
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年02月04日

計画の名称 備後圏域連携中枢都市圏における広域的な産業物流活性化計画

計画の期間   平成２９年度 ～   平成３３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 岡山県

計画の目標 備後圏域連携中枢都市圏は、中国地方全体の経済成長を牽引し、住民が安心して豊かな暮らしを営むことを目的に、平成27年に連携協定を締結し、福山市を連携中枢都市とした６市２町から形成される都市圏である。本都市圏は、広島空港のほか

重点港湾の福山港や重要港湾の尾道糸崎港等の国際物流拠点を有し、圏域の大部分が備後地区工業特別整備地域にも指定されていたことから、鉄鋼や造船など重工業、繊維業や木工業が成長し、瀬戸内海地域における中核的な工業拠点として発展し

てきた。それに伴い、農業・工業技術系の試験研究機関を始め、大学研究機関など、幅広い分野における産業支援拠点が確立された。加えて、平成26年度の中国横断自動車道尾道松江線の全線開通により、山陽自動車道や西瀬戸自動車道とつなが

る高速道路ネットワークが形成されたことや、更に高速道路網を補完する地域高規格道路の整備が、現在、国において進められており、国道２号玉島・笠岡道路及び笠岡バイパスが完成すれば、笠岡東IC（仮称）や笠岡西IC（仮称）の利用によ

り、この地域の経済を牽引する産業拠点へのアクセスが大幅に改善されることから、圏域の経済活動は今後も更なる発展が期待される。これら圏域の強みを活かしながら、年間粗鋼生産量が全国第１位を誇る鉄鋼業や欧米市場から高い評価を受けて

いる繊維事業等、世界有数の工業製品に関する広域的な事業活動を支援するために、広域的な物流結節点と産業集積地及び産業集積地相互のアクセス性を高め物流の効率化に資する基盤整備を推進することで、産業活動の競争力を向上させる。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,620  Ａ               1,620  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

H25 H31末 H33末

   1 【広島県・岡山県　共通目標】備後圏域連携中枢都市圏における製造品出荷額を32,600億円以上とする。

【広島県・岡山県　共通目標】製造品出荷額等 32600億円 32600億円 32600億円

計画最終年次の備後圏域連携中枢都市圏における製造品出荷額を現状維持以上とする。（工業統計調査ベース）

   2 【岡山県】備後圏域連携中枢都市圏（岡山県内）における製造業従事者数を10,658人以上とする。

【岡山県】製造業従事者数 10658人 10658人 10658人

計画最終年次の備後圏域連携中枢都市圏（岡山県内）における製造業従事者数を現状以上とする。（工業統計調査ベース）

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

その他事項については、備考-1に記載。

1 案件番号： 0000059381



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 H29 H30 H31 H32 H33 （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

広域連携事業 A11-001 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）山口押撫線（篠坂

工区）

現道拡幅　L=1,890m 笠岡市  ■  ■  ■  ■  ■         560 －

A11-002 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）山口押撫線（入田

工区）

現道拡幅　L=220m 笠岡市  ■  ■  ■  ■  ■         120 －

A11-003 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）園井里庄線 バイパス　L=1,000m 笠岡市  ■  ■  ■  ■  ■         650 －

A11-004 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）大島中新庄線（1工

区）

バイパス　L=250m 笠岡市  ■  ■  ■          80 －

A11-005 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）大島中新庄線（2工

区）

バイパス　L=400m 笠岡市  ■  ■          80 －

A11-006 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）大島中新庄線（3工

区）

現道拡幅　L=290m 笠岡市  ■  ■  ■          40 －

1 案件番号： 0000059381



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 H29 H30 H31 H32 H33 （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

広域連携事業 A11-007 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）芳井油木線 現道拡幅　L=130m 井原市  ■  ■          90 －

A11-008 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）笠岡美星線（A工区

）

現道拡幅　L=280m 井原市  ■  ■           0 －

A11-009 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （一）笠岡美星線（B工区

）

現道拡幅　L=520m 井原市  ■  ■           0 －

 小計       1,620

合計       1,620

2 案件番号： 0000059381



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29

配分額 (a)                      36

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                      36

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                      28

翌年度繰越額 (f)                       8

うち未契約繰越額(g)                       0

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       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： 0000059381



拠点施設
重点地区

連携内容
進め方

①
②
③
④
⑤

　　　　　関係都道府県との連携の内容、進め方
圏域の産業活動の競争力向上に資する，広域的な物流結節点と産業集積地及び産業集積地相互のアクセス性を高める道路の整備等を推進し，物流の効率化を図る。
広島県，岡山県と担当者が集まる会議を設置し，各県の取組状況に関する情報交換や今後の方針等について検討を加える。

