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Ⅰ 事務事業の概要            





事務事業の概要（地域政策部 地域づくり推進課） 

 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

 

１ 

総合調整機能

の発揮 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新晴れの国おかやま生き活きプラン

 の推進 

 

２ 県議会議員への主要事業の説明 

 ・5/21（倉敷市内：中止） 

 

３ 市町長への主要事業の説明 

 ・5/18（倉敷市内：中止） 

 

４ 管内トップミーティングの開催 

 ・8/3（倉敷市内） 

 

５ 地方振興事業調整費の運用 

  381,000千円（配分額） 

 

６ 新型コロナウイルス関連地域応援プ

ロジェクト事業費の運用 

  35,000千円（配分額） 

 

 

１ 第３次晴れの国おかやま生き活きプ

ランの推進 

 

２ 県議会議員への主要事業の説明 

 ・5/24（倉敷市内） 

 

３ 市町長への主要事業の説明 

 ・5/26（倉敷市内） 

 

４ 管内トップミーティングの開催 

 ・8/2（倉敷市内） 

 

５ 地方振興事業調整費の運用 

 

 

６ 新型コロナウイルス関連地域応援プ

ロジェクト事業費の運用 

 

２ 

市町への 

助言、支援等 

 

 

 

 

 

 

 

１ 中山間地域等への支援 

 ・おかやま元気！集落活動促進支援事

  業 

  ・地域と暮らしの維持応援事業 

 

 

２  持続可能な中山間地域等形成事業の

実施 

 ・大学生が地域で活躍！人づくり・地

域づくり応援隊事業 

 ・つながる×つなげる応援事業 

 ・空き家をリノベ～古くて新しいマイ

ホーム～事業 

 

 

３ 地方自治法施行事務等 

 ・地方財政状況調査及び公共施設状況

調査の検収等 

・一部事務組合の規約変更許可等 

 

 

１ 中山間地域等への支援 

 ・おかやま元気！集落活動促進支援事

  業 

 ・地域と暮らしの維持応援事業 

  

 

２ 持続可能な中山間地域等形成事業の

実施 

・地域の課題解決支援事業 

 ・つながる×つなげる応援事業 

 

 

 

 

 

３ 地方自治法施行事務等 

 ・地方財政状況調査及び公共施設状況

調査の検収等 

 ・一部事務組合の規約変更許可等 

 

 

３ 

観光・産業の

振興 
 
 
 
 
 
 

   

１ 備中地域の強みである観光素材のブ

ラッシュアップとＰＲ 

(1)  備中杜氏の郷ツーリズムの推進 

・酒蔵と宿泊施設との交流会（6/24）

 ・地酒列車オンラインツアーの実施 

  （10/17、24、30）   

 ・「おかやま酒蔵めぐり～備中杜氏の

郷デジタルスタンプラリー～」 

 

１ 備中地域の強みである観光素材のブ

ラッシュアップとＰＲ 

（1） 備中杜氏の郷ツーリズムの推進 

・「地酒バーin備中」の開催 

・酒蔵と宿泊施設の連携事業 

 ・「おかやま酒蔵めぐり～備中杜氏の

郷デジタルスタンプラリー～」 

（4/1～9/25、2/1～3/31（予定)） 
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事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

 
 
３ 
観光・産業の
振興 

 

（4/1～5/26、3/25～31） 

(2)  天文･星空をテーマにした観光振興

 ・「天文王国おかやま」誘客促進協議

会への支援 

(3)  井原鉄道と連携したサイクルツー 

リズムの推進 

 

２ バス助成事業による備中地域への誘

客促進 

 ・備中地域バス日帰り観光旅行助成事

業（44台） 

・備中の日本遺産を巡るバス観光旅行

助成事業（17台） 

 

３ 備中地域への誘客促進 

 ・重伝建の謎解きスタンプラリー～備

中ぶらり町並みめぐり～  

  （10/22～2/28）     

 ・マツダスタジアムでの観光ＰＲ 

  （7/7）  

 

 

４ 備中地域の観光ＰＲ 

・観光ＰＲサイト「カラフル備中」を

活用したデジタルマーケティングの

展開（WEB広告等による分析） 

・ＣＡＴＶを活用したマイクロツーリ

ズムの推進(全6回/9局配信) 

 
５ 地域産業の振興 
(1) 備中地域ならではの加工品、製造品

の売れ筋商品化 
・テストマーケティング（首都圏・関

西圏・近県等）の実施 
・見本市への出展支援 

 
 (2) 産業による地域おこしの活動を支
援 
・専門家の派遣 
・試作品の制作費、事業（サービス）

の試行経費の補助 
・販路開拓経費の補助 

 
 
６ 提案型協働事業による産業・観光の

振興 
・「繊維のチカラで繋げ。持続可能な

モノづくり」 
 
 
 
 

 

（2）天文･星空をテーマにした観光振興

 ・「天文王国おかやま」誘客促進協議

会への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 備中地域への誘客促進 

 ・備中ぶらり町並みめぐり 

 ・マツダスタジアムでの観光ＰＲ 

 ・備中の日本遺産を巡るバス観光旅行

促進事業 

 

 

 

３ 備中地域の観光ＰＲ 

 ・備中旅モニターツアー事業 

・観光ＰＲサイト「カラフル備中」を

拠点としたＰＲの展開 

・備中の星空ＰＲの展開 

 

 
４ 地域産業の振興 
(1) 備中地域ならではの加工品、製造品 

の売れ筋商品化 
・テストマーケティング（首都圏・関 

西圏・近県等）の実施 
・見本市への出展支援 
・商談会の開催 

(2) 産業による地域おこしの活動を支援
・専門家の派遣 
・試作品の制作費、事業（サービス）

の試行経費の補助 
・販路開拓経費の補助 

 
 
 
５ 提案型協働事業による産業・観光の

振興 
・Circular Cotton Project 
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事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

 

４ 

地域文化の振

興 

 

 

１ 町並み保全と活性化 

(1)備中町家deクラスの開催 

（11/13～12/5） 

(2)備中町並ゼミの開催 

（中止） 

 

 

 

２ おかやま県民文化祭 

「文化がまちにある！プログラム」

の開催 

・高梁川マルシェ～阿知町界隈文化祭

～ 

・吹屋花めぐり 

・矢掛まちあるき文化祭～音楽の散歩

道～ 

 

 

 

３ 提案型協働事業による備中地域の魅

力・伝統文化の発信 

・備中地域の伝統芸能を通した地域活

動～「本物の能楽」に触れて地域に

おける伝統芸能・伝統文化を再発見

しよう～ 

 

 

１ 町並み保全と活性化 

(1) 備中no町家deクラスの開催 

 

(2) 備中町並ゼミの開催 

 

(3) 町並み現地視察及び地元交流会の実

施 

 

２ おかやま県民文化祭 

「文化がまちにある！プログラム」

の開催 

・倉敷ジャズストリート2022 

・高梁川マルシェ～阿知町界隈文化祭

～ 

・いばらアートループ商店街 

・矢掛まちあるき文化祭～音楽の散

歩道～ 

 

 

３ 提案型協働事業による備中地域の魅 

力・伝統文化の発信 

 ・備中地域の伝統芸能を通した地域活

動～「本物の能楽」に触れて地域に

おける伝統芸能・伝統文化を再発見

しよう～  
 
５ 
協働による施
策の推進 
 
 

 
提案型協働事業の実施 
12事業の応募に対し、7事業を選考 

 ・令和3年度事業中間報告(10/15) 
 ・令和3年度事業実績報告(3/15） 
 ・令和4年度事業二次審査(3/3) 
 

 
提案型協働事業の実施 
 17事業の応募に対し、8事業を選考 

・令和4年度事業中間報告 
・令和4年度事業実績報告 
・令和5年度事業二次審査 

 
６ 
安全・安心の
推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 危機管理と防災対策 
(1) 防災配備 
 ・風水害、震災(津波)対策 
  注意体制    25回 
  警戒体制     8回 
  特別警戒体制  2回 

(2) 防災訓練 
 ・非常参集訓練（4/9） 
 ・水害対応訓練（6/2） 
 ・総合防災訓練（中止） 

・物資オペレーション訓練（11/9） 
・地震対応訓練（1/21） 
・水島地区石油コンビナート総合防災

訓練（中止） 

(3) 自主防災組織の設置育成の支援 
 ・管内設置率 81.3%（R3.4.1現在） 
 ・防災士養成講座 89名資格取得 

(4) 防災意識の普及啓発 
 ・防災出前講座  1回 

 
１ 危機管理と防災対策 
(1) 防災配備 

・風水害、震災(津波)対策 
  ・水島地区石油コンビナート災害対策 
 
 

(2) 防災訓練 
  ・非常参集訓練（4月） 
 ・水害対応訓練（6月） 
 ・総合防災訓練（9月） 
 ・物資オペレーション訓練（11月） 
  ・地震対応訓練（1月） 

・水島地区石油コンビナート総合防災
訓練                    （2月）

(3) 自主防災組織の設置育成の支援 
 ・防災士養成講座の開催 
 

(4) 防災意識の普及啓発 
  ・防災出前講座 
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事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

 
 
６ 
安心・安全の
推進 

・防災イベントの実施（規模縮小） 
｢防災週間｣(8/30～9/5)中、備中
県民局庁舎内における防災グッズ
展示等 

 ・メディアを通じた広報 
｢防災週間 ｣ ､ ｢津波防災の日｣
(11/5)､｢防災とボランティア週
間｣(1/15～21)に合わせたFMくら
しき20秒スポットCMによる広報 

 ・JR倉敷駅舎内、井原鉄道・水島臨海
鉄道車内における啓発 

防災週間中の車内・構内放送 

(5) 防災まちづくりモデル事業 
・防災マップ作成ワークショップ開催

   倉敷市三田地区、高梁市成羽町成
羽･羽山地区、高梁市川上町仁賀
地区、矢掛町川面地区の４地区 

・防災士を対象とした研修会開催 
(2月､2会場中止) 

(6) 提案型協働事業による地域防災活動
の推進 

 ・水害は「逃げるが勝ち！」 
 
２ 安全・安心まちづくり 
 ・「安全・安心まちづくり旬間」の啓
  発  
 
３ 火薬類の保安対策 
 ・火薬類譲受・消費許可      23件 
 ・火薬類譲受許可         16件 
 ・火薬類譲渡許可         1件 
 ・火薬庫外貯蔵場所指示     13件 
 ・火薬庫保安検査        14件 
 ・火薬関係事業所立入検査    21件 
 
４ 交通安全対策 
(1) 交通安全県民運動の展開 
  ・春（4/6 ～ 4/15） 
  ・秋（9/21 ～ 9/30） 
  ・年末年始（12/1 ～ 1/7） 
  ・高齢者交通安全 
  ・スピードダウン 
  ・ライトアップ 
  ・ストップ飲酒運転 
 ・合図の徹底・信号の厳守 
(2) 交通安全に関する啓発 
 ・FMくらしき20秒スポットCMを利用し
た交通安全県民運動の周知 
 ・局FacebookやHPでの交通安全に関す

る広報 
 
５ 土地対策 

県土保全条例に基づく開発行為の指導
等 

 ・新規許可         1件 
 ・完了検査     0件 
 ・開発相談         22件（22箇所） 

  ・防災イベントの実施 
  ・メディアを通じた広報 

・ＪＲ倉敷駅等協力企業への働きかけ
・防災パネルの貸出、防災啓発資材の

配布 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 防災まちづくりモデル事業 
・地区を選定し、防災マップづくり等

のワークショップを開催 
 ・防災士を対象とした研修会を開催 
 
 
 

(6) 提案型協働事業による地域防災活動
の推進 

 ・水害は「逃げるが勝ち！」 
 
２ 安全・安心まちづくり 
 ・「安全・安心まちづくり旬間」の啓 
   発  
 
３ 火薬類の保安対策 
  ・火薬類の各種許可及び届出の受理 
  ・火薬関係事業所立入検査の実施等 
 
 
 
  
 
４ 交通安全対策 
(1) 交通安全県民運動の啓発 
  ・春（4/6 ～ 4/15） 
  ・秋 
  ・年末年始 
  ・高齢者交通安全 
  ・スピードダウン 
  ・ライトアップ 
  ・ストップ飲酒運転 

・合図の徹底・信号の厳守 
(2) 交通安全に関する啓発 
 ・FMくらしき20秒スポットCMを利用し
た交通安全県民運動の周知 
 ・局FacebookやHPでの交通安全に関す
る広報 
 
５ 土地対策 

県土保全条例に基づく開発行為の指導
等 
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事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

 ・定期立入検査      4回（ 4箇所） 
  ・盛土総点検   129箇所 

 

７ 

地域スポーツ

の振興 

 

管内トップスポーツチームへの支援及び

応援 

・吉備国際大学シャルム岡山高梁 

「応援デー」等ホームゲームイベント

（4/10,4/18,4/25,5/2,5/15,5/23, 

5/30,6/6,6/20,6/26,7/4,9/26, 

10/2,10/10） 

（なでしこリーグ２部 ７位） 

 

 

管内トップスポーツチームへの支援及び

応援 

・吉備国際大学シャルム岡山高梁 

「応援デー」等ホームゲームイベント

(3/27,4/3,4/10,4/17,4/23,4/30,5/8, 

5/15,5/22,5/29,6/5,6/12,7/2,7/10, 

9/24,10/1,10/9：確定分のみ記載） 

 

８ 

青少年の健全

育成 

 

 

 
 
 
 
 

 
１ 備中県民局管内青少年マトリックス
 ・青少年マトリックス会議(書面開催)
 ・青少年健全育成功労者表彰（11/30）

県民局長表彰 個人22人、団体数2 
   
２ 備中地域青少年相談員連絡会 
  管内青少年相談員 165人 

（R4／3月末） 
 ・総会・全体研修会（書面開催） 
 ・倉敷地区研修会（中止） 
 ・井笠地区研修会（中止） 
 ・高梁、新見地区研修会（10/21） 
 ・同上地区街頭啓発（10/21） 
 
３ わかば賞の贈呈 個人10人、団体3 
  
４ 「岡山県青少年健全育成条例」及び

「岡山県青少年によるインターネット
の適切な利用の推進に関する条例」に
基づく立入調査及び研修会の実施 

 ・立入調査   37件 
 ・研修会（6/28） 
 
５ 普及啓発活動 
 ・啓発資材の購入等 
 ・市町・警察等各団体による街頭啓発
 
６ 提案型協働事業による子どもと若者
 が健やかに育つ社会づくりの推進 
 ・地域ICTクラブによる子どもたちの

創造力育成～クリエイティブなひと
・しごと・まちづくりを目指して～

 
１ 備中県民局管内青少年マトリックス 
 ・青少年マトリックス会議 
  ・青少年健全育成功労者表彰（11月） 
 
 
２ 備中地域青少年相談員連絡会 
    管内青少年相談員 153人 

（R4／4月現在） 
 ・全体研修会 
 ・地区別研修会 
 
 
 
 
３ わかば賞の贈呈 
 
４ 「岡山県青少年健全育成条例」及び

「岡山県青少年によるインターネット
の適切な利用の推進に関する条例」に
基づく立入調査及び研修会の実施 

 
 
 
５ 普及啓発活動 

・啓発資材の購入等 
 ・市町・警察等各団体による街頭啓発 
 
６ 提案型協働事業による子どもと若者 
 が健やかに育つ社会づくりの推進 
 ・児童生徒・若者が地域で楽しく学び

活用できる地域ＩＣＴコモンズの構
築 

 ・高校生と地域をつなぐ放課後のキャ
リア探究 

 
９ 
消費生活対策 
 

 
生鮮食品品質表示基準に基づく販売業者
の表示義務に関する店舗調査 
             延 23店舗 

 
生鮮食品品質表示基準に基づく販売業者
の表示義務に関する店舗調査 
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事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

 
１０ 
コミュニテ
ィ活動の促
進 

 
地域づくり推進賞（県民局長表彰） 
 
受賞者 10団体1個人（11/10） 

・川辺復興プロジェクトあるく 
・こどもを主体とした地域づくりネッ

トワークおかやま 
・一般社団法人子どもソーシャルワー

クセンターつばさ 
・社会福祉法人クムレ児童家庭支援セ

ンタークムレ 
・認定NPO法人ハーモニーネット未来 
・そうじゃ食堂くうねるあそぶ 
・こども食堂すだち 
・佐藤紅商店・佐藤拓也 
・六島まちづくり協議会 
・龍の仕事展実行委員会 
・D-INTERNSHIP実行委員会 

 
地域づくり推進賞（県民局長表彰） 
 
（参考） 

管内における地域づくりに関する取組
のうち、取組の目的、地域への貢献度､
先駆性その他を考慮して、備中地域の
活性化や発展に資すると認められる団
体等を県民局長が表彰する。 

 

 
１１ 
広報活動 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
県民局事業のＰＲ 

・報道機関への情報提供 
・ＦＭくらしきによるスポットＣＭの

  放送 
・ＦＭ岡山によるラジオ番組放送 
・ＲＳＫラジオによるラジオ番組放送

 ・テレビによる広報 
 ・ケーブルテレビによる広報 

・デジタルサイネージによる広報 
・新聞による広報 
・関西圏情報誌による広報 
・フリーペーパーによる広報 
・備中星空ＰＲ動画･写真素材制作 
・局電光掲示板による広報 
・ホームページの活用 
・｢カラフル備中｣HP内に動画一覧ペー

ジの制作 
 ・ＳＮＳの活用 

(FaceBook･Instagram･Youtube) 
  
 

 
県民局事業のＰＲ 

・報道機関への情報提供 
 ・テレビによる広報 

・ＲＳＫラジオによる広報 
 ・ＦＭくらしきによるスポットＣＭの 
  放送 

・新聞による広報 
・局電光掲示板による広報 
・ホームページの活用 

  ・ＳＮＳの活用 
 ・ＤＭ活用した広報 
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事務事業の概要（地域政策部 環境課） 

 

事業名 令和３年度実績 令和４年度計画 

地球環境保全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地球環境保全啓発活動 

 ・クールビズ・ウォームビズ 

 ・エコドライブ 

・ノーマイカーデー       中止 

 ・アースキーパーメンバーシップ会員の 

  拡大 

・食品ロス削減の推進 

  おかやま３０・１０運動 

２ 環境フェア 

・環境パネル展         ２回 

・エコフェスタ、環境学習講座  中止 

３ グリーンイベントガイドラインおかや 

まの普及啓発 

１ 地球環境保全啓発活動 

 ・クールビズ・ウォームビズ 

 ・エコドライブ 

・ノーマイカーデー 

 ・アースキーパーメンバーシップ会

員の拡大 

・食品ロス削減の推進 

  おかやま３０・１０運動 

２ 環境フェア 

 

 

