
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年02月03日

計画の名称 13　晴れの国おかやま生き活きプランによる土木施設の戦略的維持管理の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 岡山県,倉敷市,津山市,玉野市,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,新見市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作市,浅口市,和気町,早島町,里庄町,矢掛町,新庄村,鏡野町,勝央町,奈義町,西粟倉村,久米南町,美咲町,吉備中央町

計画の目標 人命と暮らしを守るインフラ再構築に資する「道路の老朽化対策」により、安心で豊かさが実感できる地域の創造を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              28,341  Ａ              28,341  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28当初） （H30末） （H32末）

   1 道路施設の予防保全型の維持管理を行うための長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定率を100％にする。

長寿命修繕計画（個別施設計画）の策定 7％ 54％ 100％

Σ（策定（公表）済みの計画数）　／　Σ（策定（公表）予定の計画数）　×　１００

   2 道路法施行規則に基づく近接目視による定期点検の点検率を100％にする。

近接目視による定期点検の実施 26％ 73％ 100％

Σ（道路施設毎の点検実施箇所数）　／　Σ（道路施設毎の点検対象箇所数）　×　１００

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 溝橋長寿命化計画 溝橋点検及び修繕計画の策定 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■          25 －

R2~個別補助へ移行

A01-002 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 溝橋長寿命化計画 溝橋点検及び修繕計画の策定 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         100 －

R2~個別補助へ移行

A01-003 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 道路トンネル施設修繕計

画

ﾄﾝﾈﾙ施設の点検及び修繕計画

の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         210 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-004 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 道路トンネル施設修繕計

画

ﾄﾝﾈﾙ施設の点検及び修繕計画

の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         230 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-005 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 横断歩道橋修繕計画 横断歩道橋の点検及び修繕計

画の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■          55 －

R2~個別補助へ移行

A01-006 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 横断歩道橋修繕計画 横断歩道橋の点検及び修繕計

画の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■          25 －

R2~個別補助へ移行

1 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 道路附属物等修繕計画 門型標識等の点検及び修繕計

画の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■          50 －

R2~個別補助へ移行

A01-008 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 道路附属物等修繕計画 門型標識等の点検及び修繕計

画の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■          25 －

R2~個別補助へ移行

A01-009 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 道路のり面・土工構造物

修繕計画

シェッド、大型カルバート等

の点検及び修繕計画の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■          50 －

R2~個別補助へ移行

A01-010 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 道路のり面・土工構造物

修繕計画

シェッド、大型カルバート等

の点検及び修繕計画の策定

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■          25 －

R2~個別補助へ移行

A01-011 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 トンネル修繕 トンネル修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■  ■         545 策定済

H28～P11から移行（第1次緊急輸送道路）

A01-012 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 トンネル修繕 トンネル修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         100 策定済

R2~個別補助へ移行

2 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-013 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 トンネル修繕 トンネル修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■  ■         140 策定済

H28～P11から移行（第1,2次緊急輸送道路）

A01-014 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 トンネル修繕 トンネル修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         100 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-015 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 トンネル修繕 トンネル修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         180 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-016 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)180号外 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         370 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-017 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)181号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         850 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-018 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)182号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         590 策定済

R2~個別補助へ移行

3 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-019 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)374号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         219 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-020 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)313号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         450 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-021 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)486号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         350 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-022 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)429号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■         257 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-023 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)313号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          37 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-024 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)180号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          50 策定済

R2~個別補助へ移行

4 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-025 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)486号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■         145 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-026 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)寒河本庄岡山線外 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■       1,301 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-027 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)倉敷美袋線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         150 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-028 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)作東大原線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         150 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-029 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)玉野福田線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         160 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-030 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)垂水追分線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         562 策定済

R2~個別補助へ移行

5 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-031 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)垂水追分線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         293 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-032 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)寒河本庄岡山線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■          60 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-033 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)高梁旭線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          40 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-034 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)津山加茂線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         169 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-035 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)新見日南線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■          40 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-036 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)栗谷美甘線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■       1,620 策定済