整備方針 整備方針に合致する主な事業
（基）現道拡幅６箇所，ＢＰ整備３箇所広域的な物流結節点と産業集積地及び産業集積地相互のアクセス性を高め物流の効率化を図る

　　　　　（参考）交付対象事業に関連して実施される主な事業

・国道２号　笠岡バイパス　L=7.6km　笠岡市西大島新田～笠岡市茂平（事業主体：国土交通省）

（備考-1）整備計画関連事項

　　　　　事業概要

　　　　　計画の評価の実施予定
中間：平成３２年９月予定、事後：平成３４年９月予定
　　　　　拠点施設・重点地区

茂平工業団地群，笠岡中央内陸工業団地，四季が丘団地，木之子工業団地，東江原工業団地、高月工業団地，宮ノ谷工業団地、青佐工業地域（寄島干拓地）

・びんご圏域ビジョンでの取組
・国道２号　玉島・笠岡道路Ⅱ期　L=9.4km　浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田（事業主体：国土交通省）

　　　　　その他



（備考-2）参考図面（社会資本総合整備計画　広域連携事業）

計画の名称 備後圏域連携中枢都市圏における広域的な産業物流活性化計画

計画の期間 平成29年度～平成33年度（5年間） 岡山県（広島県と連携）交付対象
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事前評価チェックシート

 計画の名称： 備後圏域連携中枢都市圏における広域的な産業物流活性化計画

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①基本方針・上位計画等との適合等　１）基本方針と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
①基本方針・上位計画等との適合等　２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②目標と広域的特定活動及び拠点施設との関係　１）広域的特定活動により、目標達成の可能性が高い。 〇

I． 目標の妥当性
②目標と広域的特定活動及び拠点施設との関係　２）広域的特定活動の拠点としての拠点施設の位置づけが妥当である。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　４）拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤計画の具体性　１）拠点施設で広域的特定活動が実施される見込みが高い。 〇

III．計画の実現可能性
⑤計画の具体性　２）拠点施設整備を新たに行う場合、その蓋然性が高い。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　１）民間事業者等の多様な主体との連携が図られている。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　２）事業実施のための環境整備が図られている。 〇

1  案件番号：0000059381



広域的地域活性化基盤整備計画（参考書類）
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参考書類目次

○ 拠点施設（参考書類１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ～ １７

○ 拠点施設・重点地区（参考書類２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ ～ ２２

○ 交付限度額算定表（参考書類３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ ～ ２４

○ 事業概要シート（参考書類５）

○ 道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５

○ 道路概要図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ ～ ３０



（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本箇所は、現在多数の企業が立地している上、笠岡港（港町地区）工業用地では、現在も「晴れの国おかやま！企業立地ガイド」により分譲用地として売
り出し中であり、道路整備も併せて実施することで、その拠点性・生産性を高めることができるため。また、国においても国道２号（笠岡バイパス、玉島・笠岡
バイパス）の整備も進んでおり、将来的に更なる発展が見込まれる。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

＜現況＞
　本地区は、港湾施設を利用して、自動車関連部品やポリスチレン関連製品、石材等の原材料又は製品を搬出入する製造業及び流通業が盛んである。

＜将来＞
　分譲用地を売り出しており、更に製造業及び流通業等を発展させる。

茂平工業団地群
（茂平（臨海、内陸）工業団地、笠岡港（港町地区）工業用地） 岡山県笠岡市茂平～港町

岡山県 岡山県

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本地区は、笠岡市港町に位置し、新笠岡港に隣接した、開発総面積は91haの工業用地である。平成２８年４月現在、企業立地数は40社である。
　（茂平（臨海）工業団地25.9ha・9社、茂平（内陸）工業団地22.9ha・20社、笠岡港（港町地区）工業用地42.2ha・11社）
＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本地区は、岡山県の南西部に位置しており、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から10～15km、JR山陽本線笠岡駅から5～7kmであ
り、また山陽自動車笠岡ＩＣから9～10km、福山港から6～7kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-A1-1山口押撫線（篠坂工
区）、1-A1-2山口押撫線（入田工区）、1-A1-3園井里庄線、1-A1-4大島中新庄線（1工区）、1-A1-5大島中新庄線（2工区）、1-A1-6大島中新庄線（3工
区）、1-A1-7芳井油木線）の整備により自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

1



（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
　福山港や笠岡ＩＣを利用し、切削工具や米飯カテゴリーの製造および販売等をおこなっている。

＜将来＞
　笠岡市の都市計画区域マスタープランの中で産業拠点として位置づけ、将来的に産業機能の集積を図ることとされており、生産性を向上させる。

笠岡中央内陸工業団地 岡山県笠岡市みの越

笠岡市 笠岡市

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本地区は、笠岡市みの越に位置し、開発総面積は１５．２haの工業用地である。平成２８年４月現在、１１社が立地している。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本地区は、岡山県の南西部に位置しており、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から18km、JR笠岡駅から7kmであり、また山陽自動
車笠岡ＩＣから3km、福山港から16kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-A1-1山口押撫線（篠坂工区）、1-A1-2山口押撫線
（入田工区）、1-A1-3園井里庄線）の整備により、自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本施設は笠岡市の都市計画区域マスタープランの中で産業拠点として位置づけられており、道路整備も併せて実施することで、その拠点性・生産性を高
めることができるため。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

