
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年11月22日

計画の名称 中国山地の豊かな自然を活かした広域周遊観光活性化計画

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５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 　中国山地の豊かな自然と、歴史文化施設や温泉地などの観光拠点を有する岡山県と鳥取県が連携し、中国横断自動車道（岡山米子線）、中国縦貫自動車道、鳥取自動車道及び現在整備が進んでいる地域高規格道路北条湯原道路を軸として、

観光拠点へのアクセス性を向上させ、広く圏域外からの来訪者の増加を図るとともに、山陰と山陽を結ぶ広域的な観光エリアとしての魅力を高め、観光入込客の増加など地域の活性化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,565  Ａ               1,565  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

（H27～29平均値） （H33末） （H35末）

   1 【岡山県・鳥取県　共通目標】　拠点施設の観光入込客数１０８万人（H27～H29平均）から１１２万人（H35）に増加　（４万人（３％）の増加）

【鳥取県・岡山県　共通目標】　拠点施設の観光入込客数３％（４万人）増加 108万人 110万人 112万人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の年間観光入込客数　－　H27～H29平均の年間観光入込客数）／（H27～H29平均の年間観光入込客数）

   2 【岡山県　単独目標】　高梁川流域連携中枢都市圏における拠点施設の観光入込客数１４４千人（H27～H29平均）から１４９千人（H35）に増加　（５千人（３％）の増加）

【岡山県　単独目標】高梁川流域連携中枢都市圏における拠点施設の観光入込客数３％（５千人）増加 144千人 146千人 149千人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の年間観光入込客数　－　H27～H29平均の年間観光入込客数）／（H27～H29平均の年間観光入込客数）

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 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： 0000441287



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 （主）新見川上線　布瀬

工区

現道拡幅　L=1.30km 高梁市  ■  ■  ■  ■  ■         422 1.65 －

A11-002 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （主）新見日南線　足立

工区

現道拡幅　L=0.26km 新見市  ■  ■  ■  ■         229 －

A11-003 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （主）北房井倉哲西線　

草間工区

現道拡幅　L=0.15km 新見市  ■  ■          55 －

A11-004 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （主）北房井倉哲西線　

豊永佐伏工区

現道拡幅　L=0.30km 新見市  ■  ■  ■  ■  ■         222 －

A11-005 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （主）新見川上線　矢戸

工区

現道拡幅　L=1.20km 新見市  ■  ■  ■  ■  ■         320 －

A11-006 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 国道 改築 国道４８２号　上徳山工

区

現道拡幅　L=0.30km 真庭市  ■  ■         110 －

1 案件番号： 0000441287



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 H31 R02 R03 R04 R05 （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）蒜山高原線　下長

田工区

現道拡幅　L=0.44km 真庭市  ■  ■  ■  ■          89 －

A11-008 道路 一般 岡山県 直接 岡山県 都道府

県道

改築 （主）和気笹目作東線　

万善工区

現道拡幅　L=0.27km 美作市  ■  ■  ■  ■  ■         118 －

 小計       1,565

合計       1,565

2 案件番号： 0000441287



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02 R03

配分額 (a)                     190                     109                      50

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

交付額 (c=a+b)                     190                     109                      50

前年度からの繰越額 (d)                       0                     106                      70

支払済額 (e)                      84                     145                      98

翌年度繰越額 (f)                     106                      70                      22

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： 0000441287



拠点施設
重点地区

連携内容
進め方

①

・新晴れの国おかやま生き活きプラン（計画主体：岡山県、計画期間：平成29年～平成32年）
（広域的地域活性化のために連携して実施する施策）

　　連携内容：観光振興プログラム

・（地域高規格道路）北条湯原線（初和下長田道路：初和～下長田間）（事業主体：岡山県、事業期間：平成24年度～平成30年代）

　　　　　関係都道府県との連携の内容、進め方
岡山県、鳥取県において、周遊利便性向上に向けたアクセス道路の整備を実施する。
両県において計画した各事業については、鳥取・岡山広域観光協議会をはじめ、機会を捉えて情報共有・調整を行い、連携して効果的に事業を進めていく。