R2~個別補助へ移行

6 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-037 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)金屋国分寺線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          80 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-038 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)上籾神目停車場線ほ

か

橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■          24 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-039 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)玉野福田線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         800 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-040 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)倉敷飽浦線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■          48 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-041 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 橋梁長寿命化計画 橋梁点検及び修繕計画の策定 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■         841 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-042 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 橋梁長寿命化計画 橋梁点検及び修繕計画の策定 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■  ■       1,460 策定済

R2~個別補助へ移行

7 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-043 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=5909橋

倉敷市  ■  ■  ■  ■         698 －

R2~個別補助へ移行

A01-044 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)田の口赤崎線　ほか 橋梁補修　N=22橋 倉敷市  ■  ■  ■         563 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-045 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)茶屋児島自転車道１

号線　ほか

橋梁補修　N=2橋 倉敷市  ■  ■          15 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-046 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)三田五軒屋海岸通２

号線　ほか

橋梁補修　N=7橋 倉敷市  ■  ■          23 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-047 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)駅前古城池霞橋線　

ほか

橋梁補修　N=9橋 倉敷市  ■          77 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-048 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)児島下の町８９線　

ほか

橋梁補修　N=134橋 倉敷市  ■  ■         586 策定済

R2~個別補助へ移行

8 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-049 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 門型標識の長寿命化修繕

計画策定事業

門型標識の点検及び個別施設

計画の策定　N=7基

倉敷市  ■  ■           4 －

R2~個別補助へ移行

A01-050 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 横断歩道橋の長寿命化修

繕計画策定事業

横断歩道橋の点検及び個別施

設計画の策定　N=28橋

倉敷市  ■  ■  ■          18 －

R2~個別補助へ移行

A01-051 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 大型カルバートの長寿命

化修繕計画策定事業

大型ｶﾙﾊﾞｰﾄの点検及び個別施

設計画の策定　N=6箇所

倉敷市  ■  ■           6 －

R2~個別補助へ移行

A01-052 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

ﾄﾝﾈﾙの点検及び個別施設計画

の策定　N=10本

倉敷市  ■          36 －

R2~個別補助へ移行

A01-053 道路 一般 津山市 直接 津山市 市町村

道

修繕 （１）井口小田中線　ほ

か

橋梁補修　N=12橋 津山市  ■  ■  ■  ■         290 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-054 道路 一般 津山市 直接 津山市 市町村

道

修繕 （１）皿二宮線　ほか 橋梁補修　N=2橋 津山市  ■  ■         100 策定済

R2~個別補助へ移行

9 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-055 道路 一般 津山市 直接 津山市 市町村

道

修繕 （１）中央線　ほか 橋梁補修　N=20橋 津山市  ■          75 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-056 道路 一般 津山市 直接 津山市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=1335橋

津山市  ■  ■  ■  ■         205 －

R2~個別補助へ移行

A01-057 道路 一般 玉野市 直接 玉野市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定N=516橋

玉野市  ■  ■  ■  ■          76 －

R2~個別補助へ移行

A01-058 道路 一般 玉野市 直接 玉野市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=4箇所

玉野市  ■  ■  ■  ■           6 －

R2~個別補助へ移行

A01-059 道路 一般 玉野市 直接 玉野市 市町村

道

修繕 横断歩道橋の長寿命化修

繕計画策定事業

横断歩道橋の点検及び個別施

設計画の策定　N=1箇所

玉野市  ■  ■  ■           6 －

R2~個別補助へ移行

A01-060 道路 一般 笠岡市 直接 笠岡市 市町村

道

修繕 (他)甲弩10号線ほか 橋梁補修　N=27橋 笠岡市  ■  ■  ■  ■         330 策定済

R2~個別補助へ移行

10 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-061 道路 一般 笠岡市 直接 笠岡市 市町村