2



（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
　現在、分譲用地を売り出し中である。

＜将来＞
　広島県との県境に位置している上、山陽自動車道や福山港へのアクセスの良さから、広域的な事業展開を図る。

四季が丘団地 岡山県井原市四季が丘

井原市土地開発公社 井原市

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本地区は、井原市四季が丘に位置し、開発総面積は２．４haの工業用地である。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本地区は、岡山県の南西部に位置しており、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から19km、井原鉄道井原駅から2kmであり、また山
陽自動車笠岡ＩＣから10km、福山港から18kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-A1-1山口押撫線（篠坂工区）、1-A1-2山
口押撫線（入田工区））の整備により自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本施設は、現在も「晴れの国おかやま！企業立地ガイド」により分譲用地として売り出し中であり、道路整備も併せて実施することで、その拠点性・生産性
を高めることができるため。また、井原市の都市計画区域マスタープランにおいても、本施設への企業誘致を進め地場産業への振興を図るとしているた
め。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

3



（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

＜現況＞
　福山港や笠岡ＩＣを利用し、アルミニウム鋳造業や自動車関連部品等の生産等をおこなってい、広島など全国へ搬送している。

＜将来＞
　近年、海外への投資が増加傾向にあり、福山港等へのアクセスの改善によって、グローバルな展開を図る。

宮ノ谷工業団地 岡山県井原市美星町大倉

井原市 井原市

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本地区は、井原市美星町大倉に位置し、開発総面積は5.0haの工業団地である。平成２８年４月現在、２社が立地している。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本地区は、岡山県の南西部に位置しており、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から31km、井原鉄道井原駅から14kmであり、また
山陽自動車笠岡ＩＣから20km、国道313号から6km、福山港から32kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-A1-8笠岡美星線
（A工区）、1-A1-9笠岡美星線（Ｂ工区））の整備により自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本施設は、備後圏域において重要な産業拠点であり、道路整備も併せて実施することで、拠点性・生産性を高めることができるため。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

4



（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本施設は、道路整備も併せて実施することで、拠点性・生産性を高めることができるため。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

＜現況＞
　福山港や笠岡ＩＣ等を利用し、プラスチック簡易食品容器の製造や食品包装資材の備後圏域における搬送や、紡糸用ノズルの製作等をおこなっている。

＜将来＞
　精密加工技術・技能を更に発展させ、グローバルに貢献できるよう進めていく。

東江原工業団地 岡山県井原市東江原

井原市土地開発公社 井原市

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本地区は、井原市東江原地内に位置し、開発総面積は3.3haの工業団地である。平成２８年４月現在、２社が立地している

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本地区は、岡山県の南西部に位置しており、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から22km、井原鉄道井原駅から4kmであり、また山
陽自動車笠岡ＩＣから11km、国道２号から14km、福山港から19kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-A1-1山口押撫線（篠
坂工区）、1-A1-2山口押撫線（入田工区）、1-A1-3園井里庄線）の整備により自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本施設は、井原市の都市計画区域マスタープランの中で産業拠点として位置づけられており、道路整備も併せて実施することで、その拠点性・生産性を
高めることができるため。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

＜現況＞
　福山港や笠岡ＩＣ等を利用し、半導体の生産やステンレスの製缶板金の加工等をおこなっている。

＜将来＞
　井原市の都市計画区域マスタープランの中で産業拠点として位置づけ、将来的に産業機能の集積を図ることとされており、生産性を向上させる。

高月工業団地 岡山県井原市木之子町

公害防止事業団 井原市

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本地区は、井原市木之子町に位置し、開発総面積は9.9haの工業団地である。平成２８年４月現在、４社が立地している。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本地区は、岡山県の南西部に位置しており、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から21km、井原鉄道井原駅から3kmであり、また山
陽自動車笠岡ＩＣから10km、国道２号から16km、福山港から19kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-A1-1山口押撫線（篠
坂工区）、1-A1-2山口押撫線（入田工区）、1-A1-3園井里庄線）の整備により自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本施設は、井原市の都市計画区域マスタープランの中で産業拠点として位置づけられており、道路整備も併せて実施することで、その拠点性・生産性を
高めることができるため。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