・岡山自動車道（付加車線整備）（事業主体：ＮＥＸＣＯ、事業期間：平成29年度～平成32年度）

整備方針 整備方針に合致する主な事業
（基）道路拡幅８箇所拠点施設へのアクセス時間を短縮させ、周遊効率性を高める

　　　　　（参考）交付対象事業に関連して実施される主な事業

・（地域高規格道路）北条湯原線（倉吉関金道路：小鴨ＩＣ～関金間）（事業主体：鳥取県、事業期間：平成23年度～平成30年代）

（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34年8月予定、事後：平成36年8月予定
　　　　　拠点施設・重点地区

吹屋ふるさと村、用瀬嶽フリークライミング広場、満奇洞、井倉洞、神郷温泉、蒜山ジャージーランド、岡山国際サーキット

・（地域高規格道路）北条湯原線（北条倉吉道路延伸）（事業主体：島根県、事業期間：平成29年度～平成30年代）
・（地域高規格道路）北条湯原線（倉吉道路：倉吉ＩＣ～小鴨ＩＣ）（事業主体：鳥取県、事業期間：平成17年度～平成30年代）

　　　　　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 中国山地の豊かな自然を活かした広域周遊観光活性化計画

計画の期間 平成31年度　～　平成35年度　（5年間） 岡山県（鳥取県と連携）交付対象
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事前評価チェックシート
 計画の名称： 中国山地の豊かな自然を活かした広域周遊観光活性化計画

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：0000441287



平成３１年４月

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

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積
＜重点区域の特性・機能＞

　　　来訪者数　：　　　　１４　千人　　（内県内：　　　６　千人　　県外：　　　８　千人）

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＞
　赤銅色の石州瓦とベンガラ色の外観で統一された見事な町並みの「吹屋ふるさと村」は、江戸末期から明治にかけ吹屋の長者達が後世に残した文化遺
産である。銅山の閉山やベンガラ生産終了により衰退しかけたが、全国でも先駆けとして町並み保全に取り組み、昔から続くこの町並みに現在も人々の暮
らしがある。また、岡山県下初の国の重要伝統的建造物群保存地区として選定され、里山の固有の文化が残る大変貴重な美集落であり、周辺には、備中
神楽や渡り拍子など伝統的祭事にも保存伝承に力を入れ、2012（平成24）年3月まで現役の木造校舎として日本最古とされていた旧吹屋小学校がある。近
年では、ヒルクライム大会のゴール地点にもなっており、歴史的・文化的資源とスポーツの祭典が融合した拠点施設となっている。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性＞
　中国縦貫道や岡山自動車道から車で約1時間の地にあり、自動車でのアクセスが主である。また、周辺には周遊型観光ができる産業遺産が点在してお
り、これら拠点施設及び主要地とを結ぶ道路整備（基幹事業：A11-005 県道新見川上線）によりアクセスの強化を図り、周遊観光ルートの利便性、安全性
を確保することで、来訪者の増加による広域的地域活性化を目指す。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　歴史的な文化遺産の周遊特典や、本拠点施設をゴールとしたヒルクライム大会を開催するなど、様々な観光情報の発信により、観光振興を図っている。
＜将来＞
　ゲストハウスなどの宿泊施設やアートイベントなどの各種イベントが充実してきていることから、幅広い世代を対象とした情報発信を強化し、来訪者の増加
及び周遊観光の拡大を図る。

広域的特定活動との関係
＜拠点施設に設定した理由＞
　重要伝統的建造物群保存地区として歴史的町並みが保存され、周辺にはこれに関連した文化遺産が点在しており、また、主要地とを結ぶ周遊観光バス
の運行など、これら施設間及び主要地とのアクセスを向上することでより多くの集客を見込むことができることから、周辺地域の観光施設と連携した周遊観
光の拠点となる施設である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

吹屋ふるさと村 岡山県高梁市成羽町吹屋

高梁市 高梁市成羽町観光協会吹屋支部

省令第3条第2号(交流施設) 省令第1条第2号(地域固有の文化体験)