３ グリーンイベントガイドラインお

かやまの普及啓発 

大気保全対策 １ 大気汚染防止法・岡山県環境負荷低減 

条例（アスベスト関係除く。） 

  ・届出受理                    81 件 

・立入検査                    27 件  

・ばい煙等測定                 11 件  

２ アスベスト対策 

  ・特定粉じん排出等作業届出受理   5 件 

・立入調査              95 件 

３ 有害大気汚染物質調査  

              １地点×12 月 

４ 夏期対策の実施 

 ・オキシダント情報発令         5 回  

          注意報発令       2 回  

１ 大気汚染防止法・岡山県環境負荷

低減条例 

 ・届出受理 

 ・立入検査 

 ・ばい煙等測定 

２ アスベスト対策 

・届出受理 

・立入検査 

３ 有害大気汚染物質調査 

 

４ 夏期対策の実施 

 

 

水質保全対策 

 

 

 

 

 

 

１ 水質汚濁防止法・岡山県環境負荷低減  

条例 

 ・特定施設設置届出受理          9 件 

  ・立入調査                110 件 

  ・排水検査               97 件 

２ 水質調査等  

 ・地下水水質測定              7 地点 

３ 水質事故              13 件 

１  水質汚濁防止法・岡山県環境負荷

低減条例 

 ・特定施設設置届出受理    

 ・立入調査 

 ・排水検査 

２ 水質調査等 

 

３ 水質事故 

土壌汚染対策 １ 法第3条第1項ただし書の確認受理  3 件 

２ 土壌汚染状況調査結果報告受理    0 件 

３ 法第3条第7項又は法第4条第1項土地形質変

更届出受理            42 件 

１  法第3条第1項ただし書の確認受理 

２  土壌汚染状況調査結果報告受理 

３  法第3条第7項又は法第4条第1項土地

形質変更届出受理 
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事業名 令和３年度実績 令和４年度計画 

浄化槽対策 １ 浄化槽設置届出受理       371 件 

２ 浄化槽立入検査          52 件 

         (内 保守点検業者     12 件)

３ 浄化槽放流水検査       39 検体 

４ 合併処理浄化槽設置整備事業件数 

                         453 基 

５ 浄化槽保守点検業者登録 

             更新 12件  変更 9 件 

１ 浄化槽設置届出受理 

２ 浄化槽立入検査 

 

３ 浄化槽放流水検査 

４ 合併処理浄化槽設置整備事業 

 

５ 浄化槽保守点検業者登録 

有害化学物質対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ダイオキシン対策  

 ・特定施設の設置届出受理     0 件 

  ・測定結果報告受理            34 件 

  ・立入検査                6 件 

  ・大気・土壌・地下水の調査 

        大気  4 地点、土壌  4 地点、

       地下水  4 地点 

２ 特定化学物質対策 

  ・排出量・移動量等の届出受理  50 件 

３ フロン類対策 

 ・第一種フロン類充塡回収業者新規登録数

  （更新登録件数）     14 件（ 49 件）

  ・立入検査                  49 件 

１ ダイオキシン対策 

 ・特定施設の届出受理 

 ・測定結果報告受理 

 ・立入検査 

 ・大気・土壌・地下水の調査 

 

 

２ 特定化学物質対策 

 ・排出量・移動量等の届出受理 

３ フロン類対策 

 ・第一種フロン類充塡回収業者登録 

  

 ・立入検査 

産業廃棄物処理対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 業の許可（収集運搬）処理件数   

 ・新規許可            80 件 

 ・更新許可           240 件 

 ・変更許可            19 件 

２ 業の許可（処分業）処理件数   

  ・新規許可             0 件 

 ・更新許可               2 件 

  ・変更許可             0 件 

３ 業の許可（特管収運）処理件数   

 ・新規許可              5 件 

 ・更新許可            19 件 

・変更許可            2 件 

４ 処理業変更届出        1158 件 

５ 施設設置許可等処理件数   

  ・設置許可               1 件 

 ・変更許可            2 件 

６ 施設軽微変更等届出         24 件 

７ 県内搬入事前協議         285 件 

８ 立入検査 

・事業者               80 件 

・処理業者                97 件 

９ 行政処分              2 件 

１ 許可事務（収集運搬） 

 

 

 

２ 許可事務（処分業） 

 

 

 

３ 許可事務（特管収運） 

 

 

 

４ 変更届出受理事務 

５ 施設設置許可等事務 

 

 

６ 軽微変更等届出受理事務 

７ 県内搬入事前協議 

８ 立入検査の実施 

 

 

９ 行政処分    
－ 10 －



事業名 令和３年度実績 令和４年度計画 

産業廃棄物処理対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 不適正処理防止対策等 

 ・産業廃棄物監視指導員(警察ＯＢ）によ

る監視指導         延  747 日 

 ・民間警備会社による休日・夜間等の 

      巡回、監視         延  122 回 

  ・産廃不法投棄１１０番、通報協定の 

運営            通報・対応   4 件 

 ・不法投棄監視カメラの設置     0 箇所

 ・産業廃棄物収集運搬車両の路上検査  

               1 回(18車)

  ・上空監視パトロール       2 回 

11 建設リサイクルの推進 

  ・立入検査              2 件 

12 産業廃棄物処理計画及び特別管理産業 

廃棄物処理計画の策定      59 件 

13 ＰＣＢ特別措置法に基づく指導等 

・保管状況届                   133 件 

  ・立入検査                      19 件 

14 自動車リサイクル法に基づく登録等 

  ・引取業の登録       新規登録   1 件 

更新登録   2 件 

  ・引取業者の立入検査            12 件 

  ・フロン類回収業の登録 新規登録  0 件 

更新登録  0 件 

  ・フロン類回収業者の立入検査    11 件 

  ・解体業の許可        更新許可   1 件 

  ・解体業者の立入検査            12 件 

 ・破砕業の許可        更新許可  1 件 

  ・破砕業者の立入検査             4 件 

10 不適正処理防止対策等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 建設リサイクルの推進 

 

12 産業廃棄物処理計画及び特別管理産 

業廃棄物処理計画の受理 

13 ＰＣＢ特別措置法に基づく指導等 

 

 

14 自動車リサイクル法に基づく登録等 

一般廃棄物対策 １ 市町村に対する技術的支援   

２ 岡山エコ事業所（小売店）認定 

 新規認定 18 店 

更新認定  3 店 

３ 処理施設の立入検査      

 ・ごみ処理施設           6 件 

  ・し尿処理施設           2 件 

  ・最終処分場             8 件 

４ ごみ処理広域化対策協議会総会等への 

参加 

５ 登録廃棄物再生事業者数    31 件 

１ 市町村に対する技術的支援  

２ 岡山エコ事業所（小売店）認定 

 

 

３ 処理施設の立入検査  

 

 

 

４ ごみ処理広域化対策協議会総会等へ

の参加  

５ 廃棄物再生事業者の登録 

快適な環境づくり対

策 

 

１ 環境３条例の普及・啓発 

 ・岡山県快適環境確保条例 

・岡山県環境負荷低減条例 

 ・岡山県循環型社会形成推進条例 

１ 環境３条例の普及・啓発 

 ・岡山県快適環境確保条例 

 ・岡山県環境負荷低減条例 

 ・岡山県循環型社会形成推進条例 

環境マネジメントの

推進 

１ 岡山県環境マネジメントマニュアル 

 の実施 

１ 岡山県環境マネジメントマニュアル

 の実施 
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事業名 令和３年度実績 令和４年度計画 

景観対策 １ 大規模行為届出(通知)の受理 99(0) 件 

 

１ 大規模行為届出の(通知)の受理 

 

墓地対策 １ 墓地等の経営許可件数      0 件 １ 墓地等の経営許可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
公共 法人      

 

 
経営 0 0 

廃止 0 0 

変更 0 0 

 

地区衛生組織活動の

支援 

１ 地区環境衛生協議会の運営 １ 地区環境衛生協議会の運営 

公害苦情 

 

 

１ 公害苦情の処理件数     21 件 

内訳 
 

 

大気 1、 水質 4、騒音・振動 0、 

悪臭 0、産業廃棄物 16 、その他 0 
 

１ 公害苦情の処理 

 

 

 

公害防止管理組織の

整備 

１ 選解任届出数         24 件 １ 選解任届出 

県際間の環境対策 １ 芦田川下流水質浄化協議会     1 回 １ 芦田川下流水質浄化協議会      

環境保全推進等局長

表彰 

１ 環境保全推進等表彰   27 名、2 団体 １ 環境保全推進等表彰   
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事務事業の概要                   

（健康福祉部・備中保健所本所） 

１ 新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 医療体制の

維持・確保 

○診療体制及び入院病床の維持・確保 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用促進 

○自宅療養体制の推進 

○診療体制及び入院病床の維持・確保 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用促進 

○自宅療養体制の推進 

(2) まん延防止

対策の推進 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

○市町と連携した住民への啓発 

〇社会福祉施設等に対する感染症対策研

修会          4回 873人 

 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

○市町と連携した住民への啓発 

〇社会福祉施設等に対する感染症対策研

修会 

(3)ワクチン接

種体制の構築 

○医療従事者、65歳以上高齢者、18～64

歳への3回目接種体制の確保 

○12～17歳への3回目接種体制の確保 

○小児（5～11歳）への接種体制の確保 

 

 

２ 地域における医療提供体制の整備 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 第 8 次岡山

県保健医療計

画の推進 

○第８次保健医療計画(地域計画)の推進 

・県南西部保健医療圏保健医療対策協

議会             0回 

○第８次保健医療計画(地域計画)の推進 

・県南西部保健医療圏保健医療対策協

議会  

(2) 地域医療構 

想の推進 

○地域医療構想の推進 

・県南西部地域医療構想調整会議 2回 

○地域医療構想の推進 

・県南西部地域医療構想調整会議  

(3) 災害・救急

医療体制の強

化 

○医療体制の整備 

・救急医療体制推進協議会 

   総会                  0回 

      

  

 

○広域災害救急医療情報システム(EMIS)

を活用した災害時訓練の実施 

○医療体制の整備 

・救急医療体制推進協議会 

    総会                 1回 

     幹事会            

   大規模災害発生時の医療連携体制

の構築 

○広域災害救急医療情報システム(EMIS) 

を活用した災害時訓練の実施 

 

(4) 医療機関に

おける安全管

理等の推進 

○立入検査     病 院      0箇所 

          診療所       0箇所 

○医療相談窓口  相談件数   12件 

○立入検査     病 院      

          診療所        

○医療相談窓口   
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３ 地域包括ケアシステム構築の推進  

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 地域医療・

介護連携の推

進 

○県南西部倉敷地域(倉敷・総社・早島)

医療・看護・介護連携推進事業 

 ・医療・看護・介護実務者連絡会 1回

 ・医療・看護・介護連携推進研修会0回

○県南西部倉敷地域(倉敷・総社・早島)

医療・看護・介護連携推進事業 

 ・医療・看護・介護実務者連絡会 

 ・医療・看護・介護連携推進研修会 

 

(2) 市町への支

援等 

○ワークショップの開催       1回

○通所付添サポート事業を実施する 

市町を支援           1市

○ワークショップの開催 

○通所付添サポート事業を実施する 

市町を支援 

 ○管内市町認知症研修会        1回

○認知症介護家族交流会       中止

○介護給付適正化研修会       2回

 

○管内市町認知症研修会 

○認知症介護家族交流会 

○介護給付適正化研修会 

(3) サービスの

質の向上 

○指導監査 

 ・社会福祉法人            7法人

・老人福祉施設              7施設

・保育所、認定こども園      6施設

・その他児童福祉施設        1施設

・障害者支援施設            1施設

・救護施設                  0施設

○立入調査 

・認可外保育施設            3施設

○有料老人ホーム等の立入検査 

・有料老人ホーム         7施設

  ・サービス付き高齢者向け住宅  2施設

○指導監査 

 ・社会福祉法人            9法人

・老人福祉施設             18施設

・保育所、認定こども園     60施設

・その他児童福祉施設       18施設

・障害者支援施設            2施設

・救護施設                  1施設

○立入調査 

・認可外保育施設           25施設

○有料老人ホーム等の立入検査 

・有料老人ホーム         10施設

 ・サービス付き高齢者向け住宅 5施設

 ○介護サービス事業者等の指定・更新・

廃止等の申請・届出受付 

・新規                9件

・更新                18件

・廃止                4件

・休止                2件

・再開                  0件

・辞退                          2件

・変更               291件

○介護サービス事業者等の指導・監督  

・実地指導           43事業所

・業務管理体制整備の届出    170法人

・業務管理体制整備確認検査   33法人

 

○介護サービス事業者等の指定・更新・

廃止等の申請・届出受付 

・新規                

・更新                 

・廃止                

・休止                  

・再開                   

・辞退                           

・変更                  

○介護サービス事業者等の指導・監督 

・実地指導         111事業所

・業務管理体制整備の届出      

・業務管理体制整備確認検査   30法人

○地域密着型サービス集団指導 

（倉敷市集団指導への参加） 
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４ 心と体の健康づくりの推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 体の健康づ

くり 

受動喫煙防止対策の推進 

○｢敷地内全面禁煙実施施設｣認定事業 

 ・倉敷市・総社市・早島町 

              新規  3施設 

             累計 199施設

○「屋内全面禁煙宣言施設」の届出受付 

               新規 12施設 

            累計 158施設

○受動喫煙防止対策支援事業費補助金 

                 2施設

○改正健康増進法に伴う相談      1件

○世界禁煙デー街頭啓発活動     中止

 

生活習慣病の発症予防と重症化予防の推

進 

○糖尿病性腎症重症化予防等 

 ・保健所国保ミーティング事業  10回

○市町データヘルス等計画推進のための

支援                

                   

受動喫煙防止対策の推進 

○「敷地内全面禁煙実施施設」認定事業 

 

 

 

○「屋内全面禁煙宣言施設」の届出受付 

                

 

○受動喫煙防止対策支援事業費補助金 

                

○改正健康増進法に伴う相談   

○世界禁煙デー街頭啓発活動 

 

生活習慣病の発症予防と重症化予防の推

進 

○糖尿病性腎症重症化予防等 

 ・保健所国保ミーティング事業 

○市町データヘルス等計画推進のための

支援 

 

 ○障害福祉サービス事業者等の指定・更

新・廃止等の申請・届出受付 

・新規指定（本指定を含む。）   11件

・指定の変更            1件

・更新                         19件

・廃止                          3件

・休止                          2件

・再開                          0件

・変更                        139件

・体制届等            458件

○社会福祉事業（同時指定申請等以外）

の開始・変更・廃止・休止の届出受付 

・開始                         15件

・廃止                          3件

・休止                          1件

・変更                         50件

○障害福祉サービス事業者等の指導・監

督 

・実地指導           36事業所

・書面指導                  0事業所

・業務管理体制整備の届出     16法人

 

○備中圏域相談支援事業者集団指導（管

内市町と合同開催）             中止

○障害福祉サービス事業者等の指定・更

新・廃止等の申請・届出受付 

・新規指定（本指定を含む。）      

・指定の変更             

・更新                           

・廃止                           

・休止                           

・再開                           

・変更                           

・体制届等               

○社会福祉事業（同時指定申請等以外）

の開始・変更・廃止・休止の届出受付 

・開始                           

・廃止                           

・休止                           

・変更                           

○障害福祉サービス事業者等の指導・監

督 

・実地指導           

・書面指導                   

・業務管理体制整備の届出     

○管内市町障害福祉担当者会議  

○備中圏域相談支援事業者集団指導（管

内市町と合同開催）  
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○乳がん・子宮頸がん検診受診促進事業 

 ・乳がん・子宮頸がん予防出前講座  

              １回 31人

○｢栄養成分表示の店｣登録事業 

                累計44施設

○市町食育推進計画の推進支援 

○病態栄養相談            1件

○特定給食施設等の指導 

    施設指導（個別）        30 施設

    管理者研修                中止

    従事者研修             1回 40人

○栄養成分表示見とく(得)事業  

                   中止

○栄養成分表示の相談           18件

○市町歯科保健連絡会議への参画    1回

○「歯と口の健康週間」、「１１月８日

いい歯の日」の普及啓発      

○管内地域保健従事者研修会     2回

○市町村健康増進・栄養改善業務推進会議 

      1回

○総社市保健師人材育成検討会    5回

 早島町人材育成話し合い      1回

○愛育委員等と連携した世界禁煙デー 

街頭啓発活動           中止

○健康づくりボランティアの組織育成 

 ・愛育委員（理事会）            5回

 ・栄養委員（理事会）            5回

  ・愛育委員栄養委員合同研修会 1回56人

○管内愛育委員、栄養委員による健口体

 操、低栄養予防の食事の普及啓発 

 

○乳がん・子宮頸がん検診受診促進事業 

 ・がん予防出前講座（総社） 

 

○｢栄養成分表示の店｣登録事業 

 

○市町食育推進計画の推進支援 

○病態栄養相談 

○特定給食施設等の指導 

 ・施設指導（個別）       

 ・管理者研修         

 ・従事者研修         

○栄養成分表示見とく(得)事業 

 

○栄養成分表示の相談 

○市町歯科保健連絡会議への参画 

○「歯と口の健康週間」、「１１月８日 

 いい歯の日」の普及啓発  

○管内地域保健従事者研修会 

○市町村健康増進・栄養改善業務推進会議

 

○管内保健師人材育成検討会 

 

○愛育委員等と連携した世界禁煙デー 

 街頭啓発活動 

○健康づくりボランティアの組織育成 

・愛育委員（理事会・研修会）    

・栄養委員（理事会・研修会）     

・愛育委員栄養委員合同研修会    

○管内愛育委員、栄養委員による健口体 

 操、低栄養予防の食事の普及啓発 

(2) 心の健康づ

くり 

 

○精神障害者地域移行・地域定着支援 

 

・総社市精神保健福祉検討会 2回 23人

 ・早島町の障害福祉を考える会運営 

会議          4回 13人 

 ・早島町の障害福祉を考える会     

1回 27人 

 

○精神保健福祉相談      10回 16件

○地域精神保健活動 

・家庭訪問（相談）       259件

  ・電話相談           1938件

  ・面接相談            103件

 ・ケア会議等への参画       51回

 ・総社市との事例検討会     2回

 ・総社市内の相談支援事業所との事例 

検討会            1回

○アウトリーチ事業        6 人
 

○精神障害にも対応した地域包括ケアシ 

ステムの構築 

・総社市精神保健福祉検討会 

・早島町精神保健福祉検討会 

・地域自立支援協議会への支援・参加 

・精神保健福祉活動従事者研修会 

・管内警察署等関係機関連絡会議  

 

○精神保健福祉相談               

○地域精神保健活動 

 ・家庭訪問（相談） 

  ・電話相談 

  ・面接相談 

 ・ケア会議等への参画 

○処遇困難事例への支援 

 