道

修繕 (他)笠岡湾干拓6号線　ほ

か

橋梁補修　N=3橋 笠岡市  ■  ■  ■          77 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-062 道路 一般 笠岡市 直接 笠岡市 市町村

道

修繕 (１)助実門田線　ほか 橋梁補修　N=63橋 笠岡市  ■  ■  ■         176 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-063 道路 一般 笠岡市 直接 笠岡市 市町村

道

修繕 (２)笠岡中央線 トンネル修繕　N=1本 笠岡市  ■  ■         288 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-064 道路 一般 笠岡市 直接 笠岡市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=772橋

笠岡市  ■  ■  ■  ■         178 －

R2~個別補助へ移行

A01-065 道路 一般 笠岡市 直接 笠岡市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=1本

笠岡市  ■           8 －

R2~個別補助へ移行

A01-066 道路 一般 笠岡市 直接 笠岡市 市町村

道

修繕 大型カルバートの長寿命

化修繕計画策定業務

大型カルバートの点検及び個

別施設計画の策定　N=3本

笠岡市  ■           2 －

R2~個別補助へ移行

11 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-067 道路 一般 井原市 直接 井原市 市町村

道

修繕 (１)表通り線 ほか 橋梁補修　N=57橋 井原市  ■  ■  ■  ■         471 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-068 道路 一般 井原市 直接 井原市 市町村

道

修繕 (２)金鴫上町線 ほか 橋梁補修　N=330橋 井原市  ■  ■  ■         227 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-069 道路 一般 井原市 直接 井原市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=510橋

井原市  ■  ■  ■  ■         104 －

R2~個別補助へ移行

A01-070 道路 一般 総社市 直接 総社市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=824橋

総社市  ■  ■          82 －

R2~個別補助へ移行

A01-071 道路 一般 総社市 直接 総社市 市町村

道

修繕 横断歩道橋の長寿命化修

繕計画策定事業

横断歩道橋の点検及び個別施

設計画の策定　N=3橋

総社市  ■           6 －

R2~個別補助へ移行

A01-072 道路 一般 総社市 直接 総社市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=1箇所

総社市  ■           2 －

R2~個別補助へ移行

12 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-073 道路 一般 高梁市 直接 高梁市 市町村

道

修繕 (他)新町１号線ほか 橋梁補修　N=2橋 高梁市  ■  ■          24 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-074 道路 一般 高梁市 直接 高梁市 市町村

道

修繕 (他)出口狐谷線ほか 橋梁補修　N=12橋 高梁市  ■  ■  ■          86 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-075 道路 一般 高梁市 直接 高梁市 市町村

道

修繕 (2)大久保富山線ほか 橋梁補修　N=15橋 高梁市  ■  ■  ■          45 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-076 道路 一般 高梁市 直接 高梁市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=666橋

高梁市  ■  ■  ■  ■         158 －

R2~個別補助へ移行

A01-077 道路 一般 高梁市 直接 高梁市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=2箇所

高梁市  ■           3 －

R2~個別補助へ移行

A01-078 道路 一般 新見市 直接 新見市 市町村

道

修繕 (他)浄水場線ほか 橋梁補修　N=16橋 新見市  ■  ■  ■  ■         176 策定済

R2~個別補助へ移行

13 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-079 道路 一般 新見市 直接 新見市 市町村

道

修繕 (２)田元上寺元線ほか 橋梁補修　N=26橋 新見市  ■  ■  ■         161 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-080 道路 一般 新見市 直接 新見市 市町村

道

修繕 (一)千屋実大佐線 橋梁更新（千屋橋） 新見市  ■          17 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-081 道路 一般 新見市 直接 新見市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=889橋

新見市  ■  ■  ■  ■         219 －

R2~個別補助へ移行

A01-082 道路 一般 新見市 直接 新見市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=6箇所

新見市  ■           8 －

R2~個別補助へ移行

A01-083 道路 一般 備前市 直接 備前市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=502橋

備前市  ■  ■  ■  ■         145 －

R2~個別補助へ移行

A01-084 道路 一般 備前市 直接 備前市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=1箇所