（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

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積
＜重点区域の特性・機能＞

　　　来訪者数　：　　　　　１　千人　　（内県内：　　　０　千人　　県外：　　　１　千人）

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＞
　高梁市西部の成羽川沿いにある用瀬嶽は石灰岩の断崖であり、幅約１キロ、高さ１００メートル超という西日本屈指のクライミングスポットである。垂直に
そそり立った岩壁が数百メートルにわたって連なり、ルート総数が100本を超える一大クライミングエリアであることから、全国からフリークライマーが訪れ
る。このため、浴室、トイレ等完備した休憩施設として、全国でも珍しい「用瀬嶽フリークライミング広場」が整備され、クライマー達の憩いの場となっているほ
か、オートキャンプ場も整備されており、アウトドアには最高のスポットとなっている。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性＞
　中国縦貫自動車道や岡山自動車道から車で約1時間の地にあり、自動車でのアクセスが主である。主要地からの道路整備（基幹事業：A11-001 県道新
見川上線）によりアクセス強化を図り、周遊観光ルートの利便性、安全性を確保することで、来訪者の増加による広域的地域活性化を目指す。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　西日本最大級のクライミングスポットであり、クライミング協会が主催する幅広い世代を対象にしたイベントなどを開催するなど、観光振興を図っている。
＜将来＞
　クライミング種目がオリンピック正式種目となるなど、本競技への注目度が高まっていることから、当該拠点施設を拠点に、豊かな自然を生かすため周辺
地域の登山やロッククライミングなど各種の体験型イベントとの連携・充実を図り、来訪者の増加及び周遊観光の拡大を図る。

広域的特定活動との関係
＜拠点施設に設定した理由＞
　西日本屈指のクライミングスポットであり、休憩施設も整備されていることから、全国からの注目度が高い。また、オリンピック正式種目にクライミングがな
ることもあり、注目度が更に高まることが考えられることから、他地域への周遊観光を誘発するうえで重要な施設である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

用瀬嶽（ようぜだけ）フリークライミング広場 岡山県高梁市備中町志藤用瀬

高梁市 備中高梁クライミング協会

省令第3条第2号(体験学習施設) 省令第1条第2号(地域固有の自然体験)



（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

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

満奇洞 岡山県新見市豊永赤馬

新見市 新見市

省令第3条第2号(体験学習施設) 省令第1条第2号(地域固有の自然体験)

＜重点区域の特性・機能＞

　　　来訪者数　：　　　　４６　千人　　（内県内：　　１８　千人　　県外：　　２８　千人）

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＞
　「満奇洞」は、カルスト地形を中心とした高梁川上流県立自然公園にある県指定天然記念物である。1929（昭和4）年に歌人与謝野晶子が「奇に満ちた洞」
と詠んだことから、満奇洞（まきどう）と呼ばれるようになった。最奥の洞内湖にかかる｢竜宮橋｣や、日本屈指のリムストーンが広がる「千枚田」が見どころで
あり、また、カラフルなLEDでライトアップがされており、神秘的な雰囲気である。映画『八つ墓村』のロケ地として有名である。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　「満奇洞」は、中国縦貫自動車道及び岡山自動車道から車でのアクセスが主であり、また、周辺には鍾乳洞として西日本最大級の「井倉洞」などもあるこ
とから、自動車で周遊する観光客が多く、これらを結ぶ道路整備（基幹事業：A11-003 県道北房井倉哲西線）及び主要地とを結ぶ道路整備（基幹事業：
A11-004 県道北房井倉哲西線）によりアクセスの強化を図り、周遊観光ルートの利便性、安全性を確保することで、来訪者の増加による広域的地域活性
化を目指す。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　県指定天然記念物である当該拠点施設群を核とし、宿泊施設や休憩施設を有しており、周辺観光案内やＨＰを活用した割引クーポンの発行等により誘客
を図っている。
＜将来＞
　岡山自動車道の付加車線整備により交通の利便性が高まり、観光客の増加が見込まれるため、当該拠点施設を拠点に、豊かな自然を生かすため周辺
地域の登山やロッククライミングなど各種の体験型イベントとの連携・充実を図り、来訪者の増加及び周遊観光の拡大を図る。
広域的特定活動との関係
＜拠点施設に設定した理由＞
　西日本屈指の規模であり複数の鍾乳洞を巡ることができるため、県外からの観光客も多く、施設間のアクセスを向上することでより多くの集客を見込める
ことから、周辺地域の観光施設と連携した周遊観光の拠点となる施設である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha



（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

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

井倉洞 岡山県新見市井倉

新見市 新見市

省令第3条第2号(体験学習施設) 省令第1条第2号(地域固有の自然体験)

