
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。



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

1-A1（一）干田川広域河川改修
事業

5,000

1-A2（一）吉井川広域河川改修
事業

17,000

1-A3（一）吉井川（佐伯）広域河
川改修事業

10,000

1-A5（一）宮川広域河川改修事
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

15,000

2-A1（一）旭川（中流）広域河川
改修事業

10,000

2-A4（一）砂川（下流）広域河川
改修事業

15,000

2-A6（二）砂川（一宮）流域治水
対策河川改修事業

5,000

2-A7（二）足守川流域治水対策
河川改修事業

20,000

2-A8（二）前川流域治水対策河
川改修事業

10,000

2-A9（二）倉敷川広域河川改修
事業

20,000

2-A11（二）宮川広域河川改修
事業

5,000

1-A13特定構造物改築事業（幸
崎川排水機場、北・南水門）

9,000

1-A14特定構造物改築事業（番
念寺川排水機場）

1,000

3-A10特定構造物改築事業（溜
川排水機場）

22,000

1-A10吉井川圏域総合流域防
災事業（幸崎川）

5,000

2-A14旭川圏域総合流域防災
事業（国府川）

総社市 10,000

2-A13（一）倉安川流域治水対
策河川改修事業

岡山市 11,000

1-C2ハザードマップ作成事業
（備前市）

備前市 3,000

2-C2ハザードマップ作成事業
（高梁市）

高梁市 3,000

- 計 206,000

令和３年度　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）

岡山県



3-A1（一）高梁川広域河川改修
事業（浸水重点）

50,000

2-A17旭川ダム堰堤改良事業 3,600
2-A19竹谷ダム堰堤改良事業 19,700
2-A20河平ダム堰堤改良事業 26,400

3-A14高瀬川ダム堰堤改良事業 3,100

3-A13千屋ダム堰堤改良事業 4,600

3-A18高梁川上流ダム再生の検
討

15,000

2-A18湯原ダム堰堤改良事業 3,600

- 計 126,000

332,000

※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

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

合計



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 5,000

汐滝谷川通常砂防事業 10,000

高田谷通常砂防事業 2,500

西川平川通常砂防事業 2,500

中村東川通常砂防事業 2,500

柏部川通常砂防事業 2,500

豊浦下川通常砂防事業 7,000

塚浜下川通常砂防事業 5,000

水落上川通常砂防事業 2,500

大瀬川通常砂防事業 21,500

星鷹川通常砂防事業 5,000

小岸谷川通常砂防事業 2,500

今井谷川通常砂防事業 2,500

太田谷川通常砂防事業 2,500

猿木谷川通常砂防事業 2,500

倉谷川通常砂防事業 7,500

稗田川支流通常砂防事業 20,000

カナザコ川通常砂防事業 5,000

大木山川通常砂防事業 22,000

垂水中谷川通常砂防事業 2,500

富尾乢川通常砂防事業 7,500

下湯原谷奥谷通常砂防事業 8,000

日向上谷通常砂防事業 20,000

栄町谷通常砂防事業 2,500

荒神堂川通常砂防事業 15,000

市場川通常砂防事業 12,000

同道谷川通常砂防事業 12,000

ミョウケン谷川通常砂防事業 12,000

むしょうの谷通常砂防事業 12,000

五石地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

竪町地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

山元地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

高梁川圏域総合流域防災事業（砂防緊急改築） 25,500

総合流域防災事業（長寿命化計画（砂防））吉井川 8,000

総合流域防災事業（長寿命化計画（砂防））旭川 8,000

総合流域防災事業（長寿命化計画（砂防））高梁川 8,000

総合流域防災事業（長寿命化計画（地すべり））吉
井川

500

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

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金（砂防事業）



総合流域防災事業（長寿命化計画（地すべり））旭
川

500

総合流域防災事業（長寿命化計画（地すべり））高
梁川

1,000

総合流域防災事業（長寿命化計画（急傾斜））吉井
川

3,500

総合流域防災事業（長寿命化計画（急傾斜））旭川 3,000

総合流域防災事業（長寿命化計画（急傾斜））高梁
川

3,000

効果促進事業（ハザードマップ作成） 高梁市 3,000

効果促進事業（ハザードマップ作成） 備前市 8,000

352,750

吉谷川通常砂防事業 10,000

山の奥川通常砂防事業 5,000

乙和気川支流通常砂防事業 2,500

熊野川通常砂防事業 10,000

ツキダシ谷川通常砂防事業 12,500

小谷ヶ市地区地すべり防止事業 2,500

山本地区地すべり防止事業 11,000

浅越地区急傾斜地崩壊対策事業 31,500

東楢津地区急傾斜地崩壊対策事業 23,400

阿津（A)地区急傾斜地崩壊対策事業 20,000

阿津東地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

乙子地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

中川町地区急傾斜地崩壊対策事業 3,600

玉島黒崎岩谷地区急傾斜地崩壊対策事業 20,000

池田地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

中庄古向地区急傾斜地崩壊対策事業 14,000

沙美地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

銀山地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

銀山西地区急傾斜地崩壊対策事業 10,000

大冝地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

岩屋地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

影石地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

長保地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

津島福居地区急傾斜地崩壊対策事業 6,000

町屋敷地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

吉井川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 6,500

旭川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 6,000

高梁川圏域総合流域防災事業（情報基盤） 6,000

262,250

基礎調査（砂防、地すべり、急傾斜） 岡山県 8,000

8,000

623,000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

岡山県

土砂災害防止法に基づく基
礎調査の推進（防災・安全）

岡山県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）重点

岡山県における土砂災害対
策の推進（防災・安全）

岡山県

小計

小計

小計



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 75,000

岡南海岸津波・高潮危機管理対
策緊急事業

岡山県 50,000

後閑西海岸高潮対策事業 岡山県 30,000
