
岡 山 県

道 路 局



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：岡山県 (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 岡山市～倉敷市 岡山倉敷立体（Ⅰ期） 50

改築 国道2号 浅口市～笠岡市 玉島・笠岡道路（Ⅱ期） 4,088

改築 国道2号 笠岡市 笠岡バイパス 4,745

改築 国道2号 備前市～瀬戸内市 備前地区環境対策 94

改築 国道53号 美咲町～津山市 津山南道路 210

改築 国道180号 岡山市 岡山環状南道路 3,671

改築 国道180号 岡山市 岡山西バイパス（西長瀬～楢津） 100

改築 国道180号 岡山市～総社市 総社・一宮バイパス 1,724

改築 国道373号 西粟倉村 志戸坂峠防災 210

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：岡山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

香登西地区歩道整備（備前市） 274

吉井交差点改良（岡山市） 220

新保交差点改良（岡山市） 40

生江浜歩道整備（笠岡市） 10

交通安全 国道30号 岡山市 岡山30号交通安全対策 30 藤田地区歩道整備 30

岡山市内自転車道整備（岡山市） 30

美咲町歩道整備（美咲町） 90

一方歩道整備（津山市） 10

津山駅前自転車歩行者道整備（津山市） 105

滝本歩道整備（奈義町） 90

国道2号
備前市、岡山市、
笠岡市

岡山2号交通安全対策 544

路線名 備考

交通安全

交通安全 国道53号
岡山市、美咲町、
津山市、奈義町

岡山53号交通安全対策 325



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：岡山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

伊部電線共同溝（備前市) 210

住吉電線共同溝（笠岡市) 10

電線共同溝 国道30号 岡山市 岡山30号電線共同溝 410 藤田電線共同溝 410

電線共同溝 国道53号 津山市 岡山53号電線共同溝 10 津山電線共同溝 10

路線名 備考

電線共同溝 国道2号 備前市、笠岡市 220岡山2号電線共同溝



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：岡山県 (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 国道374号 美作市 英田湯郷道路 750 美作岡山道路

改築 国道374号
赤磐市、美咲町、
美作市

吉井英田道路 626 美作岡山道路

改築 （主） 佐伯長船線 岡山市 瀬戸JCT～熊山IC 900 美作岡山道路

改築 （主） 岡山赤穂線 岡山市 中井～宍甘 1,664 岡山環状道路

改築 （一） 六条院東里庄線 浅口市、里庄町 鴨方町六条院西～新庄 399

改築 （市）
茂平148号長瀬笘無
線

笠岡市 茂平工区 15

改築 （市） 篠坂SICアクセス線 笠岡市 (仮称)篠坂スマートICアクセス 22

改築 （一） 水島港唐船線 倉敷市、浅口市 玉島勇崎～金光町大谷 60

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：岡山県 (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179号 鏡野町 西屋～上齋原 30

土砂災害対策 国道181号 真庭市 江川～新庄村 80

土砂災害対策 国道313号 真庭市、高梁市
湯原温泉～蒜山下長田、川上町
三沢～落合町近似

98

土砂災害対策 (主) 新見川上線 高梁市 備中町布瀬～川上町領家 40

土砂災害対策 (主) 高梁旭線 高梁市 有漢町上有漢地区 10

土砂災害対策 (主) 北房井倉哲西線 新見市 哲多町蚊家～哲西町矢戸 90

土砂災害対策 (主) 妹尾御津線 岡山市 御津河内、日応寺 3

土砂災害対策 (一) 江与味上河内線 真庭市 上河内地区 30

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：岡山県 (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 岡山県 岡山県無電柱化推進計画事業 54
(国)179号(小田中工区)〔津山市〕、(国)180号(高尾工
区)〔新見市〕、(国)429号(平田工区)〔倉敷市〕、(主)笠
岡井原線(笠岡工区)〔笠岡市〕

無電柱化推進計画事業 岡山市 岡山市無電柱化推進計画事業 235
(一)岡山倉敷線(野田三丁目～今一丁目)、(市)石関町
3号線、(市)表町21号線

無電柱化推進計画事業 倉敷市 倉敷市無電柱化推進計画事業 20 (市)駅前古城池霞橋線(西中新田工区)

無電柱化推進計画事業 笠岡市 笠岡市無電柱化推進計画事業 45 (市)金崎浜田線(中央町工区)



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：岡山県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 津山市 津山市国分寺　整備地区 岡山県 64

交通安全対策（地区内連携） 津山市 津山市国分寺　整備地区 津山市 2

交通安全対策（地区内連携） 津山市 津山市大田・沼　整備地区 岡山県 60

交通安全対策（地区内連携） 津山市 津山市大田・沼　整備地区 津山市 1

交通安全対策（地区内連携） 津山市 北町～北園町地区 津山市 20

交通安全対策（地区内連携） 笠岡市 笠岡市関戸・尾坂　整備地区 岡山県 21

交通安全対策（地区内連携） 赤磐市 山陽小学校区地区 赤磐市 10

交通安全対策（地区内連携） 真庭市 真庭市垂水・下市瀬　整備地区 岡山県 44

交通安全対策（地区内連携） 美作市 美作市古町　整備地区 岡山県 65

交通安全対策（地区内連携） 美作市 美作市楢原下　整備地区 岡山県 187

交通安全対策（地区内連携） 和気町 和気町衣笠　整備地区 岡山県 19

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：岡山県 (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

交通安全対策（地区内連携） 鏡野町 鏡野町竹田　整備地区 岡山県 41

交通安全対策（地区内連携） 奈義町 奈義町広岡　整備地区 岡山県 30



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：岡山県 (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） 岡山県 岡山県通学路緊急対策推進計画 648

粒江小学校、高田小学校、中正小学校、後閑小学
校、荘内小学校、吉田小学校、大井小学校、大島小
学校、稲倉小学校、大江小学校、刑部小学校、本郷
小学校、川東小学校、八束小学校、南小学校、勝央
北小学校、加美小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津山市 岡山県津山市通学路緊急対策推進計画 468

院庄小学校、河辺小学校、向陽小学校、広戸小学
校、広野小学校、勝加茂小学校、新野小学校、成名
小学校、西小学校、鶴山小学校、南小学校、北小学
校、弥生小学校、林田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 笠岡市 岡山県笠岡市通学路緊急対策推進計画 3 中央小学校、陶山小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 井原市 岡山県井原市通学路緊急対策推進計画 3 井原小学校、県主小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 高梁市 岡山県高梁市通学路緊急対策推進計画 12 高梁小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 瀬戸内市 岡山県瀬戸内市通学路緊急対策推進計画 5 牛窓東小学校、行幸小学校、邑久小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 赤磐市 岡山県赤磐市通学路緊急対策推進計画 21 山陽小学校、山陽東小学校



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：岡山県 (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 笠岡市 今立川踏切道 岡山県 110



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：岡山県 (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 岡山県 橋梁長寿命化修繕計画 2,084 別紙参照

道路メンテナンス事業 岡山県 トンネル長寿命化修繕計画 157 別紙参照

道路メンテナンス事業 岡山県 道路附属物等長寿命化修繕計画 248 別紙参照

道路メンテナンス事業 岡山市 橋梁長寿命化修繕計画 792 別紙参照

道路メンテナンス事業 岡山市 道路附属物等長寿命化修繕計画 166 別紙参照

道路メンテナンス事業 倉敷市 橋梁長寿命化修繕計画 260 別紙参照

道路メンテナンス事業 倉敷市 トンネル長寿命化修繕計画 66 別紙参照

道路メンテナンス事業 倉敷市 道路附属物等長寿命化修繕計画 119 別紙参照

道路メンテナンス事業 津山市 橋梁長寿命化修繕計画 176 別紙参照

道路メンテナンス事業 津山市 道路附属物等長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 玉野市 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 玉野市 トンネル長寿命化修繕計画 20 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：岡山県 (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 笠岡市 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 井原市 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 総社市 橋梁長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 高梁市 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 新見市 橋梁長寿命化修繕計画 117 別紙参照

道路メンテナンス事業 備前市 橋梁長寿命化修繕計画 64 別紙参照

道路メンテナンス事業 瀬戸内市 橋梁長寿命化修繕計画 47 別紙参照

道路メンテナンス事業 赤磐市 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 真庭市 橋梁長寿命化修繕計画 299 別紙参照

道路メンテナンス事業 真庭市 トンネル長寿命化修繕計画 9 別紙参照

道路メンテナンス事業 美作市 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 浅口市 橋梁長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 浅口市 道路附属物等長寿命化修繕計画 9 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：岡山県 (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 和気町 橋梁長寿命化修繕計画 18 別紙参照

道路メンテナンス事業 早島町 橋梁長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 里庄町 橋梁長寿命化修繕計画 1 別紙参照

道路メンテナンス事業 矢掛町 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 新庄村 橋梁長寿命化修繕計画 33 別紙参照