＜現況＞
　福山港や笠岡ＩＣ等を利用し、プラスチック関連の製造品等の生産等をおこなっている。

＜将来＞
　井原市の都市計画区域マスタープランの中で産業拠点として位置づけ、将来的に産業機能の集積を図ることとされており、生産性を向上させる。

木之子工業団地 岡山県井原市木之子町

井原市土地開発公社 井原市

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本地区は、井原市木之子町に位置し、開発総面積は27.8haの工業団地である。平成２８年４月現在、１２社が立地している。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本地区は、岡山県の南西部に位置しており、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から20km、井原鉄道井原駅から3kmであり、また山
陽自動車笠岡ＩＣから9km、国道２号から13km、福山港から18kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-A1-1山口押撫線（篠坂
工区）、1-A1-2山口押撫線（入田工区）、1-A1-3園井里庄線）の整備により自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名 所　　在　　地

設　置　主　体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

広域的特定活動との関係
＜拠点施設整備の蓋然性＞
　　　　　　－

＜拠点施設に設定した理由＞
　本施設は、干拓地として整備されており、各種の商工業施設を誘致している。また周辺には笠岡福山道路（国道2号）が整備中であり、本箇所の道路整備
も併せて実施することで、その拠点性・生産性を高めることができるため。

重点地区（設定する場合に記述）

ha
＜重点区域の特性・機能＞

＜現況＞
　本地区は、干拓地としての広い敷地を利用した自動車関連製品やポリスチレン関連製品を搬出入する製造業及び流通業が盛んである。

＜将来＞
　分譲用地を売り出しており、更に製造業及び流通業等を発展させる。

青佐工業地域（寄島干拓地） 岡山県浅口市寄島町

岡山県 浅口市

第二条第二項第五号 第二条第一項第一号ニ

有　　　・　　　無 -
拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　本箇所は、浅口市寄島町の寄島干拓地にある、複数の商工業施設がある地域である。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　本箇所は、干拓地として整備されており、瀬戸内沿岸に位置していることから、公共交通機関を利用した場合は　JR山陽新幹線福山駅から25km、最寄り
駅か6kmであり、また山陽自動車笠岡ＩＣから19km、国道２号から6km、福山港から19kmとなっている。主な交通手段が自動車であることから、基幹事業（1-
A1-4大島中新庄線（1工区）、1-A1-5大島中新庄線（2工区）、1-A1-6大島中新庄線(3工区)）の整備により自動車アクセスを強化する必要がある。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