備前市  ■           2 －

R2~個別補助へ移行

14 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-085 道路 一般 瀬戸内市 直接 瀬戸内市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=580橋

瀬戸内市  ■  ■  ■  ■         102 －

R2~個別補助へ移行

A01-086 道路 一般 瀬戸内市 直接 瀬戸内市 市町村

道

修繕 （他）山浦線　ほか 橋梁補修　N=25橋 瀬戸内市  ■  ■  ■  ■          37 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-087 道路 一般 瀬戸内市 直接 瀬戸内市 市町村

道

修繕 （１）西浜6号線　ほか 橋梁補修　N=23橋 瀬戸内市  ■  ■  ■          85 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-088 道路 一般 瀬戸内市 直接 瀬戸内市 市町村

道

修繕 （他）小向5号線 橋梁更新（小向橋） 瀬戸内市  ■  ■          17 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-089 道路 一般 瀬戸内市 直接 瀬戸内市 市町村

道

修繕 （他）土師38号線 橋梁更新（薮間橋） 瀬戸内市  ■           4 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-090 道路 一般 赤磐市 直接 赤磐市 市町村

道

修繕 (他)西仁保線　ほか 橋梁補修　N=2橋 赤磐市  ■  ■  ■          33 策定済

R2~個別補助へ移行

15 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-091 道路 一般 赤磐市 直接 赤磐市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=569橋

赤磐市  ■  ■  ■  ■         133 －

R2~個別補助へ移行

A01-092 道路 一般 真庭市 直接 真庭市 市町村

道

修繕 (他)龍頭・美田野線　ほ

か

橋梁補修　N=3橋 真庭市  ■  ■  ■  ■         211 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-093 道路 一般 真庭市 直接 真庭市 市町村

道

修繕 （一）湯本目地線　ほか 橋梁補修　N=9橋 真庭市  ■  ■          44 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-094 道路 一般 真庭市 直接 真庭市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=1048橋

真庭市  ■  ■  ■  ■         242 －

R2~個別補助へ移行

A01-095 道路 一般 真庭市 直接 真庭市 市町村

道

修繕 (他)落合橋駅裏線 橋梁補修　N=1橋 真庭市  ■  ■         186 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-096 道路 一般 真庭市 直接 真庭市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=3箇所

真庭市  ■  ■  ■           4 －

R2~個別補助へ移行

16 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-097 道路 一般 美作市 直接 美作市 市町村

道

修繕 (１)朽木入田線　ほか 橋梁補修 N=11橋 美作市  ■  ■  ■  ■         270 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-098 道路 一般 美作市 直接 美作市 市町村

道

修繕 (１)中町宮本線　ほか 橋梁補修 N=3橋 美作市  ■          83 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-099 道路 一般 美作市 直接 美作市 市町村

道

修繕 (他)竹田12号線　ほか 橋梁補修 N=2橋 美作市  ■  ■          26 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-100 道路 一般 美作市 直接 美作市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=816橋

美作市  ■  ■  ■  ■         220 －

R2~個別補助へ移行

A01-101 道路 一般 美作市 直接 美作市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=1箇所

美作市  ■           3 －

R2~個別補助へ移行

A01-102 道路 一般 浅口市 直接 浅口市 市町村

道

修繕 (他)犬飼本庄線ほか 橋梁補修　N=6橋 浅口市  ■  ■  ■  ■         146 策定済

R2~個別補助へ移行

17 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-103 道路 一般 浅口市 直接 浅口市 市町村

道

修繕 (他)大谷胡麻屋線 橋梁補修　N=1橋 浅口市  ■  ■          50 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-104 道路 一般 浅口市 直接 浅口市 市町村

道

修繕 (他)寄島611号線　ほか 橋梁補修　N=12橋 浅口市  ■  ■  ■          43 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-105 道路 一般 浅口市 直接 浅口市 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=415橋