道路メンテナンス事業 鏡野町 橋梁長寿命化修繕計画 30 別紙参照

道路メンテナンス事業 勝央町 橋梁長寿命化修繕計画 35 別紙参照

道路メンテナンス事業 奈義町 橋梁長寿命化修繕計画 9 別紙参照

道路メンテナンス事業 西粟倉村 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照

道路メンテナンス事業 久米南町 橋梁長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 美咲町 橋梁長寿命化修繕計画 20 別紙参照

道路メンテナンス事業 美咲町 道路附属物等長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 吉備中央町 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照



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
岡山県

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

岡山県橋梁長寿命化修繕計画
岡山県 美作市 179号 大環跨線橋 橋梁 修繕
岡山県 赤磐市 374号 周匝橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 429号 霞橋側道橋 橋梁 修繕
岡山県 浅口市 県道倉敷笠岡線 占見新田3号溝橋 橋梁 修繕
岡山県 浅口市 県道倉敷長浜笠岡線 国頭２号溝橋 橋梁 修繕
岡山県 吉備中央町 県道総社賀陽線 北橋 橋梁 修繕
岡山県 津山市 県道鱒返余戸線 第５号橋 橋梁 修繕
岡山県 矢掛町 県道矢掛寄島線 南山田2号溝橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道下鴫川上線 澤柳橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 国道180号（自転車道） 第二足見橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道313号 成羽橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 国道430号 呼松跨道橋 橋梁 修繕
岡山県 玉野市 国道430号 無名橋（日比１） 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道磯上備前線 殿土井橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 県道鏡野久世線 長森橋 橋梁 修繕
岡山県 小田郡矢掛町 県道倉敷成羽線 鮎切橋 橋梁 修繕
岡山県 小田郡矢掛町 県道倉敷成羽線 中村橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道高山芳井線 花田橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道都留岐吉永停車場線 西和意谷橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道都留岐吉永停車場線 井手之木橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道新見川上線 布瀬橋側道橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 県道新見日南線 足立第3大橋 橋梁 修繕
岡山県 新庄村 県道北房川上線 木治山橋 橋梁 修繕
岡山県 井原市 県道芳井油木線 川町下橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道吉永下徳久線 大杉谷大橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 県道和気笹目作東線 門尻橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 県道粟谷美甘線 中村橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道宇戸谷高梁線 福谷橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道宇治鉄砲町線 高梁大橋側道橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道宇野津下之町線 宇野津橋 橋梁 修繕
岡山県 和気町 県道岡山赤穂線 吉田橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道岡山赤穂線 金谷橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道岡山赤穂線 溝橋2096202号橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道岡山赤穂線 新大橋 橋梁 修繕
岡山県 和気町 県道岡山赤穂線 和気橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道岡山倉敷線 松島橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道岡山倉敷線 川田橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道岡山倉敷線 百舌ヶ鼻跨線橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道岡山倉敷線 百舌ヶ鼻跨線橋側道橋 橋梁 修繕
岡山県 笠岡市 県道笠岡井原線 笠岡跨線橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 県道梶並立石線 渡瀬橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 大谷橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 第1千町高架橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 第2千町高架橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道吉備津松島線 日畑橋 橋梁 修繕
岡山県 和気町 県道御津佐伯線 矢田橋 橋梁 修繕
岡山県 美咲町 県道江与味上河内線 不明橋(江与味1) 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道高梁旭線 土居橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道高梁旭線 八幡畦地橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道高梁坂本線 笹尾橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 県道作東大原線 江見跨線橋 橋梁 修繕
岡山県 玉野市 県道山田槌ヶ原線 上之町橋 橋梁 修繕
岡山県 井原市 県道七曲井原線 明治橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道上阿知本庄線 西河橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道上大竹高山線 神田橋 橋梁 修繕
岡山県 久米南町 県道上二ケ小鎌線 高橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 県道新見勝山線 荒田橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 県道新見勝山線 諏訪橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 県道新見勝山線 団林橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 県道新見川上線 萬歳橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道新見川上線 観音下橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道新見川上線 丸山橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道新見川上線 新湯中橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 県道新見日南線 笹尾大橋 橋梁 修繕
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岡山県 倉敷市 県道水島港唐船線 城高架橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道水島港唐船線 堀貫高架橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道瀬西大寺線 上町橋 橋梁 修繕
岡山県 津山市 県道西一宮中北上線 一宮大橋 橋梁 修繕
岡山県 鏡野町 県道西一宮中北上線 新河本橋 橋梁 修繕
岡山県 和気町 県道泉衣笠線 安養寺橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷玉野線 小浜２号橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷成羽線 八島大橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷美袋線 船穂玉島高架橋 橋梁 修繕
岡山県 総社市 県道倉敷美袋線 木戸橋 橋梁 修繕
岡山県 玉野市 県道倉敷飽浦線 溝橋2074101号橋 橋梁 修繕
岡山県 玉野市 県道倉敷飽浦線 溝橋2074105号橋 橋梁 修繕
岡山県 玉野市 県道倉敷飽浦線 溝橋2074113号橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷飽浦線 帯高４号橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷飽浦線 浜川２号橋 橋梁 修繕
岡山県 吉備中央町 県道総社賀陽線 新神原橋 橋梁 修繕
岡山県 吉備中央町 県道総社賀陽線 川合橋側道橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 県道足立東城線 重藤橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 県道足立東城線 梅ノ木橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道大曲船穂線 二万橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 県道智頭勝田線 筏津橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 県道中福田湯原線 曲渕橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道虫明長浜線 敷井橋小橋二号 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道虫明長浜線 知尾1号橋 橋梁 修繕
岡山県 矢掛町 県道東水砂矢掛線 北田橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 県道湯原美甘線 高下橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道藤戸連島線 江長跨道橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道藤戸連島線 連島1号高架橋 橋梁 修繕
岡山県 久米南町 県道栃原久米南線 厨橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 県道奈良備中線 西谷橋 橋梁 修繕
岡山県 玉野市 県道日比港線 溝橋3419101号橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 県道馬形美作線 沢橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道飯井宿線 邑上橋 橋梁 修繕
岡山県 和気町 県道備前柵原自転車道線 鵜飼川橋梁 橋梁 修繕
岡山県 総社市 県道美袋井原線 水内橋 橋梁 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道服部射越線 堂山橋 橋梁 修繕
岡山県 津山市 県道福井美作大崎停車場線 森尾橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 県道穂浪吉永停車場線 佐宗橋 橋梁 修繕
岡山県 井原市 県道芳井油木線 新落合橋 橋梁 修繕
岡山県 新庄村 県道北房川上線 今井橋 橋梁 修繕
岡山県 笠岡市 県道北木島線 楠橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 県道本庄玉島線 竹川橋 橋梁 修繕
岡山県 和気町 県道和気停車場線 金剛橋 橋梁 修繕
岡山県 鏡野町 国道179号 西屋橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 国道179号 鶴亀橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 国道179号 美作大橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 国道180号 昭和町跨線橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 国道180号 常念橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 国道180号 新向田橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 国道180号 千屋大橋 橋梁 修繕
岡山県 総社市 国道180号 無名橋（種井） 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道180号 無名橋（松山） 橋梁 修繕
岡山県 新見市 国道180号 萬畑橋 橋梁 修繕
岡山県 津山市 国道181号 新錦橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道181号 泉跨線橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道181号 猿飛橋 橋梁 修繕
岡山県 新庄村 国道181号 新庄大橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道181号 延風第1高架橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道181号 荒田大橋 橋梁 修繕
岡山県 津山市 国道181号 西千代橋 橋梁 修繕
岡山県 新庄村 国道181号 馬場橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道181号 目木大橋 橋梁 修繕
岡山県 新見市 国道182号 城山跨線橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 国道250号 桜橋 橋梁 修繕
岡山県 備前市 国道250号 昭和橋 橋梁 修繕
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岡山県 備前市 国道250号 木生橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道313号 出口橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道313号 溝亀橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道313号 河鹿橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道313号 巨瀬大橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道313号 高谷橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道313号 初和大橋 橋梁 修繕
岡山県 井原市 国道313号 昭和橋側道橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道313号 矢筒橋 橋梁 修繕
岡山県 和気町 国道374号 入田橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 国道374号 鷺湯橋 橋梁 修繕
岡山県 美作市 国道374号 福本大橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 国道429号 ２１９号橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 国道429号 ２２１号橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 国道429号 ２２３号橋 橋梁 修繕
岡山県 倉敷市 国道429号 霞橋 橋梁 修繕
岡山県 真庭市 国道482号 玉田橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道484号 愛宕ﾙｰﾌﾟ橋 橋梁 修繕
岡山県 吉備中央町 国道484号 加茂橋 橋梁 修繕
岡山県 吉備中央町 国道484号 玉田橋 橋梁 修繕
岡山県 総社市 国道486号 新川辺橋 橋梁 修繕
岡山県 矢掛町 国道486号 見晴橋 橋梁 修繕
岡山県 総社市 国道486号 川辺橋 橋梁 修繕
岡山県 高梁市 国道180号 井谷橋 橋梁 更新
岡山県 井原市 国道313号 金比羅橋 橋梁 更新
岡山県 点検計画

