
岡 山 県

水管理・国土保全局



平成３１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 3,207　 岡山
おかやま

市
し

、赤磐
あかいわ

市
し

、和気町
わけちょう

旭川 旭川 一般河川改修事業 1,339　 岡山
おかやま

市
し

高梁川 高梁川 一般河川改修事業 5,792　 倉敷市
くらしきし

、総社市
そうじゃし

高梁川 高梁川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,549　 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 249　 岡山
おかやま

市
し

、瀬戸内市
せとうちし

旭川 旭川 河川工作物関連応急対策事業 344　 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 33　 総社市
そうじゃし

吉井川 総合水系環境整備事業 54　 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。



平成３１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

高梁川 末政川・高馬川・真谷川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,300　 倉敷市
く ら し き し

旭川 砂川 河川激甚災害対策特別緊急事業 560　 岡山市
おかやまし

高梁川 高梁川 河川災害復旧等関連緊急事業 300　 総社市
そ う じ ゃ し

倉敷川 六間川 大規模特定河川事業 80　 倉敷市
く ら し き し

高梁川 小田川 大規模特定河川事業 106　 井原
い ば ら

市
し



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 あさひがわ しもたどたにかわ 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

砂防等事業 旭川 下田土谷川 加賀郡 吉備中央町 田土 砂防堰堤工 30
あさひがわ えもとだにかわ 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 22
よしいがわ くろたにかわ くめぐん みさきちょう こせ かんりようどうろこう

吉井川 黒谷川 久米郡 美咲町 小瀬 管理用道路工 45
よしいがわ とみさかしもかわ みまさかし ひがしたにしも さぼうえんていこう

吉井川 富阪下川 美作市 東谷下 砂防堰堤工 30
たかはしがわ すぎはらたにかわ にいみし すごう さぼうえんていこう

高梁川 杉原谷川 新見市 菅生 砂防堰堤工 35
たかはしがわ たにもとかわ くらしきし まびちょう はっとり かんりようどうろこう

高梁川 谷本川 倉敷市 真備町 服部 管理用道路工 50
たかはしがわ くががわ たかはしし かわもちょう くが かんりようどうろこう

高梁川 久賀川 高梁市 川面町 久賀 管理用道路工 10
よしいがわ ひらふくかみたに みまさかし ひらふく かんりようどうろこう

吉井川 平福上谷 美作市 平福 管理用道路工 10

８箇所 232合計

（岡山県　1/2）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分
所在地

水系名 渓流名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 みぞおちかみがわ かさおかし こうのしま けいりゅうほぜんこう

砂防事業 水落上川 笠岡市 神島 渓流保全工 40

たかはしがわ おんじがわ たかはしし おちあいちょう ちかのり けいりゅうほぜんこう

高梁川 陰地川 高梁市 落合町 近似 渓流保全工 20

２箇所 60

事業区分 水系名 渓流名
所在地

（岡山県　2/2）

合計

平成31年度　　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書



浸水対策下水道事業【下水道床上浸水対策事業】（本省配分） （単位：千円）

※備考欄は、事業費である。

計 461,000 922,000

箇所名 事業主体 国庫補助額 備　考

岡山市 市 461,000 922,000



平成３１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）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

井原市 302,200 604,400

久米南町 1,100 2,000

瀬戸内市 227,141 454,282

津山市 56,400 112,800

矢掛町 103,000 192,000

里庄町 112,300 224,600

岡山県計 802,141 1,590,082
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