浅口市  ■  ■  ■  ■          93 －

R2~個別補助へ移行

A01-106 道路 一般 浅口市 直接 浅口市 市町村

道

修繕 横断歩道橋の長寿命化修

繕計画策定事業

横断歩道橋の点検及び個別施

設計画の策定　N=45橋

浅口市  ■  ■  ■  ■          55 －

R2~個別補助へ移行

A01-107 道路 一般 浅口市 直接 浅口市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=1箇所

浅口市  ■           4 －

R2~個別補助へ移行

A01-108 道路 一般 浅口市 直接 浅口市 市町村

道

修繕 (他)駅西跨線橋線 横断歩道橋補修　N=1橋 浅口市  ■           5 策定済

R2~個別補助へ移行

18 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-109 道路 一般 和気町 直接 和気町 市町村

道

修繕 (他)福富出口5号線　ほか 橋梁補修　12橋 和気町  ■  ■          52 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-110 道路 一般 和気町 直接 和気町 市町村

道

修繕 (他)青山栃谷線　ほか 橋梁補修　12橋 和気町  ■         102 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-111 道路 一般 和気町 直接 和気町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=277橋

和気町  ■  ■  ■  ■          58 －

R2~個別補助へ移行

A01-112 道路 一般 早島町 直接 早島町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=194橋

早島町  ■  ■  ■  ■          27 －

R2~個別補助へ移行

A01-113 道路 一般 里庄町 直接 里庄町 市町村

道

修繕 (他)新庄623号線　ほか 橋梁補修　N=2橋 里庄町  ■          54 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-114 道路 一般 里庄町 直接 里庄町 市町村

道

修繕 (他)新庄43号線　ほか 橋梁補修　N=2橋 里庄町  ■  ■          57 策定済

R2~個別補助へ移行

19 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-115 道路 一般 里庄町 直接 里庄町 市町村

道

修繕 (他)新庄624号線 橋梁補修　N=1橋 里庄町  ■           7 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-116 道路 一般 里庄町 直接 里庄町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=75橋

里庄町  ■  ■  ■  ■          10 －

R2~個別補助へ移行

A01-117 道路 一般 里庄町 直接 里庄町 市町村

道

修繕 横断歩道橋の長寿命化修

繕計画策定事業

横断歩道橋の点検及び個別施

設計画の策定　N=3橋

里庄町  ■  ■  ■  ■          11 －

R2~個別補助へ移行

A01-118 道路 一般 矢掛町 直接 矢掛町 市町村

道

修繕 (１)江良山手線 橋梁補修  1橋 矢掛町  ■          31 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-119 道路 一般 矢掛町 直接 矢掛町 市町村

道

修繕 (１)小田中央線 橋梁補修  1橋 矢掛町  ■  ■          14 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-120 道路 一般 矢掛町 直接 矢掛町 市町村

道

修繕 (１)行部市場線 ほか 橋梁補修  2橋 矢掛町  ■          21 策定済

R2~個別補助へ移行

20 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-121 道路 一般 矢掛町 直接 矢掛町 市町村

道

修繕 (１)田町北田線 ほか 橋梁補修  2橋 矢掛町  ■  ■          35 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-122 道路 一般 矢掛町 直接 矢掛町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=281橋

矢掛町  ■  ■  ■  ■          26 －

R2~個別補助へ移行

A01-123 道路 一般 矢掛町 直接 矢掛町 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=1箇所

矢掛町  ■           2 －

R2~個別補助へ移行

A01-124 道路 一般 新庄村 直接 新庄村 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=54橋

新庄村  ■  ■  ■  ■          14 －

R2~個別補助へ移行

A01-125 道路 一般 新庄村 直接 新庄村 市町村

道

修繕 (２)大所線 橋梁補修　N=1橋 新庄村  ■          20 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-126 道路 一般 新庄村 直接 新庄村 市町村

道

修繕 (１)町中線 橋梁補修　N=1橋 新庄村  ■  ■          13 策定済

R2~個別補助へ移行

21 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-127 道路 一般 鏡野町 直接 鏡野町 市町村