 

○アウトリーチ事業の活用 
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○患者会及び家族会の育成支援 

  ・患者・家族会 

   早島町ほのぼの会    2回 12人

  

 

○精神保健福祉法に基づく通報対応   

 ・23条通報            62件

 ・24条通報            16件

 ・26条通報            22件

○退院支援のガイドライン計画策定支援 

                 0件

○自殺予防対策事業     

 ・普及啓発のための講演会等  1回51人

 ・自死遺族支援事業12回 実11人延44人

○ひきこもり予防支援事業 

・専門個別相談    2回 実2人 延2人

・総社市ひきこもり支援等検討委員会

参画              1回

・総社市支援者養成ＷＧ     3回

・総社市社会参加ＷＧ      2回

・総社市ひきこもり支援センターへの

引継ぎ連絡会         1回

・早島町不登校連絡会      4回

・総社市ひきこもりケース検討会  8回

 

○患者会及び家族会の育成支援 

 ・患者・家族会 

    早島町ほのぼの会 

   総社市ほっとタッチの会 

○心の健康づくり県民講座等普及啓発  

○精神保健福祉法に基づく通報対応等 

 ・23条通報 

 ・24条通報 

 ・26条通報 

○退院支援のガイドライン計画策定支援 

 

○自殺予防対策事業 

 ・普及啓発のための講演会等      

 ・自死遺族支援事業         

○ひきこもり予防支援事業 

 ・専門個別相談                   

 ・切れ目ない支援体制整備の強化 

    市町別連絡会 

 ・総社市ひきこもり支援各種事業への 

  参画、支援 

 

 

 

 

(3) 感染症対策

の推進 

 

 

 

 

結核対策 

○結核登録患者数 （年度末）  28人 

 （うちＬＴＢＩ  0人）

○結核新登録患者数（年度末）   6人 

（うちＬＴＢＩ   0人）

○接触者健康診断受診者数    実 68人 

                延110人 

○患者管理検診受診者数     実  9人 

                延 15人 

○感染症診査協議会（結核部会）諮問数 

       （令和３年度） 延11件 

○結核患者訪問      実 2人  延 9人

○結核患者面接       実 5人  延12人

 

○感染症対策研修会     4回 873人

 

性感染症対策 

○エイズ等出前講座      1回 117人

○エイズ相談       （年度末） 63件

○ＨＩＶ検査        （年度末） 30件

   （うち夜間 0件）

○性感染症検査   

 ・クラミジア     （年度末） 28件

 

結核対策 

○結核患者登録        

 

○結核新規登録   

        

○接触者健康診断          

       

○患者管理検診           

       

○感染症診査協議会（結核部会）諮問 

               

○結核患者訪問   

○結核患者面接  

○結核対策研修会 

○感染症対策研修会        1回 

 

性感染症対策 

○エイズ等出前講座          2回 

○エイズ相談        

○ＨＩＶ検査  

 

○性感染症検査       
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 ・梅毒        （年度末） 29件

    (うち夜間  0件)

○肝炎相談           （年度末）  4件

○肝炎ウィルス検査   （年度末） 14件

○肝炎治療費助成 申請件数        58件

○肝炎検査費助成     申請件数  2件

○肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

             申請件数 0件

○感染症対応   

 ・三類感染症            8件

 ・四類感染症          3件

 ・五類感染症（全数報告）    3件

・社会福祉施設等における感染症 

  集団発生対応             3件

○感染症患者等移送ネットワーク研修会 

                  0回

新型インフルエンザ等対策 

○新型インフルエンザ等対策研修会及び 

地域対策会議            0回

      

 

 

○肝炎相談 

○肝炎ウィルス検査 

○肝炎治療費助成 

○肝炎検査費助成  

○肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 

 

○感染症対応 

  

 

 

 

 

〇感染症患者等移送ネットワーク研修会 

                  1回 

新型インフルエンザ等対策 

○新型インフルエンザ等対策研修会及び 

地域対策会議                   1回 

 

(4) 難病対策の

推進 

 

 

 

 

 

 

○特定医療費（指定難病）  

R3年度末実人員  736人

○特定疾患治療研修事業    

       R3年度末実人員    6人

○難病患者家族の集い      6回  延33人

○難病患者訪問相談事業  実7人  延12人

 

○難病医療福祉相談            中止

○在宅療養支援計画作成評価事業    1件

 

○原爆被爆者対策 

・被爆者の健康診断       実14人

・がん検診                   実2人

・各種手当の支給          延2,929件

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナ－登録                1人

・臓器提供意思カ－ドの配布 

 

○特定医療費（指定難病）      

 

○特定疾患治療研修事業       

  

○難病患者家族の集い  

○難病患者訪問相談事業  

○難病患者訪問指導事業   

○難病医療福祉相談       

○在宅療養支援計画作成評価事業   

○難病患者災害時要援護者連絡会    

○原爆被爆者対策 

・被爆者の健康診断        

・がん検診                     

・各種手当の支給         

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナ－登録                

・臓器提供意思カ－ドの配布 

  

５ 障害のある人・生活に困窮する人に対する支援 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 障害のある

人に対する支

援 

 

○市町（圏域）自立支援協議会活動支援 

○地域生活支援事業                   

○特別児童扶養手当           43人

○特別障害者手当            25人

○障害児福祉手当              15人

○心身障害者医療費公費負担制度補助金 

7,081人

 

○市町（圏域）自立支援協議会活動支援 

○地域生活支援事業                   

○特別児童扶養手当                   

○特別障害者手当                     

○障害児福祉手当                     

○心身障害者医療費公費負担制度補助金 
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 ○福祉有償運送地区運営協議会     10回

○第21回岡山県障害者スポーツ大会 中止

○福祉有償運送地区運営協議会    

○第22回岡山県障害者スポーツ大会 

 

  

就労支援の充実 

○共同受注窓口倉敷の拡充 

 登録事業所数 

     71事業所（Ａ型17、Ｂ型54）

 

就労支援の充実 

○共同受注窓口倉敷の拡充 

 

 

○農福連携ＰＲ冊子の作成 

 

(2) 生活に困窮

する人に対す

る支援 

○生活保護制度の適正実施（管内3町） 

   R4年2月の被保護者  108世帯  151人

○生活保護制度の適正実施（管内3町） 

 

○生活困窮者対策（管内3町） 

      新規相談 97件、プラン作成 0件

    住居確保給付金の支給      3件

新型コロナウイルス感染症生活 

困窮者自立支援金の支給   11件

 

○生活困窮者対策（管内3町） 

 

 

６ 子ども・子育て支援の充実・強化 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 切れ目のな

い母子保健の

推進 

○母子保健評価事業 

○母子保健連絡会議             3回

○ハイリスク児等家庭訪問    実 6人

                         延 10人

○困難事例検討会         12回

○虐待事例等事例検討会       12回

○市町要保護児童地域対策協議会 

       代表者会議        3回

       実務者会議        7回

○要保護児童等家庭訪問      28件

〇未来のパパ＆ママを育てる出前講座事

業                中止

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

73人

○小児慢性特定疾病日常生活用具の給付

                 5件

○小児医療費公費負担制度  74,818人

○医療的ケア児支援検討会      6回

○小児慢性特定疾患児等訪問      9件

           面接    40件

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 

   承認件数 147件

○先天性代謝異常等検査事業 

     再検査 30人 要精密検査 6人

○ハイリスク産婦等家庭訪問     実0人

                           延0人

 

○母子保健評価事業 

○母子保健連絡会議 

○ハイリスク児等家庭訪問 

 

○困難事例検討会 

○虐待事例等事例検討会 

○市町要保護児童地域対策協議会 

       代表者会議  

       実務者会議  

○要保護児童等家庭訪問        

〇未来のパパ＆ママを育てる出前講座事

業 

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

 

○小児慢性特定疾病日常生活用具の給付 

 

○小児医療費公費負担制度  

○医療的ケア児支援検討会     

○小児慢性特定疾患児等訪問 

           面接 

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 

 

○先天性代謝異常等検査事業 

 

○ハイリスク産婦等家庭訪問 

 

(2) 子どもの健 

全な発育・発

達のための体

制づくり 

 

○子どもの健やか発達支援事業 

 ・すこやか親子支援教室（グループカ

ウンセリング事業） 

早島町  8回  実  母 3人 児 6人

            延  母20人 児22人

○子どもの健やか発達支援事業 

 ・すこやか親子支援教室（グループカ

ウンセリング事業）（早島町） 
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７ 生活衛生対策の推進等 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 食の安全・

安心の推進 

 

 

○食品関係施設の監視指導 

施設数           5,610施設 

（うち重点監視施設数     126施設）

監視件数              1,690件 

（うち重点監視件数          121件)

○HACCPシステム導入の推進 

   衛生管理計画作成支援研修会  3回 

○食品の試験検査      収去  235件 

○食品関係施設の監視指導 

施設数          4,343施設 

（うち重点監視施設数    124施設）

監視件数          1,436件 

(うち重点監視件数        138件) 

○HACCPシステム導入の推進 

   衛生管理計画作成支援研修会（随時)

○食品の試験検査      収去  425件 

 ・要観察児指導教室 

総社市     9回  実12人 延51人

  ・地域支援連絡会議            0回

〇発達に課題のある児の支援体制検討 

  ・早島町発達支援連絡会議    3回

 ・総社市発達障害児支援検討会  12回

○「妊娠中からの気になる母子支援」 

連絡票             19件

〇妊娠期からの切れ目のない支援研修会

                     中止

・子どもの発達支援に関する研修会 

 

 ・地域支援連絡会議 

〇発達に課題のある児の支援体制検討 

 （総社市・早島町） 

 

○「妊娠中からの気になる母子支援」連

絡票 

○妊娠期からの切れ目のない支援研修会 

 産科・精神科・小児科・行政の連携 

(3) 保育の充実 ○管内子育て支援拠点等     58カ所

 

○管内子育て支援拠点等     58カ所

 

(4) 困難を抱え

る子どもや家

庭への支援 

 

○管内要保護児童対策地域協議会連絡会

 議                        1回

○市町要保護児童対策地域協議会活動支

 援                10市町

○児童虐待防止啓発資材作成 

 ・不織布マスク 

・除菌用ｳｴｯﾄﾃｨｯｼｭ    各2,000個

○母子父子寡婦福祉資金の貸付   33件

○ひとり親家庭等医療費公費負担制度 

          対象者数 7,023人

○児童扶養手当                 298人

○子どもの居場所アドバイザー事業 

                10箇所

○子どもの居場所づくり促進事業  

0箇所

○「子ども食堂」等活動継続支援事業 

     17団体

 

○管内要保護児童対策地域協議会連絡会 

 議                          1回

○市町要保護児童対策地域協議会活動支 

 援                      10市町

 

 

 

○母子父子寡婦福祉資金の貸付         

○ひとり親家庭等医療費公費負担制度   

                                     

○児童扶養手当 

○子どもの居場所アドバイザー事業  

11箇所

○子どもの居場所づくり促進事業   

1箇所

 

(5) 備中子育て

晴れの国づく

り 

○ 子育て支援ソーシャルワーク事業 

（地域子育て支援拠点研修会） 全3回

○備中子育て晴れの国交流会      2回

○備中子育てカレッジネットワーク会議 

                            1回

 

○子どもの権利に関する理解推進事業 

                 全2回

○備中子育て晴れの国交流会     2回

○備中子育てカレッジネットワーク会議 

                            1回
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              試買   59件 

○食品衛生講習会         13回 728人 

（うち体験型講習会      1回  24人）

○食の安全相談窓口の相談対応 

  相談件数          285件 

○リスクコミュニケーション事業  0回 

○食中毒の発生   0件（患者数 0人）

 

             試買   49件 

○食品衛生講習会          （随時）

 

○食の安全相談窓口の相談対応 （随時）

 

○リスクコミュニケーション事業(随時) 

○食中毒の対応        （随時）

(2) 生活衛生営

業の衛生確保

等 

 

○生活衛生関係営業施設の衛生対策 

・施設の監視指導 

   施設数        1,012施設

監視件数           154件

・衛生講習会の開催         1回

・試験検査の実施 

    浴槽水等(レジオネラ属菌含む) 

33件

    プール水                  10件  

家庭用品                 15件

・浴槽水のレジオネラ属菌の自主検査

の励行          (随時) 

○水道の衛生対策 

・水道施設の整備状況 

   笠岡市上水道管路緊急改善事業 

    笠岡市海底送・配水管更新事業 

  井原市上水道基幹水道構造物の耐震化事業

  井原市上水道管路緊急改善事業 

  総社市上水道管路緊急改善事業 

    矢掛町上水道高度浄水施設整備 

  矢掛町上水道管路緊急改善事業 

  南部水道企業団水道管路緊急改善事業

 

・水道普及状況（管内）      99.3％

・水道施設の監視指導 

施設数                  12施設

監視件数                  0件

○生活衛生関係営業施設の衛生確保 

・施設の監視指導 

    施設数        1,023施設 

監視件数           341件 

・衛生講習会の開催       （随時）

・試験検査の実施 

浴槽水等(レジオネラ属菌含む) 

30件 

    プール水                 10件 

    家庭用品                 15件 

・浴槽水のレジオネラ属菌の自主検査

の励行          (随時) 

○水道の衛生対策 

・水道施設の整備計画 

   笠岡市上水道管路緊急改善事業 

  笠岡市海底送・配水管更新事業 

  井原市上水道基幹水道構造物の耐震化事業  

  井原市上水道管路緊急改善事業 

  総社市上水道管路緊急改善事業 

総社市上水道高度浄水施設整備 

    矢掛町上水道高度浄水施設整備 

   矢掛町上水道管路緊急改善事業 

   南部水道企業団水道管路緊急改善事業 

・水道普及状況（管内）       

・水道施設の監視指導 

施設数                  12施設 

監視件数                  3件 

(3) 医薬品等の

安全確保 

 

○医薬品等の安全確保対策 

・関係施設の監視指導      

薬事関係施設   (1,303)329件

毒物劇物関係施設  （104）20件

麻薬等関係施設    (508) 57件

 ※（ ）は施設数 

・医薬品に係る正しい知識の普及啓発

○麻薬・覚醒剤等薬物乱用の防止対策 

・地区指導員協議会による事業を実施

(啓発資材の配布等)  

・薬物乱用防止教室（小・中・高他）

                            0件

 

○献血事業 

・献血者実績(場所別)200mL     11人

400mL 19,710人

 

○医薬品等の安全確保対策 

・関係施設の監視指導      

薬事関係施設     (1,317)149件 

毒物劇物関係施設   （103）34件 

麻薬等関係施設      （随時）

  ※（ ）は施設数 

・医薬品に係る正しい知識の普及啓発 

○麻薬・覚醒剤等薬物乱用の防止対策 

・地区指導員協議会による事業を実施 

(麻薬、覚醒剤等薬物乱用防止キャ 

ンペーン)              200人 

・薬物乱用防止教室（小・中・高他） 

（随時）

○献血事業 

・献血予定         （随時）
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・岡山県愛の血液助け合い運動の実施

（7～8月） 

・啓発資材の配布等 

・岡山県愛の血液助け合い運動の実施 

（7～8月） 

・啓発資材の配布等 

 

 

８ その他の施策 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

地域保健福祉の

推進 

       

○総合的な企画調整 

・備中保健所運営協議会    中止

・保健所保健・福祉サービス調整推進

会議  備中保健所本所    113回

○総合的な企画調整 

・備中保健所運営協議会      1回

・保健所保健・福祉サービス調整推進

会議 

 

教育・研修・表

彰等 

 

 

 

 

 

○備中保健所長表彰    個人   58人

             団体  2団体

○岡山県善行賞表彰      計  21人

                 1社

○実習生受入 

・公衆栄養学実習 

     現場実習           4大学  10人

・公衆衛生看護学実習 

     現場実習      2大学   8人

・職場体験実習                 1人

○備中保健所長表彰 

 

○岡山県善行賞表彰 

 

○実習生受入 

・公衆栄養学実習 

   現場実習          2校  6人

・公衆衛生看護学実習 

   現場実習              3校  9人

・職場体験実習 

                  

統計調査 

 

○各種統計調査の実施 

・国民生活基礎調査 

世帯票  2地区 

・社会保障・人口問題基本調査 

  2地区

 

○各種統計調査の実施 

・国民生活基礎調査 

   世帯票 10地区 

   所得票  4地区 

  

 

地域福祉の推進 

  

 

 

 

 

○民生委員・児童委員の活動の支援 

・民生・児童委員数 

   元年12月一斉改選時定数  910人

・民生・児童委員研修会  1回  211人

・主任児童委員研修会     中止

○民生委員・児童委員の活動の支援 

・民生・児童委員数 

4年12月一斉改選時定数    未定

・民生・児童委員研修会 

・主任児童委員研修会            1回
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事務事業の概要 

（備中保健所井笠支所） 

１ 新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 医療体制の

維持・確保 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用 

 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用 

(2) まん延防止

対策の推進 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

○市町と連携した住民への啓発 

 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

○市町と連携した住民への啓発 

 

２ 地域における医療提供体制の整備 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 災害・救急

医療体制の強

化 

○給食施設の災害時の対策支援 

・介護老人保健施設、病院、特別養護

老人ホーム間で構成する災害時栄養

食生活相互支援ネットワークの運営

への支援           1回

○広域災害救急医療情報システム(EMIS)

を活用した災害時訓練の実施  

 

○給食施設の災害時の対策支援 

・介護老人保健施設、病院、特別養護

老人ホーム間で構成する災害時栄養

食生活相互支援ネットワークの運営

への支援 

○広域災害救急医療情報システム(EMIS)

を活用した災害時訓練の実施  

 

３ 地域包括ケアシステム構築の推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 地域医療・

介護連携の推

進 

○井笠地域の医療関係者と共に課題を共

有分析し解決に取り組む事業（地域に

おける在宅医療連携推進事業）  

・みんなで考える井笠の医療と介護 

（地域関係者の連絡会） 

0回

 

○井笠地域の医療関係者と共に課題を共

有分析し解決に取り組む事業（地域に

おける在宅医療連携推進事業）  

・みんなで考える井笠の医療と介護 

（地域関係者の連絡会） 

    

 

 

４ 心と体の健康づくりの推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 体の健康づ

くり 

○病態栄養相談 

  ・相談指導（個別）        2人

○特定給食施設等の指導 

 ・施設指導（個別）       18施設

 ・管理者研修           中止

 ・従事者研修        1回  104人

○栄養成分見とく（得）事業 

               2回  36人

 

 

○病態栄養相談 

  ・相談指導 

○特定給食施設等の指導 

 ・施設指導（個別） 

 ・管理者研修 

 ・従事者研修 

○栄養成分見とく（得）事業 
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○第２次健康おかやま２１の推進 

