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令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

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 浅口市～笠岡市 玉島・笠岡道路（Ⅱ期） 4,423

改築 国道2号 笠岡市 笠岡バイパス 4,393

改築 国道2号 備前市～瀬戸内市 備前地区環境対策 119

改築 国道53号 美咲町～津山市 津山南道路 598

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 133

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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） 252

吉井交差点改良（岡山市） 72

新保交差点改良（岡山市） 15

無津交差点改良（早島町） 93

交通安全 国道30号 岡山市 岡山30号交通安全対策 15 藤田地区歩道整備 15

岡山市内自転車道整備（岡山市） 21

御津草生歩道整備（岡山市） 129

美咲町歩道整備（美咲町） 84

津山駅前自転車歩行者道整備（津山市） 249

滝本歩道整備（奈義町） 30

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 513

国道2号
備前市、岡山市、
早島町

岡山2号交通安全対策 432



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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） 114

住吉電線共同溝（笠岡市） 28

電線共同溝 国道30号 岡山市 岡山30号電線共同溝 184 藤田電線共同溝 184

電線共同溝 国道53号 津山市 岡山53号電線共同溝 20 津山電線共同溝 20

岡山2号電線共同溝 142

備考路線名

電線共同溝 国道2号 備前市、笠岡市



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 950 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 40 美作岡山道路

改築 （主） 佐伯長船線 岡山市 瀬戸ＪＣＴ～熊山ＩＣ 530 美作岡山道路

改築 （主） 岡山赤穂線 岡山市 中井～宍甘 1,734 岡山環状道路

改築 （市） 藤田浦安南町線 岡山市 藤田～浦安南町 500 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 603

改築 （市）
茂平148号長瀬笘無
線

笠岡市 茂平工区 60

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 13

改築 （一） 水島港唐船線 倉敷市、浅口市 玉島勇崎～金光町大谷 102

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 10

土砂災害対策 国道181号 真庭市 江川～新庄村 86

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

195

土砂災害対策 (主) 高梁旭線 高梁市 有漢町上有漢地区 80

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 15

土砂災害対策 (主) 妹尾御津線 岡山市 御津河内、日応寺 10

土砂災害対策 (一) 江与味上河内線 真庭市 上河内地区 150

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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
(主)笠岡井原線(笠岡工区)〔笠岡市〕、(国)179号（小田中工
区）〔津山市〕

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 19 (市)金崎浜田線(中央町工区)



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 赤磐市 石相小学校区地区、山陽小学校区地区 赤磐市 52

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 45

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 66

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 14

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 34

交通安全対策（地区内連携） 津山市
津山市国分寺整備地区、津山市大田・沼整備地
区

岡山県 193

交通安全対策（地区内連携） 美作市 美作市古町整備地区、美作市楢原下整備地区 岡山県 56

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 9



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 71



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 2,026 個別の構造物は別紙参照

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 230 個別の構造物は別紙参照

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 160 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 岡山市 橋梁長寿命化修繕計画 441 個別の構造物は別紙参照

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 244 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 倉敷市 橋梁長寿命化修繕計画 308 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 津山市 橋梁長寿命化修繕計画 187 個別の構造物は別紙参照

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 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 玉野市 橋梁長寿命化修繕計画 26 個別の構造物は別紙参照

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 7 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 笠岡市 橋梁長寿命化修繕計画 106 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 井原市 橋梁長寿命化修繕計画 83 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 総社市 橋梁長寿命化修繕計画 41 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高梁市 橋梁長寿命化修繕計画 107 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高梁市 トンネル長寿命化修繕計画 49 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新見市 橋梁長寿命化修繕計画 133 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新見市 トンネル長寿命化修繕計画 15 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 備前市 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 瀬戸内市 橋梁長寿命化修繕計画 11 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 赤磐市 橋梁長寿命化修繕計画 27 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 真庭市 橋梁長寿命化修繕計画 265 個別の構造物は別紙参照

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 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 美作市 橋梁長寿命化修繕計画 106 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浅口市 橋梁長寿命化修繕計画 55 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 浅口市 トンネル長寿命化修繕計画 39 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 浅口市 道路附属物等長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 和気町 橋梁長寿命化修繕計画 14 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 早島町 橋梁長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 里庄町 橋梁長寿命化修繕計画 13 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 矢掛町 橋梁長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新庄村 橋梁長寿命化修繕計画 36 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鏡野町 橋梁長寿命化修繕計画 104 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 勝央町 橋梁長寿命化修繕計画 32 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 奈義町 橋梁長寿命化修繕計画 16 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西粟倉村 橋梁長寿命化修繕計画 82 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西粟倉村 トンネル長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

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 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 美咲町 橋梁長寿命化修繕計画 31 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 吉備中央町 橋梁長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

岡山県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 高梁市 国道484号 愛宕ﾙｰﾌﾟ橋 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 高梁市 国道313号 井谷橋 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 吉備中央町 国道484号 加茂橋 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 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 津山市 国道181号 久米橋 橋梁 修繕

岡山県 津山市 国道181号 久米橋側道橋 橋梁 修繕

岡山県 新見市 県道新見勝山線 宮脇上橋 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 吉備中央町 国道484号 玉田橋 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 井原市 国道313号 金比羅橋 橋梁 修繕

岡山県 井原市 国道313号 金比羅橋側道橋 橋梁 修繕

岡山県 赤磐市 県道佐伯長船線 熊山橋 橋梁 修繕

岡山県 矢掛町 国道486号 見晴橋 橋梁 修繕

岡山県 津山市 県道津山加茂線 軒戸橋 橋梁 修繕

岡山県 津山市 県道津山加茂線 軒戸橋側道橋 橋梁 修繕

岡山県 真庭市 国道313号 五名橋 橋梁 修繕

岡山県 高梁市 県道新見川上線 幸盛橋 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 美咲町 国道429号 江与味橋 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 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 津山市 県道津山加茂線 今井橋 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 備前市 県道穂浪吉永停車場線 佐宗橋 橋梁 修繕

