


平成２９年度  岡山県における事業計画（Ｈ２９.２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 負担額

3,397.700 1,089.948

3,117.000 983.798

一般河川改修事業 3,117.000 983.798

吉井川 直轄管理区間　Ｌ＝36.6km 287 461.000 153.666
九蟠地区：堤防液状化対策L=160m
日室地区：天端保護L=300m  等

九蟠地区：堤防液状化対策（平成33年度以降完成予定）　等 - ～4.0

旭川 直轄管理区間　Ｌ＝16.8km 253＊ 497.000 165.666

沖元地区：水門耐震対策1式
内山下地区：用地A=0.02ha
今在家地区：天端保護L=830m
海吉地区：天端保護L=400m　等

沖元地区：水門耐震対策（平成33年度以降完成予定）　等 2.0～4.9

旭川（大規模） 旭川放水路事業区間　Ｌ＝13.6km 903 975.000 292.500 今在家地区：築堤護岸L=715m　等 今在家地区：築堤護岸（平成30年度完成予定）　等 5.0～12

高梁川 直轄管理区間　Ｌ＝35.4km 823＊ 503.000 167.666 乙島地区：築堤護岸L=650m　等 乙島地区：築堤護岸（平成29年度完成予定）　等 3.4～5.7

高梁川（大規模）
小田川合流点付替え事業区間
Ｌ＝11.4km

280 681.000 204.300 柳井原地区：樹木伐採1式、用地A=8.6ha、補償1式　等 柳井原地区：埋蔵文化財調査（平成33年度以降完成予定）　等 0.7～11

河川工作物関連応急対策事業費 205.200 68.400

吉井川
直轄管理区間　Ｌ＝36.6km
排水機場等

0.1 51.000 17.000 川口排水機場　監視設備改善等 永江川樋門　扉体改善（平成29年度完成予定） - ～0.1

旭川
直轄管理区間　Ｌ＝16.8km
水門等

3.5 136.200 45.400
百間川河口水門　開閉装置改善
大仙樋門　監視設備改善等

百間川河口水門　開閉装置改善（平成30年度完成予定）
巽樋管　監視設備改善（平成29年度完成予定） 等

- ～3.5

高梁川
直轄管理区間　Ｌ＝35.4km
排水機場

0.2 18.000 6.000 二万谷川排水機場　監視設備改善 軽部排水機場　監視制御設備改善（平成29年度完成予定） 等 - ～0.2

総合水系環境整備事業費 75.500 37.750

吉井川水系
直轄管理区間　Ｌ＝36.6km
（自然再生、水辺整備）

7.7 10.500 5.250 瀬戸（万富）地区：産卵場モニタリング調査1式　等
瀬戸（万富）地区：産卵場モニタリング調査　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成33年度以降完成予定）

- ～0.2

旭川水系
直轄管理区間　Ｌ＝16.8km
（水辺整備）

6.9 52.000 26.000 古京地区：堤防断面拡幅L=120m　等
岡山城地区：管理用通路　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成33年度以降完成予定）

- ～0.5

高梁川水系
直轄管理区間　Ｌ＝35.4km
（自然再生）

3.7 13.000 6.500 高梁川下流地区：魚道モニタリング調査1式　等
高梁川下流地区：魚道モニタリング調査　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成33年度以降完成予定）

- ～0.2

3,397.700 1,089.948

（注） 「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*一般河川改修の全体事業費には、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

合　　　　計　

H29年度事業
進捗見込み

（億円）
備考

河川事業

河川改修費

対象科目 全体事業規模
全体事業費

（億円）

H28年度当初予算（百万円）
H28年度事業内容 H29年度事業内容



平成29年度　岡山県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

国道2号 倉敷立体 L=7.7km 164 2,142 714

・調査設計
・橋梁下部工

・調査設計
・橋梁下部工、橋梁上部工、改良工

開通必要額
33～38億円程度

倉敷市片島町～倉敷市船穂町
L=2.7km(4/4)
平成31年度開通予定

国道2号
玉島・笠岡道路
（Ⅱ期）

L=9.4km 529 1,065 355

・調査設計
・用地買収
・改良工

・＜調査設計＞
・用地買収、＜用地補償＞
・＜改良工＞

9～14億円程度

浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新
田
L=9.4km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道2号 笠岡バイパス L=7.6ｋｍ 300 42 14

・調査設計
・用地買収

・＜調査設計＞
・＜用地買収＞

-～2億円程度

笠岡市西大島新田～笠岡市茂平
L=7.6km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道53号 津山南道路 L=5.4km 220 555 185