＜茂平（内陸）工業団地＞

岡山中尾フィルター工業（株） 笠岡市茂平 民間 民間

川岸工業（株） 笠岡市茂平 民間 民間

（株）アサムラサキ 笠岡市茂平 民間 民間

（株）カネソ２２ 笠岡市茂平 民間 民間

（株）協栄 笠岡市茂平 民間 民間

塩出鉄工所 笠岡市茂平 民間 民間

福山熟煉工業（株） 笠岡市茂平 民間 民間

更神電気(株) 笠岡市茂平 民間 民間

ヒルタ工業(株) 笠岡市茂平 民間 民間

第一製作所（有） 笠岡市茂平 民間 民間

相互物産（株） 笠岡市茂平 民間 民間

（有）八幡製作所 笠岡市茂平 民間 民間

（株）正文社印刷所 笠岡市茂平 民間 民間

井原精機（株） 笠岡市茂平 民間 民間

トキワ化成 笠岡市茂平 民間 民間

大東機械製作所（株） 笠岡市茂平 民間 民間

広島スチール工業（株） 笠岡市茂平 民間 民間

茂平工業団地群
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（参考書類１）

（株）旦光 笠岡市茂平 民間 民間

（有）上田鉄工所 笠岡市茂平 民間 民間

大平鉄工（株） 笠岡市茂平 民間 民間

＜茂平（臨海）工業団地＞

（株）川上製作所 笠岡市茂平 民間 民間

（株）エフピコアルライト 笠岡市茂平 民間 民間

大和技研工業（株） 笠岡市茂平 民間 民間

ダウ化工（株） 笠岡市茂平 民間 民間

センコー（株） 笠岡市茂平 民間 民間

大宮運送（有） 笠岡市茂平 民間 民間

鳴本石材（株） 笠岡市茂平 民間 民間

（株）フォーテクノス 笠岡市茂平 民間 民間

（株）丸総商店 笠岡市茂平 民間 民間

＜笠岡港＞

徳一 笠岡市港町 民間 民間

東亜砿業 笠岡市港町 民間 民間

奥野石材 笠岡市港町 民間 民間

石強 笠岡市港町 民間 民間

オクノ 笠岡市港町 民間 民間

東洋石材工芸社 笠岡市港町 民間 民間

笠岡港湾産業 笠岡市港町 民間 民間

10



（参考書類１）

笠岡冷凍 笠岡市港町 民間 民間

グリーンツール 笠岡市港町 民間 民間

サニックス 笠岡市港町 民間 民間

安全運輸 笠岡市港町 民間 民間

11



（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

グリーンツール（株） 笠岡市みの越 民間 民間

（株）サンヨーフーズ笠岡工場 笠岡市みの越 民間 民間

（株）大阪タイユー岡山工場 笠岡市みの越 民間 民間

（株）メイホウテック岡山営業所 笠岡市みの越 民間 民間

（株）ＤＮＰファインケミカル 笠岡市みの越 民間 民間

髙橋技研（株） 笠岡市みの越 民間 民間

光陽商事（株） 笠岡市みの越 民間 民間

（株）邑商会 笠岡市みの越 民間 民間

山陽リプロ（株） 笠岡市みの越 民間 民間

大宮工業（株） 笠岡市みの越 民間 民間

福山熱煉工業（株） 笠岡市みの越 民間 民間

笠岡中央内陸工業団地
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

（株）共和鋳造所美星工場 井原市美星町大倉 民間 民間

サカエ理研工業（株）美星工場 井原市美星町大倉 民間 民間

宮ノ谷工業団地
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

（株）化繊ノズル製作所東江原工場 井原市東江原町 民間 民間

シーピー化成（株） 井原市東江原町 民間 民間

東江原工業団地
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

タツモ（株） 井原市木之子町 民間 民間

（有）片岡製作所 井原市木之子町 民間 民間

フェニテックセミコンダクター（株） 井原市木之子町 民間 民間

和光堂（株） 井原市木之子町 民間 民間

高月工業団地
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

宗和工業（株）岡山工場 井原市木之子町 民間 民間

（株）カワタ 井原市木之子町 民間 民間

（有）松井被服 井原市木之子町 民間 民間

トーヨーカラー（株）岡山工場 井原市木之子町 民間 民間

高梁工業（株）Ｋ．プラント 井原市木之子町 民間 民間

ヒロホー（株）岡山工場 井原市木之子町 民間 民間

（株）キョードーフーズ井原営業所 井原市木之子町 民間 民間

片山工業（株）木之子工場 井原市木之子町 民間 民間

シーピー化成木之子物流センター 井原市木之子町 民間 民間

入英工業（株）木之子工場 井原市木之子町 民間 民間

高梁金属（株） 井原市木之子町 民間 民間

シンワ（株） 井原市木之子町 民間 民間

木之子工業団地
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（参考書類１）

拠点施設

施　　設　　名

構成施設 所在地 設置主体 管理・運営主体

(株)ニッペコ　岡山工場 浅口市寄島町 民間 民間

阪神化成工業(株)岡山工場 浅口市寄島町 民間 民間

不動水産(株)岡山工場 浅口市寄島町 民間 民間

青佐工業地域（寄島干拓地）
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（参考書類２）

拠点施設・重点地区 ※複数の拠点施設が離れている場合は、適宜追加する。

所在地 笠岡市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha茂平工業団地群（岡山県）

笠岡港

笠岡ＩＣ

N

笠岡港

＜工業団地名＞

茂平工業団地（臨海）

＜代表的な製造品＞

ポリスチレン関連製品

＜立地企業＞

・（株）川上製作所 ・（株）エフピコアルライト

・大和技研工業（株） ・ダウ化工（株）

・センコー（株） ・大宮運送（有）

・鳴本石材（株） ・（株）フォーテクノス

・（株）丸総商店

＜工業団地名＞

笠岡港工業用地

＜代表的な製造品＞

石材

＜立地企業＞

・徳一 ・東亜砿業

・奥野石材 ・石強

・オクノ ・東洋石材工芸社

・笠岡港湾産業 ・笠岡冷凍

・グリーンツール ・サニックス

・安全運輸

＜工業団地名＞

茂平工業団地（内陸）

＜代表的な製造品＞

自動車関連部品

＜立地企業＞

・岡山中尾フィルター工業（株）

・川岸工業（株）

・（株）アサムラサキ

・（株）カネソ２２

・（株）協栄

・塩出鉄工所

・福山熟煉工業（株）

・更新電気（株）

・ヒルタ工業（株）

・第一製作所（有）

・相互物産（株）

・（有）八幡製作所

・（株）正文社印刷所

・井原精機（株）

・トキワ化成

・大東機械製作所（株）

・広島スチール工業（株）

・（株）旦光

・（有）上田鉄工所

・大平鉄工（株）

笠岡西ＩＣ（仮称）

茂平工業団地群

・工業団地が建設された時期が違うため、工業団地名が異なりますが、

本地域では一体となった工業団地群として扱われております。
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（参考書類２）