岡山県 鏡野町 県道下和奥津川西線 才の橋 橋梁 修繕

岡山県 赤磐市 県道岡山吉井線 坂合橋 橋梁 修繕

岡山県 美作市 国道374号 鷺湯橋 橋梁 修繕

岡山県 新見市 県道新見日南線 笹尾大橋 橋梁 修繕

岡山県 高梁市 国道313号 出口橋 橋梁 修繕

岡山県 井原市 国道313号 昭和橋側道橋 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 津山市 県道津山智頭八東線 新沖田橋 橋梁 修繕

岡山県 津山市 国道181号 新錦橋 橋梁 修繕

岡山県 新見市 国道180号 新向田橋 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 倉敷市 県道倉敷長浜笠岡線 新昭和橋 橋梁 修繕
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岡山県 倉敷市 県道倉敷長浜笠岡線 新昭和橋側道橋 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 総社市 国道486号 新川辺橋 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 井原市 県道芳井油木線 新落合橋 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 久米南町 県道栃原久米南線 厨橋 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 高梁市 国道313号 成羽橋 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 総社市 国道486号 川辺橋 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 鏡野町 県道羽出三朝線 前田橋 橋梁 修繕

岡山県 吉備中央町 県道竹部加茂市場線 総社橋 橋梁 修繕

岡山県 高梁市 国道313号 大見谷橋 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 倉敷市 県道本庄玉島線 竹川橋 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 真庭市 県道鏡野久世線 長森橋 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 鶴亀橋側道橋 橋梁 修繕

岡山県 津山市 県道工門勝央線 田熊橋 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 津山市 県道工門勝央線 東岡橋 橋梁 修繕

岡山県 美咲町 県道津山柵原線 藤原橋 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 美作市 県道梶並立石線 白滑橋 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 美作市 国道179号 美作大橋 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 美作市 国道374号 福本大橋 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 矢掛町 県道東水砂矢掛線 北田橋 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 県道宇治下原線 明治橋 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 真庭市 国道181号 目木大橋 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 備前市 県道岡山赤穂線 野谷橋 橋梁 修繕

岡山県 高梁市 国道313号 領家橋 橋梁 修繕

岡山県 玉野市 県道田井新港線 第一跨線橋 橋梁 修繕

岡山県 高梁市 国道484号 高梁跨線橋 橋梁 修繕

岡山県 鏡野町 国道179号 石割桜橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

岡山県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 和気町 県道御津佐伯線 新橋 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 国道429号 霞橋 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 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 高助高架橋 橋梁 修繕

岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 敷井高架橋 橋梁 修繕

岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 知尾跨道橋 橋梁 修繕

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 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 大谷橋 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 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 真庭市 国道482号 新真加子橋 橋梁 修繕

岡山県 美作市 県道美作奈義線 三海田橋(新橋) 橋梁 修繕

岡山県 赤磐市 県道佐伯長船線（美作岡山道路） 酌田高架橋 橋梁 修繕

岡山県 赤磐市 国道374号 周匝橋 橋梁 修繕

岡山県 和気町 国道374号 初瀬橋 橋梁 修繕

岡山県 和気町 県道備前柵原自転車 鵜飼川橋梁 橋梁 修繕

岡山県 真庭市 県道新見勝山線 殿河内橋 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 倉敷市 県道岡山倉敷線 松島橋 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 ２２１号橋 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 県道岡山倉敷線 川田橋 橋梁 修繕

岡山県 備前市 国道250号 木生橋 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 高梁市 国道180号 老松橋 橋梁 修繕

岡山県 高梁市 国道313号 ホシタカ橋 橋梁 修繕

岡山県 高梁市 国道313号 高谷橋 橋梁 修繕

岡山県 新見市 国道180号 常念橋 橋梁 修繕

岡山県 新見市 国道180号 安田橋 橋梁 修繕

岡山県 新見市 国道180号 萬畑橋 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 津山市 県道津山智頭八東線 木之根橋 橋梁 修繕

岡山県 真庭市 国道181号 西谷橋 橋梁 修繕

岡山県 井原市 県道倉敷成羽線 出合橋 橋梁 修繕

岡山県 浅口市 県道鴨方停車場線 鴨方橋 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 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 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 県道磯上備前線 殿土井橋 橋梁 修繕
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岡山県 高梁市 県道上大竹高山線 神田橋 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 県道倉敷妹尾線 昼間４号橋 橋梁 修繕

岡山県 総社市 県道水別総社線 無名橋(西郡) 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 県道玉島港線 阿賀崎1号橋 橋梁 修繕

岡山県 玉野市 県道倉敷飽浦線 境橋 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 瀬戸内市 県道虫明長浜線 知尾1号橋 橋梁 修繕

岡山県 瀬戸内市 県道虫明長浜線 尻海西橋 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 鏡野町 県道山城宮尾線 長浜橋 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 真庭市 県道神庭滝線 神庭橋 橋梁 修繕

岡山県 久米南町 県道上二ヶ小鎌線 高橋 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 美作市 県道市場佐用線 不明橋(五名1) 橋梁 修繕

岡山県 美作市 国道179号 大環跨線橋 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 県道岡山倉敷線 百舌ヶ鼻跨線橋 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 玉野市 県道倉敷飽浦線 無名橋（山田３） 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 倉敷市 県道岡山倉敷線 77号橋 橋梁 修繕

岡山県 瀬戸内市 県道備前牛窓線 溝橋2039109号橋 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 県道倉敷長浜笠岡線 溝橋2047302号橋 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 県道倉敷長浜笠岡線 溝橋2047303号橋 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2074112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 美作市 県道作東インター線 溝橋2086901号橋 橋梁 修繕

岡山県 早島町 県道藤戸早島線 溝橋3165305号橋 橋梁 修繕

岡山県 瀬戸内市 県道鹿忍片岡神崎線 溝橋3232101号橋 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 県道白尾塩生線 溝橋3268301号橋 橋梁 修繕