・調査設計
・用地買収
・改良工

・＜調査設計＞
・用地買収
・＜改良工＞

2～3億円程度

久米郡美咲町打穴中～津山市平福
L=5.4km（2/4）
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

国道180号 総社・一宮バイパス L=15.9ｋｍ 530 361 120

・調査設計
・用地買収
・改良工

・＜調査設計＞
・用地買収
・＜改良工＞

0.4～4億円程度

事業規模、全体事業費は、岡山市区間
を含む

総社市総社～総社市井尻野
L=3.6km(2/4)
開通時期については、完成に向けた円
滑な事業実施環境が整った段階で確定
予定

計 4,165 1,388 残事業費:約858億円

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注）Ｈ２９年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注）備考欄の残事業費は、平成28年度補正投入時点である
(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

H２９年度予定事業内容 H２９年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
H２８年度当初

H２８年度事業内容



平成29年度　岡山県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

中国横断自動車道
姫路鳥取線

佐用～西粟倉 L=19.2km 33 267 67

・調査設計
・舗装工、改良工

・調査設計
・改良工、電気設備工 事業規模は、兵庫県区間を含む

平成30年度開通予定

国道2号 備前地区環境対策 - - 113 38

・調査設計
・遮音壁工

・＜調査設計＞
・＜遮音壁工＞、＜舗装工＞

備前市三石～瀬戸内市長船町長船

計 380 104

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）Ｈ２9年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

4～5億円程度

路線名 箇所名 事業規模
H２８年度当初

H２８年度事業内容 H２９年度予定事業内容 H２９年度事業進捗見込み 備　　考



平成２９年度　岡山県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種） (単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 156 52

香登西地区歩道
整備

－ － 33
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

生江浜自転車歩
行者道整備

－ － 111
・調査設計
・工事

－ 平成28年度完成

大冝歩道整備 － － 12 ・調査設計 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 477 159

美咲町歩道整備 － － 21
・調査設計
・工事

・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

津山駅前自転車
歩行者道整備

－ － 450
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

高円歩道整備 － － 6 ・調査設計 ・調査設計
開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ － 21 7

門田地区歩道整
備

－ － 21
・調査設計
・工事

・調査設計
・工事

開通時期については、完成に向けた
円滑な事業実施環境が整った段階で
確定予定。

－ 654 218   

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注）Ｈ２９年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

Ｈ２９年度事業進捗見込み 備考

国道2号 岡山2号交差点改良等

２～５億円程度

国道53号

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

平成２８年度当初
Ｈ２８年度事業内容 Ｈ２９年度予定事業内容

合　　　　計

岡山53号交差点改良等

国道180号 岡山180号交差点改良等



平成２９年度　岡山県における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種） （単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 84 42
防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集
機器（ITV）、簡易パーキング

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、簡易パー
キング

－ － 32 16 防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標 道路標識、区画線、視線誘導標

－ － 46 23
防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集
機器（ITV）、簡易パーキング

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、簡易パー
キング

－ － 48 24
防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器（その他機
器）

防護柵、道路標識、区画線

－ － 4 2 区画線 区画線、視線誘導標

－ 214 107   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）平成29年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

Ｈ２９年度事業進捗見込み 備考

国道2号 －

１～２億円程度

国道30号 －

国道53号 －

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

平成２８年度当初
Ｈ２８年度事業内容 Ｈ２９年度予定事業内容

国道180号 －

国道373号 －

合　　　　計



平成２９年度　岡山県における事業計画（H29年2月）　（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業 （単位：百万円）

事業費 負担金

400 200

用吉電線共同溝 L=1.2km 10 400 調査設計、本体工事、連系管路工事、連系設備工事
調査設計、本体工事、引込管工事、連系管路工事、
連系設備工事

平成31年度完成予定

400 200  

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

合　　　　計

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

Ｈ２８年度当初

Ｈ２９年度事業進捗見込み 備考

国道30号 岡山30号電線共同溝

３億円程度

Ｈ２８年度事業内容 Ｈ２９年度予定事業内容



【港湾整備事業】

平成28年度 平成29年度予定 平成29年度

負担基本額 負担額 事業内容 事業内容　(注)
事業進捗見込

（注）

水島港
水島港玉島地区国際物流ター
ミナル・臨港道路整備事業

559 3,095 1,043 航路(-12m)、臨港道路 臨港道路 -  ～ 2億円程度
H30年代前半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境が
整った段階で確定予定

(注)H29年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成29年度　岡山県における事業計画（H29年2月）（港湾関係）

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

平成28年度当初
（百万円）

備考