 ・市町計画推進のための支援 

 ・「栄養成分表示の店」登録事業 

新規  1施設

累計 11施設

 ・｢敷地内全面禁煙実施施設｣認定事

業    

108施設

・たばこからの健康影響普及講座  0回

 ・愛育委員と連携した世界禁煙デー街

頭啓発活動          0箇所

○地域職域保健連携推進事業 

 ・関係会議資料提供        1回

○石綿による健康被害対策事業 

相談件数   0件

○市町健康づくり推進への支援 

・笠岡市保健協議会       1回

・井原市健康づくり推進協議会   1回

・浅口市民健康増進対策協議会   1回

・健康やかげ２１･食育推進委員会 1回

 

 

 

○特定健診・特定保健指導に関する市町 

支援 

 ・データヘルス               1回

○研修会                       2回

 検討会              8回

○健康づくりボランティアの組織育成 

 ・愛育委員（理事会・研修会）    3回

 ・栄養委員（理事会・研修会）   4回

・愛育委員栄養委員合同研修会   中止

 

○乳がん・子宮がん検診受診促進事業 

・保健所実習生への情報提供   3回

 

○研修及び調整会議等 

・管内保健活動従事者研修      1回

 

 

 

○歯科保健対策 

 

○第２次健康おかやま２１の推進 

 ・市町計画推進のための支援 

 ・「栄養成分表示の店」登録事業 

 

 

 ・｢敷地内全面禁煙実施施設｣認定事業 

 

 ・たばこからの健康影響普及講座 

 ・愛育委員と連携した世界禁煙デー街

頭啓発活動 

○地域職域保健連携推進事業 

 ・関係会議への出席 

○石綿による健康被害対策事業 

 

○市町健康づくり推進への支援 

・笠岡市保健協議会 

・井原市健康づくり推進協議会 

・浅口市民健康増進対策協議会 

・健康やかげ２１･食育推進委員会 

○生活習慣病予防連絡会 

○生活習慣病予防に対する事業 

 

○特定健診・特定保健指導に関する市町 

支援 

 

 

 

○健康づくりボランティアの組織育成 

・愛育委員（理事会・研修会） 

・栄養委員（理事会・研修会） 

・愛育委員栄養委員合同研修会 

 

○乳がん・子宮がん検診受診促進事業 

・乳がん・子宮がん予防出前講座 

 

○研修及び調整会議等 

・管内保健活動従事者研修    

・管内保健活動従事者研修企画会議 

・管内統括保健師連絡会議 

 

○歯科保健対策 

(2) 心の健康づ

くり 

 

精神障害者への支援 

○保健師の活動         

活動内容 延べ件数 

家庭訪問 147 

電話相談 634 

面接相談 86 

 

○精神保健福祉相談 

精神障害者への支援 

○保健師の活動 

 ・家庭訪問 

 ・電話相談 

 ・面接相談 

 

 

○精神保健福祉相談 
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             8回 実15人 延15人

○思春期保健相談・ひきこもり相談 

                   3回 実 7人 延 7人

 

○精神保健福祉法に基づく通報   

 ・23条通報           10件

 ・24条通報            2件

 ・26条通報            7件

○退院支援のガイドライン計画策定  5件

 

精神障害者にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築 

○障害者自立支援協議会への参加    6回

○地域移行連絡会の開催   1回    23名

○スピーカーズ･ビューロー井笠連絡会議

1回    5人

○スピーカーズ･ビューロー井笠の活動 

              2回 延11人

○精神障害者家族会の育成支援   1回

 ・家族会連合会の支援 

○地域活動支援センターの支援   3回

  ・管内連絡会（家族会連合会を除く） 

○精神障害者支援に関わる管内ＮＰＯ法

人等への支援 

 

自殺予防対策 

○自殺予防対策事業 

・地域自殺対策連絡協議会        中止

・自殺予防対策研修会            中止

 

 

○思春期保健相談・ひきこもり相談 

 

 

○精神保健福祉法に基づく通報 

 

 

 

 

 

精神障害者にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築 

○障害者自立支援協議会への参加 

  

○スピーカーズ･ビューロー井笠連絡会議

 

○スピーカーズ･ビューロー井笠の活動 

 

○精神障害者家族会並びに地域活動支援

センターの支援 

 

 

○精神障害者支援に関わる管内ＮＰＯ法

人等への支援 

 

自殺予防対策 

○自殺予防対策事業 

 

(3) 感染症対策

の推進 

結核対策 

○結核登録患者数  （3年末）    24人

（うちＬＴＢＩ  3人）

○結核新規登録患者数（3年末）    10人

（うちＬＴＢＩ  2人）

○接触者健康診断受診者数      実 40人

                  延 43人

○患者管理検診受診者数      実 11人

                 延 12人

○感染症診査協議会（結核部会）諮問数 

                 延 39件

○結核患者訪問      実 14人 延 31人

○結核患者面接    実 5人  延  6人

 

 

その他の感染症対策 

○感染症対策研修会          中止

○エイズ出前講座       2回 378人

○エイズ相談           15件

○ＨＩＶ抗体検査                 19件

結核対策 

○結核患者登録 

 

○結核新規患者登録 

 

○接触者健康診断  

              

○患者管理検診   

              

○感染症診査協議会（結核部会）諮問 

              

○結核患者訪問  

○結核患者面接 

○結核対策研修会 

 

その他の感染症対策 

○感染症対策研修会 

○エイズ出前講座 

○エイズ相談 

○ＨＩＶ抗体検査 
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 ○性感染症検査          19件

○肝炎相談             1件

○肝炎抗体検査          19件

○肝炎治療費助成   申請件数  172件

○肝炎検査費助成   申請件数    0件

○肝がん・重度肝硬変治療費助成  3件

○感染症対応 

 ・三類感染症 腸管出血性大腸菌感染 

症           6件

 ・四類感染症 日本紅斑熱    1件

 ・五類感染症 アメーバ赤痢・梅毒  

各1件

  ・特定感染症新型コロナ   2,429件

 

○性感染症検査 

○肝炎相談 

○肝炎抗体検査 

○肝炎治療費助成 

○肝炎検査費用助成 

○肝がん・重度肝硬変治療費助成 

○感染症対応 

  

 

 

 

(4) 難病対策の

推進 

○特定医療費（指定難病）    1,379人

○特定疾患治療研究事業         39件

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

                 129人

○難病患者訪問相談事業  実17人 延24人

○難病患者訪問指導事業      0回  0人

○難病医療福祉相談           0回  0人

○在宅療養支援計画策定評価事業   4件

○原爆被爆者対策 

 ・被爆者の健康診断           39人

・がん検診                  17人

・各種手当の支給        延926件

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナー登録           3件

・臓器提供意思カードの配布 

 

○特定医療費（指定難病）       

○特定疾患治療研究事業          

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

                   

○難病患者訪問相談事業   

○難病患者訪問指導事業       

○難病医療福祉相談            

○在宅療養支援計画策定評価事業    

○原爆被爆者対策 

 ・被爆者の健康診断            

・がん検診                   

・各種手当の支給       

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナー登録               

・臓器提供意思カードの配布 

 

６ 子ども・子育て支援の充実・強化 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 切れ目のな

い母子保健の

推進 

○管内母子保健連絡会              1回

○各市町母子保健連絡会への参画  22回

 

○発達支援及び虐待予防を目的とした家

庭訪問･面接     実 16件 延 22件

○個別コーディネート会議    137回

○地域コーディネート会議     31回

○未来のパパ＆ママを育てる出前講座 

                2校 151人

 

○先天性代謝異常等検査事業 

       再検査 27人 要精密検査 3人

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 

            決定件数  187件

 

 

○管内母子保健連絡会議        

○各市町母子保健連絡会 

○母子保健従事者研修会       

○発達支援及び虐待予防を目的とした家

庭訪問･面接          

○個別コーディネート会議       

○地域コーディネート会議 

○未来のパパ＆ママを育てる出前講座 

 

 

○先天性代謝異常等検査事業 

     

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 
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(2) 子どもの健

全な発育・発

達のための体

制づくり 

○子どもの健やか発達支援事業 

・子どもの発達支援相談 

            11回 実20人  延20人

・地域支援連絡会議          9回

○産科からの｢妊娠中からの気になる母子

支援連絡票｣に基づき、該当市町へ情報

提供及び必要時支援     延 77件

 

○子どもの健やか発達支援事業 

・子どもの発達支援相談 

              

・地域支援連絡会議 

○産科からの｢妊娠中からの気になる母子

支援連絡票｣に基づき、該当市町へ情報

提供及び必要時支援 

(3) 困難を抱え

る子どもや家

庭への支援 

○市町要保護児童対策地域協議会への 

参画 

  ・代表者会議            6回

 ・実務者会議            13回

 ・虐待事例等事例検討会       4回

○要保護児童対策地域協議会支援事業 

（里庄町）への支援 

 

○市町要保護児童対策地域協議会への 

参画 

  ・代表者会議 

 ・実務者会議 

 ・虐待事例等事例検討会 

  

 

 ７ その他の施策 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

教育・研修 ○実習生受入 

・公衆栄養学実習      3大学 10人

・公衆衛生看護学実習   2大学  12人

 

○実習生受入 

・公衆栄養学実習 

・公衆衛生看護学実習 

地域保健福祉の

推進 

 

○総合的な企画調整 

・保健所保健・福祉サービス調整推進

会議 備中保健所井笠支所   19回

 

○総合的な企画調整 

・保健所保健・福祉サービス調整推進

会議 

統計調査 ○各種統計調査の実施 

 ・国民健康栄養調査        中止 

  ・県民健康調査 

 

○各種統計調査の実施 

 ・国民健康栄養調査 
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事務事業の概要 

（備北保健所本所） 

１ 新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 医療体制の

維持・確保 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用促進 

○新興感染症対策委員会（高梁医師会）

への参画            12回

 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用促進 

○新興感染症対策委員会（高梁医師会）

への参画             

(2) まん延防止

対策の推進 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

・感染予防対策等研修会      4回

○市町と連携した住民への啓発 

 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

 

○市町と連携した住民への啓発 

 

２ 地域における医療提供体制の整備 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 災害・救急

医療体制の強

化 

 

○医療体制の整備 

・救急医療体制推進協議会     0回

○広域災害救急医療情報システム(EMIS)

を活用した災害時訓練の実施   1回

○医療体制の整備 

・救急医療体制推進協議会       1回 

○広域災害救急医療情報システム(EMIS)

を活用した災害時訓練の実施 

(2) 医療機関に

おける安全管

理等の推進 

○立入検査            0回

 

○医療相談窓口    相談件数   1件

○立入検査       病院   8箇所 

               診療所  3箇所 

○医療相談窓口 

  

３ 地域包括ケアシステム構築の推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 地域医療・

介護連携の推

進 

〇高梁市在宅医療・介護連携推進協議会

実務者部会           2回

  リハネット高梁意見交換会   2回

 

〇高梁市在宅医療・介護連携推進協議会 

への参画 

 

(2) 市町への支 

援等 

認知症施策の推進 

○高梁市地域包括支援センター事業の支

援 

 ・認知症施策検討委員会     2回

 

 

認知症施策の推進 

○高梁市地域包括支援センター事業の支

援 

 

○高梁・新見地域認知症疾患医療連携協

議会への参加 
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４ 心と体の健康づくりの推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 体の健康づ

くり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病態栄養相談 

 ・相談指導（個別）         1人

○特定給食施設等の指導 

 ・施設指導（個別）        2施設

 ・管理者研修      0回    0人

 ・従事者研修          1回   31人

○栄養成分表示見とく（得）事業 

             3回   48人

○栄養成分表示の相談       8件

○第２次健康おかやま２１の推進 

・｢栄養成分表示の店｣登録事業 

新規   0施設

累計 12施設

 ・愛育委員と連携した世界禁煙デー街

頭啓発活動         中止

・敷地内全面禁煙実施施設事業認定事

業             累計  68施設

・「屋内全面禁煙宣言施設」届出受付

累計 40施設

 ・たばこからの健康影響普及講座 

             4回    71人

・県民健康調査の実施 

○地域･職域保健連携推進事業  1事業所

○石綿による健康被害対策事業 

           相談件数 2件 

○健康づくり推進への支援 

・高梁市健康増進計画推進のための支

援  

・高梁市データヘルス計画中間評価の

ための支援 

○糖尿病性腎症重症化予防等 

 ・保健所国保ミーティング事業 

○市町村健康増進・栄養改善業務推進会

議                            3回

○病態栄養相談 

 ・相談指導（個別）         

○特定給食施設等の指導 

 ・施設指導（個別）       

 ・管理者研修       

 ・従事者研修            

○栄養成分表示見とく（得）事業 

 

○栄養成分表示の相談 

○第２次健康おかやま２１の推進 

・｢栄養成分表示の店｣登録事業 

 

 

 ・愛育委員と連携した世界禁煙デー街頭

啓発活動 

・敷地内全面禁煙実施施設事業認定事業

 

・「屋内全面禁煙宣言施設」届出受

付              

  

・たばこからの健康影響普及講座 

                    

 

○地域･職域保健連携推進事業 

○石綿による健康被害対策事業 

 

○健康づくり推進への支援 

・高梁市健康増進計画推進のための支援

・高梁市データヘルス計画推進のための

支援 

 

○糖尿病性腎症重症化予防等 

 ・保健所国保ミーティング事業 

○市町村健康増進・栄養改善業務推進会議

 ○健康づくりボランティアの組織育成 

・愛育委員（役員会）       5回

 ・栄養委員（役員会・研修会）   6回

○健康づくりボランティアの組織育成 

・愛育委員（理事会・研修会）   

 ・栄養委員（役員会・研修会）  

  ・愛育委員栄養委員合同研修会 

(2) 心の健康づ

くり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○精神障害者地域移行支援事業 

 ・事例検討会の開催 実12件 延18回

 ・高梁市自立支援協議会への支援・参

加                   7回

 ・備北保健所管内研修会 2回 延43人

 ・地域移行推進実務者検討会   1回

○精神保健福祉相談 

             7回 実8件 延8件

○保健師の活動 

・家庭訪問（相談）        延50件

・電話相談           延1080件

 

○精神障害者地域移行支援事業 

 ・地域移行支援連絡会 

 ・高梁市自立支援協議会への支援・参加

 

 

 

○精神保健福祉相談 

                

○保健師の活動 

・家庭訪問（相談）          

 ・電話相談               
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○NPOハピネスたかはし会への支援 

  ・ケース会議 

   さざんか憩いの家作業所  3回 

   こだまの集い作業所    3回 

 ・行事への参画        2回  

○精神保健福祉法に基づく通報   

 ・22条通報           0件

 ・23条通報           2件

 ・24条通報           2件

○退院支援のガイドライン計画策定 1件

○自殺予防対策事業 

 ・高梁市自殺予防計画推進のための支

  援 

○ゲートキーパー養成講座 1回  30人

○ひきこもり予防支援事業 

 ・専門個別相談        3回  延3人

○アルコール健康障害対策 

・アルコール出前講座     

○NPOハピネスたかはし会への支援 

 

 

 

 

○精神保健福祉法に基づく通報 

 

 

 

○退院支援のガイドライン計画策定  

○自殺予防対策事業 

・高梁市自殺予防計画推進のための支  

 援 

 

○ひきこもり予防支援事業 

・専門個別相談 

(3) 感染症対策

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結核対策 

○結核登録患者数    (3年末)  12人

（うちＬＴＢＩ 0人)

○結核新規登録患者数  (3年末)   6人

（うちＬＴＢＩ 2人)

○接触者健康診断受診者数    実  2人

                 延  3人

○患者管理検診受診者数     実 2人

延  3人

○感染症診査協議会（結核部会）諮問数

                 延15件

○結核患者訪問    実8人  延34人

○結核患者面接        延25人

                    

 

その他の感染症対策 

○エイズ出前講座          2回 141人

 

○エイズ相談            15件

 

 

 

○ＨＩＶ抗体検査         0件

○性感染症検査                   

  ・クラミジア            0件

 ・梅毒                   0件

○肝炎相談                   43件

○肝炎抗体検査           0件

○肝炎治療費助成（B型肝炎） 

                    申請件数   37件

（C型肝炎） 

                    申請件数    4件

○肝炎検査費助成  申請件数   1件

○感染症対応 

・レジオネラ症         1件

結核対策 

○結核患者登録 

 

○結核新規患者登録 

○接触者健康診断 

              

○患者管理検診   

              

○感染症診査協議会（結核部会）諮問 

              

○結核患者訪問     

○結核患者面接     

○結核対策研修会       

 

その他の感染症対策 

○エイズ出前講座 

○エイズミニ講座 

○エイズ相談  

○ＨＩＶ検査普及週間街頭キャンペーン 

○世界エイズデー街頭キャンペーン 

○エイズ検査普及週間 

○ＨＩＶ抗体検査 

○性感染症検査 

 

 

○肝炎相談 

○肝炎抗体検査 

○肝炎治療費助成 

 

 

 

○肝炎検査費助成  

○感染症対応 
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・腸管出血性大腸菌感染症    0件

・日本紅斑熱          1件

・梅毒             1件

・新型コロナウイルス感染症  353件

・感染症に関する相談     562件

 

○感染症対策研修会 

○感染症患者等移送ネットワーク感染症対

策研修会 

 

 

新型インフルエンザ等対策 

○新型インフルエンザ地域連絡会議 

○新型インフルエンザ等対策研修会 

(4) 難病対策の

推進 

○特定医療費（指定難病）    313件

○特定疾患治療研修事業（年度末） 2件

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

（年度末）10人

○難病患者家族の集い    1回 8人

○難病患者訪問相談事業 実12人 延21人

○難病患者訪問指導事業      0件

○難病医療福祉相談       1回 7人

○在宅療養支援計画策定評価事業 15件

○難病患者災害時要配慮者リストに係る

情報交換会            1回

○特定医療費（指定難病）      

○特定疾患治療研修事業       

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

 

○難病患者家族の集い    

○難病患者訪問相談事業  

○難病患者訪問指導事業    

○難病医療福祉相談       

○在宅療養支援計画策定評価事業   

○難病患者災害時要配慮者連絡会   

 ○難病患者訪問相談員育成事業  中止

○原爆被爆者対策 

・被爆者の健康診断       9人

・がん検診                   2人

・各種手当の支給          延209件

・葬祭料の支給         0件

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナ－登録（集団登録）   0人

・臓器提供意思カ－ドの配布 

 

○難病患者支援関係者連絡会  

○原爆被爆者対策 

・被爆者の健康診断        

・がん検診                    

・各種手当の支給          

 

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナ－登録                

・臓器提供意思カ－ドの配布 

 

 

