区：築堤L=200m
院内地区：用地取得A=0.9ha
上深川地区：堰撤去N=1基、取水施設N=1式、用地補償1式　等

観音地区：築堤（令和7年度完成予定）
院内地区：築堤（令和5年度完成予定）
上深川地区：築堤（令和6年度完成予定）　等

3.6～17

小瀬川 直轄管理区間　L=13.4ｋｍ
小瀬川水系

115
82,000 27,333 防鹿地区：築堤L=50m、用地取得A=0.15ha　等 防鹿地区：工事用道路整備（令和7年度完成予定）　等 -～1.2

江の川上流 直轄管理区間　L=77.9ｋｍ
江の川水系

664
334,000 111,333 畠敷地区：排水機場増強N=1式　等 江の川上流　河川改修推進 0.1～5.9

（目）河川工作物関連応急対策事業費 625,000 208,332

芦田川
直轄管理区間　L=49.05km
監視設備機能改善

0.6 65,000 21,666
相方2号排水樋門　ゲート改善
監視設備機能改善　等

監視設備機能改善（令和5年度完成予定）　等 －～0.6

太田川
直轄管理区間　L=121.4km
浄化施設等改善

0.9 150,000 50,000
新安川排水樋門　ゲート改善
中島6号排水樋門　ゲート改善　等

堀川浄化施設　ポンプ改善
堀川浄化施設　電源設備改善
祇園水門　ゲート改善（令和5年度完成予定）　等

0.6～0.9

江の川上流
直轄管理区間　L=77.9km
排水機場改善

6.5 410,000 136,666
北溝川排水機場　原動機改善
十日市排水機場　原動機改善　等

十日市排水機場　原動機改善
十日市排水機場　ポンプ改善　等

5.2～6.5

（項）都市水系環境整備事業

（目）総合水系環境整備事業 66,700 33,350

芦田川水系
直轄管理区間　L=49.05km
（自然再生、水辺整備）

芦田川水系
9.6

0 0 － 千代田地区：モニタリング調査（令和6年度完成予定） －～0.2

太田川水系
直轄管理区間　L=121.4km
（水辺整備）

太田川水系
6.7

46,700 23,350 舟入・基町・千田地区：事業評価1式、測量設計1式 舟入・基町・千田地区：測量設計（令和9年度以降完成予定） －～0.3

小瀬川水系
直轄管理区間　L=13.4ｋｍ
（水辺整備）

小瀬川水系
14

0 0 － 大竹地区：モニタリング調査（令和6年度完成予定） －～0.06

江の川水系
直轄管理区間　L=77.9km
（水辺整備）

江の川水系
13

20,000 10,000 三川合流部周辺地区：事業評価1式 三川合流部周辺地区：事業評価（令和6年度完成予定） －～0.2

令和4年度当初予算（千円）
令和4年度事業内容 令和5年度事業内容

令和5年度事業
進捗見込み
（億円）

備　　考事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模
全体事業費
（億円）



砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 2,636,000 878,666

広島西部山系 区域面積　A=621km2 900 2,636,000 878,666

上原地区
城北地区
飯室上畠地区
緑井・八木地区
戸坂新町南地区
上温品地区
山本地区
美鈴が丘地区
小方地区
白石地区
井口台地区
原地区
宮内・明石地区
砂防堰堤設計、用地取得2.7ha　等

上原地区（令和5年度完成予定）
城北地区（令和7年度完成予定）
飯室上畠地区（令和7年度完成予定）
緑井・八木地区（令和5年度完成予定）
 -
上温品地区（令和8年度完成予定）
山本地区（令和9年度以降完成予定）
美鈴が丘地区（令和9年度以降完成予定）
小方地区（令和7年度完成予定）
白石地区（令和5年度完成予定）
井口台地区（令和5年度完成予定）
原地区（令和5年度完成予定）
宮内・明石地区（令和7年度完成予定）　等

17～30

（目）特定緊急砂防事業費 2,875,005 958,334

広島西部山系（平30年災） 太田川 57 350,005 116,668
口田南地区
馬木・福田地区
砂防堰堤設計、用地取得0.13ha　等

口田南地区（令和5年度完成予定）
馬木・福田地区（令和5年度完成予定）　等

4.9億円程度

安芸南部山系
矢野川・総頭川・瀬野川・大屋大
川

138 2,360,000 786,666

矢野川砂防施設群
総頭川砂防施設群
山王川・大元谷川砂防施設群
大屋大川砂防施設群
砂防堰堤設計、用地取得1.8ha　等

矢野川砂防施設群（令和5年度完成予定）
総頭川砂防施設群（令和5年度完成予定）
山王川・大元谷川砂防施設群（令和5年度完成予定）
大屋大川砂防施設群（令和5年度完成予定）　等