岡山県 倉敷市 県道大曲船穂線 溝橋3281307号橋 橋梁 修繕

岡山県 吉備中央町 県道竹部加茂市場線 溝橋3366101号橋 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 倉敷市 県道倉敷西環状線 溝橋3428301号橋 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 玉野市 県道倉敷飽浦線 白石橋側道橋 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 浅口市 県道倉敷笠岡線 占見新田２号溝橋 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 矢掛町 県道矢掛寄島線 南山田２号溝橋 橋梁 修繕

岡山県トンネル長寿命化修繕計画
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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 新見市 県道大佐日野線 大砂トンネル トンネル 修繕

岡山県 新見市 県道大佐日野線 大峠トンネル トンネル 修繕

岡山県 新見市 県道大佐日野線 惣ヶ原トンネル 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 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 鏡野町 国道179号 人形トンネル トンネル 修繕

岡山県 鏡野町 県道加茂奥津線 越畑トンネル トンネル 修繕

岡山県 津山市 県道倉見斉の谷線 黒木トンネル 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 県道水島港唐船線 玉島乙島カルバート 道路附属物等 修繕

岡山県 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 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 瀬戸内市 県道寒河本庄岡山線 尾張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 本庄１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 3397108号橋 道路附属物等 修繕

岡山県 玉野市 国道430号 宇野 道路附属物等 修繕

岡山県 玉野市 国道430号 玉 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

岡山県 倉敷市 県道倉敷西環状線 常盤陸橋 道路附属物等 修繕

岡山県 倉敷市 県道倉敷西環状線 福田公園歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山県 倉敷市 県道岡山倉敷線 百舌ヶ鼻歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山県 倉敷市 県道倉敷西環状線 霞ヶ丘歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山県 倉敷市 県道水島港線 明神町歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山県 倉敷市 県道福田老松線 大高陸橋 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 県道宇野津下之町線 下之町陸橋 道路附属物等 修繕

岡山県 倉敷市 県道宇野津下之町線 緑ヶ丘歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山県 新見市 国道180号 長屋１号洞門 道路附属物等 修繕

岡山県 新見市 国道180号 長屋２号洞門 道路附属物等 修繕

岡山市橋梁長寿命化修繕計画

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 県道原藤原線 中原橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道建部停車場線 中吉橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道錦町・古京町線 相生橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道建部大井線 八幡橋歩道橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道新庄上・高松線 中村橋 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 県道勝尾宇甘線 平林橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道大供・京橋南町線 １０３２７橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

岡山県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 市道柳町・表町線 田町橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山港線 トウカイチ２ゴウ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 国道429号 ドウザカバシ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道原8号線 １１４４４橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道掛畑虎倉線 大野下橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道津高法界院停車場線 新宿橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山吉井線 エミノ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山停車場線 ニシガワバン 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山倉敷線 カジタバシ 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 県道岡山倉敷線 ６６ゴウキヨウ 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 県道岡山賀陽自転車道線 中島４号橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道建部町大田4号線 河内橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山港線 トヨナリ４ゴウ 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 山神南橋 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 市道小山御津野々口線 小山橋 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 県道妹尾御津線 尾上橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道久米建部線 ０５３４０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 県道上芳賀岡山線 山浦橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道江崎金岡線 清内橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道中井・四御神線 ２０００７橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道湊・藤崎線 昭和橋歩道橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道古京町・奥市線 ２００４５橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道倉富・桑野線 ２００７０橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山赤穂線 土田１号橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道江崎金岡線 沖１号橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道江崎金岡線 藤崎橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山牛窓線 ヤマサキバシ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山玉野線 ０５２９７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 新永安橋高架橋（牛窓側） 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道南水門町8号線 掛座橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 国道250号 カメシリハシ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道瀬戸停車場線 馬渡橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 国道250号 ３９ゴウハシ 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
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岡山市 岡山市 市道瀬戸町観音寺・宿奥1号線 たいとう田橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道西大寺金岡4号線 ３０４６３橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道神崎町・西幸西線 ３００１３橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道西大寺中66号線 ３０４３９橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道目黒町26号線 ３０８３５橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道長沼1号線 ３０１１９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 県道岡山牛窓線 シユクモ２ゴウキヨ 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

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 県道瀬戸停車場線 瀬戸橋 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 県道岡山牛窓線 シモアチ１ゴウキヨ 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 市道北七区16号線 北七区橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道北四番線 北四番３号橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山児島線 マエサカオオハシ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道山田・古新田線 ４０００９橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道浦安豊成線 ウラヤス４ゴウキヨ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山港線 トヨナリ２ゴウハシ 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 市道西市・当新田線 ４０１１７橋 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 市道鹿田本町・新保線 ４０１１１橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道妹尾吉備線 ０５４３５橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山児島線 ウチオ７ゴウキヨウ 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 県道倉敷妹尾線 ０５４４６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 市道平福・海岸通線 ４０１３８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 市道古新田・東畦線 ４０２３７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 市道藤田1号線 ４０１８４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 市道福島2号線 ４０２８１橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道洲崎米倉線 １３号橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道藤田妹尾線 境２号橋 橋梁 修繕

岡山市 岡山市 県道岡山牛窓線 福泊ＢＯＸ 橋梁 修繕

岡山市道路附属物等長寿命化修繕計画

岡山市 岡山市北区 県道岡山吉井線 御野歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市北区 県道岡山倉敷線 吉備第１歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市北区 市道田中西古松2号線 西古松横断歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市北区 市道野田西古松線 西古松第一横断歩道橋 道路附属物等 修繕
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岡山市 岡山市中区 県道江崎金岡線 藤崎歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市東区 国道250号 楢原横断歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市東区 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 岡山市東区 県道岡山牛窓線 神崎歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市南区 県道岡山港線 三浜町歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市南区 県道岡山児島線 大福歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市南区 県道洲崎米倉線 福富歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市南区 市道福浜町築港栄町線 南輝小横断歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市南区 市道市場築港緑町線 築港新町横断歩道橋 道路附属物等 修繕