＜重点区域の特性・機能＞

　　　来訪者数　：　　　　６０　千人　　（内県内：　　２４　千人　　県外：　　　３６　千人）

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＞
　「井倉洞」は、カルスト地形を中心とした高梁川上流県立自然公園にある県指定天然記念物であり、一級河川高梁川が作り出したダイナミックな景観で有
名な井倉峡に広がり、鍾乳洞としては西日本では秋芳洞に次ぐ大きさを誇っている。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞
　「井倉洞」は、中国縦貫自動車道及び岡山自動車道から車でのアクセスが主であり、また、周辺には「満奇洞」などもあることから、自動車で周遊する観光
客が多く、これらを結ぶ道路整備（基幹事業：A11-003 県道北房井倉哲西線）によりアクセスの強化を図り、周遊観光ルートの利便性、安全性を確保するこ
とで、来訪者の増加による広域的地域活性化を目指す。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　県指定天然記念物である当該拠点施設群を核とし、宿泊施設や休憩施設を有しており、周辺観光案内やＨＰを活用した割引クーポンの発行等により誘客
を図っている。
＜将来＞
　岡山自動車道の付加車線整備により交通の利便性が高まり、観光客の増加が見込まれるため、当該拠点施設を拠点に、豊かな自然を生かすため周辺
地域の登山やロッククライミングなど各種の体験型イベントとの連携・充実を図り、来訪者の増加及び周遊観光の拡大を図る。
広域的特定活動との関係
＜拠点施設に設定した理由＞
　西日本屈指の規模であり複数の鍾乳洞を巡ることができるため、県外からの観光客も多く、施設間のアクセスを向上することでより多くの集客を見込める
ことから、周辺地域の観光施設と連携した周遊観光の拠点となる施設である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha



（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

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積
＜重点区域の特性・機能＞

　　　来訪者数　：　　　　２４　千人　　（内県内：　　１０　千人　　県外：　　　１４　千人）

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＞
　「神郷温泉」は、高瀬川ダム湖畔に整備された健康リゾート施設で、オートキャンプ場等を併設しており、様々な世代で賑わっている。また、秋には「しんご
う湖畔マラソン」が開催されたり、周辺には高瀬川ダムや三室川ダム、三室峡やスキー場など、四季を通して様々なイベントや風景があるため、一年を通し
て観光客が絶えない観光拠点となっている。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性＞
　中国縦貫自動車道から自動車でのアクセスが主である。温泉を堪能しながら山陰地方への周遊観光の拠点施設として、道路整備（基幹事業：A11-002
県道新見日南線）によりアクセス強化を図り、周遊観光ルートの利便性、安全性を確保することで、来訪者の増加による広域的地域活性化を目指す。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　温泉を主とした複合施設として周辺の観光施設とのＰＲなどで、観光振興を図っている。
＜将来＞
　周辺施設と温泉のパックプランやダムカレーの開発など、平成30年度に改良したＨＰ等を通じて情報発信しており、今後はより一層の工夫を凝らして来訪
者の増加及び周遊観光の拡大を図る。

広域的特定活動との関係
＜拠点施設に設定した理由＞
　中国山地の四季折々の風景を楽しみつつ温泉が堪能でき、また四季を通じた様々なイベントを催しており、中国山地の自然を体感できる観光拠点であ
る。また、山陽地域から山陰地域を結ぶJR伯備線の沿線であり、山陰地域も含めた周遊観光を誘発するうえで重要な施設である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

神郷温泉 岡山県新見市神郷高瀬

新見市 指定管理業者

法第2条2項第2号(一団地の観光施設) 法第2条第1項第1号ロ(1)(宿泊その他事業活動)



（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

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積

蒜山ジャージーランド 岡山県真庭市蒜山中福田

蒜山酪農農業協同組合 蒜山酪農農業協同組合

省令第3条第2号(交流施設) 省令第1条第2号(地域固有の自然体験)