６ 子ども・子育て支援の充実・強化 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 切れ目のな

い母子保健の

推進 

○母子保健評価事業 

母子・歯科保健連絡会  5回 79人 

トータルライフプロジェクト事業 

6回 77人 

○高梁版ネウボラ連絡会への参画 

1回 22人

○未来のパパ＆ママを育てる出前講座 

               1校 43人

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 

承認件数  21件

○先天性代謝異常等検査事業  

要再検査 9人  要精密検査 0人

○ハイリスク母子支援     実 21人

○母子保健評価事業 

母子・歯科保健連絡会 

 

 

○高梁版ネウボラ連絡会への参画 

 

○未来のパパ＆ママを育てる出前講座 

 

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 

 

○先天性代謝異常等検査事業 

 

○ハイリスク母子支援   

 

 (2) 子どもの健

全な発育・発

達のための体

制づくり 

○子どもの健やか発達支援事業 

 ・子どもの発達支援相談  

11回 相談者49人

 

 

○子どもの健やか発達支援事業 

 ・子どもの発達支援相談 
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○高梁市自立支援協議会児童部会活動支

 援 

・会議             7回 

・研修会           1回 

○産科からの「妊娠中からの気になる母

子支援連絡票」に基づき、市へ情報提

供及び必要時支援          4件

○関係機関と連携した支援体制づくり 

 事例検討      14事例 延76回

家庭訪問等個別支援 21事例 延64例

 

○高梁市自立支援協議会児童部会活動支 

 援 

 

 

○産科からの「妊娠中からの気になる母

子支援連絡票」に基づき、市へ情報提

供及び必要時支援 

○関係機関と連携した支援体制づくり 

 

(3) 困難を抱え

る子どもや家

庭への支援 

○高梁市要保護児童対策地域協議会への

参画 

代表者会議                1回

実務者会議                3回

○高梁市要保護児童対策地域協議会への

参画 

 

 

 

７ 生活衛生対策の推進等  

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 食の安全・

安心の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食品関係施設の監視指導 

  施設数         2,348施設 

（うち重点監視施設数    45施設)

  監視件数            830件 

（うち重点監視件数       37件)

○食品の試験検査    収去  218件 

            試買  34件 

○食品衛生講習会     14回  465人 

（うち体験型講習会  1回    21人)

○食の安全相談窓口の相談対応 

  相談件数           237件

○リスクコミュニケーション事業   0回

○食中毒発生           1件    1人

○食品関係施設の監視指導 

   施設数           1,467施設

（うち重点監視施設数   32施設)

   監視件数            490件

（うち重点監視件数        34件

○食品の試験検査    収去  188件

            試買   22件

○食品衛生講習会（随時） 

 

○食の安全相談窓口の対応（随時） 

 

○リスクコミュニケーション事業 

 

(2) 生活衛生営

業の衛生確保

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活衛生関係営業施設の衛生対策 

・施設の監視指導 

   施設数            370施設

    監視件数            110件

・衛生講習会        2回 42人

・試験検査の実施 

    浴槽水（レジオネラ属菌等） 13件

    プール水           7件

    家庭用品          10件

○水道の衛生対策 

・水道普及状況（管内）    95.6％

・水道施設の監視指導 

    施設数            2施設

    監視件数            1件

〇住宅宿泊事業法への対応 

・住宅宿泊事業に関する相談対応 

相談件数                   0件

 

・住宅宿泊事業を営む旨の届出対応 

届出件数                    0件

○生活関係営業施設の衛生対策 

・施設の監視指導 

   施設数         370施設 

   監視件数         120件 

・衛生講習会（随時） 

・試験検査 

   浴槽水(レジオネラ属菌等) 15件 

   プール水          8件 

   家庭用品         10件 

○水道の衛生対策 

   

・水道施設の監視指導 

    施設数            2施設 

    監視件数            2件 

〇住宅宿泊事業法への対応 

・住宅宿泊事業に関する相談対応 

（随時）

 

・住宅宿泊事業を営む旨の届出対応 

              （随時）

－ 32 －



 (3) 医薬品等

の安全確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医薬品等の安全確保対策 

・関係施設の監視指導※()は施設数 

   薬事関係施設    （264） 52件

   毒物劇物関係施設  （ 62） 39件

   麻薬等関係施設   （ 51） 20件

・医薬品に係る正しい知識の普及啓発 

○麻薬・覚醒剤等薬物乱用の防止対策 

・地区指導員協議会による事業を実施 

（麻薬、覚醒剤等薬物乱用防止キャンペ

ーン）中止  

※6高等学校に啓発資材(リーフレッ

ト、ポケットティッシュ等)2,000セ

ット配布 

・薬物乱用防止教室 

(小・中・高・支援学校) 

               12校  347人参加

○献血事業 

・献血者実績（場所別）200ml    9人

           400ml 1,607人

・岡山県愛の血液助け合い運動の実施 

 （7～8月） 

・啓発資材の配布等 

○医薬品等の安全確保対策 

・関係施設の監視指導※()は施設数 

   薬事関係施設   （261） 90件

   毒物劇物関係施設  （ 61） 40件

   麻薬等関係施設   （ 51） 20件

 ・医薬品に係る正しい知識の普及啓発

○麻薬・覚醒剤等薬物乱用の防止対策 

・地区指導員協議会による事業を実施

（麻薬、覚醒剤等薬物乱用防止キャン

ペーン） 

 

 

 

 ・薬物乱用防止教室(小・中・高他) 

             （随時）

 

○献血事業 

・献血予定（随時） 

 

・岡山県愛の血液助け合い運動の実施

 （7～8月） 

・啓発資材の配布等 

 

８ その他の施策 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

地域保健福祉の

推進 

○総合的な企画調整 

・備北保健所運営協議会     中止

・保健所保健・福祉サービス調整推進会

議 備北保健所本所      55回

○総合的な企画調整 

・備北保健所運営協議会  

・保健所保健・福祉サービス調整推進

会議 

教育・研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実習生受入 

 ・公衆衛生看護学実習   2校 7人 

・公衆栄養学実習     3校 10人 

○人材育成等研修企画会議   2回 延 5人

〇備北保健所管内新任期保健師・栄養士育

ちあい研修会       2回 延25人

○高梁市保健師人材育成計画作成にかかる

検討会          8回 延87人

○管内保健活動従事者研修会（精神保健）

2回 延43人

〇備北保健所所内保健師会議 11回 延80人

〇新任保健師等育成支援事業 10回 延11人

○実習生受入 

 ・公衆衛生看護学実習 

・公衆栄養学実習 

 

 

 

 

 

○管内保健活動従事者研修会 

 

 

〇新任保健師等育成支援事業 

表彰等 ○備北保健所長表彰     個人 61人

         施設 1施設

○備北保健所長表彰   

統計調査 

 

○各種統計調査の実施 

・国民生活基礎調査        0地区

○各種統計調査の実施 

 ・国民生活基礎調査 

保健医療従事者

等との連携推進 

○看護職のスキルアップと連携強化 

（委託先：高梁医師会） 

・スキルアップ研修の企画会議及び看護

職のクリニカルラダー検討委員会 1回

○看護職のスキルアップと連携強化への

参画 
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事務事業の概要 

（備北保健所新見支所） 

１ 新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 医療体制の

維持・確保 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用促進 

○患者の症状に応じた入院調整及び移送 

○宿泊療養施設の活用促進 

(2) まん延防止

対策の推進 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

・感染予防対策等研修会      2回

 

○積極的疫学調査の実施等 

○福祉施設や医療機関等への指導・支援 

・感染予防対策等研修会      

 

 

２ 地域包括ケアシステム構築の推進 

 事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 地域医療・

介護連携の推

進 

○多職種連携会議（研修会）への参画 

3回

○新見市在宅医療・介護連携推進協議会

への参画                1回

○新見地域医療ネットワーク（実務者協

議会）への参画        

  ・ネットワーク(会議)            1回

 ・役員会                        2回

○新見地域在宅医療支援システム研究会

への参画                    2回

◯新見市糖尿病対策連絡会への参画 3回

○多職種連携会議（研修会）への参画 

 

○新見市在宅医療・介護連携推進協議会

への参画 

○新見地域医療ネットワーク（実務者協

議会）への参画 

 

 

○新見地域在宅医療支援システム研究会

への参画                    

◯新見市糖尿病対策連絡会への参画 

 

 

３ 心と体の健康づくりの推進 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 体の健康づ

くり 

 

○病態栄養相談 

 ・相談指導（個別）         0人

○特定給食施設等の指導 

 ・施設指導（個別）      4施設

 ・管理者研修              1回 30人

 ・従事者研修         1回 45人

〇栄養成分表示見とく（得）事業 

                           2回 61人

○栄養成分表示の相談       1件

○第２次健康おかやま２１の推進 

・｢栄養成分表示の店｣登録事業 

           新規   0施設

           累計   30施設

・｢敷地内全面禁煙施設｣認定事業 

           新規    1施設

           累計  68施設

 

○病態栄養相談 

 ・相談指導（個別）        

○特定給食施設等の指導 

 ・施設指導（個別）       

 ・管理者研修       

 ・従事者研修 

〇栄養成分表示見とく（得）事業   

    

○栄養成分表示の相談       

○第２次健康おかやま２１の推進 

・｢栄養成分表示の店｣登録事業   

 

 

・｢敷地内全面禁煙実施施設｣認定事業
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 ・｢屋内全面禁煙宣言施設｣の届出受付 

        新規   7施設

                     累計  43施設

・改正健康増進法に伴う相談   0件

・たばこからの健康影響普及講座 3回

 ・愛育委員と連携した世界禁煙デー 

  街頭啓発活動         中止

 ・県民健康調査の実施 

○石綿による健康被害対策事業 

           相談件数  0件

○乳がん・子宮がん検診受診促進事業 

 ・乳がん・子宮がん予防出前講座  1回

○市健康づくり推進への支援 

・健康増進計画推進への支援    

・データヘルス計画推進への支援 

○市町村健康増進・栄養改善業務推進会 

議                 3回

○健康づくりボランティアの組織育成 

 ・愛育委員（役員会・研修会）  2回

 ・栄養委員（役員会・研修会）    5回

 ・愛育委員栄養委員合同研修会  1回

○新見市健康増進計画（食育推進計画を

含む。）の推進支援                

○にいみ朝食毎日きちんと食べよう大作

戦             1回  73人

○ジュニア食育プロジェクト検討会 

              1回    2人

 

・｢屋内全面禁煙宣言施設｣の届出受付

 

 

・改正健康増進法に伴う相談 

・たばこからの健康影響普及講座  

 ・愛育委員と連携した世界禁煙デー街

頭啓発活動 

 

○石綿による健康被害対策事業 

 

○乳がん・子宮がん検診受診促進事業 

 ・乳がん・子宮がん予防出前講座 

○市健康づくり推進への支援 

・健康増進計画推進への支援 

・データヘルス計画推進への支援 

○市町村健康増進・栄養改善業務推進会

議 

○健康づくりボランティアの組織育成 

 ・愛育委員（役員会・研修会）   

 ・栄養委員（役員会・研修会）     

 ・愛育委員栄養委員合同研修会   

○新見市健康増進計画（食育推進計画を

含む。）の推進支援 

○にいみ朝食毎日きちんと食べよう大作

戦  

○ジュニア食育プロジェクト検討会  

           

(2) 心の健康づ

くり 

 

○精神保健福祉相談  9回 実10人 延10人

○保健師の活動 

・家庭訪問（相談）         23件

・電話相談             125件

・面談             32件

○精神障害者及び家族会の育成支援 

 ・家族会活動への参加         0回

○精神障害者地域移行支援事業 

 ・地域移行支援連絡会議  1回  3人

 ・院内研修        0回  0人

○新見市障害者自立支援協議会への支援 

  ・会議・研修会等参加          2回

○アルコール健康障害対策 

・アルコール予防教育       1校

○精神保健連絡会議（精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム検討会議） 

                6回

○ＮＰＯ法人ハートフル・あしんの支援 

 

○精神保健福祉法に基づく通報   

 ・23条通報            0件

 ・24条通報            0件

○精神保健福祉相談    

○保健師の活動 

・家庭訪問（相談）            

・電話相談             

・面談 

○精神障害者及び家族会の育成支援 

 ・家族会活動への参加         

 

 

 

○新見市障害者自立支援協議会への支援

  ・会議・研修会等参加          

○アルコール健康障害対策 

・アルコール予防教育 

○精神保健連絡会議（精神障害にも対応

した地域包括ケアシステム検討会議）

 

○ＮＰＯ法人ハートフル・あしんの支援 

 

○精神保健福祉法に基づく通報    
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 ・26条通報            1件

○退院支援のガイドライン計画策定   

               対象なし

○自殺予防対策事業 

 ・自殺予防講演会    1回   40人

 

 

〇新見市自殺予防計画の推進支援 

○ひきこもり予防支援事業 

  ・サポーター活動（対象者）      3人

○地域ひきこもり対策事業 

・不登校等支援機関代表者会議   0回

・不登校等支援実務者連絡会議   0回

・交流会                        0回

・研修会                        0回

 

・思春期相談          5回  延15人

 

 

 

○自殺予防対策事業 

 ・福祉フォーラム 

 ・ゲートキーパー養成講座 

 ・自殺予防講演会  

〇新見市自殺予防計画の推進支援 

○ひきこもり予防支援事業 

 ・サポーター活動 

○地域ひきこもり対策事業 

・不登校等支援機関代表者会議 

・不登校等支援実務者連絡会議 

・交流会 

・研修会 

・事例検討会 

・思春期相談 

 

(3) 感染症対策

の推進 

       

結核対策 

○結核登録患者数     （3年末）   5人

          (うちＬＴＢＩ  1人)

○結核新規登録患者数 （3年末）   4人

                 （うちＬＴＢＩ 1人)

○接触者健康診断受診者数 

                        実8人  延 8人

○患者管理検診受診者数 実6人  延 9人

○感染症診査協議会（結核部会）諮問数 

                 延12件

○結核患者訪問      実7人  延16人

○結核患者面接      実3人 延 4人

 

その他の感染症対策 

○感染症患者等移送ネットワーク感染症

対策救急車両養生訓練   0回    0人

○エイズ出前講座       2回   79人

○エイズ相談            5件

○世界エイズデー街頭キャンペーン 中止

 

○ＨＩＶ抗体検査         3件

(うち夜間 0件)

○性感染症検査  クラミジア      3件

梅毒           3件

    （うち夜間0件)

○肝炎相談                       44件

○肝炎抗体検査               2件

○肝炎治療費助成    申請件数    33件

○肝炎検査費助成   申請件数   0件

○感染症対応 

・O157              1件

・レジオネラ菌         3件

結核対策 

○結核患者登録    

            

○結核新規患者登録 

 

○接触者健康診断 

 

○患者管理検診  

○感染症診査協議会（結核部会）諮問 

                 

○結核患者訪問     

○結核患者面接 

     

その他の感染症対策 

○感染症対策研修会            

 

○エイズ出前講座           

○エイズ相談            

○世界エイズデー街頭キャンペーン 

啓発資材配付         

○ＨＩＶ抗体検査          

 

○性感染症検査   

 

○肝炎相談                          

○肝炎抗体検査                 

○肝炎治療費助成   

○肝炎検査費助成   

○感染症対応 
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４ 子ども・子育て支援の充実・強化 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

(1) 切れ目のな

い母子保健の

推進 

○母子保健連絡会議         1回

 

○未来のパパ＆ママを育てる出前講座 

               4校 472人

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 

             助成件数  17件

○先天性代謝異常等検査事業  

       再検査 12人 要精密検査  1人

○ハイリスク児等家庭訪問  実1人 延1人

 

○母子保健連絡会議 

 

○未来のパパ＆ママを育てる出前講座 

 

○不妊に悩む方への特定治療支援事業 

 

○先天性代謝異常等検査事業 

 

○ハイリスク児等家庭訪問 

 

(2) 子どもの健

全な発育・発

達のための体

制づくり 

 

 

○子どもの健やか発達支援事業 

・子どもの発達支援相談 

          6回 実31人 延32人

・地域支援連絡会議        2回

○新見市障害者自立支援協議会児童支援 

部会への参画 

・児童支援部会          3回

○子どもの健やか発達支援事業 

・子どもの発達支援相談 

 

・地域支援連絡会議 

○新見市障害者自立支援協議会児童支援

部会への参画 

・児童支援部会 

 ・アメーバ赤痢          1件

・ノロウイルス施設内感染    1件

・新型コロナウイルス感染症  305件

・社会福祉施設等集団発生対応 

新型コロナウイルス感染症  9件

 ・感染症に関する相談         360件

 

 

 

 

 

 

 

新型インフルエンザ等対策 

○新型インフルエンザ等対策研修会及び

地域対策会議 

〇感染症患者等移送訓練 

(4) 難病対策の

推進 

○特定医療費（指定難病）     245人

○特定疾患治療研究事業          1件

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

                  24人

○難病患者家族の集い    0回 延0人

○難病患者訪問相談事業  

実14人  延22人

○難病患者訪問相談事業    0回 0人

○難病医療福祉相談           0回  0人

○在宅療養支援計画策定評価事業    3件

○原爆被爆者対策 

 ・被爆者の健康診断           20人

・がん検診                   2人

・各種手当の支給         延261件

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナー登録             27件

・臓器提供意思カードの配布 

○特定医療費（指定難病） 

○特定疾患治療研究事業 

○小児慢性特定疾病医療費支給事業 

                   

○難病患者家族の集い    

○難病患者訪問相談事業   

○訪問相談員育成事業 

○難病患者訪問指導事業    

○難病医療福祉相談           

○在宅療養支援計画策定評価事業    

○原爆被爆者対策 

 ・被爆者の健康診断           

・がん検診                   

・各種手当の支給       

○臓器移植の推進 

 ・骨髄ドナー登録            

・臓器提供意思カードの配布 
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・研修会             0回

・ペアレント・トレーニング事業  

   実行委員会          2回

   講座             5回

・トータルライフ支援プロジェクト 

会議            1回

     就学前後合同研修会     0回

 ・医療的ケア児等支援ワーキンググル

ープへの参画          1回

○産科からの「妊娠中からの気になる母

子支援連絡票」に基づき、市へ情報提

供及び必要時支援                5件

○医療機関からの電話連絡      0件

 

・研修会 

・ペアレント・トレーニング事業 

 

 

・トータルライフ支援プロジェクト 

会議 

 

 ・医療的ケア児等支援ワーキンググ 

ープへの参画 

○産科からの「妊娠中からの気になる母

子支援連絡票」に基づき、市へ情報提

供及び必要時支援 

(3) 困難を抱え

る子どもや家

庭への支援 

○市要保護児童対策地域協議会への参画 

・代表者会議            1回

・実務者会議            3回

・研修会                1回

・ケース会議                    1回

○市要保護児童対策地域協議会への参画 

・代表者会議 

・実務者会議 

・研修会 

・ケース会議 

 ・街頭キャンペーン         0回 ・街頭キャンペーン 

 