岡山県トンネル長寿命化修繕計画
岡山県 高梁市 県道宇治下原線 羽山第１トンネル トンネル 修繕
岡山県 高梁市 県道宇治下原線 羽山第２トンネル トンネル 修繕
岡山県 真庭市 県道新見勝山線 月田トンネル トンネル 修繕
岡山県 真庭市 県道中福田湯原線 湯原第１トンネル トンネル 修繕
岡山県 真庭市 県道中福田湯原線 湯原第２トンネル トンネル 修繕
岡山県 新見市 国道180号 阿福トンネル トンネル 修繕
岡山県 新見市 国道180号 小原トンネル トンネル 修繕
岡山県 新見市 国道182号 九の坂トンネル トンネル 修繕
岡山県 真庭市 国道313号 犬挟トンネル トンネル 修繕

岡山県道路附属物等長寿命化修繕計画
岡山県 倉敷市 県道早島松島線 鳥羽歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山県 倉敷市 県道岡山児島線 元浜横断歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 3397108号橋 道路附属物等 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 北島2号カルバート 道路附属物等 修繕
岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 豊原1号カルバート 道路附属物等 修繕
岡山県 倉敷市 県道水島港線 小溝陸橋 道路附属物等 修繕
岡山県 倉敷市 県道水島港線 江長横断歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷西環状線 常磐陸橋 道路附属物等 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷西環状線 青葉陸橋 道路附属物等 修繕
岡山県 倉敷市 県道倉敷長浜笠岡線 新町歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山県 新見市 国道180号 山手一号橋 道路附属物等 修繕
岡山県 玉野市 国道430号 日比横断歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市橋梁長寿命化修繕計画
岡山市 瀬戸内市 県道飯井宿線 邑上橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山賀陽線 真星橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山牛窓線 ０５１９７橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山牛窓線 サイダイジナカノ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山児島線 ウエマツ２ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山児島線 ウエマツ３ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山児島線 ウチオ２ゴウキヨウ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山倉敷線 タチカワバシ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山倉敷線 撫川橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山総社自転車道線 津島京町橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道寒河本庄岡山線 永江橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道金甲山線 アクラ３ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道原藤原線 中原橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道江崎金岡線 西宮１号橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道鹿忍片岡神崎線 東宝伝橋 橋梁 修繕
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岡山市 岡山市 県道上芳賀岡山線 山浦橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道上芳賀岡山線 首部橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道瀬戸停車場線 瀬戸橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道西大寺山陽線 福治橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道総社三和線 下谷４号橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道大元停車場上中野線 本町東３号橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道飯井宿線 南方西橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道宝伝久々井南水門線 久々井橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道妹尾御津線 クメ４ゴウキヨウ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 県道妹尾御津線 尾上橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 国道250号 タチカワハシ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 国道250号 ニシシンカワハシ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 国道484号 モノミ 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道粟井2号線 １０５６１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道伊島町・南方線 １０１９１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道一宮7号線 １０４１２橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道浦安西町12号線 ４０９３８橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道浦安西町3号線 ４０９３５橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道沖元10号線 ２１１００橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道下足守1号線 中村橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道海吉106号線 ２０８４８橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道栢谷39号線 １１６９９橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道京町3号線 枝川橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道金岡西町金田線 ３０３２３橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道桑野67号線 ２１０９６橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道桑野9号線 ２１０６９橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道建部町吉田・大田線 山の神橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道建部町川口・下神目1号線 尾城橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道原尾島47号線 ２０２６９橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道原尾島54号線 ２０２７０橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道古河保木線 野々口橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道古新田・東畦線 ４０２３７橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道御津河内御津勝尾1号線 長田橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道御津中畑御津石上1号線 雄松橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道厚生町11号線 船越橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道江崎・江並2号線 ２０１９３橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道江崎3号線 ２０２０１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道江並1号線 ２００７２橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道江並43号線 ２１１５８橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道今在家・国府市場線 ２０２２３橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道三門東町9号線 １０８４５橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道三野20号線 １０８８９橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道鹿田本町・新保線 １００２３橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道鹿田本町・新保線 １００２４橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道十日市東町1号線 １０９０１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道小山御津野々口線 小山橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道松新町86号線 ３０７８４橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道賞田1号線 ２００８１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道政津58号線 ３０９１２橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道清水・高屋2号線 ２０１２１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道西畦1号線 信川橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道西大寺一宮・東片岡線 ３０３１０橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道川入62号線 １２０６９橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道曽根11号線 ４０５１２橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道倉富・桑野線 ２００７１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道大福・藤田線 ４００２３橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道築港新町5号線 ４０８９１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道中井町7号線 １０８６８橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道中央町2号線 茶研堀橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道長野23号線 １１５７２橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道津高26号線 １１６４５橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道津高90号線 １１６６２橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道津倉町10号線 １０６４０橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道東畦・藤田1号線 ４００６４橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道東幸西1号線 ３０１１６橋 橋梁 修繕
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岡山市 岡山市 市道当新田3号線 ４０３７５橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道藤田106号線 ４２４６７橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道藤田12号線 ４０５５５橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道藤田1号線 ４０１８４橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道藤田418号線 ４２７５０橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道内尾・西畦線 ニジョウ橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道南輝32号線 ４０９２３橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道南方・柳町線 １００４０橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道南方1号線 新橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道浜野・豊浜町線 ４０３６１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道福島2号線 ４０２８１橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道平福・海岸通線 ４０１３８橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道平野86号線 １１９９４橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道平和町1号線 おけやはし 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道箕島218号線 ４１３４６橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道箕島3号線 ４０３０８橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道湊・藤崎線 ２００２６橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道牟佐・玉柏線 大原橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道茂曽路中道 学校前橋 橋梁 修繕
岡山市 岡山市 市道落石道線 落石橋 橋梁 修繕
岡山市 点検計画

岡山市道路附属物等長寿命化修繕計画
岡山市 岡山市 県道岡山吉井線 御野歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山牛窓線 神崎歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山港線 福島歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山倉敷線 吉備第２歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 県道岡山倉敷線 大野辻歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 県道九蟠東岡山停車場線 目黒歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 県道江崎金岡線 藤崎歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 県道上芳賀岡山線 西楢津歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 国道250号 原尾島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 国道250号 藤井横断歩道橋 道路附属物等 修繕
岡山市 岡山市 国道250号 楢原横断歩道橋 道路附属物等 修繕

倉敷市橋梁長寿命化修繕計画
倉敷市 倉敷市 市道茶屋児島自転車道３号線 小川７丁目横断陸橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道浦田東西1号線 浦田東西１号線８号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道駅前古城池霞橋線 寺山橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道駅前古城池霞橋線 寺山橋歩道橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道下庄上東線 下庄上東線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道下二万陶線 陶橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道亀山13号線 亀山１３号線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道亀山70号線 亀山７０号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道亀山西田線 亀山西田線５号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道亀山西田線 亀山西田線８号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道玉島道口30号線 玉島道口３０号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道玉島道口354号線 玉島道口３５４号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道玉島道口389号線 玉島道口３８９号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道玉島道口428号線 玉島道口４２８号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道古新田東西8号線 古新田東西８号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道高須賀20号線 東陽橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道児島小川7号線 高城橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道児島田の口139号線 児島田の口１３９号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道児島田の口202号線 児島田の口２０２号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道児島田の口244号線 児島田の口２４４号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道酒津90号線 酒津９０号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道酒津浜町線 酒津浜町線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道酒津浜町線 酒津浜町線３号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道上庄東浦線 上庄東浦線７号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道上東56号線 上東５６号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道新川町藤戸1号線 御船橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道新川町藤戸1号線 新川町藤戸１号線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道西阿知町184号線 西阿知町１８４号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道西坂68号線 西坂６８号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道西坂西岡線 西坂浜の茶屋線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道茶屋町36号線 茶屋町３６号線２号橋 橋梁 修繕
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倉敷市 倉敷市 市道茶屋町62号線 茶屋町６２号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道茶屋町66号線 茶屋町６６号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道中庄195号線 中庄１９５号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道中畝59号線 中畝５９号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道中島214号線 中島２１４号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道鶴の浦1号線 大縄橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道鶴新田線 鶴新田線６号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道田の口赤崎2号線 田の口赤崎２号線４号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道徳芳8号線 徳芳8号線2号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道南畝22号線 南畝２２号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道南畝41号線 南畝４１号線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道尾原110号線 尾原１１０号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道尾原78号線 尾原７８号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道稗田小川2号線 稗田小川２号線４号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道浜ﾉ茶屋鶴形線 浜ノ茶屋鶴形線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道福江東塚線 福江東塚線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道福田町浦田76号線 福田町浦田７６号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道福田町古新田19号線 福田町古新田１９号線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道福田町古新田50号線 福田町古新田５０号線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道豊洲貫通線 豊洲貫通線３号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道豊洲貫通線 豊洲貫通線２号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道豊洲貫通線 豊洲貫通線7号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道北畝中畝南畝線 福田橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道矢部46号線 矢部４６号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道勇崎黒崎線 新橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道連島町西之浦165号線 西浜橋 橋梁 修繕
倉敷市 倉敷市 市道連島町鶴新田80号線 連島町鶴新田８０号線１号橋 橋梁 修繕
倉敷市 点検計画

