
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和05年01月20日

計画の名称 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）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 岡山県

計画の目標 平成１６年に既往最高潮位を記録した台風第１６号により浸水被害が発生した海岸について、高潮対策を実施し、県民の安全安心を確保する。

岡山沿岸海岸保全基本計画に基づき、高潮対策、老朽化対策、津波対策等を実施し、沿岸住民が安心して暮らせる地域社会の基盤を整備する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,790  Ａ               4,790  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

令和２年度 令和４年度末 令和６年度末

   1 ・高潮対策により、平成１６年台風第１６号と同規模の高潮が発生した場合における浸水家屋解消、・老朽化対策により、海岸保全施設が破損・倒壊した場合における浸水家屋解消

高潮・津波・老朽化対策による浸水が解消される浸水家屋数 0戸 488戸 522戸

   2 ・津波又は高潮発生時の防災機能の確保及び地域住民等の避難体制の拡充・強化の推進

高潮・津波・老朽化対策により浸水が解消される浸水面積 0ha 23ha 25ha

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 － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 － 避難行動要支援者名簿の提供 －

1 案件番号： 0000453736



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

海岸事業 A09-001 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 水国 三蟠九蟠海岸高潮対策事

業

耐震護岸工L=2200m 岡山市  ■  ■  ■  ■  ■       2,320 47.0 －

A09-002 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 津高 水国 岡南海岸津波・高潮危機

管理対策緊急事業

耐震補強工L=400m、浸水想定

区域調査、海岸保全基本計画

変更

岡山市  ■  ■  ■  ■  ■         640 26.9 －

A09-003 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 水国 後閑西海岸高潮対策事業 耐震護岸工L=780m 玉野市  ■  ■  ■  ■  ■         510 4.4 －

A09-004 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 水国 赤崎海岸高潮対策事業 耐震護岸工L=622m 倉敷市  ■  ■         270 128.9 －

A09-005 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 水国 唐琴海岸高潮対策事業 耐震護岸工L=300m 倉敷市  ■  ■  ■  ■  ■         370 7.5 －

A09-006 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 老朽化 水国 三蟠九蟠海岸堤防等老朽

化対策緊急事業

水門１基 岡山市  ■  ■          80 策定済

A09-007 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 水国 岡南海岸高潮対策事業 護岸工L=400m 岡山市  ■         200 26.9 －

1 案件番号： 0000453736



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

海岸事業 A09-008 海岸 一般 岡山県 直接 岡山県 高潮 水国 金浦海岸高潮対策事業 護岸工L=2,340m 笠岡市  ■  ■         400 64.7 －

 小計       4,790

合計       4,790

2 案件番号： 0000453736



令和２年度～令和６年度（５年間）

計画の名称 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）

計画の期間

社会資本整備総合交付金計画　位置図

Ａ０９－００8［新規］

金浦海岸高潮対策事業

Ａ０９－００４［継続］

赤崎海岸高潮対策事業

Ａ０９－００３［継続］

後閑西海岸高潮対策事業

Ａ０９－００２［継続］

岡南海岸津波・高潮危機管理対策緊急事業

Ａ０９－００７［継続］

岡南海岸高潮対策事業

Ａ０９－００１［継続］

三蟠九蟠海岸高潮対策事業

Ａ０９－００６［継続］

三蟠九蟠海岸堤防等老朽化対策緊急事業

Ａ０９－００５［継続］

唐琴海岸高潮対策事業