岡山市 岡山市北区 県道岡山賀陽自転車道線 吉備高原自転車道橋 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 市道日畑新岡倉大橋線 新岡倉大橋 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 市道財尾福田線 財尾福田線７号橋 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 市道下庄松島線 下庄松島線１２号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道船穂町柳井原24号線 宮原橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道大池ﾉ奥線 木村沖１号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道船穂町船穂12号線 船穂町船穂12号線1号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道茶屋久々原線 茶屋久々原線１０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 市道船穂町船穂2号線 東大山橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道西阿知町新田線 妙見橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道竜ﾉ口巻倒線 竜ノ口巻倒線8号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道玉島阿賀崎2号線 玉島阿賀崎２号線１号橋 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 市道北畝中畝南畝線 福田橋 橋梁 修繕

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 市道茶屋町36号線 茶屋町３６号線２号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道大正橋乙島線 大正橋乙島線１号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道玉島阿賀崎142号線 玉島阿賀崎１４２号線１号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道玉島乙島387号線 玉島乙島３８７号線１号橋 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 市道串の山岡崎線 串の山岡崎線１号橋 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 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 市道神田31号線 神田３１号線１号橋 橋梁 修繕
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倉敷市 倉敷市 市道北畝88号線 北畝８８号線２号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道広江1号線 相引原橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道玉島勇崎72号線 玉島勇崎７２号線１号橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道児島味野7号線 新八千代橋 橋梁 修繕

倉敷市 倉敷市 市道児島下の町207号線 児島下の町２０７号線１号橋 橋梁 修繕

津山市橋梁長寿命化修繕計画

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 市道知和青柳線 谷口跨線橋 橋梁 修繕

津山市 津山市 市道油木北里公文線 岩滝橋 橋梁 修繕

津山市 津山市 市道院庄２８号線 神戸１０号橋 橋梁 更新

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 小田中西小前歩道橋 道路附属物等 修繕

津山市 津山市 市道新錦橋押入線 小田中浄水場前歩道橋 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 市道長町新開線 八浜２２－１号橋 橋梁 修繕

玉野市 玉野市 市道築港５０号線 築港５０－１号橋 橋梁 修繕

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 市道笠岡湾干拓2号西ノ浜新田平成町線 金崎大橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道甲弩24号楠線 尾坂川13号橋(渡橋) 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道岡田浅海線 不老川1号橋（宮前橋） 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道竹ノ内線 長迫川2号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道山口28号香田線 長迫川4号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道山口29号香田竹ノ内線 長迫川3号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道新賀224号山下大間線 尾坂川25号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道尾坂21号北山線 尾坂1号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道尾坂32号小谷迫龍王線 尾坂川40号橋（小谷迫橋） 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道関戸19号山津良岩崎線 尾坂川29号橋（青平橋） 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道吉田75号中曽祢田平線 田平川1号橋（田平下橋） 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道小平井123号馬橋ノ上住山線 吉田川18号橋（大力橋） 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道東大戸121号田中平線 吉田川12号橋（首くくり橋） 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道大冝47号小谷正月山線 本谷川5号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道吉浜11号井出池尻壱号鏡壱号線 吉田川9号橋（河中屋橋） 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道富岡23号大磯中六丁目線 富岡9号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道西大島新田31号一丁目線 石樋川3号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道大島中10号波止ノ端天神池線 大島川16号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道大島中145号切子中井開地線 切子川2号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道美の浜5号線 美の浜2号橋 橋梁 修繕

笠岡市 笠岡市 市道北木島町47号豊根渕線 北木島1号橋 橋梁 修繕

井原市橋梁長寿命化修繕計画

井原市 井原市 市道栗尾線 栗尾橋 橋梁 修繕
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井原市 井原市 市道篠原東線 篠原３号橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道追崎南２号線 追崎南側２号橋 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 市道大長田線 大長田橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道木和田線 木和田橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道三原線 野田橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道ヒダイ石草線 ヒダイ橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道西新町東町２号線 雄神橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道戸倉鎌迫線 長谷橋１ 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道木之子中学校福当２号線 福当橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道鴫谷線 鴫谷橋 橋梁 修繕

井原市 井原市 市道梶江簗瀬線 芳井橋 橋梁 修繕

総社市橋梁長寿命化修繕計画

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 市道原支線3051号道 峰渡橋 橋梁 修繕

総社市 総社市 市道槙谷支線3149号道 豪渓橋 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 市道真壁支線3225号道 ３２２５道１号橋 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

高梁市橋梁長寿命化修繕計画

高梁市 高梁市 市道中原町新町線 相生橋 橋梁 修繕

高梁市 高梁市 市道中山大倉線 平田橋 橋梁 修繕

高梁市 高梁市 市道花木線 持田橋 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 高梁市 市道肉谷神原線 肉谷歩道橋 橋梁 修繕

高梁市 高梁市 市道地頭中央線 ふれあい橋 橋梁 修繕

高梁市 高梁市 市道領家線 宮下橋 橋梁 修繕

高梁市 高梁市 市道暮川線 暮川橋 橋梁 修繕

高梁市 高梁市 市道黒鳥１号線 黒鳥橋 橋梁 修繕

高梁市トンネル長寿命化修繕計画

高梁市 高梁市 市道笠神線 笠神隧道 トンネル 修繕

新見市橋梁長寿命化修繕計画

新見市 新見市 県道千屋実大佐線 大谷下橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 県道千屋大佐線 追分下橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 県道大野部哲多線 小谷橋１ 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道長屋石蟹線 上広瀬橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道川向線 川向橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道矢ノ峠線 大地屋橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道高尾中組１号線 高尾中組１号橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道上市畑原線 上谷橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道岩本小谷線 小谷橋２ 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道馬場小原線 馬場小原１号橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道小村谷新行線 小村谷橋 橋梁 修繕
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新見市 新見市 市道川西線 川西橋 橋梁 修繕

