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  【 注 記 】 

１ この箇所表は、公表時点での予定であり変更の可能性があります。 

２ この箇所表にはない工事等が発注される場合があります。 

３ 計画四半期の欄の数字は１～４四半期の発注予定時期、「－」は発注なし（過年度発注）を表しています。 

＊4月～5月に発注済みのものも記載しています。 



中播磨 姫路農林水産振興事務所 治山 復旧治山事業 根宇野 神河町 根宇野 全：H 28～ 渓間工 2

治山 山地災害重点地域総合対策事業 下牛尾 市川町 下牛尾 全：H 30～ 渓間工 1

治山 緊急予防治山治山事業 * 皆河 姫路市 安富町皆河 全：R 3～ 山腹工 2

治山 緊急予防治山治山事業 岩屋 神河町 岩屋 全：R 2～ 渓間工 2

治山 保安林改良事業 末広ほか 姫路市 末広ほか 全：R 2～ 森林整備工 3

治山 保安林改良事業 * 大畑 神河町 大畑 全：R 2～ 森林整備工 3

治山 保育事業 * * 根宇野 神河町 根宇野 全：R 3～ 森林整備工、調査 2

治山 緊急機能強化・老朽化対策事業 山之内 姫路市 夢前町山之内 全：R 2～ 簡易法枠工、調査 2

治山 機能強化・老朽化対策事業 * * 越知 神河町 越知 全：R 3～ 落石防護工修繕 2

治山 県単独県営治山事業 * * 下瀬加 市川町 下瀬加 全：R 3～ 転落防止柵 1

治山 県単独県営治山事業 * * 東川辺 市川町 東川辺 全：R 3～ 暗渠工設置 1

治山 県単独県営治山事業 * * 川上 神河町 川上 全：R 3～ 渓間工 3

治山 県単独緊急防災事業 * * 末広 姫路市 末広 全：R 3～ 渓間工 2

治山 緊急機能強化・老朽化対策事業 * * 山之内 姫路市 夢前町山之内 全：R 3～ 測試 1

治山 県単独緊急防災事業 * * 安志 姫路市 安富町安志 全：R 3～ 測試 2

漁場 増殖場造成事業 * 西播磨 たつの市 御津町 全：R 3～ 測試 2

漁場 増殖場造成事業 * 三ツ頭島 姫路市 家島町 全：H 31～ 測試 2

漁場 増殖場造成事業 加島南 姫路市 家島町 全：H 30～ 投石礁 2

漁港 水産物供給基盤機能保全事業 妻鹿漁港 姫路市 白浜町 全：H 23～ 係留施設補修１式、測試 1

漁港 水産基盤整備調査事業 * 妻鹿漁港 姫路市 白浜町 全：R 3～ 整備計画調査１式 1

漁港 海岸保全施設整備事業 妻鹿漁港 姫路市 白浜町 全：H 27～ 排水機場機器修繕１式 1

漁港 海岸保全施設整備事業 室津漁港 たつの市 御津町 全：R 2～ 樋管等改修１式、測試 1

漁港 海岸保全施設整備事業 家島漁港 姫路市 家島町 全：H 28～ 排水機場機器修繕１式 1

計 1,087,897
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姫路土地改良センター ほ場 農業競争力強化農地整備事業 あまじ区 市川町 甘地 全：H 28～ 区画整理１式、測試１式 3

ほ場 農業競争力強化農地整備事業 高岡福田 福崎町 高岡、福田 全：H 29～ 区画整理１式、測試１式 2

ほ場 農地中間管理機構関連農地整備事業 須加院 姫路市 香寺町須加院 全：H 30～ 区画整理１式、測試１式 3

ほ場 農地中間管理機構関連農地整備事業 屋形 市川町 屋形 全：H 30～ 区画整理１式、測試１式 3

ほ場 農地中間管理機構関連農地整備事業 太市西部 姫路市 西脇 全：H 31～ 区画整理１式、測試１式 2

ほ場 農地中間管理機構関連農地整備事業 宮置 姫路市 夢前町宮置 全：H 31～ 区画整理１式、測試１式 2

河川応急 農村地域防災減災事業 書写 姫路市 書写 全：H 29～ 土木工事（下部工）　１式、上部工１式 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 明神池 姫路市 夢前町神種 全：H 27～ 仮設道路撤去等 2

ため池 農村地域防災減災事業 太尾奥池・中池 姫路市 豊富町豊富 全：H 28～ ため池整備１箇所 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 細倉池 姫路市 香寺町須加院 全：H 28～ ため池整備１箇所 2

ため池 農村地域防災減災事業 * ジャク池・田圃池 市川町 小畑 全：H 28～ ため池整備１箇所 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 上杉池・下杉池 姫路市 御立 全：H 29～ ため池整備２箇所 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 樅ノ木奥池 姫路市 飾東町小原 全：H 30～ 堤体工、取水施設１式 2

ため池 農村地域防災減災事業 三谷池 福崎町 高岡 全：H 30～ 堤体工１式 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 峠池 姫路市 飾東町志吹 全：H 31～ 仮設工１式 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 竹太郎上池 姫路市 林田町下伊勢 全：H 31～ 仮設工１式 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 多谷池 市川町 小畑 全：H 31～ 仮設工１式 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 五郎田池 市川町 下牛尾 全：H 31～ 仮設工１式 2

ため池 農村地域防災減災事業 * 相合池 姫路市 飾東町佐良和 全：R 2～ 実施設計１式 2

計 1,359,500

中播磨県民センター 合計 2,447,397
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