道

修繕 (１)沢田原線 ほか 橋梁補修　N=5橋 鏡野町  ■  ■  ■  ■         199 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-128 道路 一般 鏡野町 直接 鏡野町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=443橋

鏡野町  ■  ■  ■  ■          71 －

R2~個別補助へ移行

A01-129 道路 一般 勝央町 直接 勝央町 市町村

道

修繕 (他)町道尾堂線　ほか 橋梁補修 N=4橋 勝央町  ■  ■  ■          35 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-130 道路 一般 勝央町 直接 勝央町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=133橋

勝央町  ■  ■  ■  ■          40 －

R2~個別補助へ移行

A01-131 道路 一般 奈義町 直接 奈義町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=205橋

奈義町  ■  ■  ■  ■          26 －

R2~個別補助へ移行

A01-132 道路 一般 西粟倉村 直接 西粟倉村 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=54橋

西粟倉村  ■  ■  ■  ■          15 －

R2~個別補助へ移行

22 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-133 道路 一般 西粟倉村 直接 西粟倉村 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

トンネルの点検及び個別施設

計画の策定　N=1箇所

西粟倉村  ■           2 －

R2~個別補助へ移行

A01-134 道路 一般 久米南町 直接 久米南町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=139橋

久米南町  ■  ■  ■  ■          25 －

R2~個別補助へ移行

A01-135 道路 一般 美咲町 直接 美咲町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=491橋

美咲町  ■  ■  ■          55 －

R2~個別補助へ移行

A01-136 道路 一般 美咲町 直接 美咲町 市町村

道

修繕 シェッドの長寿命化修繕

計画策定事業

ｼｪｯﾄﾞの点検及び個別施設計

画の策定　N=1箇所

美咲町  ■           5 －

R2~個別補助へ移行

A01-137 道路 一般 美咲町 直接 美咲町 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定事業

ﾄﾝﾈﾙの点検及び個別施設計画

の策定  N=1箇所

美咲町  ■           7 －

R2~個別補助へ移行

A01-138 道路 一般 吉備中央

町

直接 吉備中央町 市町村

道

修繕 橋梁の長寿命化修繕計画

策定事業

橋梁の点検及び個別施設計画

の策定　N=312橋

吉備中央町  ■  ■  ■  ■          50 －

R2~個別補助へ移行

23 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-139 道路 一般 吉備中央

町

直接 吉備中央町 市町村

道

修繕 (他)土生線　ほか 橋梁補修　N=5橋 吉備中央町  ■  ■  ■  ■          24 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-140 道路 一般 吉備中央

町

直接 吉備中央町 市町村

道

修繕 (他)東村線 ほか 橋梁補修　N=20橋 吉備中央町  ■  ■  ■          67 策定済

橋長15m未満、R2～個別補助へ移行

A01-141 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 溝橋修繕 溝橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          50 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

A01-142 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 溝橋修繕 溝橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          30 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

A01-143 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 溝橋修繕 溝橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          10 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-144 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 溝橋修繕 溝橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          20 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

24 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-145 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 溝橋修繕 溝橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          50 策定済

R2～個別補助へ移行（第2次緊急輸送道路）

A01-146 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 溝橋修繕 溝橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          40 策定済

R2～個別補助へ移行（第3次緊急輸送道路）

A01-147 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 溝橋修繕 溝橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          70 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-148 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         120 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

A01-149 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         100 策定済

R2～個別補助へ移行（第2次緊急輸送道路）

A01-150 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          40 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

25 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-151 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          80 策定済

R2～個別補助へ移行（第2次緊急輸送道路）

A01-152 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          40 策定済

R2～個別補助へ移行（第3次緊急輸送道路）

A01-153 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 横断歩道橋修繕 横断歩道橋修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■         120 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-154 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 門型標識修繕 門型標識修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          14 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

A01-155 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 門型標識修繕 門型標識修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■           2 策定済