新見市 新見市 市道旧国道二号線 桜橋３ 橋梁 修繕

新見市トンネル長寿命化修繕計画

新見市 新見市 市道力谷線 力谷トンネル トンネル 修繕

新見市 新見市 市道唐松広瀬線 広瀬トンネル トンネル 修繕

新見市 新見市 市道西方下神代線 苦ヶ坂トンネル トンネル 修繕

新見市 新見市 市道千原朝間線 井手山トンネル トンネル 修繕

新見市 新見市 市道湖岸線 大日トンネル トンネル 修繕

備前市橋梁長寿命化修繕計画

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 市道伊部90号線 弁天川４号橋 橋梁 修繕

備前市 備前市 市道片上73号線 木置場橋 橋梁 修繕

備前市 備前市 市道片上84号線 月屋谷橋 橋梁 修繕

備前市 備前市 市道三石9号線 高谷川１号橋 橋梁 修繕

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 市道宮奥4号線 宮奥橋 橋梁 修繕

備前市 備前市 市道後小路2号線 無名橋１６ 橋梁 修繕

瀬戸内市橋梁長寿命化修繕計画

瀬戸内市 瀬戸内市 市道磯上２号線 磯上２号橋 橋梁 更新

瀬戸内市 瀬戸内市 市道田淵西谷線 今城４１号橋 橋梁 更新

赤磐市橋梁長寿命化修繕計画

赤磐市 赤磐市 市道沼田船廻線 沼田船廻線３号橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道河本小山線 河本小山線２号橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道中庄３号線 中庄３号線１号橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道中島宮の下線 中島宮の下線１号橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道屋田線 屋田線１号橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道徳富５号線 山谷橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道梶屋楢林線 大宮橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道国司線 国司橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道国司線 惣門橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道高田線 高田中橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道早風呂線 谷川橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道馬塚線 馬塚橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道吉本線 道長下橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道柿坂線 川瀬橋 橋梁 修繕

赤磐市 赤磐市 市道旧県道塩木線 池ノ尾橋 橋梁 修繕

真庭市橋梁長寿命化修繕計画

真庭市 真庭市 市道金比羅才田線 金比羅橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道上町西線 石原橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道宮地南線 実広場橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道法崎沼線 法崎橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道坂本下一色線 源能寺橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道清水寺線 清水寺２号橋 橋梁 修繕
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真庭市 真庭市 市道旦土中央線 中旦土橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道打井畑線 打井畑１号橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道山生線 山生橋(Ｗ) 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道中屋線 中屋橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道谷六線 谷六橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道野白大下線 浜橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道中町田下線 田下橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道河元三坂線 河元橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道小谷線 小谷橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道矢古線 矢古橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道勝山・本郷線 神橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道下谷線 国司橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道立石小茅線 三ツ渡瀬橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道下湯原向湯原線 はんざき橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道湯本えん堤線 鼓橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道湯本町線 湯山橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道南光幹線 南光橋 橋梁 修繕

真庭市 真庭市 市道４１号線 美田野橋 橋梁 修繕

真庭市トンネル長寿命化修繕計画

真庭市 真庭市 市道大内原西谷線 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 庄ノ原線 山根橋 橋梁 修繕

美作市 美作市 中町宮本線 永代橋 橋梁 修繕

美作市 美作市 畑沖栄町線 泰平橋 橋梁 修繕

美作市 美作市 中谷西側線 出会橋 橋梁 修繕

美作市 美作市 下村線 竜王橋 橋梁 修繕

浅口市橋梁長寿命化修繕計画

浅口市 浅口市 市道中川堤線 中通橋 橋梁 修繕

浅口市 浅口市 市道金光下竹線 毛厘橋 橋梁 修繕

浅口市 浅口市 市道大谷胡麻屋線 金光跨線橋 橋梁 修繕

浅口市 浅口市 市道新樋下線 川濁橋 橋梁 修繕

浅口市 浅口市 市道向畑線 向畑橋 橋梁 修繕

浅口市トンネル長寿命化修繕計画

浅口市 浅口市 市道地頭上99号線市道上竹中央線 阿坂隧道 トンネル 修繕

浅口市道路附属物等長寿命化修繕計画

浅口市 浅口市 市道宮黒歩道橋線 金光駅東横断歩道橋 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 町道益原旧県道福本和気線 新町橋 橋梁 修繕

和気町 和気町 町道田原下西山線 田原下8号橋 橋梁 修繕

矢掛町橋梁長寿命化修繕計画

矢掛町 矢掛町 町道田鶴線 矢神橋 橋梁 修繕

新庄村橋梁長寿命化修繕計画

新庄村 新庄村 村道梨瀬本線 神谷橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

岡山県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

新庄村 新庄村 村道向中谷線 千本橋 橋梁 修繕

新庄村 新庄村 村道戸島線 足谷橋 橋梁 修繕

新庄村 新庄村 村道潤谷線 潤谷２橋 橋梁 修繕

新庄村 新庄村 村道中山第２線 中山橋 橋梁 修繕

新庄村 新庄村 村道中山第２線 中山第２橋 橋梁 修繕

新庄村 新庄村 村道四十曲線 四十曲第１橋 橋梁 修繕

新庄村 新庄村 村道四十曲線 四十曲第２橋 橋梁 修繕

新庄村 新庄村 村道井手原線 井手原橋 橋梁 修繕

鏡野町橋梁長寿命化修繕計画

鏡野町 鏡野町 町道井坂細田線 大釣橋 橋梁 修繕

鏡野町 鏡野町 町道前田線 前田橋２ 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 町道石橋赤峪線 石橋 橋梁 修繕