倉敷市トンネル長寿命化修繕計画
倉敷市 倉敷市 市道駅前古城池霞橋線 古城池トンネル（上り） トンネル 修繕
倉敷市 倉敷市 市道本町４号線 鶴形山隧道 トンネル 修繕

倉敷市道路附属物等長寿命化修繕計画
倉敷市 倉敷市 市道寿町１９号線 倉敷駅北歩道橋 道路附属物等 修繕

津山市橋梁長寿命化修繕計画
津山市 津山市 市道市場・川東号線 兎田橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道成名45号線 桜橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道西加茂42号線 仲田１号橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道二宮49号線 丘の下橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道東津山城東267線 天満橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道古屋線 古屋１号橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道堀坂三浦線 八代橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道堀坂三浦線 吉見橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道下津川線 井手口橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道大井東４６号線 多田橋 橋梁 修繕
津山市 津山市 市道中原裏線 落合橋 橋梁 修繕
津山市 点検計画

津山市道路附属物等長寿命化修繕計画
津山市 津山市 市道新錦橋押入線 志戸部歩道橋 道路附属物等 修繕
津山市 津山市 市道新錦橋押入線 小田中浄水場前歩道橋 道路附属物等 修繕
津山市 津山市 市道新錦橋押入線 小田中西小前歩道橋 道路附属物等 修繕

玉野市橋梁長寿命化修繕計画
玉野市 玉野市 市道築港南崎2号線 新田井之浦橋 橋梁 修繕
玉野市 点検計画

玉野市トンネル長寿命化修繕計画
玉野市 玉野市 市道宇野渋川線 中山隧道 トンネル 修繕

笠岡市橋梁長寿命化修繕計画
笠岡市 笠岡市 甲弩130号山手線 寺道橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 山口井立線 長迫川5号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 園井６９号茂無蓮池下線 園井川４号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 笠岡１１７号川辺屋町線 隅田川９号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 笠岡283号伏越古城山下線 稲富稲荷跨線橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 笠岡337号大磯線 応神川7号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 笠岡駅今井線 笠岡２号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 吉田１１９号龍王山手線 大野呂川８号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 吉浜114号上ノ町壱号狐崎壱号線 銀山橋 橋梁 修繕
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笠岡市 笠岡市 山口１３８号成藤日近線 谷尻川３号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 助実追分線 吉田川１３号橋(助実下橋) 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 助実門田線 東大戸1号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 新賀165号雁名神子免線 尾坂川22号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 新賀224号山下大間線 尾坂川25号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 大島中123号道後小林線 土生川2号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 大冝10号浜川塩浜線 用之江川18号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 東大戸175号清水上田渡リ向線 東大戸8号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 番町1号五番町一番町線 きく橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 番町1号五番町一番町線 すずめ橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 尾坂２５号石井谷北山線 北山川２号橋（北山上橋） 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 尾坂５０号山ノ神船ヶ迫線 尾坂川３７号橋(山ノ上橋) 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 尾坂84号下神土井前線 尾坂川34号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 美の浜１２号線 美の浜６号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 美の浜３１号線 美の浜９号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 美の浜５号線 美の浜１号橋 橋梁 修繕
笠岡市 笠岡市 富岡59号本七丁目拾丁目線 富岡4号橋 橋梁 修繕
笠岡市 点検計画

井原市橋梁長寿命化修繕計画
井原市 井原市 市道後谷線 後谷橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道大井田線 大井田１号橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道西吉井線 西吉井１号橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道梶江簗瀬線 梶江橋側道橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道梶江簗瀬線 飯名橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道岩倉下稲木１号線 見詰橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道的場西新町線 日芳橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道的場西新町線 日芳橋側道橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道表通り線 新橋 橋梁 修繕
井原市 井原市 市道与井佐原線 妙見橋 橋梁 修繕
井原市 点検計画

総社市橋梁長寿命化修繕計画
総社市 総社市 市道小寺支線３４８５号道 ３４８５道１号橋 橋梁 修繕
総社市 総社市 市道槙谷支線５０４９号道 市場沖橋 橋梁 修繕
総社市 総社市 市道岡谷宿本線 砂止橋 橋梁 修繕
総社市 総社市 市道久代支線３１３３号道 大黒橋 橋梁 修繕
総社市 総社市 市道西阿曽支線５０３１号道 ５０３１道１号橋 橋梁 修繕
総社市 総社市 市道原支線３０５１号道 峰渡橋 橋梁 修繕
総社市 総社市 市道真壁支線３２２５号道 ３２２５道１号橋 橋梁 修繕
総社市 点検計画

高梁市橋梁長寿命化修繕計画
高梁市 高梁市 市道陰地中央線 第１近似橋 橋梁 修繕
高梁市 高梁市 市道黒鳥１号線 黒鳥橋 橋梁 修繕
高梁市 高梁市 市道春木皆名１号線 皆名口橋 橋梁 修繕
高梁市 高梁市 市道日名大谷根古里線 大杉橋 橋梁 修繕
高梁市 点検計画

新見市橋梁長寿命化修繕計画
新見市 新見市 県道千屋大佐線 篠橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 県道大井野千屋花見線 市倉２号橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道下和忠線 新郷駅前橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道宮脇青地線 中橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道向山線 向山橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道高尾中組２号線 高尾中組２号橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道坂本千原線 石原橋１ 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道寺元横畑線 寺元橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道大畑３号線 大畑１号橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道朝間４号線 朝間４号橋 橋梁 修繕
新見市 新見市 市道板井谷線 板井谷陸橋 橋梁 修繕
新見市 点検計画

備前市橋梁長寿命化修繕計画
備前市 備前市 市道C-9 車場橋 橋梁 修繕
備前市 備前市 市道伊部51号線 不老川２号橋 橋梁 修繕
備前市 備前市 市道伊里220号線 御前橋 橋梁 修繕
備前市 備前市 市道伊里51号線 伊里川4号橋 橋梁 修繕
備前市 備前市 市道三石94号線 わいた橋 橋梁 修繕
備前市 備前市 市道竹ﾉ内2号線 無名橋５ 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
岡山県

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

備前市 備前市 市道東栄町15号線 無名橋１１ 橋梁 修繕
備前市 備前市 市道湾戸1号線 新橋 橋梁 修繕
備前市 点検計画

瀬戸内市橋梁長寿命化修繕計画
瀬戸内市 瀬戸内市 市道牛文1号線 立井橋 橋梁 修繕
瀬戸内市 瀬戸内市 市道東谷7号線 今城39号橋 橋梁 更新
瀬戸内市 瀬戸内市 市道福里4号線 福里2号橋 橋梁 更新
瀬戸内市 点検計画

赤磐市橋梁長寿命化修繕計画
赤磐市 赤磐市 岩田大池大山片山線 岩田大池大片山線1号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 馬屋和田線 馬屋和田線1号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 河本小山線 河本小山線1号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 市道駅前線 ５１－１号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 市道周匝黒本線 横町橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 市道周匝片鉄線 周匝片鉄1号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 市道沢原７号線 石砂橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 市道中村4号線 ６９－１号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 市道八丁寺線 下田橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 斉富本線 斉富本線3号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 善応寺5号線 善応寺5号線1号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 馬屋下市線 河本3号橋 橋梁 修繕
赤磐市 赤磐市 八幡線 八幡線1号橋 橋梁 修繕
赤磐市 点検計画

真庭市橋梁長寿命化修繕計画
真庭市 真庭市 ４１号線 美田野橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 小谷滝谷線 小谷1号橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 小谷滝谷線 小谷2号橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 湯本町線 湯山橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 下見線 大池原橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 下町江川線 宮地新橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 宮地南線 実広場橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 熊谷白髪線 中別所大橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 見尾神庭線 楓橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 荒井田羽根線 荒井上橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 上長田・黒坑線 下井川Ｂ橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 真賀線 真賀橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 正富苗代線 苗代橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 大森深谷線 樋ケ爪橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 大杉線 大杉１号橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 朝鍋支線 丸山橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 朝鍋支線 渡世３号橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 東茅部二川線 粟住橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 堂の前延助線 丸山橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 堂の前延助線 石神坂第１橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 徳山郷原線 社田橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 八幡線 富原橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 尾市線 尾市２号橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 保木佐原線 桧１号橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 野白大下線 浜橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 矢古線 矢古橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 龍頭・中津加茂線 中津加茂橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 龍頭・美田野線 龍頭橋 橋梁 修繕
真庭市 真庭市 後谷・尾中線 宗末上橋 橋梁 撤去
真庭市 真庭市 山生線 山生橋(Ｗ) 橋梁 撤去
真庭市 真庭市 中村西線 中村西橋 橋梁 撤去
真庭市 点検計画