＜重点区域の特性・機能＞

　　　来訪者数　：　　　４１４　千人　　（内県内：　１６６　千人　　県外：　　２４８　千人）

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＞
　西日本屈指のリゾート地である蒜山高原地域内にある「蒜山ジャージーランド」は、広大な牧草地に放牧されたジャージー牛とのふれあいや乳製品の購
買、蒜山の高原美を一望できる地域内随一の観光名所である。また、周辺には登山やサイクリング、スキーといったレジャー設備や遊園地などがある一大
レジャースポットである。温泉施設にも恵まれており、周辺には美作三湯でもある「湯原温泉」があり、年間を通して観光客で賑わいを見せている。大山隠岐
国立公園の南東部に位置しており、平成30年度は大山開山1300年であることから、観光地としての認知度がより一層高まっている。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性＞
　本エリアは様々な観光スポットがあり、また、鳥取県に位置する大山との周遊観光客も多いことから、これら拠点施設間を結ぶ道路整備（基幹事業：A11-
006 国道482号、A11-007 県道蒜山高原線）によりアクセスの強化を図り、周遊観光ルートの利便性、安全性を確保することで、来訪者の増加による広域
的地域活性化を目指す。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　　蒜山高原地区の恵まれた自然環境を生かした、種々のイベントを開催している。また、第６回B-1グランプリで「ひるぜん焼きそば」がゴールドグランプリ
を受賞するなど、県外での「ひるぜん」のPRも積極的に行われており、広域的な誘客を推進している。
＜将来＞
　大山開山1300年や平成32年度に供用開始を予定している地域高規格道路北条湯原道路の整備により、観光客の増加が見込まれるため、こうした拠点
施設での取り組みや、ひるぜん焼そばで得た知名度を活かしながら、両県相互の連携をより強化することで、さらなる観光客の増大及び周遊観光の拡大を
図る。
広域的特定活動との関係
＜拠点施設に設定した理由＞
　西日本屈指のリゾート地であることや、ご当地グルメでの知名度に加え、大山開山1300年による認知度の高まりや、北条湯原道路の整備により交通の利
便性が高まり、より一層観光客の増加が見込めるため、周辺の拠点施設と連携した周遊観光の拠点となる施設である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha



（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

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整備期間

面積
＜重点区域の特性・機能＞

　　　来訪者数　：　　　２３８　千人　　（内県内：　　９５　千人　　県外：　　１４３　千人）

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＞
　「岡山国際サーキット」は、平成3年に国際自動車連盟（FIA）公認コースとしてオープンした国際規格のサーキットである。2本の長いストレートと大小13の
コーナーからなる西日本屈指のテクニカルコースとして有名であり、過去には、F1パシフィックグランプリを開催した実績を持ち、現在はスーパーGT開幕戦
が開催されるなど、全国から来訪者が訪れている。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性＞
　中国縦貫道から自動車でのアクセスが主である。周辺の宿泊施設としては、美作三湯である「湯郷温泉」があり、これら主要地や拠点施設間を結ぶ道路
整備（基幹事業：A11-008 県道和気笹目作東線）によりアクセスの強化を図り、周遊観光ルートの利便性、安全性を確保することで、来訪者の増加による
広域的地域活性化を目指す。

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
　全国的なレースやイベントを開催しており、また、周辺の観光拠点と合わせて情報発信を行っている。
＜将来＞
　一般客もサーキット内に入れる様々なイベントや、本格的なレーシングドライバーの育成・支援に力を入れており、これらを活用した幅広い世代への情報
発信を強化して、来訪者の増加及び周遊観光の拡大を図る。

広域的特定活動との関係
＜拠点施設に設定した理由＞
　国際規格のサーキットであり、様々なレースやイベントが開催されていることから、県外からの観光客も多く、周辺の拠点施設と連携した周遊観光の拠点
となる施設である。

重点地区（設定する場合に記述）

ha

岡山国際サーキット 岡山県美作市滝宮

民間事業者 民間事業者

法第2条第2項第1号(スポーツ施設) 法第2条第1項第1号イ(スポーツの競技会)



（参考書類２）

拠点施設・重点地区

所在地 岡山県高梁市成羽町吹屋 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha吹屋ふるさと村

5km縮尺

井倉洞

岡山自動車道

A11-003

(主)北房井倉哲西線 草間工区

拠点施設 ：

基幹事業 ：

観光地 ：

吹屋ふるさと村

A11-005

(主)新見川上線 矢戸工区

満奇洞

中国縦貫自動車道

A11-004

(主)北房井倉哲西線 豊永佐伏工区

新見美術館

羅生門



（参考書類２）

拠点施設・重点地区

所在地 岡山県高梁市備中町志藤用瀬 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha用瀬嶽（ようぜだけ）フリークライミング広場