拠点施設・重点地区 ※複数の拠点施設が離れている場合は、適宜追加する。

所在地 笠岡市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha笠岡内陸工業団地（岡山県）

＜工業団地名＞

笠岡内陸工業団地

＜代表的な産業＞

切削工具や米飯カテゴリー

＜立地企業＞

・グリーンツール（株）

・（株）サンヨーフーズ笠岡工場

・（株）大阪タイユー岡山工場

・メイホウテック岡山営業所

・（株）ＤＮＰファインケミカル

・髙橋技研（株）

・光陽商事（株）

・（株）邑商会

・山陽リプロ（株）

・大宮工業（株）

・福山熟煉工業（株）笠岡ＩＣ

N
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（参考書類２）

拠点施設・重点地区 ※複数の拠点施設が離れている場合は、適宜追加する。

所在地 井原市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha
四季が丘工業用地、東江原工業団
地、高月工業団地、木之子工業団地
（岡山県）

＜工業団地名＞

四季が丘工業用地

＜工業団地名＞

高月工業団地

＜代表的な製造品＞

半導体やステンレスの製缶板金

＜立地企業＞

・タツモ（株）

・（有）片岡製作所

・フェニテックセミコンダクター（株）

・和光堂（株）

＜工業団地名＞

東江原工業団地

＜代表的な製造品＞

プラスチック簡易食品容器や食品包装資材

＜立地企業＞

・（株）化繊ノズル製作所東江原工場

・シーピー化成

N

井原鉄道井原駅

井原市役所

＜工業団地名＞

木之子工業団地

＜代表的な製造品＞

プラスチック関連

＜立地企業＞

・宗和工業（株）岡山工場

・（株）カワタ

・（有）松井被服

・トーヨーカラー（株）岡山工場

・高梁工業（株）Ｋ．プラント

・ヒロホー（株）岡山工場

・（株）キョードーフーズ井原営業所

・片山工業（株）木之子工場

・シーピー化成木之子物流センター

・入英工業（株）木之子工場

・高梁金属（株）

・シンワ（株）
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（参考書類２）

拠点施設・重点地区 ※複数の拠点施設が離れている場合は、適宜追加する。

所在地 井原市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha宮ノ谷工業団地（岡山県）

＜工業団地＞

宮ノ谷工業団地

＜代表的な製造品＞

アルミニウム鋳造業や自動車関連部品等

＜立地企業＞

・（株）共和鋳造所美星工場

・サカエ理研工業（株）美星工場

N

井原市役所美星支所
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（参考書類２）

拠点施設・重点地区 ※複数の拠点施設が離れている場合は、適宜追加する。

所在地 浅口市 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha青佐工業地域（寄島干拓地）(岡山県)

N

寄島干拓地

青佐工業地域（寄島干拓地）

＜代表的な製造品＞

自動車関連製品やポリスチレン関連製品等

＜立地企業＞

・(株)ニッペコ 岡山工場

・阪神化成工業(株)岡山工場

・不動水産(株)岡山工場
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（参考書類３）

交付限度額算定表

百万円 百万円 729 百万円

45.0 ％

0.0 ％

規則第１７条第１項に基づく限度額算定

Ｓ ｋｍ
2 Ｔ 年

拠点施設を中心とする半径Ｒの円の面積（πＲ
２
） 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間

π：3.14 ～

ｒ：最短距離

ｋｍ

ｋｍ

ｒ０　： km

Ｒ： km

Ｃ 万円／ｋ㎡・年度

単位面積あたり及び単年度あたりの標準的な投資額

行政投資全国実績のうち、都道府県が主体となる交付対象事業に係るものを全国平均で除したもの（最新５箇年の平均）

百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定

基幹事業(A) 百万円 α1=9(A+B)/10=

提案事業(B) 百万円 α2=12A/11=

合計 百万円 百万円729ゆえ、交付限度額(X)=α/2=

要綱第５に掲げる式による交付限度額（X）

0

交付率

Ｓ×C×T×0.5＝ 13,890        

r≧r0ゆえ、

拠点施設から都道府県の境界までの距離

13 

1,458.01,620

1,767.3交付対象事業費

13 

拠点施設から海岸線までの距離

1,620

1,047.0

α1＜α2

10 

X≦Yゆえ、

提案事業比率

13 

規則第１７条第１項に基づく交付限度額（Y)

平成29年度

30 

13,890 本計画における交付限度額729

5

平成33年度

531
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（参考書類３）

ｒの選定根拠（複数の拠点施設が記載されている場合）

※計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離
　（複数の拠点施設が記載されている場合は、そのうち最も大きい値）

<選定方法>
①　各拠点施設から都道府県の境界までの距離：ｒ１、海岸線までの距離：ｒ２を記入
　　（○○群とした場合は群の中心付近からの距離とする）
②　最短距離欄に、ｒ１、ｒ２のうち短い距離を記入
③　最短距離のうち、最も大きい値となる拠点施設からのｒ１、ｒ２を交付限度額算定表に記載する値として選定