真庭市トンネル長寿命化修繕計画
真庭市 真庭市 大内原西谷線 鮒越トンネル トンネル 修繕

美作市橋梁長寿命化修繕計画
美作市 美作市 市道桂坪大屋線 桂坪橋 橋梁 修繕
美作市 美作市 市道北線 殿河内橋 橋梁 修繕
美作市 美作市 市道庄ノ原線 山根橋 橋梁 修繕
美作市 美作市 市道宮本大塔線 大塔橋 橋梁 撤去
美作市 点検計画

浅口市橋梁長寿命化修繕計画
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岡山県

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

浅口市 浅口市 市道駐車場南線 駐車場南橋 橋梁 修繕
浅口市 点検計画

浅口市道路附属物等長寿命化修繕計画
浅口市 浅口市 駅西跨線橋線 駅西跨線橋 道路附属物等 修繕

和気町橋梁長寿命化修繕計画
和気町 和気町 町道宮橋線 宮橋 橋梁 修繕
和気町 和気町 町道日笠下・片山線 日笠下９号橋 橋梁 修繕
和気町 和気町 町道富士見橋線 富士見橋 橋梁 修繕
和気町 点検計画

早島町橋梁長寿命化修繕計画
早島町 点検計画

里庄町橋梁長寿命化修繕計画
里庄町 点検計画

矢掛町橋梁長寿命化修繕計画
矢掛町 矢掛町 町道羽無東線 羽無東線１号橋 橋梁 修繕
矢掛町 点検計画

新庄村橋梁長寿命化修繕計画
新庄村 新庄村 村道中山第2号線 中山橋 橋梁 修繕
新庄村 点検計画

鏡野町橋梁長寿命化修繕計画
鏡野町 鏡野町 町道石橋赤峪線 石橋 橋梁 修繕
鏡野町 鏡野町 町道下河原溝マタゲ線 杉の前橋 橋梁 修繕
鏡野町 鏡野町 町道タワ紙屋南渡り線 紙屋橋 橋梁 修繕
鏡野町 鏡野町 町道井坂細田線 奥津橋 橋梁 修繕
鏡野町 鏡野町 町道鏡野上斎線 大渡橋 橋梁 修繕
鏡野町 点検計画

勝央町橋梁長寿命化修繕計画
勝央町 勝央町 町道大沢線 新大砂橋 橋梁 修繕
勝央町 勝央町 町道禿馬線 どんど川橋 橋梁 修繕
勝央町 勝央町 町道前田本線 前田橋 橋梁 修繕
勝央町 勝央町 鳥羽野田中線 田中北橋 橋梁 修繕
勝央町 点検計画

奈義町橋梁長寿命化修繕計画
奈義町 奈義町 町道津山渡線 津山渡橋 橋梁 修繕
奈義町 奈義町 町道豊沢関本線 上中橋 橋梁 修繕
奈義町 奈義町 町道中島線 大坪大橋 橋梁 修繕
奈義町 点検計画

西粟倉村橋梁長寿命化修繕計画
西粟倉村 西粟倉村 村道泉屋線 泉屋橋 橋梁 修繕
西粟倉村 西粟倉村 村道坂大線 山谷橋 橋梁 修繕
西粟倉村 西粟倉村 村道塩谷線 深山口橋 橋梁 修繕
西粟倉村 西粟倉村 村道長尾線 高田橋 橋梁 修繕
西粟倉村 西粟倉村 村道大西線 社礼大橋 橋梁 修繕
西粟倉村 西粟倉村 村道筏津知社線 筏津橋 橋梁 修繕
西粟倉村 点検計画

久米南町橋梁長寿命化修繕計画
久米南町 久米南町 町道誕生寺小原線 山沖橋 橋梁 修繕
久米南町 点検計画

美咲町橋梁長寿命化修繕計画
美咲町 美咲町 町道行信台石線 大坪橋２ 橋梁 修繕
美咲町 美咲町 町道牛谷線 牛谷月の輪５号橋 橋梁 修繕
美咲町 美咲町 町道王入宮の前線 王入４号橋 橋梁 修繕
美咲町 美咲町 町道ヒジ曲り線 昆沙門橋 橋梁 修繕
美咲町 点検計画

美咲町道路附属物等長寿命化修繕計画
美咲町 美咲町 町道久木吉ヶ原線 火之谷ロックシェッド 道路附属物等 修繕

吉備中央町橋梁長寿命化修繕計画
吉備中央町 吉備中央町 町道砂田線 賀陽橋 橋梁 修繕
吉備中央町 吉備中央町 町道原中央線 大和橋 橋梁 修繕
吉備中央町 吉備中央町 町道三谷陰地線 野田尾１号橋 橋梁 修繕
吉備中央町 点検計画



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：岡山県 単位：百万円

「緑と清流のまち井原」未来を創出する成就の地づくり計画 井原市 118

人にやさしいまちづくり計画 備前市 34

道路ネットワークを活かした交流と連携のまちづくり計画 高梁市 170

真庭ライフスタイルを支える里山づくり計画 真庭市 30

中国山地の豊かな森林資源を活用した津山活性化計画 津山市 35

　小　計 386

※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。
※四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがあります。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



岡 山 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・岡山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

吉井川 吉井川 一般河川改修事業 141　 岡山市
おかや まし

旭川 旭川 一般河川改修事業 72　 岡山市
おかや まし

高梁川 高梁川 一般河川改修事業 268　 倉敷市
く ら し き し

高梁川 高梁川 河川激甚災害対策特別緊急事業 6,093　 倉敷市
く ら し き し

吉井川 吉井川 河川工作物関連応急対策事業 177　 岡山市
おかや まし

旭川 旭川 河川工作物関連応急対策事業 282　 岡山市
おかや まし

吉井川 総合水系環境整備事業 10　 和気町
わ け ち ょ う

旭川 総合水系環境整備事業 10　 岡山市
おかや まし

高梁川 総合水系環境整備事業 18　 倉敷市
く ら し き 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・岡山県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

旭川 砂川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,300　 岡山市
おかやまし

吉井川 滝川 大規模特定河川事業 102　 勝央町
しょうおうちょう

旭川 旭川 大規模特定河川事業 90　 岡山市
おかやまし

旭川 砂川 大規模特定河川事業 350　 岡山市
おかやまし

旭川 備中川 大規模特定河川事業 140　 真庭市
ま に わ し

高梁川 小田川 大規模特定河川事業 150　 井原市
い ば ら し

高梁川 林田川 大規模特定河川事業 130　 矢掛町
やかげちょう

笹ヶ瀬川 笹ヶ瀬川 大規模特定河川事業 200　 岡山市
おかやまし

倉敷川 六間川 大規模特定河川事業 64　 倉敷市
く ら し き し

幸崎川　外 幸崎川　外 河川メンテナンス事業 190　 ※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・岡山県）

※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

岡山市
おかやまし

幸崎川 幸崎川 南水門

岡山市
おかやまし

幸田川 幸田川 北水門

岡山市
おかやまし

吉井川 千町川派川 千町大水門

和気町
わけち ょ う

吉井川 福富川 福富排水機場

倉敷市
く ら し き し

溜川 溜川 溜川排水機場

特定構造物更新事業

岡山県



岡山県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 旭川旭川中上流ダム再生 502 544



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・岡山県）

（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 岡山市、吉備中央町、真庭市、新見市、高梁市 173 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・岡山県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

岡山市、吉備中央町 旭川 旭川 旭川ダム

吉備中央町 旭川 竹谷川 竹谷ダム

真庭市 旭川 旭川 湯原ダム

新見市 高梁川 高梁川 千屋ダム

新見市 高梁川 西川 河本ダム

新見市 高梁川 三室川 三室川ダム

高梁市 高梁川 右の谷川 楢井ダム

岡山県



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 よしいがわ はらがわ つやまし いちのみや さぼうえんていこう