(4) 備中子育て

晴れの国づく

り  

○にいみ子育てカレッジ運営会議への参

加                2回

 

○にいみ子育てカレッジ運営会議への 

 参加 

 

 

５ その他の施策 

事 業 名 令和３年度実績 令和４年度計画 

地域保健福祉の

推進 

       

○総合的な企画調整 

・保健所保健・福祉サービス調整推進

会議 備北保健所新見支所   20回

○総合的な企画調整 

・保健所保健・福祉サービス調整推進

会議 

教育・研修・表

彰等 

 

○管内保健活動従事者研修会       2回

○保健従事者育成に係る連絡会   6回

  （保健活動計画評価含む）      

 

○管内保健活動従事者研修会 

○保健従事者育成に係る連絡会議 

統計調査 ○各種統計調査の実施 ○各種統計調査の実施 

 

保健医療従事者

等の確保 

○実習生受入 

 ・公衆栄養学臨地実習     4大学12人

 ・公衆衛生看護学実習     2大学 7人

  

○実習生受入 

 ・公衆栄養学臨地実習 

 ・公衆衛生看護学実習 
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１ 儲かる水田農業の推進

(1) 岡山米販売力強化支援事業
（単県）

ア 品質向上の支援 ・ 種子乾燥機の整備（1/3以内、上限
1,000千円）
　高梁市　　　 10,780千円

－

(2) 経営所得安定対策等推進事業
（国庫）

・ 推進事務費（定額）
　倉敷市　　　 7,237,000円
　笠岡市　     4,361,000円
　井原市　     2,366,000円
　総社市　     4,339,000円
　高梁市　     4,781,000円
　新見市　     3,311,000円
　浅口市　     1,974,000円
　早島町　　     334,000円
　里庄町　　     344,000円
　矢掛町　     2,861,000円

・ 推進事務費（定額）
　倉敷市　　　 7,249,000円
　笠岡市　     4,361,000円
　井原市　     2,366,000円
　総社市　     4,339,000円
　高梁市　     4,789,000円
　新見市　     3,317,000円
　浅口市　     1,973,000円
　早島町　　     335,000円
　里庄町　　     344,000円
　矢掛町　     2,861,000円

(3) 担い手育成・スマート農業社
会実装促進事業（単県）

地域担い手育成支援 ・ 水田用機械の整備(1/3以内、上限
3,000千円)
○倉敷市
（2地区）　     5,924千円
○総社市
（上槙谷地区）　6,683千円
○高梁市
（川上地区）    8,802千円
○矢掛町
（里山田地区）  3,300千円

・ 水田用機械の整備(1/3以内、上限
3,000千円)
○倉敷市
（2地区）　　　 5,981千円
○総社市
（山田地区）　 11,950千円

２

(1)

高品質な果樹・野菜・花きの
供給力の強化
白桃の供給力強化対策事業
（単県）

・ 桃の改植、栽培資材、機械、研修ほ
場等の整備(1/2以内、1/3以内、定
額)
  倉敷市(2か所) 15,744千円
　総社市(2か所)  8,149千円
  高梁市           506千円
  新見市           245千円

－

(2) 岡山白桃リノベーション事業
（単県）

－ ・ 桃の改植、栽培資材、機械、研修
ほ場等の整備(1/2以内、1/3以内、
定額)
  倉敷市(3か所) 39,735千円
  総社市(2か所) 40,041千円
  高梁市           506千円
  新見市           218千円

事務事業の概要（農林⽔産事業部）

Ⅰ マーケティングの強化とブランディングの推進

事業名 令和３年度実績 令和４年度計画
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(3) ぶどうの供給力強化対策事業
（単県）

・ ぶどうの改植、栽培施設、機械等の
整備(1/3以内)
  倉敷市(2か所) 10,993千円
  井原市        11,757千円
  総社市　　　　 4,400千円
　高梁市      　35,209千円
  新見市         8,179千円
  早島町　　　　 2,735千円

・ ぶどうの改植、栽培施設、機械等
の整備(1/3以内)
  倉敷市(3か所) 55,010千円
  笠岡市　　　　18,071千円
　井原市        17,684千円
  総社市         8,631千円
　高梁市   　   12,656千円
  新見市         9,400千円

(4) もっと儲かるおかやま園芸産
地育成事業（単県）

・ 野菜の栽培施設、機械等の整備(1/3
以内)
　総社市　　　　 7,111千円
　高梁市        18,741千円
　新見市         6,511千円

・ 野菜の栽培施設、機械等の整備
(1/3以内)
  総社市　　　　   174千円
　新見市         8,986千円

・ 花きの苗、栽培資材、機械等の整備
(1/3以内)
　井原市           113千円
　新見市         2,785千円

・ 花きの苗、栽培資材、機械等の整
備(1/3以内)
  倉敷市　　　　　 583千円
　井原市            52千円
　新見市         2,557千円

・ 加工業務用野菜の栽培施設、機械等
の整備
(1/3以内)
  倉敷市　　　　 8,634千円

－

(5) 「くだもの王国おかやま」晴
苺プロジェクト事業（単県）

・ － ・ いちごの栽培資材、機械等の整備
(1/3以内)
　井原市　　　  4,081千円

(6) 産地生産基盤パワーアップ事
業（国庫）

・ 果樹棚、ハウスの整備
(1/2以内)
　倉敷市        17,176千円
　総社市　　　  35,750千円

未定

(7) 産地ブランド育成事業（マー
ケティング戦略実行支援事
業）（国庫）

・ マーケティング資材等の整備支援
(1/2以内)
　高梁市（茶） 　  527千円
　倉敷市(ｽｲｰﾄﾋﾟｰ)　785千円
　新見市（桃）　　 561千円

・ マーケティング資材等の整備支援
(1/2以内)
 高梁市(ぶどう)     913千円
 新見市(桃)　       300千円

(8) 新型コロナウイルス関連地域
応援プロジェクト事業
（国庫）

・ コロナ禍対策！備中地域特産品オン
ライン販売等促進事業
(1/2以内)
　JA晴れの国岡山 3,206千円

未定

(9) ハイブリッド産地育成推進事
業（単県）

・果樹棚、ハウス、研修ほ場等（1/2以
内、定額）
  井原市　 　   24,222千円

・ 果樹棚、ハウス、研修ほ場、ほ場
の整備(1/2以内、定額）
  井原市　　　     未定

(10) しきみの大規模省力栽培に向
けた展示ほ設置委託事業（単
県）

・ しきみの大規模省力栽培を推進する
ための栽培技術の実証と普及(定額)
　総社市　　　　   100千円

・ 　　　　　　－

事業名 令和３年度実績 令和４年度計画
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(11) おかやまｅ農産物拡大事業
（単県）

・ 認証手数料・機械等の整備
(1/2以内、1/3以内)
　倉敷市  　　　　5,930千円

・ 認証手数料・機械等の整備
(1/2以内、1/3以内)
　倉敷市　　　   3,377千円

(12) おかやま有機無農薬農業生産
技術公開ほ場（単県）

・ 展示ほ場の設置（定額）
　井原市　  　　    150千円

・ 展示ほ場の設置（定額）
　未定　　　　　   150千円

(13) 農産物等の適正表示・流通推
進事業（単県）

・ 食品表示研修会の開催
　       １回（参加者53名）

・ 食品表示研修会の開催
　                    １回

・ 農産物等の適正表示点検指導
　                   15施設

・ 農産物等の適正表示点検指導
　                  15施設

・ 米穀の適正流通等に関する巡回立入
検査
                   １事業者

・ 米穀の適正流通等に関する巡回立
入検査
                  １事業者

・ 農産物検査法に基づく巡回立入調査
            １事業者(２回)

・ 農産物検査法に基づく巡回立入調
査
            １事業者(２回)

(15) 農薬販売店等への立入検査 ・ 農薬取締法に基づく立入検査
　                 66事業者

・ 農薬取締法に基づく立入検査
　                30事業者

３
(1) ・ 効率的生産施設等の整備及び機能強

化(1/2以内)
  高梁市
　　高梁市大池山育成牧場利
　　用組合　     4,748千円

・ 効率的生産施設等の整備及び機能
強化(1/2以内)
　高梁市
　　高梁市大池山育成牧場利
　　用組合       3,716千円

(2) スマート農業技術を活用した
県産飼料広域流通推進事業
(単県)

・ 県産飼料の利用拡大支援
(8千円/10a以内)
　JA晴れの国岡山　 805千円

・ 県産飼料の広域流通・利用拡大支
援
(1/2以内、8千円/10a以内)
　　　　              未定

(3) 岡山県肉用牛広域後代検定推
進事業（単県）

・ 優秀雌牛からの受精卵の採取
(定額)
　井原市　　２頭　 400千円
　新見市　　２頭　 400千円

・ 優秀雌牛からの受精卵の採取
(定額)
  未定

(4) 肉用牛生産条件特別整備事業
（単県）

・ 牛舎　１棟
繁殖牛導入　４頭
(1/2以内)
　高梁市         3,345千円

・ 牛舎　１棟
 (1/3以内)
　高梁市(生産集団)
　　　　　　　   1,557千円

・ 牛舎附帯施設整備
 (1/3以内)
  新見市(生産集団)
                 4,141千円

・ 放牧用資材一式
 (1/3以内)
  新見市(生産集団)
                 1,200千円

(5) おかやま黒豚等産地づくり推
進事業（単県）

・ 黒豚の種豚導入　20頭
(1/3以内)
　井原市(生産集団)
　　　　         1,932千円

・ 黒豚の種豚導入
 (1/3以内)
　井原市(生産集団)
                     未定

事業名 令和３年度実績 令和４年度計画

儲かる畜産業の推進
「みんなの牧場へ」ステップ
アップ事業
（単県）
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(6) 畜産・酪農収益力強化整備等
特別対策事業(施設整備事
業）（国庫）

・ ウインドウレス鶏舎　３棟
堆肥処理施設　１棟
集卵舎　１棟
(1/2以内)
　井原市        748,000千円

－

(7) 畜産農家畜産環境整備支援事
業（単県）

・

・

脱臭資材等の利用(1/3以内)
　びなん酪農組合　　 39千円
  笠岡市　　　　　1,709千円
 
堆肥化施設の整備(1/3以内)
堆肥舎　２棟
　JA晴れの国岡山びほく和牛生
　産部会
　　　　　　　　  9,954千円

・ 脱臭資材等の利用、堆肥化施設の
整備(1/3以内)
　未定

(8) 畜産技術普及推進事業（単
県）

・ 現地実証
(実証農家への委託)
　(農)干拓コントラ  106千円

・ 現地実証
(実証農家への委託)
　未定

(9) 地域における畜産技術確立支
援事業（単県）

・ 地域における特色ある畜産技術の確
立(1/2以内)
  (農)笠岡湾干拓地畜産生産
　組合
　　　　　　　　　　504千円
　新見市(生産集団）
　　　　　　　　　　213千円

・ 事業終了

(10) 酷暑対策による畜産経営被害
軽減事業（単県）

・ 気化式冷却装置　２式
気化式冷風機　　２台
(1/2以内)
　笠岡市 　　　   5,494千円

・ 事業終了

(11) 家畜伝染病防疫対策の支援 ・

・

発生時の現地対策本部の速やかな立
ち上げ準備、研修会の開催
　専門班会議開催　　 3回
　防疫研修会　　　　 4回
　関係機関（保健所・建設業協
　会・焼却施設等）との打合せ
　　　　　　　　　  13回

　鳥インフルエンザ疫学関連農
　場への防疫対応(R3.12.7)

・ 発生時の現地対策本部の速やかな
立ち上げ準備、研修会の開催
　専門班会議開催　　 1回
　防疫研修会　　　　 6回
　関係機関（保健所・建設業協
　会・焼却施設等）との打合せ
　　　　　　　　　  10回

令和３年度実績事業名 令和４年度計画
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４ 県産材の需要拡大と持続的な
森林経営の推進

(１) 県産材のブランド化と販路拡
大

ア おかやまの木で家づくり支援
事業(単県)

・ 住宅新築
　倉敷地域  78戸 15,720千円
　井笠地域  12戸  2,230千円
　高梁地域 　4戸　  780千円
　新見地域   9戸  1,740千円
　　　計   103戸 20,470千円

未定

イ 県産材利用促進対策事業 ・ 木製品導入支援
　倉敷地域  16件 10,792千円
私立高等学校 5件　5,176千円
      計    21件 15,968千円

未定

ウ 森林認証・認証材普及促進事
業

・

・

ＦＭ認証取得促進助成
　高梁地域　 1件　  16千円
  新見地域　 2件    32千円
ＣoＣ認証取得促進助成
　倉敷地域　 1件 　 44千円
  新見地域　 1件　  70千円
      計　　 5件　 162千円

未定

エ 林業・木材産業成長産業化促
進対策交付金事業

・ 先進的モデル提案事業助成
　新見市　　　　 3,572千円

・先進的モデル提案事業助成
　　新見市　　   3,000千円

オ 森林整備地域活動支援交付金
事業

・ 森林経営計画作成促進等
　新見市　　　　　755千円

－

(2) おかやま森づくり県民基金事
業
(森林活動促進への支援事業)
(森づくり県民基金)

未定

未定

【森づくり活動支援型】
・北面竹炭同好会    　　 108千円
・水江里山ふれあい会　  300千円
・馬入山を愛する会  　　 135千円
・里山を愛する会    　　  300千円
・中島ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ　         300千円
・船穂里山の会　　　      239千円
・西側祭り保存会　　      100千円
・有年の里山を守り育てる会
   　　　　　　　　             300千円
・草間台エコミュージアム推進協議会
　　　　　　　　　　　          123千円
・花木備中ジャパンの会  300千円
・NPO法人黒崎地創研   270千円
・いのりんジャパン　　　　300千円
・チーム山本　　　　　　　 299千円
・NPOこもれびの里　　　 300千円
・頂見の里山の環境を守る会　264千円
・山田コミュニティ協議会　300千円
・辰五郎塾　　　　　　　　　300千円

【森林体験行事開催型】
・倉敷山好会　　　　　　　 225千円
・倉敷地域森づくりの会   298千円
・早島さくら千年委員会   222千円
・岡山県漁業士会　　      160千円
・和桜会　　　　　　          299千円
・新見自然の会　　　　　　  36千円

事業名 令和３年度実績 令和４年度計画

－ 43 －



(3) おかやま共生の森事業(森づ
くり県民基金)

・共生の森保育活動
（井笠地域）      　未定

(4) 市町村提案型森づくり事業
(森づくり県民税)

・樹幹注入　マツ
　　倉敷市　 　　　　281本
　　総社市　　　　　 985本
　　高梁市　　　　　 290本
    浅口市　　　　　  40本
　　矢掛町　  　　　  28本
・土壌改良材　マツ
　　倉敷市　　　　   172本
　　総社市　　 　 　　 5本
・危険木伐倒　マツ
　　倉敷市　　　　　 33ｍ3
    総社市　　　　　 40ｍ3
    早島町　　　　　 50ｍ3
    笠岡市　　　　  100ｍ3
    里庄町　　　　　 36ｍ3
    高梁市　　　　  100ｍ3
　　新見市　　　　   50ｍ3
・住民参加による森づくり
　　浅口市　　　    23団体
　　矢掛町　　 　   8.25ha
・間伐用林業機械の導入
　　新見市　 　   　　３台

(5) 快適森林環境創出事業
(森づくり県民税)

ア 里山林等再生
　　倉敷市　　　　　1.00㏊
　　総社市　　　　　0.25ha
    新見市         10.00ha
    矢掛町          2.00ha

イ 病害虫被害森林等再生事業
（松くい虫被害林再生） 　　倉敷市　　　　　3.00ha

    総社市       　10.00ha
　　笠岡市        　2.00ha
    矢掛町       　10.00ha
　　井原市　　　 　28.00ha
　　高梁市　　　　　5.00ha

ウ 広葉樹等利用促進

(６) ナラ枯れ被害拡大防止総合対
策事業
(森づくり県民税)

・広葉樹保全再生（被害跡地更新）
　　新見市　　　　 50本

(7) 松くい虫防除事業
(単県)

・空中散布
　　井原市         30ha

・地上散布
　　倉敷市 　　  　13ha
　　井原市　   　 　4ha

・伐倒駆除
　　倉敷市　　　　50ｍ3
    総社市　　　　10ｍ3

令和４年度計画事 業 名 令和３年度実績

　  総社市                   0.25ha
    新見市                   9.12ha
    矢掛町　　　　         2.00ha
　　井原市　　　　         0.20㏊

・広葉樹保全再生（被害跡地更新）
　　新見市　　　　　　 79本

・共生の森保育活動
（井笠地域）  2回　     623千円

・樹幹注入    マツ
　　倉敷市　 　　　 　       302本
　　総社市　　　　　         604本
　　高梁市　　　　　         316本
    浅口市　　　　　           35本
　　矢掛町　  　　　           25本
・土壌改良材　マツ
　　倉敷市　　　　           178本
　　総社市　　 　　　　         5本
・危険木伐倒　マツ
　　倉敷市　　　　　          25ｍ3
    総社市　　　　　          40ｍ3
    笠岡市　　　　　          30ｍ3
    里庄町　　　　　　　　　　36ｍ3
    高梁市　　　　        　　70ｍ3
　　新見市　　　　        　　19ｍ3

・住民参加による森づくり
　　浅口市　　　　        　19団体
　　矢掛町　　 　　         18団体

　　倉敷市　　　　   　    3.00ha
    総社市              　 10.00ha
　　笠岡市                  8.00ha
    矢掛町           　     5.00ha
　　井原市　　　　       28.00ha
　　高梁市　　　　　　    5.00㏊

・広葉樹等利用促進
　　新見市　　　　　2件
・林地残材利用促進
　　新見市　　　　　1件

・空中散布
　　井原市                 30ha

・伐倒駆除
    倉敷市　　　　　  　15ｍ3
　　総社市　　　　　    10ｍ3

・地上散布
　　倉敷市　　　　　     13ha
　　井原市　　 　　　　   4ha
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(８) 間伐等の推進

ア 造林事業(国庫)

イ

ウ

エ おかやま元気な森づくり推進
事業
(森づくり県民税)

オ 少花粉スギ等造林対策事業
（森づくり県民税）

カ 農山漁村地域整備交付金（国
庫）

事業名 令和３年度実績 令和４年度計画

・多様な森づくりの推進
　　総社市　　　　 　2.62ha
　　井原市　　　　 　5.11ha
　　矢掛町　　　　 　7.00ha
　　高梁市　         4.29ha
　　新見市　　　　  38.47ha

