
岡 山 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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 1,652　
おかやま し

岡山市

旭川 旭川 一般河川改修事業 1,755　
おかやま し

岡山市

高梁川 高梁川 一般河川改修事業 3,073　
く ら し き し

倉敷市

高梁川 高梁川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,930　
く ら し き し

倉敷市

吉井川 吉井川 河川維持修繕事業 373　
わけぐん わけちょう かこう

和気郡和気町～河口

旭川 旭川 河川維持修繕事業 250　
おかやまし かこう

岡山市～河口

高梁川 高梁川 河川維持修繕事業 131　
そうじゃし かこう

総社市～河口

（※）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２年度補正予算　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 2,900　
く ら し き し

倉敷市

旭川 砂川 河川激甚災害対策特別緊急事業 3,040　
おかやまし

岡山市

高梁川 高梁川 河川災害復旧等関連緊急事業 700　
そ う じ ゃ し

総社市



岡山県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

河川総合開発事業 旭川旭川中上流ダム再生 250

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



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 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

砂防等事業 高梁川 谷本川 倉敷市 真備町服部 砂防堰堤工 3

たかはしがわ くががわわ 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 3

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 3

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 3

４箇所 12合計

令和２年度　第３次補正予算　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）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 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 よこぼーりんぐこう

砂防等事業 高梁川 小角地区 高梁市 川上町上大竹 横ボーリング工 5
たかはしがわ そのおちく たかはしし こせちょう あんかーこう

高梁川 園尾地区 高梁市 巨瀬町 アンカー工 5

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 よこぼーりんぐこう

高梁川 天原地区 高梁市 川上町地頭 横ボーリング工 5

よしいがわ ぬまちく つやまし ぬま よこぼーりんぐこう

吉井川 沼地区 津山市 沼 横ボーリング工 5
よしいがわ どいちく とまたぐん かがみのちょう どい よこぼーりんぐこう

吉井川 土居地区 苫田郡 鏡野町 土居 横ボーリング工 5

５箇所 25合計

令和２年度　第３次補正予算　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）

所在地事業区分 水系名 箇所名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 たかはしがわ おんぢがわ たかはしし おちあいちょうちかのり さぼうえんていこう

砂防事業 高梁川 陰地川 高梁市 落合町近似 砂防堰堤工 40

たかはしがわ いまいだにがわ にいみし にしがた さぼうえんていこう

高梁川 今井谷川 新見市 西方 砂防堰堤工 14

たかはしがわ おおだがわ にいみし にしがた さぼうえんていこう

高梁川 太田川 新見市 西方 砂防堰堤工 10

３箇所 64合計

令和２年度　第３次補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（岡山県　3/3）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和２年度第３次補正予算　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）

1,478,000 739,000

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）

50,000 25,000

計 1,528,000 764,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



防災・安全交付金（河川事業）

岡山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

3-A1（一）高梁川広域河川
改修事業（浸水重点）

212,000

2-A17旭川ダム堰堤改良事 34,791
2-A19竹谷ダム堰堤改良事 10,707
2-A20河平ダム堰堤改良事 9,177
１-A17八塔寺川ダム堰堤改
良事業