5km縮尺

吹屋ふるさと村

岡山自動車道

拠点施設 ：

基幹事業 ：

観光地 ：

用瀬嶽フリークライミング広場

A11-005

(主)新見川上線 矢戸工区

A11-001

(主)新見川上線 布施工区

備中松山城



（参考書類２）

拠点施設・重点地区

所在地 岡山県新見市豊永赤馬・井倉 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha井倉洞

5km縮尺

井倉洞

岡山自動車道

A11-003

(主)北房井倉哲西線 草間工区

拠点施設 ：

基幹事業 ：

観光地 ：吹屋ふるさと村

満奇洞

中国縦貫自動車道

A11-004

(主)北房井倉哲西線 豊永佐伏工区

新見美術館

ほたる公園 コスモスの里

備北ハイランドサーキット

羅生門



（参考書類２）

拠点施設・重点地区

所在地 岡山県新見市豊永赤馬・井倉 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha満奇洞

5km縮尺

井倉洞

岡山自動車道

A11-003

(主)北房井倉哲西線 草間工区

拠点施設 ：

基幹事業 ：

観光地 ：吹屋ふるさと村

満奇洞

中国縦貫自動車道

A11-004

(主)北房井倉哲西線 豊永佐伏工区

新見美術館

ほたる公園 コスモスの里

備北ハイランドサーキット

羅生門



（参考書類２）

拠点施設・重点地区

所在地 岡山県新見市神郷高瀬 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha神郷温泉

5km縮尺

神郷温泉

三室峡

花見山スキー場

中国縦貫自動車道

A11-002

(主)新見日南線 足立工区

拠点施設 ：

基幹事業 ：

観光地 ：



（参考書類２）

拠点施設・重点地区

所在地 岡山県真庭市蒜山上長田岡山県苫 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha蒜山ジャージーランド

拠点施設 ：

基幹事業 ：

観光地 ：

鏡ヶ成スキー場

ひるぜんジャージーランド

岡山米子道

蒜山やつか温泉

A11-006

(国)482号 上徳山工区

大山自然歴史館

A11-007

(一)蒜山高原線 下長田工区
道の駅「風の家」

蒜山高原センター

上蒜山スキー場

塩釜冷泉

5km縮尺

湯原温泉

ひるぜんベアバレースキー場



（参考書類２）

拠点施設・重点地区

所在地 岡山県美作市滝宮 重点地区 有・無 重点地区の面積 ha岡山国際サーキット

中国横断自動車道

拠点施設 ：

基幹事業 ：

観光地 ：

八塔寺ふるさと村

岡山国際サーキット

5km縮尺

A11-008

(主)和気笹目作東線 万善工区

湯郷温泉



交付限度額算定表

百万円 百万円 704 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 ｋｍ2 Ｔ 年

拠点施設を中心とする半径Ｒの円の面積（πＲ２） 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

本計画における交付限度額要綱第５に掲げる式による交付限度額（X） 704 規則第１７条第１項に基づく交付限度額（Y) 46,346 X≦Yゆえ、

10                  

交付率

提案事業比率

1,809 5

平成31年度 平成35年度

24                  

拠点施設から都道府県の境界までの距離 24                  

拠点施設から海岸線までの距離 51                  

r≧r0ゆえ、 24                  

1,025.0

Ｓ×C×T×0.5＝ 46,346      

1,408.5

0 1,707.3

1,565 α1＜α2 ゆえ、交付限度額(X)=α/2= 704.25

交付対象事業費

1,565

 1 



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）
吹屋ふるさと村 10.8 10.8
用瀬嶽フリークライミング広場 9.5 9.5
満奇洞 24 50.6 24
井倉洞 19.6 19.6
神郷温泉 2.5 2.5
蒜山ジャージーランド 3 3
岡山国際サーキット 4.4 4.4

※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
満奇洞 24 50.6

拠点施設名

①

拠点施設名

③

 2 



（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
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 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＞
－

