


令和２年度  岡山県における事業計画（Ｒ２.２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 負担額

12,595.100 4,120.182

11,887.000 3,870.566

一般河川改修事業 10,338.000 3,405.866

吉井川 直轄管理区間　L=36.6ｋｍ 224 3,207.000 1,069.000

九蟠地区：耐震対策L=220m
西幸西地区：高潮堤防L=600m
弓削地区：河道掘削V=21千m3、樹木伐採A=2千m2
熊山地区：浸透対策L=1,550m
千躰地区：河道掘削 V=22千m3、樹木伐採A =5千m2
田原下地区：浸透対策L=250m、河道掘削V=123千m3、樹木伐採
A=6千m2
益原地区：河道掘削V=12千m3　等

九蟠地区：高潮堤防（令和6年度以降完成予定）
西幸西地区：高潮堤防（令和6年度以降完成予定）
福中地区：施設耐震対策（令和2年度完成予定）
熊山地区：浸透対策（令和2年度完成予定）
千躰地区：河道掘削・樹木伐採（令和2年度完成予定）
田原下地区：浸透対策（令和2年度完成予定）　等

0.1～46

旭川 直轄管理区間　L=16.8ｋｍ 82 1,339.000 446.333

平井地区：耐震対策L=100m
内山下地区：築堤護岸L=110m
玉柏地区：施設耐震対策N=1基、施設耐水化N=1基、河道掘削
V=15千m3、樹木伐採A=9千m2
沖元地区：施設耐震対策N=1基
中川町地区：施設耐震対策N=1基
海吉地区：施設耐震対策N=1基　等

内山下地区：築堤護岸（令和4年度完成予定）　等 0.1～5.2

高梁川 直轄管理区間　L=35.4ｋｍ 946* 4,588.000 1,529.333

鶴新田地区：高潮堤防L=200m
酒津地区：浸透対策L=500m、河道掘削V=206千m3、樹木伐採
A=5千m2
川辺地区：浸透対策L=1,300m
古地地区：浸透対策L=700m、河道掘削V=289千m3、樹木伐採A=
54千m2
中原地区：河道掘削V=112千m3、樹木伐採A=44千m2　等

鶴新田地区：高潮堤防（耐震対策）（令和3年度完成予定）
酒津地区：浸透対策、河道掘削・樹木伐採（令和2年度完成予定）
川辺地区：浸透対策（令和2年度完成予定）
古地地区：浸透対策、河道掘削・樹木伐採（令和2年度完成予定）
中原地区：河道掘削・樹木伐採（令和2年度完成予定）　等

2.0～47

高梁川（大規模）
小田川合流点付替え事業区間
L=11.4ｋｍ

380** 1,204.000 361.200
柳井原地区:築堤護岸L=430m,濁水処理設備設N=1基、水位低下
工L =550m　等

－ －

河川激甚災害対策特別緊急事業費 1,549.000 464.700

高梁川（大規模） 激特区間　L=10.6km 332 1,549.000 464.700
柳井原地区：掘削V=141千m3、法面工A=1千m2、築堤護岸
L=285m、橋梁下部工N =3基　等

柳井原地区：掘削、法面工、築堤護岸、橋梁下部工、橋梁上部工（令
和5年度完成予定）　等

18～47

河川工作物関連応急対策事業費 626.600 208.866

吉井川
直轄河川管理区間　L=36.6km
排水機場改善

1.7 249.100 83.033
干田川排水機場　除塵機改善
乙子排水機場　除塵機改善

干田川排水機場　除塵機改善（令和2年度完成予定）
勢力第一排水樋門　防護柵改善（令和2年度完成予定）

1.2～1.7

旭川
直轄河川管理区間　L=16.8km
排水機場改善

2.8 344.100 114.700
百間川河口水門　管理橋改善　等
庄内川排水機場　除塵機改善

百間川河口水門　管理橋改善　等（令和2年度完成予定）
庄内川排水機場　除塵機改善（令和2年度完成予定）

0.7～2.8

高梁川
直轄河川管理区間　L=35.4km
排水機場改善

0.9 33.400 11.133 軽部排水機場　除塵機改善 軽部排水機場　除塵機改善（令和2年度完成予定） 0.7～0.9

令和２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）

令和元年度当初予算（百万円）
令和元年度事業内容 令和２年度事業内容



令和２年度  岡山県における事業計画（Ｒ２.２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 負担額

令和２年度事業
進捗見込み

（億円）
備考対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

令和元年度当初予算（百万円）
令和元年度事業内容 令和２年度事業内容

総合水系環境整備事業費 81.500 40.750

吉井川水系
直轄管理区間　L=36.6ｋｍ
（水辺整備）

吉井川水系
7

54.000 27.000 田原地区：測量設計1式、親水護岸2箇所
田原地区：緩傾斜法面整備、測量設計（令和6年度以降完成予定）
等

－～0.4

旭川水系
直轄管理区間　L=16.8ｋｍ
（水辺整備）

旭川水系
9

10.000 5.000 岡山城地区：河川管理用通路整備L=200m、事業計画検討１式
岡山城地区：親水護岸、河川管理用通路整備（令和6年度以降完成
予定）　　等

－～1.1

高梁川水系
直轄管理区間　L=35.4ｋｍ
（自然再生）

高梁川水系
5

17.500 8.750 上成（高梁川下流）地区：モニタリング調査１式、事業計画検討１式
上成（高梁川下流）地区：魚道改良、モニタリング調査（令和4年度完
成予定）　等