砂防等事業 吉井川 原川 津山市 一宮 砂防堰堤工 10
あさひがわ こうみょうだに おかやまし ひがしく せとちょうこうみょうだに/てらぢ さぼうえんていこう

旭川 光明谷 岡山市 東区 瀬戸町光明谷/寺地 砂防堰堤工 5

あさひがわ にぼりひがしだに あかいわし にぼりひがし さぼうえんていこう

旭川 仁堀東谷 赤磐市 仁堀東 砂防堰堤工 70

たかはしがわ てらしたがわ たかはしし たまがわちょうたま さぼうえんていこう

高梁川 寺下川 高梁市 玉川町玉 砂防堰堤工 6

小計 ４箇所 91

事業間連携 よしいがわ とみさかしもがわ みまさかし ひがしだにしも さぼうえんていこう

砂防等事業 吉井川 富阪下川 美作市 東谷下 砂防堰堤工 35
よしいがわ ひらふくかみたに みまさかし ひらふく さぼうえんていこう

吉井川 平福上谷 美作市 平福 砂防堰堤工 40
よしいがわ くろたにがわ くめぐん みさきちょう こせ さぼうえんていこう

吉井川 黒谷川 久米郡 美咲町 小瀬 砂防堰堤工 50

あさひがわ わかみやたにかわ あかいわし にぼりひがし さぼうえんていこう

旭川 若宮谷川 赤磐市 仁堀東 砂防堰堤工 15
あさひがわ えもとだにがわ まにわし かみ さぼうえんていこう

旭川 家元谷川 真庭市 上 砂防堰堤工 20

あさひがわ もとたにがわ まにわし みかも さぼうえんていこう

旭川 本谷川 真庭市 美甘 砂防堰堤工 10

あさひがわ てらびらがわ まにわし ひるぜんはつわ さぼうえんていこう

旭川 寺平川 真庭市 蒜山初和 砂防堰堤工 17
あさひがわ しもたどたにがわ かがぐん きびちゅうおうちょう たど さぼうえんていこう

旭川 下田土谷川 加賀郡 吉備中央町 田土 砂防堰堤工 15
たかはしがわ たにもとがわ くらしきし まびちょうはっとり さぼうえんていこう

高梁川 谷本川 倉敷市 真備町服部 砂防堰堤工 70

たかはしがわ くががわ たかはしし かわもちょうくが さぼうえんていこう

高梁川 久賀川 高梁市 川面町久賀 砂防堰堤工 35

たかはしがわ なかぐみがわ たかはしし おちあいちょうあべ さぼうえんていこう

高梁川 中組川 高梁市 落合町阿部 砂防堰堤工 10

あさひがわ みずたにかわ まにわし こうじろ さぼうえんていこう

旭川 水谷川 真庭市 神代 砂防堰堤工 10

よしいがわ おくたにかわ みまさかし かじなみ さぼうえんていこう

吉井川 奥谷川 美作市 梶並 砂防堰堤工 10

小計 １３箇所 337

１７箇所 428合計

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（岡山県　1/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 ぬま つやまし ぬま よこぼーりんぐこう

砂防等事業 沼 津山市 沼 横ボーリング工 10
どい とまたぐん かがみのちょう どい よこぼーりんぐこう

土居 苫田郡 鏡野町 土居 横ボーリング工 115
こかど たかはしし かわかみちょうかみおおたけ よこぼーりんぐこう

小角 高梁市 川上町上大竹 横ボーリング工 20
そのお たかはしし こせちょう あんかーこう

園尾 高梁市 巨瀬町 アンカー工 35

てんばら たかはしし かわかみちょうじとう よこぼーりんぐこう

天原 高梁市 川上町地頭 横ボーリング工 50
しもびら たかはしし かわかみちょうしもおおたけ よこぼーりんぐこう

下平 高梁市 川上町下大竹 横ボーリング工 48

６箇所 278合計

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（岡山県　2/4）

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）

砂防メンテナンス おがみがわ　ほか いばらし　ほか にしえばら　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 雄神川　外 井原市　外 西江原　外 老朽化対策 100

１箇所 100
※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（岡山県　3/4）

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

いばらし おがみがわ　ほか おがみがわさぼうえんてい　とう

岡山県 井原市 雄神川　外 雄神川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
あさくちし たてかわ たてがわさぼうえんてい

浅口市 堅川 堅川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
みさきちょう あいだにがわＡ　ほか あいだにがわＡさぼうえんてい　とう

美咲町 阿井谷川A　外 阿井谷川A砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
たまのし へいかつがわＢ へいかつがわＢさぼうえんてい

玉野市 瓶割川B 瓶割川B砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
おかやまし よこおれがわ　ほか よこおれがわさぼうえんてい　とう

岡山市 横折川　外 横折川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
くらしきし からことやまさきちく　ほか からことやまさきちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

倉敷市 唐琴山嵜地区　外 唐琴山嵜地区急傾斜地崩壊防止施設　等 アンカー工　等 修繕　等
つやまし いっぽうみなみちく　ほか いっぽうみなみちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

津山市 一方南地区　外 一方南地区急傾斜地崩壊防止施設　等 落石対策工　等 修繕　等

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（岡山県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



岡山県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 三蟠九蟠海岸、岡山県沿岸海岸 岡山市
お かや ま し

、備前市
び ぜ ん し

、瀬戸内市
せ と う ち し

　等
と う

120 ※個別内容については、別紙参照

岡山県　計 120

事業費 備考

令和４年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名



令和４年度当初予算　海岸メンテナンス事業（補助・岡山県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村 海岸 施設 備　　　　　考

岡山県 岡山市 三蟠九蟠海岸メンテナンス事業 水門

岡山県
備前市、瀬戸内市、岡山市、玉野市、
倉敷市、浅口市、笠岡市

岡山県沿岸海岸メンテナンス事業 長寿命化計画



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：岡山県 （単位：千円）

今保・白石地区下水道床上浸水対策
事業

岡山市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

2,691,000 1,345,500

福島・平福・福浜地区大規模雨水処
理施設整備事業

岡山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,212,000 606,000

中央・巌井排水区大規模雨水処理施
設整備事業

岡山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

774,000 387,000

南輝・福浜・芳泉地区下水道床上浸
水対策事業

岡山市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

101,000 50,500

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 4,778,000 2,389,000



岡　山　県

都市局



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 岡山県

（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

35,400

倉敷市 倉敷市 継続 倉敷市中心市街地活性化基本計画第三期計画地区 1/2 17,700

559,000

高梁市 高梁市 新規 高梁中心市街地地区 1/2 279,500

594,400

合計 297,200

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　 岡山市

（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

355,000

岡山市 岡山市 新規 岡山都心地区 1/2 177,500

355,000

合計 177,500

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　 岡山県

（項）市街地防災事業費　　（目）地下街防災推進事業費補助　（目細）地下街防災推進事業費補助 （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

154,530

岡山市 地下街管理会社 継続 岡山一番街 1/3 51,510 本省配分

154,530

合計 51,510

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　
　街路交通調査費補助（土地区画整理事業調査） 岡山県
　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助

（単位：千円）
調査 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要
81,000

新見市 市 継続 金谷地区 1/3 27,000

81,000
合計 27,000

下段は国費である。



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:岡山県 (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 笠岡市 今立川踏切道 岡山県 110



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:岡山県 (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 岡山県 岡山県無電柱化推進計画事業 54
(国)179号(小田中工区)〔津山市〕、(国)180号(高尾工
区)〔新見市〕、(国)429号(平田工区)〔倉敷市〕、(主)笠
岡井原線(笠岡工区)〔笠岡市〕

無電柱化推進計画事業 岡山市 岡山市無電柱化推進計画事業 235
(一)岡山倉敷線(野田三丁目～今一丁目)、(市)石関町
3号線、(市)表町21号線

無電柱化推進計画事業 倉敷市 倉敷市無電柱化推進計画事業 20 (市)駅前古城池霞橋線(西中新田工区)

無電柱化推進計画事業 笠岡市 笠岡市無電柱化推進計画事業 45 (市)金崎浜田線(中央町工区)



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:岡山県 (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） 岡山県 岡山県通学路緊急対策推進計画 648

粒江小学校、高田小学校、中正小学校、後閑小学
校、荘内小学校、吉田小学校、大井小学校、大島小
学校、稲倉小学校、大江小学校、刑部小学校、本郷
小学校、川東小学校、八束小学校、南小学校、勝央
北小学校、加美小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津山市 岡山県津山市通学路緊急対策推進計画 468

院庄小学校、河辺小学校、向陽小学校、広戸小学
校、広野小学校、勝加茂小学校、新野小学校、成名
小学校、西小学校、鶴山小学校、南小学校、北小学
校、弥生小学校、林田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 笠岡市 岡山県笠岡市通学路緊急対策推進計画 3 中央小学校、陶山小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 井原市 岡山県井原市通学路緊急対策推進計画 3 井原小学校、県主小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 高梁市 岡山県高梁市通学路緊急対策推進計画 12 高梁小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 瀬戸内市 岡山県瀬戸内市通学路緊急対策推進計画 5 牛窓東小学校、行幸小学校、邑久小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 赤磐市 岡山県赤磐市通学路緊急対策推進計画 21 山陽小学校、山陽東小学校



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:岡山県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（主）倉敷玉野線 倉敷市 岡山県