勝央町橋梁長寿命化修繕計画

勝央町 勝央町 町道下町川幹線一号 下河原橋 橋梁 修繕

奈義町橋梁長寿命化修繕計画

奈義町 奈義町 町道大上那岐池線 湯料橋 橋梁 修繕

西粟倉村橋梁長寿命化修繕計画

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 村道大西線 大西橋 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 西粟倉村 村道長尾線 高田橋 橋梁 修繕

西粟倉村 西粟倉村 村道上河原線 上河原橋 橋梁 修繕

西粟倉村トンネル長寿命化修繕計画

西粟倉村 西粟倉村 村道粟倉線 影石谷トンネル トンネル 修繕

美咲町橋梁長寿命化修繕計画

美咲町 美咲町 町道西山線 細田橋 橋梁 修繕

美咲町 美咲町 町道休乢森年線 下谷橋 橋梁 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 町道尾坊田尾郷線 浜田橋 橋梁 修繕

吉備中央町 吉備中央町 町道鬼突線 田内橋 橋梁 修繕

吉備中央町 吉備中央町 町道惣社線 貫抜橋 橋梁 修繕

吉備中央町 吉備中央町 町道溝部上線 中渡り橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　岡山県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

「元気」な美咲町地域活性化計画 美咲町 40

「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 43

活力あふれる地域再生まちづくり計画 津山市 40

真庭ライフスタイルを支える里山づくり計画 真庭市 43

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 69

矢掛・井原の人が行き交う元気な地域づくり計画 矢掛町 65

　小　計 332

※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。



岡 山 県

水管理・国土保全局



令和３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 168　 岡山市
おかやまし

旭川 旭川 一般河川改修事業 180　 岡山市
おかやまし

高梁川 高梁川 一般河川改修事業 237　 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 5,221　 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 114　 岡山市
おかや まし

、和気町
わ け ち ょ う

旭川 旭川 河川工作物関連応急対策事業 230　 岡山
おかやま

市
し

高梁川 高梁川 河川工作物関連応急対策事業 94　 倉敷市
く ら し き し

吉井川 総合水系環境整備事業 32　 和気町
わ け ち ょ う

旭川 総合水系環境整備事業 37　 岡山市
おかや まし

高梁川 総合水系環境整備事業 16　 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３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

吉井川 滝川 大規模特定河川事業 94　 勝央町
しょうおうちょう

旭川 旭川 大規模特定河川事業 110　 岡山市
お か や ま し

旭川 砂川 大規模特定河川事業 360　 岡山市
お か や ま し

旭川 備中川 大規模特定河川事業 250　 真庭市
ま に わ し

高梁川 小田川 大規模特定河川事業 136　 井原市
い ば ら し

高梁川 林田川 大規模特定河川事業 80　 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 216　 岡山市
お か や ま し

倉敷川 六間川 大規模特定河川事業 50　 倉敷市
く ら し き し

幸崎川 幸崎川 大規模更新河川事業 146　 岡山市
お か や ま し



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 500 525



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

砂防等事業 吉井川 原川 津山市 一宮 砂防堰堤工 25
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

旭川 光明谷 岡山市 東区 瀬戸町光明谷/寺地 砂防堰堤工 15

あさひがわ にぼりひがしだに あかいわし にぼりひがし

旭川 仁堀東谷 赤磐市 仁堀東 砂防堰堤工 20

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

高梁川 寺下川 高梁市 玉川町玉 砂防堰堤工 16

小計 4箇所 76

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

砂防等事業 吉井川 富阪下川 美作市 東谷下 砂防堰堤工 31
よしいがわ ひらふくかみたに みまさかし ひらふく

吉井川 平福上谷 美作市 平福 砂防堰堤工 20
よしいがわ くろたにがわ くめぐん みさきちょう こせ

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

旭川 若宮谷川 赤磐市 仁堀東 砂防堰堤工 30
あさひがわ えもとだにがわ まにわし かみ

旭川 家元谷川 真庭市 上 砂防堰堤工 18

あさひがわ もとたにがわ まにわし みかも

旭川 本谷川 真庭市 美甘 砂防堰堤工 24

あさひがわ てらびらがわ まにわし ひるぜんはつわ

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

旭川 下田土谷川 加賀郡 吉備中央町 田土 砂防堰堤工 30
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

高梁川 谷本川 倉敷市 真備町服部 砂防堰堤工 95

令和３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　1/3）

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 たかはしがわ くががわ たかはしし かわもちょうくが

砂防等事業 高梁川 久賀川 高梁市 川面町久賀 砂防堰堤工 30

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

高梁川 中組川 高梁市 落合町阿部 砂防堰堤工 24

小計 11箇所 369

15箇所 445合計

令和３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　2/3）

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 よしいがわ ぬまちく つやまし ぬま

砂防等事業 吉井川 沼地区 津山市 沼 横ボーリング工 12
よしいがわ どいちく とまたぐん かがみのちょう どい

吉井川 土居地区 苫田郡 鏡野町 土居 横ボーリング工 45
たかはしがわ こかどちく たかはしし かわかみちょうかみおおたけ

高梁川 小角地区 高梁市 川上町上大竹 横ボーリング工 80
たかはしがわ そのおちく たかはしし こせちょう

高梁川 園尾地区 高梁市 巨瀬町 アンカー工 40

たかはしがわ てんばらちく たかはしし かわかみちょうぢとう

高梁川 天原地区 高梁市 川上町地頭 横ボーリング工 50
たかはしがわ しもびらちく たかはしし かわかみちょうしもおおたけ

高梁川 下平地区 高梁市 川上町下大竹 横ボーリング工 20

6箇所 247合計

令和３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　3/3）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：岡山県 （単位：千円）

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）

1,616,000 808,000

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）

1,076,000 538,000

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）

913,000 456,500

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）

884,000 442,000

倉敷地区大規模雨水処理施設整備事
業

倉敷市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

45,000 22,500

計 4,534,000 2,267,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 岡山県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