（単位：ｋｍ）
②

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２

最短距離
（ｒ１、ｒ２のうち

短い距離）
笠岡港（港町地区）工業用地 1 0 0
笠岡中央内陸工業団地 5 10 5
四季が丘団地 3.5 14 3.5
木之子工業団地 5 13 5
東江原工業団地 7 15 7
高月工業団地 5.5 14 5.5
宮ノ谷工業団地 13 25 13
青佐工業地域(寄島干拓地） 12 30 12

※選定結果（交付限度額算定表に記載する値） （単位：ｋｍ）

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２
宮ノ谷産業集積地 13 30

拠点施設名

①

拠点施設名

③
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（参考書類５）

道路

　都市計画道路名
又はその他道路名 番号 区間

道路
区分

事業
主体

事業
手法 工種 延長

交付
事業費

交付事業にお
ける事業期間 事業内容

都市計画
決定 整備効果等 供用等 備　　考

整備前 整備後 整備前 整備後 整備前 整備後 （年度）
自

（拠点施設）
至

注１) 注２) 注３) m m m 車線 車線 m m 百万円 注４） 年月 注５） 注６） 注７） 注８）

＜道路＞
－

一般県道山口押撫線 1-A1-1 篠坂工区 地 岡山県
－

改築 1,890 4.0 5.5(9.25) 1.0 2.0 0.0 2.5 560 H２９～H３３ 車道拡幅（１車線→２車線） - 笠岡内陸工業団地 篠坂SIC 未改良区間（L=0.60km）の解消 全線完成供用L=1.89km（H34.3予定） T10=3,200台、K=0.88

一般県道山口押撫線 1-A1-2 入田工区 地 岡山県
－

改築 220 5.0 6.0(10.0) 1.0 2.0 0.0 2.5 120 H２９～H３３ 車道拡幅（１車線→２車線） - 笠岡内陸工業団地 篠坂SIC 未改良区間（L=0.22km）の解消 全線完成供用L=0.22km（H34.3予定） T10=3,200台、K=0.88

一般県道園井里庄線 1-A1-3 地 岡山県
－

改築 1,000 4.0 6.0(10.0) 1.0 2.0 0.0 2.5 650 H２９～H３３ バイパス整備 - 笠岡内陸工業団地 福山港 未改良区間（L=1.00km）の解消 全線完成供用L=1.00km（H34.3予定） T10=2,087台

一般県道大島中新庄線1-A1-4 １工区 地 岡山県
－

改築 250 4.0 5.5(7.5) 1.0 2.0 0.0 0.0 80 H３０～H３２ バイパス整備 - 青佐工業地域 福山港 未改良区間（L=0.25km）の解消 全線完成供用L=0.25km（H33.3予定） T10=1,045台、K=0.32

一般県道大島中新庄線1-A1-5 ２工区 地 岡山県
－

改築 400 4.0 5.5(7.5) 1.0 2.0 0.0 0.0 80 H３２～H３３ バイパス整備 - 青佐工業地域 福山港 未改良区間（L=0.40km）の解消 全線完成供用L=0.40km（H34.3予定） T10=1,045台、K=0.32

一般県道大島中新庄線1-A1-6 ３工区 地 岡山県
－

改築 290 3.0 4.0(5.0)～5.5(7.5) 1.0 2.0 0.0 0.0 40 H２９～H３１ 車道拡幅（１車線→２車線） - 青佐工業地域 福山港 未改良区間（L=0.29km）の解消 全線完成供用L=0.29km（H31.3予定） T10=349台、K=0.49

主要地方道芳井油木線 1-A1-7 地 岡山県
－

改築 130 4.0 5.5(7.0) 1.0 2.0 0.0 0.0 90 H２９～H３０ 車道拡幅（１車線→２車線） - 芳井鉱業所 福山港 未改良区間（L=0.13km）の解消 全線完成供用L=0.13km（H32.3予定） T10=3,751台、K=0.43

主要地方道笠岡美星線 1-A1-8 Ａ工区 地 岡山県
－

改築 280 4.0 4.0(5.0)～6.0(7.0) 1.0 1.5 0.0 0.0 0 H２９～H３０ 車道拡幅（１車線→１．５車線） - 宮ノ谷工業団地 福山港 未改良区間（L=0.28km）の解消 全線完成供用L=0.28km（H33.3予定） T10=686台、K=0.09

主要地方道笠岡美星線 1-A1-9 Ｂ工区 地 岡山県
－

改築 520 4.0 4.0(5.0)～6.0(7.0) 1.0 1.5 0.0 0.0 0 H２９～H３０ 車道拡幅（１車線→１．５車線） - 宮ノ谷工業団地 福山港 未改良区間（L=0.34km）の解消 全線完成供用L=0.52km（H33.3予定） T10=686台、K=0.09