（一）上横野兼田線 津山市 岡山県

（一）余野上久米線 津山市 岡山県

（主）倉敷飽浦線 玉野市 岡山県

（一）槌ヶ原日比線 玉野市 岡山県

（主）笠岡井原線　笠岡市東大戸工区 笠岡市 岡山県

（主）笠岡美星線 笠岡市 岡山県

（一）寄島笠岡線 笠岡市 岡山県

（主）笠岡井原線　井原市岩戸工区 井原市 岡山県

（一）下御領井原線 井原市 岡山県

（主）新見勝山線 新見市 岡山県

（主）新見川上線 新見市 岡山県

一般国道482号　真庭市蒜山上長田工区 真庭市 岡山県

（一）古見月田停車場線 真庭市 岡山県

（一）西原久世線 真庭市 岡山県

（一）西一宮中北上線 鏡野町 岡山県

（主）勝央勝北線 勝央町 岡山県

（一）石生奈義線 勝央町 岡山県

（一）久米中央線 美咲町 岡山県

（市）安岡町押入線 津山市 津山市

（市）下高倉西草加部線 津山市 津山市

（市）河面福井線　東工区 津山市 津山市

（市）河面福井線　北工区 津山市 津山市

（市）工門・市場線　広戸小工区 津山市 津山市

（市）工門・市場線　新野小工区 津山市 津山市

（市）坂上・原線 津山市 津山市

（市）紫保井下横野線 津山市 津山市

（市）勝部川崎線　鶴山小工区 津山市 津山市

（市）勝部川崎線　林田小工区 津山市 津山市

（市）二宮院庄線 津山市 津山市

（市）瓜生原下線 津山市 津山市

（市）勝部線 津山市 津山市

（市）広野123号線 津山市 津山市

（市）広野25号線 津山市 津山市

（市）成名9号線 津山市 津山市

（市）西苫田84号線　南工区 津山市 津山市

（市）西苫田84号線　北工区 津山市 津山市

（市）中央180号線 津山市 津山市

（市）田邑91号線 津山市 津山市

（市）東津山城東144号線 津山市 津山市

（市）東津山城東26号線 津山市 津山市

（市）東苫田77号線 津山市 津山市

（市）東苫田82号線 津山市 津山市

（市）東苫田95号線 津山市 津山市

（市）二宮70号線 津山市 津山市

（市）福岡43号線 津山市 津山市

（都）総社川崎線　山北工区 津山市 津山市

（市）押撫62号線 笠岡市 笠岡市

（市）吉浜有田線 笠岡市 笠岡市

（市）富岡西大島新田線 笠岡市 笠岡市

（市）井原駅前通り１号線 井原市 井原市

（市）宮ノ端蛸村線 井原市 井原市

岡山県高梁市通学路緊急対策推進計画 （市）近似河原線 高梁市 高梁市

岡山県通学路緊急対策推進計画

岡山県津山市通学路緊急対策推進計画

岡山県笠岡市通学路緊急対策推進計画

岡山県井原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:岡山県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）豊安尾張線 瀬戸内市 瀬戸内市

（市）紺浦旧道線、（市）紺浦前田線 瀬戸内市 瀬戸内市

（市）車福岡線、（市）八日市１７号線 瀬戸内市 瀬戸内市

（市）町営住宅中庄線 瀬戸内市 瀬戸内市

（市）尾張円張線、（市）豊安線 瀬戸内市 瀬戸内市

（市）下市日古木線 赤磐市 赤磐市

（市）桜が丘東一丁目28号線 赤磐市 赤磐市

（市）馬屋下市線 赤磐市 赤磐市

岡山県赤磐市通学路緊急対策推進計画

岡山県瀬戸内市通学路緊急対策推進計画



岡 山 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 岡山県
地区名 事業名 事業費 備考

岡山市中心地区 地域居住機能再生推進事業 231,713
231,713合計



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 岡山県
地区名 事業名 事業費 備考

岡山市 空き家対策総合支援事業 24,440
倉敷市 空き家対策総合支援事業 16,000
津山市 空き家対策総合支援事業 3,500
玉野市 空き家対策総合支援事業 5,000
笠岡市 空き家対策総合支援事業 19,844
井原市 空き家対策総合支援事業 4,000
総社市 空き家対策総合支援事業 3,000
新見市 空き家対策総合支援事業 5,000
備前市 空き家対策総合支援事業 2,500
瀬戸内市 空き家対策総合支援事業 5,000
赤磐市 空き家対策総合支援事業 1,000
真庭市 空き家対策総合支援事業 14,000
浅口市 空き家対策総合支援事業 12,700
早島町 空き家対策総合支援事業 500
里庄町 空き家対策総合支援事業 1,200
鏡野町 空き家対策総合支援事業 1,500
勝央町 空き家対策総合支援事業 600



奈義町 空き家対策総合支援事業 4,500
久米南町 空き家対策総合支援事業 2,000

126,284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 岡山県
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 753,310
753,310合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

岡山県
岡山県
岡山県国 際 拠 点 港 湾 水 島 岡 山 県 小 計 4,450
岡山県 直 轄 3,450
岡山県 補 助 1,000
岡山県
岡山県統 合 補 助 統 合 補 助 岡 山 県 小 計 60
岡山県 補 助 60
岡山県
岡山県個別施設計画作成支援

個別施設計画
作 成 支 援

岡 山 県 小 計 10
岡山県 補 助 10
岡山県

4,520

岡 山 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等 港　　名 港湾管理者

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計



港 湾 局

(単位：百万円)

老 朽 化 対 策 岡 山 岡 山 県 小 計 25

補 助 25

笠 岡 岡 山 県 小 計 6

補 助 6

牛 窓 岡 山 県 小 計 13

補 助 13

宇 野 岡 山 県 小 計 15

補 助 15

山 田 岡 山 県 小 計 15

補 助 15

水 島 岡 山 県 小 計 10

補 助 10

児 島 岡 山 県 小 計 30

補 助 30

長寿命化計画 岡 山 県 小 計 147

補 助 147

261

岡 山 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
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［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
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［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

岡山県 （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 岡山第２地方合同庁舎 岡山市　北区 311 受変電設備改修、自動火災報知設備改修

合　　計 311



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（岡山県）
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

中国山地の豊かな自然を活かし
た広域周遊観光活性化計画

岡山県 19,576 

岡山県地域住宅等整備計画 岡山県 30,934 

23　人流・物流の効率化や成長
基盤の強化に資する道路整備に
よる「生き活き岡山」の実現

岡山県,井原市,瀬戸内市,浅口市 475,189 

21　地域を支える産業の振興の
ための道路整備による「生き活
き岡山」の実現

岡山県,倉敷市,津山市,井原市,総社市,高梁
市,新見市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作
市,浅口市,新庄村,鏡野町,勝央町,西粟倉
村,美咲町,早島町,笠岡市,里庄町,矢掛町