0.1～0.3

1,093.673 364.350

河川等災害復旧費（河川 30災） 619.806 206.395

吉井川

百枝月地区：漏水対策L=221m
寺山地区：漏水対策L=210m
吉井地区：漏水対策L=303m
大内地区：漏水対策L=181m
二日市地区：漏水対策L=126m

12 181.061 60.293

百枝月地区：漏水対策L=33m
寺山地区：漏水対策L=31m
吉井地区：漏水対策L=45m
大内地区：漏水対策L=27m
二日市地区：漏水対策L=19m

－ －

高梁川

【高梁川】
玉島上成地区：潮止堰L=100m
清音上中島地区：漏水対策L=511m
川辺地区：護岸L=100m
中原地区：漏水対策L=770m
【小田川】
箭田地区：築堤その１L=440m
箭田地区：築堤その３L=70m
服部地区：築堤L=47m

42 438.745 146.102

【高梁川】
玉島上成地区：潮止堰L=15m
清音上中島地区：漏水対策L=77m
川辺地区：護岸L=15m
中原地区：漏水対策L=115m
【小田川】
箭田地区：築堤その１L=66m
箭田地区：築堤その３L=10m
服部地区：築堤L=7m

- －

河川等災害関連事業費（河川 30災） 473.867 157.955

高梁川（大規模）
【小田川】
箭田地区：掘削L=8,000m

15 473.867 157.955
【小田川】
箭田地区：掘削L=2,200m

【小田川】
箭田地区：掘削、宮田堰（令和3年度完成予定）

～　3.3

13,688.773 4,484.532

（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、同水系の河川激甚災害対策特別緊急事業費の予算額を含んでいます。

＊＊：一般河川改修の全体事業費は、同水系の河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。

災害復旧事業

合　　　　計　



令和2年度　岡山県における事業計画（R2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

一般国道2号 倉敷立体 L=7.7km 209 2,840 947
・調査設計
・橋梁上部工、舗装工

－ －

倉敷市片島町～倉敷市船穂町
L=2.7km（4/4）
令和2年3月14日開通予定
令和元年度完了

一般国道2号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期） L=9.4ｋｍ 529 4,410 1,470
・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁下部工、トンネル工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、トンネル工

開通必要額
48～54億円程度

浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新
田
L=9.4km（2/4）
令和7年度開通予定※

※トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱
地盤対策工事等が順調に進捗した場合

一般国道2号 笠岡バイパス L=7.6ｋｍ 300 1,540 513
・調査設計
・用地補償
・改良工、橋梁下部工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁下部工

開通必要額
21～24億円程度

笠岡市西大島新田～笠岡市茂平
L=7.6km（2/4）
令和7年度開通予定※

※大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工
事等が順調に進捗した場合

一般国道53号 津山南道路 L=5.4km 220 600 200
・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工

5～7億円程度

一般国道180号 総社・一宮バイパス L=15.9ｋｍ 530 607 202
・調査設計
・改良工、橋梁上部工

・調査設計
・用地買収、用地補償
・改良工、橋梁上部工

開通必要額
5～9億円程度

総社市総社～総社市小寺
L=1.9km（2/4）
令和4年度開通予定

計 9,997 3,332 残事業費：約648億円

(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）Ｒ２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、令和元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）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

Ｒ２年度予定事業内容 Ｒ２年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模
R元年度当初

Ｒ元年度事業内容



令和2年度　岡山県における事業計画（R2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
一般国道2号
一般国道373号

- - 285 90
姫路鳥取線（佐用～西粟倉）
備前地区環境対策
志戸坂峠防災

備前地区環境対策
志戸坂峠防災

0.1～3億円程度

(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

Ｒ２年度事業進捗見込み 備　　考路線名 事業規模
R元年度当初

Ｒ元年度事業内容 Ｒ２年度予定事業内容



令和２年度　岡山県における事業計画（R2年2月）　（道路関係〔直轄〕）

（単位：百万円）

事業費 負担金

ー ー 672 224
香登西地区歩道整備
美咲町歩道整備
等

香登西地区歩道整備
美咲町歩道整備
等

ー ー 386 193 道路標識、防護柵、区画線　等 道路標識、防護柵、区画線　等

ー ー ー ー － － ー

ー ー 70 35 用吉電線共同溝 伊部電線共同溝  

1,128 452   

(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。

Ｒ２年度予定事業内容

国道2号

合　　　　計

Ｒ２年度事業進捗見込み 備考

交通安全事業
（Ⅰ種）

国道2号
国道53号

5～12億円程度

交通安全事業
（Ⅱ種）

国道2号
国道30号
国道53号
等

共同溝事業 ー

電線共同溝事業

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

Ｒ元年度当初

Ｒ元年度事業内容



【港湾整備事業】

令和元年度 令和2年度予定 令和2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
水島港国際物流ターミナル整
備事業

269 4,593 2,067
岸壁(-12m)、
航路・泊地(-12m)、
泊地(-12m)

航路・泊地(-12m) - ～ 8億円程度
令和7年度目途完成予定
※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

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 16 7 岸壁(-12m)(耐震)
航路(-12m)、
岸壁(-12m)(耐震)

-  ～ 35億円程度
令和5年度目途完成予定
※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)令和2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。

港湾関係事業令和2年度予算　事業計画通知（R2年2月）　

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

令和元年度当初
（百万円）

備考
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