・多様な森づくりの推進
　　総社市　　　　　未定 ha
　　井原市　　　　　未定 ha
　　矢掛町　　　　　未定 ha
　　高梁市　        未定 ha
　　新見市　 　　　 未定 ha

・造林・下刈り
　　新見市　　 　   63.33ha
    高梁市　　　　　 3.20ha

・造林・下刈り
　　新見市　　 　  未定　 ha
　　高梁市　　　　 未定　 ha

・主伐・再造林
　　新見市　　　　　　1.33㏊

・主伐・再造林
　　新見市　　　　　未定　　㏊

・搬出促進
　　新見市　　　 　  7.53ha
    公社　　　　　  15.18ha

・搬出促進
　　新見市　　　 　 未定 ha
    公社　　　　　  未定 ha

・除伐・間伐
    総社市　　　　   0.32ha
　　井原市　　　　　 8.10ha
　　高梁市　        12.99ha
　　新見市　　　　  38.64ha

・除伐・間伐
　　総社市　 　　　 未定 ha
　　井原市　　　　　未定 ha
　　高梁市　        未定 ha
　　新見市　 　　　 未定 ha

・森づくり作業道開設
    新見市　　　　  1,000ｍ

・森づくり作業道開設
　　高梁市　　　　　未定 ｍ
　　新見市　 　　　 未定 ｍ

・森づくり作業道点検
   公社
　　　　　　　　　 39,260ｍ

・森づくり作業道点検
   公社
　　　　　　　　　　未定 ｍ

・除伐・間伐
　　新見市　       172.61ha
    高梁市　　　　 　5.27ha

・除伐・間伐
    高梁市          未定 ha
    新見市　        未定 ha

・森林作業道
    新見市　        9,921ｍ

・森林作業道
　　高梁市　　　　　未定 ｍ
　　新見市　　　　　未定 ｍ

・保育(下刈)
    高梁市　　　　   6.01ha
　　新見市　　　　 109.01ha

・保育(下刈)
　　高梁市　        未定 ha
　　新見市　　　　  未定 ha

－ ・保育(雪起こし)
　　新見市        　未定 ha

・保育(枝打ち)
    新見市　         0.20ha

・保育(枝打ち)
    高梁市　　　    未定 ha
    新見市        　未定 ha

・人工造林
　　新見市　      　25.90ha

・人工造林
　　高梁市　        未定 ha
    新見市　        未定 ha

木材産業国際競争力強化対策
事業（間伐材生産、路網整備)
(国庫)

・間伐材生産
　　新見市　　 　   50.32ha
・路網整備
　　新見市　　　　　3,519ｍ

・間伐材生産
　　新見市　　　　  未定 ha
・路網整備
    新見市          未定 ｍ

林業・木材産業成長産業化促
進対策事業（間伐材生産、路
網整備）(国庫)

・間伐材生産
　　新見市　　　　　6.63㏊
・路網整備
    新見市          　198ｍ

・間伐材生産
　　新見市　　　　  未定 ha
・路網整備
    新見市          未定 ｍ
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５　先進的技術の確立・普及と力強い産地の育成及び支援

（備南広域農業普及指導センター)

(1)

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・新規就農者(就農５年以 就農計画(生産量）

下）の早期確立支援 7割達成者割合　86％                    100%

・園地確保方法の検討と園 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ活動

地情報の収集 ５回 　　　　　  ３回

(ｲ) ・規模拡大の推進 栽培面積１ha以上

57経営体 　　　　58経営体

(ｳ) ・晩生品種の作付推進 栽培面積　　　42.2ha             44ha

(ｴ) ・ＧＡＰ取組の充実、定着 内部点検の充実 内部点検の定着

　　　　　  ２産地             ２産地

(2)

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・ 新規就農者数  　22人  　    　     22人

　　　　 　　　　　

・新規就農希望者の就農促 就農計画認定件数

11件 　　　　　　  10件

(ｲ) ・新規認定農業者の確保 新規認定農業者数

　　　　  22経営体 　　　 　 16経営体

認定農業者 ・経営管理能力の向上 専門家経営相談

認定志向農業者 　　　　  ６経営体 　　　 　 ３経営体

・家族経営協定の普及 家族経営協定締結数

　５戸（累計77戸） ２戸（累計79戸）

(ｳ) ・規模拡大の推進 水稲作付面積10ha以

上経営体数

21経営体 　　　　  24経営体

倉敷地方稲作研究会 スマート農業技術

導入経営体  ２経営体 ー

・

0.8ha 15ha

(ｴ) ・集落営農組織の育成 集落営農組織数

 19組織 　　　　　  19組織

（うち法人組織数）

　　　　　８組織 　　　　　 ８組織

・組織の経営安定 収益向上対策実施組織数

ー ４組織

トップ重点課題

　　○課題名：もも新規就農者の早期経営確立と大規模経営体の育成

　　○対象集団：玉島北園芸協会桃部会（251戸、104ha）

　　　　　　　：浅原園芸組合（48戸、22ha）、吉備路もも出荷組合（97戸､26ha）

　　　　　　　：総社もも生産組合（12戸、16ha）

主要課題 主要推進事項

もも新規就農者の確
保と育成
園地確保体制の取
組強化

大規模経営体の育
成

白桃系晩生品種の作
付推進

ＧＡＰの取組

重点課題

①地域農業を支える意欲ある担い手の育成及び支援

課題名及び対象集団名 主要推進事項

新規就農者の確保と
育成

新規就農者の確保

就農希望者（農業実
務研修生含む）
新規就農者

進

経営感覚に優れた担
い手の育成

水田農業を担う経営
体の育成

吉備路水田農業大
規模経営体ネット
ワーク

集落営農組織の育成
および経営強化

環境に配慮した取り組みの
推進

被膜殻流出防止対策肥
料導入面積
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令和３年度実績 令和４年度計画

(ｵ)
・採種計画数量達成割合 計画数量　　 　100％ ー

・麦、大豆の連作障害対策 取組面積

（農）三輪営農 (土壌改良・薬剤使用）

組合 3.5ha ー

(ｶ) ・６次産業化経営体の発掘育
成

６次産業化経営体数
　　　　　　25経営体  27経営体

総合化事業計画等

認定事業者 ・志向経営体の実践力向上

６次産業化志向経 ２件

営体

②先進的技術の確立・普及と力強い産地の育成及び支援

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・担い手の早期育成 H29年以降の新規就農

者の出荷量
　　　　　（２人） (２人）

3,170kg 6,000kg

・シャインマスカット需要期 ８月中旬までの組合

出荷量の増大 出荷量

秦果樹生産出荷 27ｔ 27ｔ
組合

（39戸、11ha）

(ｲ) ・新規就農者の早期経営確立 新規就農者の計画７

割達成率(生産量）　

(２人）　50% 100%

ＪＡ晴れの国岡 ・加温シャインの高品質 ５～７月出荷シャイ

山船穂町ぶどう 安定生産 ン赤秀以上の県平均

部会 単価比　　　　 118% 116%

（97戸、30ha）

(ｳ) ・新規就農者の育成 就農５年以内の新規

就農者栽培面積

　(８人） 4.0ha     (８人)    4.0ha

・ぶどうの品質向上 真備シャイン出荷期

間の県平均単価比

（102戸、17ha） 102% 104%

(ｴ) ・産地規模の維持・拡大 春・秋まきごぼうの

単価 　

582円/㎏ 585円/㎏
・持続可能な環境整備 ＧＡＰチェック項目数

70 102

（26戸、12.6ha）

(ｵ) ・新規栽培者の確保 新規栽培者数　　２人 　　　　　　  ２人

・夏秋なすと他品目の複合 複合経営農家数

経営の推進 　　　　　　　６戸 ７戸

（19戸、73.4a）

種子産地の維持と持
続可能な営農に向け
た取組

６次産業化に取り組
む経営体の育成

ビジネスプラン作成数
　　　　　　　３件

課題名及び対象集団名 主要推進事項

ぶどう産地における
担い手の育成と需要
期出荷の維持・拡大
による産地力強化

施設ぶどう高品質生
産安定による産地力
強化

課題名及び対象集団名 主要推進事項

若手農家を中心とし
たぶどう産地の活性
化

真備ぶどう生産組
合

ごぼう産地の維持・
拡大に向けた取組

ＪＡ晴れの国岡山
東部出荷組合

夏秋なすを軸とした
儲かる農業への取組

吉備路夏秋ナス生
産出荷組合
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令和３年度実績 令和４年度計画

(ｶ) ・高品質安定生産技術の普 炭酸ガス発生装置

及 導入面積 　　　208ha ー

環境モニタリング装置
導入戸数　　　１戸 ２戸

・晴苺の作付面積の拡大 作付面積　　  　 45a 　　　　　 　50a

(ｷ) ・安定生産技術の普及 出荷本数  (11～12月)

1,873千本 1,950千本

・新規就農者の経営安定 平均栽培面積　　 19a 20a

・スマート農業（総合環境 導入農家数　　　４戸 ５戸

制御技術）の活用

ＪＡ晴れの国岡山船
穂町花き部会
 (16戸、4.1ha)

倉敷地域のいちご生
産の活性化

スイートピー産地の
継続的発展

倉敷地方施設いちご
研究会
（20戸、258ａ）

課題名及び対象集団名 主要推進事項
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（井笠農業普及指導センター)

(1)

○課題名：水田農業の担い手の確保・育成と水田等利用作目の生産力強化

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・ 集落営農組織数

(うち法人等組織数)

15組織(８法人) 17組織(9法人)

・組織活動の高度化・安定化

(ｲ) ・大規模経営体の育成

　　　　　10経営体 　　　　　11経営体

(ｳ) ・スマート農機の活用推進

　　　　　 　320ha 　　　　　　 350ha

(ｴ) 栽培面積

(キャベツ、たまねぎ)

・省力施肥体系の確立             83.9ha               90ha

・研究会の活動支援

(2)

①地域農業を支える意欲ある担い手の育成及び支援

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) 新規就農者数　 　11人 　　　　　　　12人

・ 対前年売上増加者割合

新規就農者 91％ 　　　 　　　100％

新規就農希望者

(ｲ) ・新規認定農業者の確保 新規認定農業者数
　　

　　　　　13経営体 　　　　　10経営体

・経営管理能力の向上 新規複式簿記記帳者数

認定農業者 ３人 　　　 　　 　２人

(261経営体) ・家族経営協定の普及 締結数(累計)　  104戸 106戸

認定志向農業者

(ｳ) ・ ６産業化経営体数

18経営体 20経営体

・ ビジネスプラン作成数

３件 　　　　　　　２件

水稲作付面積10ha以上
の稲作ネット会員

スマート農業技術の
普及

農業用ドローン活用面
積

集落営農志向集落の組織化
と法人化

水田等利用野菜産地
の強化

加工・業務用野菜の規模拡大
（キャベツ、たまねぎ）

重点課題

課題名及び対象集団名 主要推進事項

新規就農者の確保と
育成

・新規就農者の確保

志向経営体等の実践力向上

トップ重点課題

○対象集団：井笠地域稲作経営体ネット(44経営体）、集落営農組織、集落営農志向集落、
　　　　　　加工・業務用キャベツ・たまねぎ経営体　（83.9ha）

課題名 主要推進事項

集落営農組織の確
保・育成

稲作ネット活動強化

新規就農者の早期経営安定

経営感覚に優れた経
営体の育成

６次産業化に取り組
む経営体の育成

６次産業化経営体の発掘と
経営の安定化

６次産業化経営体
（18経営体）
６次産業化志向経
営体
（７経営体）
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②先進的技術の確立・普及と力強い産地の育成及び支援

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・ 平均秀品率　 　　47％　 　　　　　　　32％

　

　

・冬ぶどうの出荷拡大 冬ぶどう出荷量 　

　　　 12.6ｔ 　　　　　　 8.1ｔ

(イ) ・新規栽培者の確保 新規栽培者数　　 １人               １人

・新規栽培者の早期技術習得 出荷量　　　　  3.3ｔ　 　　　　　 　4.2ｔ

・  　　　　　　 

(ウ) ・栽培技術の高位平準化 育苗技術改善農家数

 ２戸 　　　　　　　１戸

・晴苺の安定出荷

　　　　　　　12回

・新規栽培者の確保と育成

(ｴ) ・規模拡大の推進 栽培面積　　　 29.4ha 40.4ha

・品質と収量の向上 水田単収（t/10a）

4.4ｔ 4.8ｔ

干拓地単収（t/10a）

6.0t 6.0t

（５法人､40.4ha）

(ｵ) ・新規栽培者の確保 新規栽培者　　　 ０ １人

・安定生産技術の普及 単収目標達成者数

（1.2t/10a以上）

　　　　　　　10人 　　　　　　　11人

(ｶ) ・栽培推進と品質向上 市場出荷本数

　　　　　　39千本 　　　　　　40千本

・極早生品種の生産拡大 栽培面積　   　 3.5ａ ４ａ

新規栽培者の確保と
安定生産による産地
の活性化

ＪＡ晴れの国岡山
矢掛アスパラガス
部会
（40戸､4.6ha）

りんどうの栽培推進
による産地の維持

井原市花卉部会
(りんどう生産者)
（７戸、31ａ）

担い手の確保・育成
によるぶどう産地の
活性化

次代を担うぶどう栽
培者の育成と産地の
活性化

新規就農者の早期栽培技術
向上

ＪＡ晴れの国岡山
井原市ぶどう部会
（203戸､99.0ha）

晴苺出荷回数
（12月～１月） 10回

加工・業務用たまね
ぎの高度生産技術の
普及推進と産地の活
性化

ＪＡ晴れの国岡山
矢掛ぶどう部会
（20戸､3.5ha）

シャインマスカットの品質
向上

井笠地域加工・業
務用たまねぎ生産
グループ

いちごの安定生産技
術の普及とブランド
化推進

井笠地域施設いち
ご生産者
(23戸、2.6ha)

課題名及び対象集団名 主要推進事項
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（備北広域農業普及指導センター）

(1)

○課題名：地域ブランドを活かしたぶどうの産地力強化

　　○対象集団：ＪＡ晴れの国岡山びほくぶどう生産部会（623戸、160ha）

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・新規就農者の受入体制整備 モデル支部

０支部 １支部（選定）

・新規栽培者数の確保 新規栽培者数

（R3からの累計） ５人（５人） ６人（11人）

(ｲ) ・ピオーネ上位等級「美王
🄬🄬

「美王
🄬🄬
」の出荷量

」の生産拡大 40.8ｔ 45ｔ

・

(ｳ) ・「美王
🄬🄬
」の知名度向上 ピオーネの市場単価比

105％ 106％
※大阪市場のびほく産ピオーネ
平均単価／大阪市場のピオーネ
平均単価（びほく産除く）

(2)

①地域農業を支える意欲ある担い手の育成及び支援

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・新規就農者の確保 新規就農者数

 （R3からの累計）          ８人（８人）        ９人（17人）

新規就農者 ・新規就農者の育成 対前年売上増加者割合

新規就農希望者 （過去５年の認定新規就農者等）            72％             73％

(ｲ) ・認定農業者の確保 新規認定農業者数

 （R3からの累計）        ８経営体         ８経営体

認定農業者      （８経営体）         （16経営体）

（177経営体）

認定志向農業者 ・経営管理能力の向上 新規複式簿記記帳者数

認定農業者協議会  （R3からの累計） ３人（３人）        ２人（５人）

（６組織）  
・家族経営協定の推進 家族経営協定締結数

 （累計）       ３戸（76戸）        ２戸（78戸）

(ｳ) ・

          ３経営体       　　 ４経営体

水田農業担い手モ ・集落営農組織の育成と強化 集落営農組織数

デル集団（水稲作 （うち法人組織数）
付面積1.5ha以上の 21組織              22組織
経営体：20） （５組織）           （６組織）

            

・ 売上金額

6,188千円 6,400千円

(農）アグリ津々 （主食用米を除く）

(ｴ) ・認定事業者の販路拡充

　　　　 　２事業者         　 ３事業者

JA晴れの国岡山 ・ お茶の販売金額

びほくお茶部会        6,275千円       10,000千円

(33戸、3.5ha)

トップ重点課題

課題名及び対象集団名 主要推進事項

新規就農者の受入体
制整備と確保

シャインマスカットの品質
向上

生産力向上

シャインマスカットの
秀品率　　　　　33％

集落営農法人の経営の多角
化

６次産業化に取り組
む経営体の育成

年間売上目標を達成し
た認定事業者

６次産業化経営体
（12経営体）

お茶のマーケティング活動
強化

35％

ブランドを活かした
販売力強化

重点課題

課題名及び対象集団名 主要推進事項

新規就農者の確保と
育成

経営感覚に優れた経
営体の育成

水田農業の担い手の
育成と経営強化

経営及び生産の安定化・効
率化

水稲作付面積10ha以上
の経営体数

集落営農組織(21
組織(うち法人
５))
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②先進的技術の確立・普及と力強い産地の育成及び支援

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・新規栽培者の確保 新規栽培者数

 （R3からの累計）        ２人（２人）        １人（３人）

JA晴れの国岡山 ・生産力の維持、向上 出荷量
びほく桃部会 86ｔ              90ｔ
(76戸、12ha)

(ｲ) ・ 新規就農者数

       ２人（２人）        １人（３人）

部会平均収量達成者割合
  

JA晴れの国岡山 40％ 66％

びほくトマト部会
※対象：就農５年以下の指導対象者

(69戸、11.8ha) ・品質、着果率の向上

　　　8.5ｔ 　　　10ｔ

(ｳ) ・新規栽培者の確保 新規栽培者数

 （R元からの累計）        ０人（１人）     　 １人（２人）

・収量の向上

       　     ４人               ６人

(高梁市分：17戸、 ・ＧＡＰ手法による生産活動

1.4ha） の改善

82％  100％

ＧＡＰチェックシート
達成戸数割合（法令上
の義務にあたる項目を
クリア）

課題名及び対象集団名 主要推進事項

もも産地の再生によ
る活性化

「鬼退治桃太郎トマ
ト」の産地育成と生
産力強化

新規栽培者の確保と早期経
営安定（R3からの累計）

10ａ当たりの部会平均
出荷量

アスパラガスの安定
生産と担い手の確保

収量１ｔ/10ａ以上の
栽培者数

びほく地域アスパ
ラガス生産部会
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（新見農業普及指導センター)

(1)

　　○課題名： 水田農業の多様な担い手育成とスマート農業技術導入や多角化による経営力の強化

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・

　　

(ドローン防除実面積)

　　　　     151ha 　　　　　   160ha

(ラジコン草刈機)

　　　　      ８台               ９台

(ｲ) ・安定多収生産技術の推進 飼料用米･WCS用稲栽培

面積

              61ha               70ha

(ｳ) ・集落営農組織の育成と法人
化

集落営農組織数
　　　      24組織 　　　　　  25組織

うち法人組織数
　　　      ５組織 　　　　　  ６組織

・多角化経営の推進 経営多角化取組組織数　
　 　　

　　　　　　５組織 　　　　　　６組織

(2)