10,349

3-A14高瀬川ダム堰堤改良
事業

64,614

3-A13千屋ダム堰堤改良事 4,648
2-A24三室川ダム堰堤改良
事業

9,616

3-A15河本ダム堰堤改良事 394
津川ダム堰堤改良事業 3,704
- 計 360,000
3-A4（一）高梁川広域河川
改修事業

180,500

1-A1（一）干田川広域河川
改修事業

58,000

1-A2（一）吉井川広域河川
改修事業

57,500

1-A3（一）吉井川（佐伯）広
域河川改修事業

5,000

1-A6（一）皿川広域河川改
修事業

5,000

1-A7（一）千町川広域河川
改修事業

10,000

2-A1（一）旭川（中流）広域
河川改修事業

10,000

3-A3（一）小田川広域河川
改修事業

54,500

2-A6（二）砂川（一宮）流域
治水対策河川改修事業

30,000

2-A7（二）足守川流域治水
対策河川改修事業

5,000

2-A9（二）倉敷川広域河川
改修事業

5,000

2-A10（二）六間川広域河川
改修事業

10,000

1-A10吉井川圏域総合流域
防災事業（幸崎川）

12,500

1-A12吉井川圏域総合流域
防災事業（吉井川外）、2-
A15旭川圏域総合流域防災
事業（旭川外）、3-A19高梁
川圏域総合流域防災事業

10,000

2-A2（一）旭川広域河川改
修事業

126,000

2-A12旭川圏域総合流域防
災事業（新庄川外）

162,500

1-A11吉井川圏域総合流域
防災事業（吉井川外）

181,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

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



3-A8高梁川圏域総合流域
防災事業（新本川外）

92,000

3-A2（一）小田川広域河川
改修事業

230,000

2-A21旭川圏域総合流域防
災事業（鳴滝ダム）

27,816

3-A17高梁川圏域総合流域
防災事業（楢井ダム）

101,184

- 計 1,374,000

1,734,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

岡山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西の谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
汐滝谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
高田谷通常砂防事業 岡山県 1,500
西川平川通常砂防事業 岡山県 1,500
中村東川通常砂防事業 岡山県 2,000
柏部川通常砂防事業 岡山県 2,000
豊浦下川通常砂防事業 岡山県 2,500
塚浜下川通常砂防事業 岡山県 2,500
水落上川通常砂防事業 岡山県 2,000
大瀬川通常砂防事業 岡山県 1,500
星鷹川通常砂防事業 岡山県 1,500
小岸谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
今井谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
太田谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
猿木谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
倉谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
稗田川支流通常砂防事業 岡山県 1,500
カナザコ川通常砂防事業 岡山県 1,500
大木山川通常砂防事業 岡山県 1,500
垂水中谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
富尾乢川通常砂防事業 岡山県 1,500
下湯原谷奥谷通常砂防事業 岡山県 1,500
日向上谷通常砂防事業 岡山県 1,500
栄町谷通常砂防事業 岡山県 1,500
荒神堂川通常砂防事業 岡山県 1,000
市場川通常砂防事業 岡山県 1,500
同道谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
ミョウケン谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
むしょうの谷通常砂防事業 岡山県 1,000
若宮谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
中組川通常砂防事業 岡山県 1,500
本谷川通常砂防事業 岡山県 1,500
高梁川圏域緊急改築事業 岡山県 3,000
五石地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 13,300

竪町地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 1,800

山元地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 1,900

- 計 70,500
吉谷川通常砂防事業 岡山県 1,000
山の奥川通常砂防事業 岡山県 1,000
乙和気川支流通常砂防事業 岡山県 1,000
熊野川通常砂防事業 岡山県 1,000
ツキダシ谷川通常砂防事業 岡山県 1,000
寺平川通常砂防事業 岡山県 1,500
小谷ヶ市地区地すべり対策
事業

岡山県 2,500

山本地区地すべり対策事業 岡山県 2,500
下平地区地すべり対策事業 岡山県 2,500
浅越地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 25,200