R2～個別補助へ移行（第2次緊急輸送道路）

A01-156 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 門型標識修繕 門型標識修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■           2 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

26 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-157 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 門型標識修繕 門型標識修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■           5 策定済

R2～個別補助へ移行（第2次緊急輸送道路）

A01-158 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 門型標識修繕 門型標識修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■           3 策定済

R2～個別補助へ移行（第3次緊急輸送道路）

A01-159 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 門型標識修繕 門型標識修繕 県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          10 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-160 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 シェッド、大型カルバー

ト等修繕

シェッド、大型カルバート等

修繕

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          50 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路）

A01-161 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 シェッド、大型カルバー

ト等修繕

シェッド、大型カルバート等

修繕

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■           5 策定済

R2～個別補助へ移行（第2次緊急輸送道路）

A01-162 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 シェッド、大型カルバー

ト等修繕

シェッド、大型カルバート等

修繕

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          30 策定済

R2～個別補助へ移行（第2次緊急輸送道路）

27 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-163 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 シェッド、大型カルバー

ト等修繕

シェッド、大型カルバート等

修繕

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■           5 策定済

R2～個別補助へ移行（第3次緊急輸送道路）

A01-164 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 シェッド、大型カルバー

ト等修繕

シェッド、大型カルバート等

修繕

県内全域(岡山

市を除く)

 ■  ■  ■          20 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-165 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)羽島四十瀬線 トンネル修繕　N=1本 倉敷市  ■          29 策定済

R2~個別補助へ移行

A01-166 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)駅前古城池霞橋線　

ほか

トンネル修繕　N=2本 倉敷市  ■         191 策定済

R2～個別補助へ移行（2次緊急輸送道路）

A01-167 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (他)扇の嵶線　ほか トンネル修繕　N=7本 倉敷市  ■  ■  ■         243 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-168 道路 一般 総社市 直接 総社市 市町村

道

修繕 船山下向線ほか 橋梁補修　Ｎ＝23橋 総社市  ■  ■          41 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m以上）

28 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-169 道路 一般 総社市 直接 総社市 市町村

道

修繕 山田本線ほか 橋梁補修　Ｎ＝126橋 総社市  ■  ■          32 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-170 道路 一般 美作市 直接 美作市 市町村

道

修繕 大型カルバートの長寿命

化修繕計画策定業務

大型カルバートの点検及び個

別施設計画の策定　N=1本

美作市  ■           1 －

R2～個別補助へ移行

A01-171 道路 一般 早島町 直接 早島町 市町村

道

修繕 （他）310号線ほか 橋梁補修　N＝2橋 早島町  ■  ■  ■          11 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-172 道路 一般 西粟倉村 直接 西粟倉村 市町村

道

修繕 (他)宮前線　ほか 橋梁補修　N=1橋 西粟倉村  ■  ■  ■          31 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m以上）

A01-173 道路 一般 西粟倉村 直接 西粟倉村 市町村

道

修繕 (他)宮前線　ほか 橋梁補修　N=2橋 西粟倉村  ■  ■  ■          21 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-174 道路 一般 西粟倉村 直接 西粟倉村 市町村

道

修繕 (他)粟倉線 トンネル修繕　N=1本 西粟倉村  ■  ■  ■          64 策定済

R2～個別補助へ移行

29 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-175 道路 一般 吉備中央

町

直接 吉備中央町 市町村

道

修繕 大型カルバートの長寿命

化修繕計画策定事業

大型カルバートの点検及び個

別施設計画の策定　N=1箇所

吉備中央町  ■  ■           1 －

R2～個別補助へ移行

A01-176 道路 一般 備前市 直接 備前市 市町村

道

修繕 (他)川内線　ほか 橋梁補修　N=2橋 備前市  ■  ■  ■          19 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m以上）

A01-177 道路 一般 備前市 直接 備前市 市町村

道

修繕 (他)東深谷線　ほか 橋梁補修　N=25橋 備前市  ■  ■  ■          87 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-178 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (１)三田五軒屋海岸通２

