
直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 広島県 広島市 復旧治山事業 牛田南上流 10             山腹工0.10ha - 10                   

2 広島県 庄原市
保安林管理道整備事
業

大万木・鍛冶屋
谷

206            
森林整備116ha、山腹工
0.04ha、渓間工2基、保安林
管理道1.5km

- 30                   

3 広島県 呉市 保安林整備事業 野路山 19             森林整備5ha - 3                    

4 広島県 広島市 保安林整備事業 立岩 8               森林整備17ha - 8                    

5 広島県 庄原市 保安林整備事業 槇谷 83             森林整備64ha - 9                    

6 広島県
三次市、庄原市
ほか

森林環境保全整備事
業

江の川上流 1,727         
更新面積126ha、保育面積
3,950ha、路網整備開設延長
12.3km

7.99           235                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

7 広島県 神石高原町
森林環境保全整備事
業

高梁川上流 461            
更新面積36ha、保育面積
1,031ha、路網整備開設延長
6.1km

- 73                   
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

8 広島県
広島市、廿日市
市ほか

森林環境保全整備事
業

太田川 277            
更新面積93ha、保育面積
2,508ha、路網整備開設延長
6.0km

- 140                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

9 広島県
呉市、竹原市ほ
か

森林環境保全整備事
業

瀬戸内 1,509         
更新面積139ha、保育面積
2,629ha、路網整備開設延長
10.5km

3.17           217                 

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

 広島　直轄 - 1



補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 広島県 東広島市
農業競争力強化基盤整備
事業

安宿 569            - 35                      事業着手

2 広島県 尾道市
農業競争力強化基盤整備
事業

御調河内第２ 854            - 32                      事業着手

3 広島県 大崎上島町
農業競争力強化基盤整備
事業

大崎東 910            - 70                      事業着手

4 広島県 東広島市 農業基盤整備促進事業 東広島第２ 117            - 57                      事業着手

5 広島県 神石高原町 農業基盤整備促進事業 神石高原 10             - 6                        事業着手

6 広島県 三次市 農業基盤整備促進事業 三次第３ 70             - 33                      事業着手

7 広島県 庄原市 農業基盤整備促進事業 庄原第２ 72             - 21                      事業着手

8 広島県 世羅町 農業基盤整備促進事業 世羅 8               - 3                        

9 広島県 東広島市 農業基盤整備促進事業 東広島 66             - 11                      

10 広島県 東広島市 農村地域防災減災事業 東広島１期 946            - 173                    

11 広島県
福山市、尾道
市　ほか

農村地域防災減災事業 東部１期 854            - 170                    

12 広島県 庄原市 農村地域防災減災事業 北部１期 195             - 5                        

 当該予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 広島県 福山市 農村地域防災減災事業 福山地域 143            - 40                      