347,166 

吉備国の魅力を体感する広域観
光活性化計画（重点③）

岡山県 169,200 

人と環境にやさしい交通ネット
ワークの構築

岡山市 247,300 

北長瀬駅周辺における災害に強
く賑わいのあるまちづくりの推
進

岡山市 8,000 

「活力があふれ楽しい都心」の
創出

岡山市 2,144,613 

安心安全おかやま生活と水の環
境整備計画（重点計画）

岡山市 790,155 

魅力と賑わいのある中心市街地
の創出（第Ⅱ期）

岡山市 36,500 

岡山市における安全・安心な市
街地の形成による住環境の向上
第３期（地域住宅計画岡山市地
域　第Ⅳ期）

岡山市 89,679 

都市の成長力・競争力向上のた
めの都市基盤整備（2019～2023
年度）

岡山市 777,164 

倉敷市地域住宅等整備計画 倉敷市 59,691 



（岡山県）
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

安全・安心で快適な緑あふれる
公園整備の推進

倉敷市 130,000 

きれいな水を未来にとどける下
水道(重点計画）

倉敷市,岡山県 435,000 

倉敷駅周辺の安全・安心で快適
な都市空間をめざしたまちづく
り

倉敷市 609,416 

安全で快適な魅力ある津山市水
環境づくり（重点計画）

津山市 510,000 

津山城址を中心とした歴史的街
なみの保存と住・生活環境整備

津山市 54,112 

岡山県玉野市における、安全で
快適な魅力ある水環境づくり

玉野市 101,495 

玉野市地域住宅計画 玉野市 2,594 

笠岡市における循環のみちの実
現（重点計画）

笠岡市 91,700 

笠岡市地域住宅等整備計画 笠岡市 33,297 

井原市地域住宅計画（第２期） 井原市 29,829 

次世代へつなぐ井原の水環境
（重点計画）

井原市 238,150 

美しい自然とゆたかな吉備文化
にはぐくまれた快適な総社

総社市 2,120 

高梁市歴史的町並み環境整備 高梁市 67,190 

高梁市地域住宅等整備計画 高梁市 22,323 



（岡山県）
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

新見市地域住宅等整備計画 新見市 18,255 

次世代へつなぐ、新見の水環境
まちづくり（重点計画）

新見市 1,000 

備前市における、安全で快適な
魅力ある水環境づくり（重点計
画）

備前市 34,000 

瀬戸内市地域住宅等整備計画 瀬戸内市 5,984 

赤磐市における、安全で快適な
魅力ある水環境づくり(重点計
画）

赤磐市 222,925 

真庭市地域住宅等整備計画 真庭市 3,566 

水源の里の清流を未来へ引き継
ぐ水環境づくり（重点計画）

真庭市 150,000 

美作市地域住宅等整備計画 美作市 9,450 

美作市における安全で快適な魅
力ある水環境づくり（重点計
画）

美作市 40,250 

浅口市における、安心して生活
できる水環境づくり（重点計
画）

浅口市 143,000 

早島町地域住宅等整備計画 早島町 15,955 

早島町における安全・安心で快
適な生活環境の実現

早島町 1,000 

「さとしょう」故郷の水環境再
生計画（重点計画）

里庄町 80,000 

やかげ宿地区都市再生整備計画 矢掛町 76,600 



（岡山県）
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

矢掛町地域住宅等整備計画 矢掛町 34,769 

鏡野町多目的公園整備計画 鏡野町 44,325 

清流と豊かな自然環境を守り引
き継ぐ下水道事業（重点計画）

鏡野町 110,000 

吉井川の清流を守る水環境整備
（重点計画）

美咲町 50,495 

吉備中央町地域住宅等整備計画 吉備中央町 2,589 

8,566,556 

※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

（岡山県）
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

土砂災害防止法に基づく基礎調
査の推進（防災・安全）

岡山県 24,000 

岡山県児島湖流域における、次
世代へ引き継ぐ清流づくり（防
災・安全）

岡山県 762,964 

岡山県における安全で快適に生
活できる港湾海岸づくりの推進
（防災・安全）（重点）

岡山県 85,000 

河川氾濫の防止・軽減による
「より災害に強く、元気な岡
山」の実現（防災・安全）（緊
急対策）

岡山県 50,000 

岡山県地域住宅等整備計画（防
災・安全）

岡山県 205,052 

岡山県における土砂災害対策の
推進(防災・安全)重点

岡山県,備前市,高梁市,津山市 401,000 

岡山県における安全で快適に生
活できる建設海岸づくりの推進
（防災・安全）

岡山県 180,000 

おかやま快適安心まちづくり整
備計画（第Ⅲ期）（防災・安
全）

岡山県,倉敷市,津山市,玉野市,笠岡市,総社
市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作
市,浅口市,早島町,里庄町,鏡野町,勝央町,
井原市,高梁市,新見市,和気町,矢掛町,新庄
村,奈義町,西粟倉村,久米南町,美咲町,吉備
中央町

361,770 

岡山県の安全・安心・快適な都
市公園整備

岡山県 194,000 

岡山県の安全・安心・快適な都
市公園の整備推進

岡山県 7,000 

岡山県における土砂災害対策の
推進(防災・安全)

岡山県,真庭市 267,074 

15　晴れの国おかやま生き活き
プランによる安全・安心な通学
路確保の推進（防災・安全）

岡山県,総社市,津山市,勝央町,早島町,矢掛
町,赤磐市,美咲町,備前市,倉敷市

723,956 

22　晴れの国おかやま生き活き
プランによる防災対策の推進
（防災・安全）

岡山県,倉敷市,笠岡市,井原市,総社市,高梁
市,新見市,備前市,赤磐市,真庭市,美作市,
浅口市,早島町,鏡野町,勝央町,奈義町,久米
南町,美咲町,吉備中央町,津山市,矢掛町,西
粟倉村

173,614 



（岡山県）
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　国土強靭化地域計画に基づ
く防災・減災の推進（防災・安
全）

岡山県,高梁市,井原市,美作市,奈義町,久米
南町,美咲町

354,903 

岡山県における港湾利用者に
とって安全で使いやすい港づく
り計画（防災安全）（重点）

岡山県 49,000 

岡山県における港湾利用者に
とって安全で使いやすい港づく
り計画（防災・安全）

岡山県 116,000 

岡山県における安全で快適に生
活できる港湾海岸づくりの推進
（防災・安全）

岡山県 33,500 

河川氾濫の防止・軽減による
「より災害に強く、元気な岡
山」の実現（防災・安全）

岡山県,岡山市,総社市,備前市,勝央町,高梁
市

188,000 

市域の強靭化を支える道路ネッ
トワークの整備（防災・安全）

岡山市 34,036 

災害に強く安全・安心で快適な
まちづくり（2019～2023年度）
（防災・安全）

岡山市 82,474 

庭園都市おかやま水環境整備計
画(防災・安全交付金)

岡山市 99,915 

安心安全おかやま生活と水の環
境整備（防災・安全交付金）
（重点計画）

岡山市 222,584 

安全・安心な通学路を確保する
まちづくり（防災・安全）

岡山市 56,351 

安全で快適な自転車利用のため
の自転車通行空間整備（防災・
安全）

岡山市 8,023 

岡山市公園施設の長寿命化の推
進

岡山市 118,700 

災害に強いまちづくりのための
総合的な防災対策の推進（防
災・安全）

岡山市 800 

倉敷市地域住宅等整備計画（防
災・安全）

倉敷市 77,496 



（岡山県）
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

安心なくらしを守る下水道（防
災・安全）

倉敷市 589,295 

安心なくらしを守る下水道（防
災・安全）（重点計画）

倉敷市 232,500 

安全・安心で快適な緑あふれる
公園整備の推進（防災・安全）

倉敷市 45,000 

真備地区における災害に強いま
ちづくりの推進

倉敷市,岡山県 100,000 

安全で快適な魅力ある津山市水
環境づくり（防災・安全）（重
点計画）

津山市 30,000 

安全で快適な魅力ある津山市水
環境づくり（防災・安全）

津山市 99,030 

岡山県玉野市における、安全で
快適な魅力ある水環境づくり
（防災・安全）

玉野市 278,800 

笠岡市における循環のみちの実
現（防災・安全）

笠岡市 166,500 

笠岡市公園施設長寿命化計画 笠岡市 10,000 

笠岡市公園施設長寿命化事業計
画

笠岡市 25,440 

次世代へつなぐ井原の水環境
（防災・安全）

井原市 13,130 

美しい自然とゆたかな吉備文化
にはぐくまれた快適な総社（防
災・安全）

総社市 132,550 

総社市の安全・安心な都市公園
整備

総社市 16,000 

総社市における災害に強いまち
づくりの推進

総社市,岡山県 9,300 



（岡山県）
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

高梁市における、安全で快適な
魅力ある水環境づくり（防災・
安全）

高梁市 42,080 

高梁市における災害に強いまち
づくりの推進

高梁市 8,900 

高梁市における、安全で快適な
魅力ある水環境づくり（防災・
安全）（重点計画）

高梁市 96,500 

未来へつなぐ安全・安心の新見
まちづくり（防災・安全）（重
点計画）

新見市 20,000 

未来へつなぐ安全・安心の新見
水環境づくり（防災・安全）

新見市 62,500 

備前市における、安全で快適な
魅力ある水環境づくり（防災・
安全）

備前市 116,500 

備前市における災害に強いまち
づくりの推進

備前市 9,300 

備前市公園施設長寿命化計画策
定調査

備前市 3,000 

きれいな水を未来へ渡すまち
（防災・安全）

瀬戸内市 17,500 

赤磐市における、安全で快適な
魅力ある水環境づくり（防災・
安全）（重点計画）

赤磐市 46,700 

水源の里の清流を未来へ引き継
ぐ水環境づくり（防災・安全）

真庭市 73,480 

美作市における安全で快適な魅
力ある水環境づくり（防災・安
全）

美作市 28,450 

浅口市における、安心して生活
できる水環境づくり（防災・安
全）

浅口市 22,604 

浅口市宅地耐震化推進事業計画
（防災・安全）

浅口市 792 



（岡山県）
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

快適で安全・安心のまちづくり
（基盤整備）（防災・安全）

和気町 69,550 

早島町における安全・安心で快
適な生活環境の実現（防災・安
全）

早島町 3,000 

安全で快適な，未来へつなげる
生活環境づくり（防災・安全）

矢掛町 34,000 

ほどヨイ田舎の安全安心な水環
境づくり（防災・安全）

勝央町 15,000 

勝央町公園施設長寿命化計画策
定事業

勝央町 3,000 

安心安全な生活を支える水環境
づくり（防災・安全）

奈義町 15,000 

奈義町宅地耐震化推進事業 奈義町 4,500 

美咲町の未来へ繋ぐ下水道施設
管理（防災・安全）

美咲町 11,000 

吉備中央町における、安全で快
適な魅力ある水環境づくり（防
災・安全）

吉備中央町 154,100 

吉備中央町公園施設長寿命化計
画策定調査

吉備中央町 5,000 

7,487,213 

※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