号線　ほか

大型カルバート修繕　N=3基 倉敷市  ■  ■          17 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-179 道路 一般 倉敷市 直接 倉敷市 市町村

道

修繕 (１)寿町19号線　ほか 横断歩道橋修繕　N=5橋 倉敷市  ■  ■          88 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-180 道路 一般 津山市 直接 津山市 市町村

道

修繕 トンネルの長寿命化修繕

計画策定

ﾄﾝﾈﾙの点検及び個別施設計画

の策定  N=1本

津山市  ■           2 －

R2～個別補助へ移行

30 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-181 道路 一般 津山市 直接 津山市 市町村

道

修繕 横断歩道橋の長寿命化修

繕計画策定

横断歩道橋の点検及び個別施

設計画の策定  N=5橋

津山市  ■           3 －

R2～個別補助へ移行

A01-182 道路 一般 玉野市 直接 玉野市 市町村

道

修繕 (他)渋川45号線ほか 橋梁補修　N=3橋 玉野市  ■  ■          26 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-183 道路 一般 総社市 直接 総社市 市町村

道

修繕 (１)滝の端草田本線 シェッド修繕　N=2基 総社市  ■           7 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-184 道路 一般 高梁市 直接 高梁市 市町村

道

修繕 (他)城山線　ほか トンネル修繕　N=2本 高梁市  ■  ■          33 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-185 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)180号ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         100 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-186 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)岡山倉敷線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         300 策定済

R2～個別補助へ移行

31 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-187 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)西方巨瀬線ほか 橋梁補修 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         100 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-188 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)484号 橋梁耐震化 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         300 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路 ）

A01-189 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)313号ほか 橋梁耐震化 県内全域(岡山

市を除く)

 ■       1,316 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-190 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 修繕 (国)179号ほか 橋梁耐震化 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         337 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路 ）

A01-191 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (一)藤戸連島線 橋梁耐震化 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         530 策定済

R2～P25へ移行（第1次緊急輸送道路 ）

A01-192 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)飯井宿線 橋梁耐震化 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         400 策定済

R2～個別補助へ移行（第1次緊急輸送道路 ）

32 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-193 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)倉敷美袋線 橋梁耐震化 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         746 策定済

R2～P25へ移行（第1次緊急輸送道路 ）

A01-194 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

修繕 (主)新見勝山線ほか 橋梁耐震化 県内全域(岡山

市を除く)

 ■         113 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-195 道路 一般 瀬戸内市 直接 瀬戸内市 市町村

道

修繕 (２)田淵西谷線 橋梁更新（今城40号橋） 瀬戸内市  ■          12 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-196 道路 一般 瀬戸内市 直接 瀬戸内市 市町村

道

修繕 (他)田淵西谷線 橋梁更新（今城41号橋） 瀬戸内市  ■           1 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-197 道路 一般 鏡野町 直接 鏡野町 市町村

道

修繕 稲荷線ほか 橋梁修繕　N=5橋 鏡野町  ■         150 策定済

R2～個別補助へ移行

A01-198 道路 一般 勝央町 直接 勝央町 市町村

道

修繕 (他)前田本線ほか 橋梁補修　N=3橋 勝央町  ■          25 策定済

R2～個別補助へ移行

33 案件番号： 0000154853



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-199 道路 一般 赤磐市 直接 赤磐市 市町村

道

修繕 (他)上仁保１号線 橋梁更新（上仁保１号線１号

橋）

赤磐市  ■           9 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

A01-200 道路 一般 勝央町 直接 勝央町 市町村

道

修繕 (２)町道大沢線ほか 橋梁修繕　N=5橋　 勝央町  ■          13 策定済

R2～個別補助へ移行（橋長15m未満）

 小計      28,341

合計      28,341

34 案件番号： 0000154853



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30

配分額 (a)                     741                     749                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     741                     749                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0                     183                       0

支払済額 (e)                     558                     772                       0

翌年度繰越額 (f)                     183                     160                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000154853