（参考）

＜関連事業＞

＊本調書にはｱ)交付対象事業「道路」（補助国道、地方道、街路）、ｲ)関連事業の道路のすべてを記載すること。
　　注１）道路名は、国道、主要地方道、一般都道府県道、市町村道の別が分かるように記載すること。
　　注２）国、地、街、他の別を記載。
　　　　　　ただし、国：国道、地：地方道、街：街路、他：いずれにも該当しないもの
　　注３）＜関連事業＞については、通、交、地特、単独、促の別等を記載。補足説明すべき点は備考欄に説明を記載。
　　注４）施設の構造、工法、及び地方道事業においては細工種、街路事業においては沿道区画整理型街路事業等の事業名

　　注５）要素事業毎に、どの拠点施設を経る人流・物流の経路（他の拠点施設、I.C等）途上の事業なのかを明確にすること。

　　　　　別添の「道路概要図」に要素事業及び拠点施設の位置関係が分かるように図示すること。
　　　　　要素事業にはそれぞれ上表の番号（整備計画の番号）を付すこと。また、拠点施設については、それぞれ施設名、所在地、施設数、入込客数などの概要を記載すること。
　　注６）５で記載した拠点施設間で行われる当該要素事業による整備効果を簡潔に記載すること。
　　　　　記載にあたっては、「所要時間が○分→○分に約○分短縮」、「拠点施設間唯一の線形不良（Ｒ＜○）の解消」など具体的に記載すること。
　　注７）当該要素事業の供用等（部分供用含む）を記載すること。
　　　　　記載にあたっては、「全線完成供用Ｌ＝○ｍ（Ｈ○．○予定）」、「部分供用Ｌ＝○ｍ（Ｈ○．○目途）」など、供用形態、区間延長、供用時期を記載すること。

　 　　注８）備考には現在の道路状況を把握するために必要なその他の事項で、交通量（台／日）、混雑度等を記載。※交通量は最新のセンサスデータを用いて記載すること。また、別添「道路概要図」にも主要ポイントの交通量を記載すること（要素事業箇所直近は必須）。
　　　　　（例）･道路改築：交通量（台／日）、混雑度等
　　　　　　　　･自転車駐車場：都市計画決定の有無、面積、利用台数等
　　　　　＜関連事業＞の備考には、当該関連事業と組み合わせて効率的・効果的に実施する交付金事業の道路名・区間についても記載。
※不足する場合は適宜行を追加すること。
※地域高規格道路、連続立体交差事業等の交付期間（３～５年）内に一定の成果をあげることのできない大規模な事業は、交付対象外。

車道幅員 車線数 歩道幅員
広域的特定活動に伴う
人流・物流との関係性
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（参考書類５）

1-A1-1山口押撫線（篠坂工区）、1-A1-2山口押撫線（入田工区）（岡山県）　道路概要図

笠岡内陸工業団地

笠岡港（港地区）工業用地

笠岡港

笠岡ＩＣ

茂平（内陸）工業団地

茂平（臨海）工業団地

福山港

1‐A1‐1
1‐A1‐2
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（参考書類５）

1-A1-3園井里庄線（岡山県）　道路概要図

笠岡内陸工業団地

笠岡港（港地区）工業用地

笠岡港

笠岡ＩＣ

茂平（内陸）工業団地

茂平（臨海）工業団地

福山港

1‐A1‐3

至 宮ノ谷工業団地、東江原工業団地
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（参考書類５）

1-A1-4大島中新庄線（１工区）、1-A1-5大島中新庄線（２工区）、1-A1-６大島中新庄線（３工区）（岡山県）
道路概要図

笠岡港（港地区）工業用地

笠岡港

笠岡ＩＣ

茂平（内陸）工業団地

茂平（臨海）工業団地

福山港

1‐A1‐4

1‐A1‐5
1‐A1‐6 青佐工業地域

（寄島干拓地）
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（参考書類５）

1-A1-7芳井油木線（岡山県）　道路概要図

笠岡ＩＣ（笠岡市）

石灰石採掘場

1‐A1‐7

茂平（内陸）工業団地

茂平（臨海）工業団地

笠岡港

福山港 笠岡港（港地区）工業用地
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（参考書類５）

1-A1-8笠岡美星線（Ａ工区）、1-A1-9笠岡美星線（Ｂ工区）（岡山県）　道路概要図

笠岡ＩＣ（笠岡市）

宮ノ谷工業団地

東江原工業団地

笠岡内陸工業団地（笠岡市）

木之子工業団地

高月工業団地

四季が丘工業用地

1‐A1‐8

1‐A1‐9
至 高梁市・吉備中央町 賀陽ＩＣ

（愛知県稲沢市からプラスチック等の搬入）

宮ノ谷工業団地

1‐A1‐8

1‐A1‐9

賀陽ＩＣ

（吉備中央町）
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