岡山市 43,670 21,835

井原市 390,000 156,000

瀬戸内市 650,000 326,000

矢掛町 278,400 146,000

岡山県　計 1,362,070 649,835
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



岡　山　県

都市局



令和３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

205,400

倉敷市 倉敷市 新規 倉敷市中心市街地活性化基本計画第三期計画地区 1/2 102,700

21,000

津山市 津山市 継続 津山市まちづくりパワーアップ地区 1/2 10,500

226,400

合計 113,200

内示額について、下段を国費とする。



令和３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

706,000

岡山市 岡山市 継続 北長瀬駅周辺地区 1/2 353,000

621,000

岡山市 岡山市 継続 岡山駅東口地区 1/2 310,500

1,327,000

合計 663,500

内示額について、下段を国費とする。



令和３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

36,000

岡山市 地下街管理会社 新規 岡山一番街 1/3 12,000 本省配分

36,000

合計 12,000

内示額について、下段を国費とする。



街路交通調査費補助（都市・地域総合交通戦略策定調査）

　（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）

都道府県名 都　市　名 調査 新 箇　　所　　名 補助率 備　考

指定都市名 主体 継 事業費 国　費

内　　示　　額

岡山県 笠岡市 市 継 笠岡市市街地 1/3 6,900 2,300 本省配分

計 6,900 2,300



令和3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

22,200
新見市 市 継続 金谷地区 1/3 7,400

22,200
合計 7,400

下段は国費である。



岡 山 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和３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 106,848 
106,848 合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３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 32,852
倉敷市 空き家対策総合支援事業 21,050
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
井原市 空き家対策総合支援事業 4,000
赤磐市 空き家対策総合支援事業 8,000
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 5,000
早島町 空き家対策総合支援事業 3,500
吉備中央町 空き家対策総合支援事業 2,400

99,302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３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 503,206
503,206合計



スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業　実施計画（令和３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

倉敷市阿知３丁目東地区 スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業 1,968,057
1,968,057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 4,292
岡山県 直 轄 3,292
岡山県 補 助 1,000
岡山県

4,292

令和3年度事業費
摘　　要

合　　　　計

岡 山 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
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、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、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

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
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 822
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

福 岡 24,728
滑走路増設、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 1,143 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

長 崎 1,920
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、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
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 2,889
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、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、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

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 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 1,795 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 960 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

山 形 174 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 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
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、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

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３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 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３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
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、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 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。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

4 / 4 
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令和３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 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

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㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

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㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

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、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 
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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） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 



- 3 - 

 

北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（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。 



Ⅳ．管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 1,651 1.258

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

4 291 1.330

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

12 405 1.998

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

9 631 0.688

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

20 372 2.333

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

15 2,039 0.927

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

50 634 2.210

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

32 1,529 2.429

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

11 357 0.602

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

4 214 1.085

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

20 3,839 1.214

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

9 1,420 0.637

合　　　　　　　　計 185　※ 13,381 1.105

補助事業はなし ※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

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 襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1

留萌港船舶交通安全基盤整備事業 1
函館港船舶交通安全基盤整備事業 1
厚岸漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

能代港船舶交通安全基盤整備事業 1
宮古港船舶交通安全基盤整備事業 1
雄勝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
中之作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
秋田船川港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
大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1
陸奥大島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
八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1
洲埼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
剱埼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
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1
銚子港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
四 名古屋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
三河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
橋田鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
トーガ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
広瀬船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
矢作川口沖船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
篠島漁港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
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
朝日礁船舶交通安全基盤整備事業 1
ヨセマル船舶交通安全基盤整備事業 1
石鏡漁港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
イチ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四丈船舶交通安全基盤整備事業 1
渡リ黒ミ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 20



管区 事業箇所名 事業箇所数
五 明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1
福良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
セメント磯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
赤穂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
鹿ノ瀬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
新宮港船舶交通安全基盤整備事業 1
孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1
徳島小松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
高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 15
六 播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1

広島港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
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
笠岡港船舶交通安全基盤整備事業 1
ネヅラ岩船舶交通安全基盤整備事業 1
竪場島船舶交通安全基盤整備事業 1
トクダキノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
直島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
東備港船舶交通安全基盤整備事業 1
岡山港船舶交通安全基盤整備事業 1
岩国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
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
尾ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘北航路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
福山港船舶交通安全基盤整備事業 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
森ノ瀬ノ州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
似骨ノ礁船舶交通安全基盤整備事業 1
立花ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
細ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
中藻州船舶交通安全基盤整備事業 1
油ノ沖ノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
牛クソ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
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
八島船舶交通安全基盤整備事業 1
入鹿瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
団子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
沖ノハナゲ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
地ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1
干出岩船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸東航路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
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
新居浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
錐ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
円瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
庄司太郎碆船舶交通安全基盤整備事業 1
水荷浦鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
渡ケ碆船舶交通安全基盤整備事業 1
日振島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

小　　　　計 50
七 魚釣埼船舶交通安全基盤整備事業 1

豆酘埼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
佐世保港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
宇島港船舶交通安全基盤整備事業 1
小野田港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
沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1
波津白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
住ノ江港船舶交通安全基盤整備事業 1
大牟田港船舶交通安全基盤整備事業 1
唐津港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊万里港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
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
口曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
アサ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿町海老曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
滝瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
餅米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
薄香湾舵掛岩船舶交通安全基盤整備事業 1
アサマ船舶交通安全基盤整備事業 1
大白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
牛島沖船舶交通安全基盤整備事業 1
杓子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
イカヅチ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
中津港船舶交通安全基盤整備事業 1
郷ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 32



管区 事業箇所名 事業箇所数
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1
越前岬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
博奕岬船舶交通安全基盤整備事業 1
御津漁港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
黒島埼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
松江港船舶交通安全基盤整備事業 1
安来港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11
九 猿山岬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
七尾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