29億円程度

広島西部山系（令3年災） 太田川 31 165,000 55,000

西山本川
八幡川
御幸川
砂防堰堤設計、用地取得0.04ha　等

西山本川（令和7年度完成予定）
八幡川（令和7年度完成予定）
御幸川（令和7年度完成予定）　等

-～11

8,201,105 2,744,814

（注）「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

合　　　　　　　　　計



令和5年度　広島県における事業計画（R5年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道2号 福山道路 L=3.3km 456 2,505 835
・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁上下部工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁上部工、＜橋梁下部工＞

6～18億円程度

国道2号 安芸バイパス L=7.7km 680 1,120 373
・調査設計
・用地補償
・橋梁上部工、舗装工、道路附属物設置工

・調査設計
・用地補償
・整備工事

0.3～1億円程度

東広島市八本松町宗吉
～広島市安芸区上瀬野町上瀬野
L=7.7km(2/4）
令和5年3月19日開通予定

国道2号 東広島バイパス L=9.6km 1,240 2,940 980
・調査設計
・用地補償
・橋梁上部工、舗装工、道路附属物設置工

・調査設計
・用地補償
・整備工事

0.2～1億円程度

安芸郡海田町曽田
～安芸郡海田町日の出町
L=1.6km(2/4）
令和5年3月19日開通予定

国道2号 広島南道路 L=14.8km 4,124 690 230
・調査設計
・用地補償
・橋梁下部工

・調査設計
・用地買収
・＜橋梁下部工＞

6～10億円程度

国道2号
広島南道路
(木材港西～廿日市)

L=1.5km 400 50 17 ・調査設計 ・調査設計 0.1～1億円程度

国道2号 岩国・大竹道路 L=9.8km 1,330 810 270
・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁下部工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・橋梁下部工、＜改良工＞

10～18億円程度

国道183号 鍵掛峠道路 L=12.0km 333 2,662 887
・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上下部工、トンネル工

・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁上下部工、トンネル工

開通必要額
37～41億円程度

庄原市西城町高尾
～日野郡日南町新屋
L=12.0km（2/2）
令和7年度開通予定
（トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱
地盤対策工事等が順調に進捗した場
合）

国道185号 安芸津バイパス L=6.1km 225 660 220
・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・＜改良工＞

2～7億円程度

国道375号 東広島・呉道路 L=32.8km 1,965 980 294
・調査設計
・用地補償
・整備工事

－ －

呉市阿賀中央5丁目地内
L=0.9km（2/2）
令和4年3月19日開通
令和4年度完了

計 12,417 4,106 残事業費：約1,660億円

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）Ｒ5年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の残事業費は、令和4年度補正投入時点である

(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

Ｒ5年度予定事業内容 Ｒ5年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
R4年度当初

Ｒ4年度事業内容



令和5年度　広島県における事業計画（R5年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

中国横断自動車道 尾道松江線
国道2号
国道31号

- - 499 136
尾道松江線（三次～三刀屋木次）
廿日市大野防災
呉駅交通ターミナル整備事業

尾道松江線（三次～三刀屋木次）
廿日市大野防災
呉駅交通ターミナル整備事業

1～8億円程度

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

路線名 事業規模
R4年度当初

Ｒ4年度事業内容 Ｒ5年度予定事業内容 Ｒ5年度事業進捗見込み 備　　考



令和５年度　広島県における事業計画（R5年2月）　（道路関係〔直轄〕）

（単位：百万円）

事業費 負担金

ー ー 1,693 564

伊勢丘入口交差点改良
坂歩道整備
上佐々井歩道整備
等

伊勢丘入口交差点改良
坂歩道整備
上佐々井歩道整備
等

ー ー 2,076 592 防護柵、区画線、ワイヤロープ 道路標識、防護柵、区画線　等

ー ー ー ー ー ー ー

ー ー 697 349
引野電線共同溝
竹原電線共同溝
等

引野電線共同溝
竹原電線共同溝
等

 

4,466 1,505   

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

Ｒ４年度事業 Ｒ５年度予定事業

国道2号
国道185号

合　　　　計

Ｒ５年度事業進捗見込み 備　　考

交通安全事業
（Ⅰ種）

国道2号
国道31号
国道54号
等

14～35億円程度

交通安全事業
（Ⅱ種）

中国横断自動車道尾道松江線
国道2号
国道31号
等

共同溝事業 ー

電線共同溝事業

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

Ｒ４年度当初
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