（主）新見川上線　布瀬工区 A11-001 地 岡山県
－

改築 1300 4 5.5 1 2 0 0 422 H31～H35 現道拡幅 －

用瀬嶽フリークラ
イミング広場 賀陽IC 車道幅員狭小（Ｗ＝４．０）の解消全線完成供用L=1.30km（H35年度予定） T27=3,508台／日、K=0.38

（主）新見日南線　足立工区 A11-002 地 岡山県
－

改築 260 4 6 1 2 0 0 229 H31～H34 現道拡幅 － 神郷温泉 新見ＩＣ 車道幅員狭小（Ｗ＝４．０）の解消全線完成供用L=0.26km（H34年度予定） T27=1,717台／日、K=0.21

（主）北房井倉哲西線　草間工区 A11-003 地 岡山県
－

改築 150 4 5.5 1 2 0 0 55 H31 現道拡幅 － 満奇洞 井倉洞 線形不良（Ｒ＜１5）の解消全線完成供用L=0.15km（H31年度予定） T27=733台／日、K=0.08

（主）北房井倉哲西線　豊永佐伏工A11-004 地 岡山県
－

改築 300 4 5.5 1 2 0 0 222 H31～H35 現道拡幅 － 満奇洞 北房ＩＣ 車道幅員狭小（Ｗ＝４．０）の解消全線完成供用L=0.30km（H35年度予定） T27=1,368台／日、K=0.14

（主）新見川上線　矢戸工区 A11-005 地 岡山県
－

改築 1200 4 6 1 2 0 0 320 H31～H35 現道拡幅 － 吹屋ふるさと村 新見ＩＣ 車道幅員狭小（Ｗ＝４．０）の解消全線完成供用L=1.20km（H35年度予定） T27=1,138台／日、K=0.14

（国）482号　上徳山工区 A11-006 国 岡山県
－

改築 300 5.5 5.5 2 2 0 0 110 H31～H32 現道拡幅 －

蒜山ジャージー
ランド 大山自然歴史観 線形不良（Ｒ＜１5）の解消全線完成供用L=0.30km（H32年度予定） T27=986台／日、K=0.19

（一）蒜山高原線　下長田工区 A11-007 地 岡山県
－

改築 440 4 5.5 1 2 0 0 89 H31～H34 現道拡幅 －

蒜山ジャージー
ランド

国道313号
(北条湯原道路) 車道幅員狭小（Ｗ＝４．０）の解消全線完成供用L=0.44km（H34年度予定） T27=662台／日、K=0.07

（主）和気笹目作東線　万善工区 A11-008 地 岡山県
－

改築 270 3 4 1 1 0 0 118 H31～H35 現道拡幅 － 岡山国際ｻｰｷｯﾄ 作東ＩＣ 車道幅員狭小（Ｗ＝３．０）の解消全線完成供用L=0.27km（H35年度予定） T27=341台／日、K=0.05

（参考）

＜関連事業＞

 北条湯原道路初和下長田道路 －  初和～下長田 国 岡山県 － 改築 6,200 5.5 6.5 2 2 0 0 - H24～H30年代 改良工、舗装工 - - -

国道313号初和下長田道路は、本路線
唯一の未改良区間を地域高規格道路
でバイパス整備するものであり、交通の
安全性や走行性を向上させるものであ
る。 H30年代　完成供用予定

現道の交通量及び混雑度
4,341台/日、混雑度0.36

 北条湯原道路倉吉道路 －  倉吉ＩＣ～小鴨ＩＣ 国 鳥取県 － 改築 4,050 6 6.5 2 2 0 0 - H17～H30年代 改良工、舗装工 H19.1 - -
倉吉IC～倉吉西IC間所要時間約６分
短縮 Ｈ30年代　供用予定

現道の交通量及び混雑度
14,064台/日、混雑度1.17

 北条湯原道路倉吉関金道路 －  小鴨ＩＣ～関金 国 鳥取県 － 改築 7,010 6 6.5 2 2 0 0 - H23～H30年代 改良工、舗装工 H23.5 - -
倉吉西IC～倉吉市関金宿間所要時間
約３分短縮 H30年代　完成供用予定