赤崎海岸高潮対策事業 岡山県 40,000
唐琴海岸高潮対策事業 岡山県 20,000

三蟠九蟠海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

岡山県 25,000

- 計 240,000

240,000

令和３年度　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

下水道施設の整備 岡山県 495,000
- 計 495,000

下水道施設の整備 岡山市 146,715
- 計 146,715

下水道施設の整備 岡山市 114,500
- 計 114,500

下水道施設の整備 倉敷市 753,500
- 計 753,500

下水道施設の整備 倉敷市 155,750
- 計 155,750

下水道施設の整備 津山市 335,000
- 計 335,000

下水道施設の整備 津山市 83,825
- 計 83,825

下水道施設の整備 玉野市 219,439
- 計 219,439

下水道施設の整備 笠岡市 182,000
- 計 182,000

下水道施設の整備 井原市 3,770
- 計 3,770

下水道施設の整備 総社市 147,475
- 計 147,475

下水道施設の整備 高梁市 158,000
- 計 158,000

下水道施設の整備 高梁市 27,044
- 計 27,044

下水道施設の整備 新見市 13,000
- 計 13,000

下水道施設の整備 新見市 12,500
- 計 12,500

下水道施設の整備 備前市 177,935
- 計 177,935

下水道施設の整備 瀬戸内市 17,000
- 計 17,000

下水道施設の整備 赤磐市 12,500
- 計 12,500

下水道施設の整備 赤磐市 11,000
- 計 11,000

下水道施設の整備 真庭市 68,380
- 計 68,380

下水道施設の整備 美作市 7,550
- 計 7,550

下水道施設の整備 浅口市 85,700
- 計 85,700

下水道施設の整備 和気町 33,500
- 計 33,500

下水道施設の整備 早島町 12,000
- 計 12,000

下水道施設の整備 矢掛町 56,500
- 計 56,500

下水道施設の整備 勝央町 36,250
- 計 36,250

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３年度　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）

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)

安心なくらしを守る下水道（防災・安全）

安心なくらしを守る下水道（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）（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）

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）

笠岡市における循環のみちの実現（防災・安
全）

次世代へつなぐ井原の水環境（防災・安全）

快適で安全・安心のまちづくり（基盤整備）（防
災・安全）

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）

高梁市における、安全で快適な魅力ある水環
境づくり（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）

未来へつなぐ安全・安心の新見水環境づくり
（防災・安全）

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）

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）

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）

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）

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）

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）

安全で快適な，未来へつなげる生活環境づくり
（防災・安全）

ほどヨイ田舎の安全安心な水環境づくり（防災・
安全）



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３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

下水道施設の整備 奈義町 17,000
- 計 17,000

下水道施設の整備 美咲町 11,000
- 計 11,000

下水道施設の整備 美咲町 10,750
- 計 10,750

下水道施設の整備 吉備中央町 40,000

- 計 40,000

3,444,583

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）

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

安心安全な生活を支える水環境づくり（防災・
安全）

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)

美咲町の未来へ繋ぐ下水道施設管理（防災・
安全）



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 岡山県 5,000
下水道施設の整備 倉敷市 589,750

- 計 594,750
下水道施設の整備 岡山市 850,935

- 計 850,935
下水道施設の整備 津山市 350,000

- 計 350,000
下水道施設の整備 玉野市 190,000

- 計 190,000
下水道施設の整備 笠岡市 39,000

- 計 39,000
下水道施設の整備 井原市 315,100

- 計 315,100
下水道施設の整備 総社市 11,000

- 計 11,000
下水道施設の整備 備前市 88,500

- 計 88,500
下水道施設の整備 赤磐市 185,500

- 計 185,500
下水道施設の整備 真庭市 380,800

- 計 380,800
下水道施設の整備 美作市 7,500

- 計 7,500
下水道施設の整備 浅口市 224,300

- 計 224,300
下水道施設の整備 早島町 40,000

- 計 40,000
下水道施設の整備 里庄町 50,000

- 計 50,000
下水道施設の整備 鏡野町 100,000

- 計 100,000
下水道施設の整備 美咲町 100,300

- 計 100,300

3,527,685

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）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

きれいな水を未来にとどける下水道(重点計
画）

安心安全おかやま生活と水の環境整備計画
（重点計画）

安全で快適な魅力ある津山市水環境づくり（重
点計画）

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

笠岡市における循環のみちの実現（重点計画）

次世代へつなぐ井原の水環境（重点計画）

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

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）

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）

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）

※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

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）

早島町における安全・安心で快適な生活環境
の実現

「さとしょう」故郷の水環境再生計画（重点計
画）

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）

吉井川の清流を守る水環境整備（重点計画）

合計