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

岡山県における土砂災害対策の推進（防
災・安全）重点



東楢津地区急傾斜地崩壊対
策事業

岡山県 1,800

乙子地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 1,600

中川町地区急傾斜地崩壊対
策事業

岡山県 1,800

玉島黒崎岩谷地区急傾斜地
崩壊対策事業

岡山県 1,600

池田地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 1,600

中庄古向地区急傾斜地崩壊
対策事業

岡山県 1,600

沙美地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 15,200

岩屋地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 1,800

影石地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 1,900

長保地区急傾斜地崩壊対策
事業

岡山県 1,800

津島福居地区急傾斜地崩壊
対策事業

岡山県 1,600

町屋敷地区急傾斜地崩壊対
策事業

岡山県 1,900

吉井川圏域総合流域防災事
業

岡山県 2,500

旭川圏域総合流域防災事業 岡山県 2,500
高梁川圏域総合流域防災事
業

岡山県 2,500

- 計 80,900

151,400

岡山県における土砂災害対策の推進（防
災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

岡山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

三蟠九蟠海岸高潮対策事業 岡山県 150,000
岡南海岸津波・高潮危機管
理対策緊急事業

岡山県 50,000

赤崎海岸高潮対策事業 岡山県 50,000
- 計 250,000

250,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

岡山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

児島湖流域　児島湖処理区
処理場　地震対策

岡山県 294,500

- 計 294,500
児島湖流域　児島湖処理区
処理場　地震対策

岡山県 60,500

- 計 60,500
岡山市　岡東処理区　ポンプ
場　地震対策

岡山市 31,500

岡山市　児島湖処理区　管
渠等　地震対策

岡山市 16,000

岡山市　児島湖処理区　処
理場　流域治水対策

岡山市 9,000

岡山市　西大寺排水区　ポ
ンプ場　老朽化対策

岡山市 15,000

- 計 71,500
岡山市　野々口処理区　処
理場　地震対策

岡山市 6,600

- 計 6,600
倉敷市　児島処理区　管渠
等　老朽化対策

倉敷市 17,500

倉敷市　児島処理区　処理
場　地震対策

倉敷市 77,000

倉敷市　水島処理区　処理
場　地震対策

倉敷市 77,000

倉敷市　倉敷処理分区　管
渠等　地震対策

倉敷市 48,000

倉敷市　全域（計画策定等）
管渠等　老朽化対策

倉敷市 24,000

- 計 243,500
倉敷市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

倉敷市 20,000

- 計 20,000
津山市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

津山市 27,500

- 計 27,500
津山市　津山排水区　管渠
等　流域治水対策

津山市 6,000

- 計 6,000
井原市　井原処理区　ポンプ
場　地震対策

井原市 1,292

井原市　井原処理区　処理
場　地震対策

井原市 11,798

井原市　井原処理区・芳井
処理区　管渠等　地震対策

井原市 11,500

- 計 24,590
井原市　井原処理区　管渠
等　流域治水対策

井原市 22,000

- 計 22,000
総社市　総社処理区　ポンプ
場　老朽化対策

総社市 17,000

- 計 17,000

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）

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

岡山県児島湖流域における、未来へ引き
継ぐ清流づくり（防災・安全）

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）

庭園都市おかやま水環境整備計画(防災・
安全交付金)

安全・安心な生活を支える下水道（防災・
安全）

安全・安心な生活を支える下水道（防災・
安全 ）（重点計画）

安全で快適な魅力ある津山市水環境づく
り（防災・安全）

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）

次世代へつなぐ井原の水環境（防災・安
全）

次世代へつなぐ井原の水環境（防災・安
全）（重点計画）



防災・安全交付金（下水道事業）

岡山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

高梁市　高梁処理区　ポンプ
場　流域治水対策

高梁市 40,000

- 計 40,000
新見市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

新見市 12,500

- 計 12,500
新見市　全域（計画策定等）
管渠等　流域治水対策

新見市 4,300

- 計 4,300
瀬戸内市　邑久及び長船中
央　処理場　流域治水対策

瀬戸内市 7,000

- 計 7,000
赤磐市　山陽処理区　管渠
等　流域治水対策

赤磐市 12,500

- 計 12,500
赤磐市　熊山処理区　管渠
等　地震対策

赤磐市 7,500

- 計 7,500
勝央町　勝央処理区　処理
場　地震対策

勝央町 50,000

- 計 50,000

927,490

ほどヨイ田舎の安全安心な水環境づくり
（防災・安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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）

岡山県備讃瀬戸流域における、かいてき
な「環境のまち」づくり（防災・安全）

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）

きれいな水を未来へ渡すまち（防災・安
全）

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）

赤磐市における、安全で快適な魅力ある
水環境づくり（防災・安全）



岡山県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 岡山市 63,645
- 計 63,645

下水道施設の整備 赤磐市 37,500
- 計 37,500

101,145
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

安心安全おかやま生活と水の環境整備計
画（重点計画）
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）

合計