現道の交通量及び混雑度
8,320台/日、混雑度0.73

岡山自動車道 － 賀陽IC～北房JCT 高 民間 － 改築 2,130 7 14 2 4 0 0 - H29～H32 付加車線整備 － - - 付加車線整備による交通の利便性向上 H32年度予定
現道の交通量及び混雑度
9,504台/日、混雑度0.99

＊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。

事業
主体

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

都市
計画
決定



（参考書類５）

Ａ１１-００１　県道　新見川上線（布瀬工区）　道路概要図

5km縮尺

岡山自動車道

備中松山城
賀陽IC

用瀬嶽フリー

クライミング広場

１千人／年

A11-001

T27=３，５０８台／日

K=０．３８

備中高梁駅

県道 新見川上線

路線バス ８往復／日

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００１ 改築 1



（参考書類５）

Ａ１１-００２　県道　新見日南線（足立工区）　道路概要図

5km縮尺

神郷温泉

２４千人／年

三室峡

花見山スキー場

中国縦貫自動車道
新見IC

A11-002

T27=１，７１７台／日

K=０．２１

新見駅

県道 新見日南線

足立駅

大佐SIC

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００２ 改築 2



（参考書類５）

Ａ１１-００３　県道　北房井倉哲西線（草間工区）　道路概要図

5km縮尺

井倉洞

６０千人／年

岡山自動車道

吹屋ふるさと村

満奇洞

４６千人／年

中国縦貫自動車道

新見美術館

羅生門

有漢IC

A11-003

T27=７３３台／日

K=０．０８

新見駅

県道 北房井倉哲西線

北房IC

新見IC

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００３ 改築 2



（参考書類５）

Ａ１１-００４　県道　北房井倉哲西線（豊永佐伏工区）　道路概要図

5km縮尺

井倉洞

岡山自動車道

吹屋ふるさと村

満奇洞

４６千人／年

中国縦貫自動車道

新見美術館
ほたる公園

コスモスの里

備北ハイランドサーキット

羅生門

有漢IC

A11-004

T27=１，３６８台／日

K=０．１４

新見駅

県道 北房井倉哲西線

北房IC

新見IC

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００４ 改築 2



（参考書類５）

Ａ１１-００５　県道　新見川上線（矢戸工区）　道路概要図

5km縮尺

井倉洞

岡山自動車道

満奇洞

中国縦貫自動車道

新見美術館

羅生門

有漢IC
A11-005

T27=１，１３８台／日

K=０．１４

新見駅

県道 新見川上線

北房IC

新見IC

吹屋ふるさと村

１４千人／年

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００５ 改築 2



（参考書類５）

Ａ１１-００６　国道　４８２号線（上徳山工区）　道路概要図

鏡ヶ成スキー場

ひるぜんジャージーランド

４１４千人／年

岡山米子道

蒜山やつか温泉

大山自然歴史館

道の駅「風の家」

蒜山高原センター

塩釜冷泉

5km縮尺

湯原温泉

ひるぜんベアバレースキー場

蒜山IC

A11-006

T27=９８６台／日

K=０．１９

国道 ４８２号線
江府IC

溝口IC

地域高規格道路

北条湯原道路

蒜山大山スカイライン

(冬期通行止め)

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００６ 改築 2



（参考書類５）

Ａ１１-００７　県道　蒜山高原線（下長田工区）　道路概要図

鏡ヶ成スキー場

ひるぜんジャージーランド

４１４千人／年

岡山米子道

蒜山やつか温泉

大山自然歴史観

道の駅「風の家」

蒜山高原センター

塩釜冷泉

5km縮尺

湯原温泉

ひるぜんベアバレースキー場

蒜山IC

A11-007

T27=６６２台／日

K=０．０７

県道 蒜山高原線

江府IC

溝口IC

地域高規格道路

北条湯原道路

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００７ 改築 1



（参考書類５）

Ａ１１-００８　県道　和気笹目作東線（万善工区）　道路概要図

中国横断自動車道

八塔寺ふるさと村

湯郷温泉

5km縮尺

道の駅「彩菜茶屋

作東IC

岡山国際サーキット

２３８千人／年

A11-008

T27=３４１台／日

K=０．０５

林野駅

県道 和気笹目作東線

美作IC

勝央IC

湯原温泉IC

地域高規格道路

美作岡山道路

番号 事業内容 アクセス経路
A１１-００８ 改築 2