14 広島県 福山市 農村地域防災減災事業 夜打ケ谷池 82             - 10                      

15 広島県 大崎上島町 農村地域防災減災事業 原田池 85             - 5                        

16 広島県
東広島市、福
山市、庄原市

農村地域防災減災事業 広島１期 217            - 37                      事業着手

17 広島県 神石高原町 農村地域防災減災事業 木割谷 429            - 60                      

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

18 広島県 府中市 復旧治山事業 井永 92             - 30                      事業着手

19 広島県 府中市 復旧治山事業 河面 119            - 30                      事業着手

20 広島県 府中市 復旧治山事業 上山町 346            - 87                      事業着手

21 広島県 尾道市 復旧治山事業 向島 150            - 20                      

22 広島県 呉市 復旧治山事業 安浦 243            - 62                      

23 広島県 東広島市 復旧治山事業 河戸 129            - 15                      

24 広島県 東広島市 復旧治山事業 前平 95             - 34                      

25 広島県 広島市 復旧治山事業 猪井ノ山 71             - 44                      

26 広島県 広島市 復旧治山事業 石原 106            - 38                      

27 広島県 広島市 復旧治山事業 馬通 100            - 56                      事業着手

28 広島県 安芸太田町 復旧治山事業 安芸太田町 98             - 19                      

29 広島県 安芸太田町 復旧治山事業 大地坊 146            - 18                      

 当該予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

30 広島県 安芸太田町 復旧治山事業 工事谷 137            - 30                      

31 広島県 安芸太田町 復旧治山事業 上田吹西平 122            - 56                      事業着手

32 広島県 庄原市 復旧治山事業 川西 171            - 57                      事業着手

33 広島県 竹原市
奥地保安林保全緊急対策
事業

北荒谷 101            - 20                      事業着手

34 広島県 東広島市
奥地保安林保全緊急対策
事業

後平 62             - 30                      事業着手

35 広島県 福山市 保安林整備事業 本郷 139            - 40                      

36 広島県 庄原市 保安林整備事業 越原山 10             - 10                      事業着手

37 広島県 福山市 保安林整備事業 本郷 8               - 8                        

38 広島県 福山市 保安林整備事業 津之郷 3               - 3                        

39 広島県 福山市 保安林整備事業 神辺町 2               - 2                        

40 広島県 尾道市 保安林整備事業 因島 4               - 4                        

41 広島県 尾道市 保安林整備事業 瀬戸田 4               - 4                        
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

42 広島県 東広島市 保安林整備事業 呉ケ谷 1               - 1                        

43 広島県 呉市 保安林整備事業 亀戸 1               - 1                        

44 広島県 呉市 保安林整備事業 後懸 2               - 2                        

45 広島県 呉市 保安林整備事業 古カリヤ 3               - 3                        

46 広島県 江田島市 保安林整備事業 江田島町 3               - 3                        

47 広島県 庄原市 保安林整備事業 稲草 4               - 4                        

48 広島県 庄原市 保安林整備事業 大佐 1               - 1                        

49 広島県 庄原市 保安林整備事業 陰地 1               - 1                        

50 広島県 庄原市 保安林整備事業 三河内 1               - 1                        

51 広島県 広島市 林業専用道等整備事業 笹ヶ丸線 126            - 19                      

52 広島県 三次市 林業専用道等整備事業 東山線 57             - 16                      

53 広島県 廿日市市 林業専用道等整備事業 魚切線 304            - 58                      
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

54 広島県 安芸高田市 林業専用道等整備事業 小谷亀谷線 50             - 15                      

55 広島県 安芸太田町 林業専用道等整備事業 上田吹西平線 107            - 19                      

56 広島県 神石高原町 林業専用道等整備事業 大畠線 102            - 16                      

57 広島県 神石高原町
森林環境保全整備事業
(造林関係分)

高梁川上流 463            - 72                      

58 広島県
安芸高田市、
三次市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

江の川上流 3,024         5.82           468                    

59 広島県
広島市、大竹
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

太田川 3,589         6.41           555                    

60 広島県
呉市、竹原市
ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

瀬戸内 475            - 73                      

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

61 広島県 呉市 水産環境整備事業 中部 365             - 80                      

62 広島県 尾道市 水産環境整備事業 東部 60              - 10                      

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実　　施

都道府県名・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等
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交付金等（平成２６年度当初予算）

（単位：百万円）

1 広島県 農山漁村地域整備交付金 1,436                   

（注）「当該予算の配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名

 当該予算の
配分額（国費）

広島　交付金等 - 1



（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-6 広島県 森林環境保全整備事業 江の川上流 三次市、庄原市、安芸高田市

直-8 広島県 森林環境保全整備事業 太田川 広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町

直-9 広島県 森林環境保全整備事業 瀬戸内 呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市

補-11 広島県 農村地域防災減災事業 東部１期 福山市、尾道市、世羅町、神石高原町

補-58 広島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

江の川上流 安芸高田市、三次市、庄原市

補-59 広島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

太田川
広島市、大竹市、廿日市市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広
島町

補-60 広島県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

瀬戸内
呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、江田島市、大崎上
島町、世羅町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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