小　　　　計 4
十 八代港船舶交通安全基盤整備事業 1

沖ノ瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
高杢島船舶交通安全基盤整備事業 1
助八瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
東チオミ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深平瀬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
三角港船舶交通安全基盤整備事業 1
満越ノ瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
小瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
メツ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
肥後延瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島港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
鹿児島湾口神瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥ノ巣山船舶交通安全基盤整備事業 1
草垣島船舶交通安全基盤整備事業 1
国頭岬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
山川港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20
十一 糸満漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港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
本部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
平久保埼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
石垣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 9
合　　　　計 185※

※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



岡 山 県

官 庁 営 繕 部



令和３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 89 受変電設備改修

水島港湾合同庁舎 倉敷市 160 長寿命化（外壁改修、建具改修、
屋根改修）

合　　計 249



令和３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 49,500 

備後圏域連携中枢都市圏におけ
る広域的な産業物流活性化計画

岡山県 10,800 

岡山県地域住宅等整備計画 岡山県 20,663 

岡山県における県民の豊かな生
活を確保できる港づくり計画
（重点）

岡山県 27,000 

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 347,723 

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,矢掛町

124,547 

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 853,462 

魅力と賑わいのある中心市街地
の創出

岡山市 159,500 

人と環境にやさしい交通ネット
ワークの構築

岡山市 687,500 

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 850,935 

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 2,543,763 

人でにぎわう、安全で快適な都
市空間の創生（2021～2023年
度）

岡山市 21,357 

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 559,693 



（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

倉敷市地域住宅等整備計画 倉敷市 51,035 

安全・安心で快適な緑あふれる
公園整備の推進

倉敷市 186,000 

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 594,750 

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 350,000 

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 30,115 

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 190,000 

玉野市地域住宅計画 玉野市 68,558 

笠岡市地域住宅等整備計画 笠岡市 12,221 

笠岡市における循環のみちの実
現（重点計画）

笠岡市 39,000 

次世代へつなぐ井原の水環境
（重点計画）

井原市 315,100 

井原市地域住宅計画（第２期） 井原市 34,317 

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 11,000 

総社市地域住宅等整備計画 総社市 10,246 

高梁市地域住宅等整備計画 高梁市 42,893 



（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

高梁市歴史的町並み環境整備 高梁市 128,463 

新見市地域住宅等整備計画 新見市 6,147 

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 88,500 

瀬戸内市地域住宅等整備計画 瀬戸内市 2,622 

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 185,500 

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 380,800 

真庭市地域住宅等整備計画 真庭市 2,804 

美作市地域住宅等整備計画 美作市 6,250 

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 7,500 

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 224,300 

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 40,000 

早島町地域住宅等整備計画 早島町 15,538 

「さとしょう」故郷の水環境再
生計画（重点計画）

里庄町 50,000 

矢掛町地域住宅等整備計画 矢掛町 28,774 



（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

やかげ宿地区都市再生整備計画 矢掛町 34,800 

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 100,000 

鏡野町多目的公園整備計画 鏡野町 39,000 

吉井川の清流を守る水環境整備
（重点計画）

美咲町 100,300 

吉備中央町地域住宅等整備計画 吉備中央町 2,106 

9,635,082 

※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３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 8,000 

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 495,000 

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 240,000 

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）（重点）

岡山県 62,900 

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 87,000 

岡山県の安全・安心・快適な都
市公園整備

岡山県 75,000 

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 262,250 

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 412,381 

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,高梁市 206,000 

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 126,000 

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

433,026 

岡山県地域住宅等整備計画（防
災・安全）

岡山県 293,221 

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 119,000 



（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

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

177,007 

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

1,193,174 

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

631,225 

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 58,000 

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 1,300 

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 67,446 

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 114,500 

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 146,715 

岡山市公園施設の長寿命化の推
進

岡山市 116,000 

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 69,656 

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 103,799 

倉敷市地域住宅等整備計画（防
災・安全）

倉敷市 87,593 

安心なくらしを守る下水道（防
災・安全）

倉敷市 753,500 



（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）（重点計画）

倉敷市 155,750 

倉敷市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

倉敷市 9,438 

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 43,000 

真備地区における災害に強いま
ちづくりの推進

倉敷市 361,400 

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 335,000 

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 83,825 

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 219,439 

笠岡市における循環のみちの実
現（防災・安全）

笠岡市 182,000 

笠岡市宅地耐震化推進事業 笠岡市 2,651 

次世代へつなぐ井原の水環境
（防災・安全）

井原市 3,770 

総社市公園施設長寿命化計画策
定調査

総社市 14,000 

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 147,475 

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 20,000 

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 158,000 



（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 27,044 

高梁市における災害に強いまち
づくりの推進

高梁市 11,900 

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 13,000 

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 12,500 

新見市宅地耐震化推進事業 新見市 3,500 

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 177,935 

備前市における災害に強いまち
づくりの推進

備前市 16,500 

備前市宅地耐震化推進事業（宅
地防災）計画

備前市 1,800 

きれいな水を未来へ渡すまち
（防災・安全）

瀬戸内市 17,000 

赤磐市宅地耐震化推進事業 赤磐市 4,240 

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 12,500 

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）

赤磐市 11,000 

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 68,380 

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 7,550 



（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

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 85,700 

浅口市宅地耐震化推進事業計画
（防災・安全）

浅口市 2,324 

快適で安全・安心のまちづくり
（基盤整備）（防災・安全）

和気町 33,500 

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 12,000 

矢掛町総合運動公園のライフサ
イクルコスト縮減計画

矢掛町 15,000 

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 56,500 

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 36,250 

奈義町宅地耐震化推進事業 奈義町 1,500 

安心安全な生活を支える水環境
づくり（防災・安全）

奈義町 17,000 

美咲町の未来へ繋ぐ下水道施設
管理（防災・安全）

美咲町 10,750 

安全・安心なまちづくりに向け
た魅力ある水環境整備(防災・安
全) (重点計画)

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 40,000 

8,781,814 

※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