①地域農業を支える意欲ある担い手の育成及び支援

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・新規就農者の確保 新規就農者数

（Ｒ３からの累計） 　　　        ７人 　　　 ８人（15人）

就農希望者 ・ 就農計画達成者数

新規就農者 　　　   13人/13人 　　　   ９人/９人

(ｲ) ・ 新規経営改善計画数 　

　　　　  ８経営体 　　　　  ８経営体

（Ｒ３からの累計）         （-経営体）        （16経営体）

認定農業者 ・複式簿記の記帳推進 新規記帳者数

　(148経営体) （Ｒ３からの累計） 　　　    ２人（-） 　　　 ２人（４人）

認定志向農業者 ・家族経営協定の推進 締結数（累計）

　　 　　　 １戸（48戸） 　　   ２戸（50戸）

(ｳ) ・ 新規販路開拓数

　　    - 　　　        １件

・

トップ重点課題

　　○対象集団：JA晴れの国岡山新見水稲担い手部会（158経営体（集落営農組織16組織）　
　　　　　　　　315ha))、JA晴れの国岡山新見統括本部水田経営部門（１経営体）
　　　　　　　　集落営農組織（24経営体（５法人））、集落営農志向集落

課題名及び対象集団名 主要推進事項

水稲作付10ha以上の経
営体数　
          ８経営体

スマート農業技術導入

飼料用米･WCS用稲の
安定生産技術推進

水稲作付10ha以上の経
営体数　
          ９経営体

水田農業の多様な担
い手育成

重点課題

課題名及び対象集団名 主要推進事項

スマート農業技術の
導入と規模拡大

大規模経営体の育成とス
マート農業技術導入の啓発
と実証

６次産業化に取り組
む経営体の育成

６次産業化経営体等の経営
安定

６次産業化取組経
営体(27経営体(総
合化事業計画認定
事業者８を含
む))、６次産業化
志向経営体(13経
営体）

加工品開発支援による販売
力強化（JA桃部会）

新規商品販売額　
　　　  -

新規就農者の確保
・育成

新規就農者の早期経営確立
支援（就農５年以内）

経営感覚に優れた経
営体の育成

新規経営改善計画の樹立支
援

　　　      20万円
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②先進的技術の確立・普及と力強い産地の育成及び支援

令和３年度実績 令和４年度計画

(ｱ) ・

(就農５年目までの研修後就農者)               104% 　 　         105%

・高品質安定生産の推進

（ピオーネ） 優品以上の割合 58% 　　　 　　    62%

（シャインマスカット） 秀品比率　 　　27%                30%

(ｲ) ・ 中玉の比率　

       中玉13～16玉/4kg

　　　　　　 57.4% 　　   　　    60%

・ 白皇の出荷量

　　 　 　   800kg 　　　   　1,500kg

(ｳ) ・

・新品種等の栽培技術確立

(ｴ) ・新規栽培者等の技術向上 出荷量

による収量確保 　　　　   941千本 　　     1,050千本

うち新見オリジナル

品種

　　　　　　３千本              7千本

              100%

JA晴れの国岡山阿
新トマト部会（43
戸、5.1ha）

部会平均収量
　　　　6.7ｔ/10ａ 　　　　7.5ｔ/10ａ

りんどうの販売力強
化

個別の収量目標の達成
割合  　　　 84%

課題名及び対象集団名 主要推進事項

JA晴れの国岡山新
見花卉部会リンド
ウ生産部
（26戸、4.0ha）

高品質ぶどうの安定
生産による持続的な
産地体制整備

重点指導対象者の栽培管理
技術向上

JA晴れの国岡山阿
新ぶどう部会
（317戸､90ha）

担い手の育成と知名
度向上によるもも産
地活性化

重点指導対象者の栽培技術
の向上

JA晴れの国岡山阿
新桃部会
（55戸、22ha）

夏秋トマトの収量
アップと新規就農者
の育成

重点指導対象者の技術向上
(栽培開始５年以下の農業者)

ピオーネ単価の部会平
均との比

　 (栽培開始10年以下の栽培者)

白皇の安定生産技術の普及
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６ ６次産業化・農商工連携と地
産地消等の推進

(1) ・ ６次産業化推進チーム連携会議の
開催　
　　
　　
　　
                      ２回

・ ６次産業化推進チーム連携会議の
開催 
  
  
  
  
  
                      ２回

・ ６次産業化推進チーム（地域活動
班）の活動推進
　  倉敷地域　　   　 ４回
　  井笠地域　　   　 ４回
　  高梁地域　　   　 ３回
　  新見地域　　   　 ３回

・ ６次産業化推進チーム（地域活動
班）の活動推進
　  倉敷地域　　　    ３回
　  井笠地域　　　    ３回
　  高梁地域　　　    ３回
　  新見地域　　　    ３回

(2) 販路拡大及びＰＲ対策
（単県）

・ 備中たかはしフェアにおいて６次
産業化商品のPR 
　　　　　　　　　  ７日間

・ イベント等への出展
　　　　　　未定

(３) 人材育成（単県） ・ 加工技術や知識習得のための研修
会の開催
   倉敷地域　　　   　４回
　 井笠地域　　　   　４回
　 高梁地域　　　   　１回
　 新見地域　　　   　２回

・ 加工技術や知識習得のための研修
会の開催及び専門家派遣
　 倉敷地域　　　　   ３回
　 井笠地域　　　   　３回
　 高梁地域　　　   　３回
　 新見地域　　　  　 ３回

(4) 地産地消等の推進

ア 直売所の活性化 ・ マスメディアを活用した直売所の
旬の農産物やイベント等のＰＲ
　　　　　 ラジオ放送 7回

・ マスメディアを活用した直売所の
旬の農産物やイベント等のＰＲ
　　　　ラジオ放送 　4回

イ 都市と農村との交流促進 ・ 地域資源を活用した交流人口の促
進支援
（農山村地域資源活用促進事業）
　　　　　　－

・ 地域資源を活用した交流人口の促
進支援
（農山村地域資源活用促進事業）
            未定

(5) 食品等製造施設等整備緊急支
援事業

　

ア 食品産業の輸出向けHACCP等対
応施設整備緊急対策事業

・ 日本産米の輸出に向けたISO22000
対応型の精米工場の新設
(株)坂本　　　 700,805千円

・ 未定

推進ネットワークの活用と６
次産業化推進チームの活動推
進（単県）

事業名 令和３年度実績 令和４年度計画
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７ 次代を担う力強い担い手の確
保・育成と担い手への農地集
積・集約化

(1) 新規就農者の確保 ・新規就農者数　　 　　 48人 ・新規就農者数　 　     51人

(2) 就農促進トータルサポート事業 ・農業実務研修事業
(国庫、定額または単県、1/3)
  倉敷市  10人(桃、ぶどう)
  井原市   9人(ぶどう)
  総社市   7人(桃、なす、
　　　　　　　 ぶどう)
  高梁市   4人(トマト)

・農業実務研修事業
(国庫、定額または単県、1/3)
　倉敷市  4人(桃)
　井原市  7人(ぶどう)
  総社市  4人(桃、ぶどう)
　高梁市  3人(トマト)

・早期経営確立支援事業
(単県、1/3または1/2)
  倉敷市　　       929千円
  井原市           360千円
  高梁市         1,598千円
　新見市           566千円
  矢掛町　　　　　   5千円

・早期経営確立支援事業
(単県、1/3または1/2)
　倉敷市　       2,903千円
  井原市           402千円
  総社市　  　     194千円
　高梁市         1,587千円
　新見市           910千円
  矢掛町　     　  215千円

・新規就農者がっちりゲット事業
(単県、新規事業)
　親方農家の資質向上に資する
研修会や情報交換会の開催　
　　　　　　　　 　257千円

・新規就農者がっちりゲット事業
(単県、新規事業)
　親方農家の資質向上に資する
研修会や情報交換会の開催　
　　　　　　 　　  237千円

・帰農者支援事業
(単県、1/3)
　倉敷市　　　 　  376千円
　井原市　　　  　 138千円
　高梁市　　　　   102千円
　新見市　　　　   100千円

・帰農者支援事業
(単県、1/3)
　倉敷市　　　 　  470千円
　井原市　　　 　  140千円
　高梁市　　  　   165千円
　新見市　　 　    100千円

(3) 農業人材力強化総合支援事業

(4) 新規就農者育成総合対策事業

Ⅱ 次代を担う力強い担い手の確保・育成

事　業　名 令和３年度実績 令和４年度計画

・農業次世代人材投資事業
   [準備型]　(国庫、定額)
　　倉敷市　 6人   7,250千円
　　井原市   5人   4,500千円
    総社市 　3人   4,500千円
　　高梁市   3人   2,250千円
 
  

・新規就農者確保緊急対策事業
　(国庫、定額)
　　倉敷市   3人   3,750千円
    井原市　 5人  10,500千円
    総社市   2人　 3,000千円
　　高梁市   3人　 6,750千円
　

・農業次世代人材投資事業
　[経営開始型] (国庫、定額) 
 　
　　倉敷市　34人  40,876千円
　　笠岡市　 4人   4,500千円
　　井原市　 7人   9,000千円
　　総社市  13人  18,750千円
　　高梁市　18人  24,346千円　
　　新見市　10人  12,750千円
　　矢掛町　 2人   3,000千円

・農業次世代人材投資事業
　[経営開始型] (国庫、定額) 
　　倉敷市  33人  40,125千円
　　笠岡市　 3人   2,625千円
　　井原市　 7人  10,500千円
    総社市　13人  16,500千円
　　高梁市　13人  18,000千円　
　　新見市　 5人   6,000千円
    矢掛町　 1人   1,500千円

－ ・就農準備資金(国庫、定額)
・経営開始資金(国庫、定額)
・経営発展支援事業(国庫1/2、県
1/4）
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(5) 認定農業者の確保・育成

(6) 集落営農組織の支援 ・組織数　　　　 　   79組織
　うち法人　　 　   26法人

・組織数　　　  　    83組織
　うち法人 　       29法人

(7) 水田農業確立推進事業（単県） ・集落営農支援チームの設置
　　　　　　 　      4地区

・集落営農支援チームの設置
　　　　  　         4地区

(8) 担い手確保計画の改定支援 ・市町の見直し支援　　10市町 ・市町の見直し支援　　  未定

(9) 人・農地プラン実質化の支援 ・8市町 ・

(10) 農業経営法人化支援事業
（国庫、定額）

・農業経営の法人化
　総社市 　         １地区　
　

・農業経営の法人化
                      未定　
  

(11) 強い農業・担い手づくり総合支
援交付金（国庫）

・－ ・

(12) 持続的経営体支援交付金 ・－ ・ 
(13) 機構集積協力金交付事業 ・機構貸付実績       178.2ha ・ 機構の活用促進

（国庫、定額）

(14) 荒廃農地の再生 ・荒廃農地再生・活用事業
  倉敷市　1法人    664千円
  里庄町  1人    1,272千円

・ 荒廃農地再生・活用事業
  倉敷市　　          未定　
  里庄町　　　　　  　未定

(15) 農地耕作条件改善事業
（国庫、定額）

・区画拡大
　倉敷市庄地区　 1,283千円

・ 区画拡大
　倉敷市庄地区　　  　未定

事　業　名

廃止

機構集積協力金
・地域集積協力金　    －千円
・経営転換協力金 　1,856千円

機構集積協力金
・地域集積協力金　      未定
・経営転換協力金 　 　  未定

・新規認定　 　     51経営体 ・新規認定　 　     42経営体

令和４年度計画令和３年度実績

　　　　　　　　　　  未定

－
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令和３年度実績 令和４年度計画

８ 農業農村整備事業の推進

(1) 産地づくりのための生産基盤整備の
推進

ア 用排水路の整備

(ｱ) 水利施設等保全高度化事業(国庫)
（簡易整備型）
[補助率:国50(55)%,県1～15%]
※( )は中山間地域

－
（倉敷地域）
　　早島町　　　　   　 1地区

(ｲ) 農地耕作条件改善事業(国庫)
[補助率:国50(55)%,県1～15%]
※( )は中山間地域

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　　   　 3地区

（倉敷地域）
　　倉敷市　　   　　　 1地区

(ｳ) 小規模土地改良事業(単県)
（かんがい排水）
[補助率:県45%]

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　　   　 8地区
　　総社市　　　　　    2地区
　　備南土地改良区　    1地区
（井笠地域）
　　笠岡市　　　　　    1地区
　　井原市              1地区
　　浅口市　　　　　    1地区
　　矢掛町　　　　　    3地区
（新見地域）
　　新見市　　　　　    2地区

未定

イ 畑の整備

(ｱ) 農山漁村地域整備交付金(国庫)
[補助率:国50(55)%,県25%]
※( )は中山間地域

・ 湯野地区（高梁市）
                　　 184,000千円
　   畑かん施設更新　　　  5.4km

　舗装工等　　　   　　 0.1式

(ｲ) 農地耕作条件改善事業(国庫)
[補助率:国50(55)%,県1～20%]
※( )は中山間地域

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　　   　 1地区
　　総社市　　　　   　 1地区
（高梁地域）
　　高梁市　　　　   　 1地区

（高梁地域）
　　高梁市　　　　   　 1地区

ウ 水田の整備

(ｱ) 農地耕作条件改善事業(国庫)
[補助率:国50(55)%,県1～20%]
※( )は中山間

（倉敷地域）
　　倉敷市　　   　　　 1地区
（新見地域）
　　新見市　　　   　　 1地区

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　   　　 1地区

エ 農道の整備

(ｱ) 地方創生道整備推進交付金(国庫)
（広域農道）
[補助率:国50%,県40%]

・ 井原芳井２期地区（井原市）
　　　　　　　　   7,564,000千円
　　 道路工      　　    6,230ｍ
　　 舗装工      　　    6,230ｍ

  道路工       　　　　　 1式
　法面工　　　   　　　 　1式

  道路工        （暫定）200ｍ
　法面工　   　　　　　 　1式

(ｲ) 小規模土地改良事業(単県)
（農道整備）
[補助率:県50(55)%]
※( )は過疎地域

（倉敷地域）
　　総社市　　　　　    1地区

未定

(ｳ) 小規模土地改良事業(単県)
（農道舗装）
[補助率:県13/30]

（倉敷地域）
　　総社市　　　　   　 1地区
（井笠地域）
　　里庄町　　　   　　 1地区

未定

Ⅲ 農林水産業を支える施策

事 業 名
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令和３年度実績 令和４年度計画

(2) 産地維持のための保全対策の推進

ア 土地改良施設の保全対策

(ｱ) 水利施設等保全高度化事業
(国庫)
[補助率:国50%,県20～25%]

・ 天城地区（倉敷市）
        　　         124,000千円
     排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等　　　　1式

  排水機整備　　　      0.6式
　除塵施設整備　  　　  0.4式

  建屋補修　　　        1.0式
　樋門整備　            1.0式

・ 南六間川左岸地区（倉敷市）
                 　　218,000千円
     排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等　　　　1式

  排水機整備　          0.3式
  除塵施設整備　        1.0式

  排水機整備　　　      0.7式
　樋門整備              1.0式

・ 金蔵地区（倉敷市）
                 　　 86,000千円
     除塵施設・建屋補修　　　1式

  建屋補修　            0.4式
　建屋補修　　　　　　　0.6式
　除塵施設整備　   　　 1.0式
　吐出水槽整備　　　　　1.0式

・ 菰池地区（倉敷市）
                 　　 99,000千円
     除塵施設・建屋補修　　　1式

  建屋補修　            0.4式
　建屋補修　　　　　　　0.6式
　除塵施設整備　   　　 1.0式

・ 弁才天地区（倉敷市・早島町）
               　　  199,000千円
   　排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等　　　　1式

  実施設計　              1式
　排水機整備　　　　　　0.4式
　除塵施設整備　　　　　0.4式
　樋門整備　　　　　　　1.0式

・ 明治ダム地区（井原市）
                　　 220,000千円
     ダム施設整備　　　　　  1式

－   実施設計　              1式

・ 里見地区（里庄町）
               　　  250,000千円
     排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等 　　　 1式

－   実施設計　              1式

・ 東六間川１期地区
（倉敷市・岡山市）
                 　　800,000千円
     水路改修　　　　　 　L=800m

－   実施設計　              1式

・ 上原井領用水１期地区
（倉敷市・総社市）
             　　    220,000千円
     水路改修　　　　　　　　1式

－   実施設計　              1式

(ｲ) 農山漁村地域整備交付金(国庫)
（基幹水利施設）
[補助率:国50%,県20～25%]

　

・ 黒石地区（倉敷市）
             　　    115,500千円
     排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等　　　  1式

  排水機場整備　　   　 0.3式
　除塵施設整備　　   　 0.4式

  除塵施設整備　　   　 0.1式

・ 東六間地区（倉敷市・岡山市）
              　　   784,000千円
     排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等 　　　 1式

　排水機整備　　　　　  0.4式
  建屋補修  　　        1.0式

　排水機整備　　　　　  0.6式
  除塵施設整備　        1.0式

・ 高須賀地区（倉敷市）
               　　  300,000千円
     排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等 　　　 1式

　除塵施設整備          1.0式
  建屋補修　　　        0.8式

　
  建屋補修　 　  　     0.2式

・ 粒浦地区（倉敷市）
                　　 318,200千円
     排水機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ等　 　　 1式

　排水機整備
  補機類更新　　        0.2式

　除塵施設整備　　　　　0.6式
　建屋補修　　　　　　　0.5式

(ｳ) 農山漁村地域整備交付金(国庫)
（地域用水環境整備）
[補助率:国50%,県20%]

　

・ 大佐ダム地区（新見市）
              　　   605,000千円
     小水力発電施設更新　　　1式

  管理橋整備　　        1.0式 　小水力発電設備更新    0.3式
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(ｴ) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(国庫)
[補助率:国50(55)%,県20～25%]
※( )は中山間地域

・ 大佐ダム地区（新見市他）
                     290,000千円
     ダム施設整備 　    　　 1式

　ダム堤体修繕  　   　 1.0式 　点検用放流設備        1.0式

・ 槙谷ダム地区（総社市）
                     163,000千円
     ダム施設整備 　    　　 1式

　周辺整備工　　　　　　1.0式 －

・ 鬼ヶ岳ダム地区（矢掛町）
                     421,300千円
     ダム施設整備 　    　　 1式

  ゲート設備　　        1.0式 －

・ 大竹ダム地区（高梁市）
                     200,000千円
     ダム施設整備　    　　  1式

  取水施設整備等        0.7式

・ 槙谷ダム２期地区（総社市）
                     150,000千円
     ダム施設整備    　　 　 1式

－   実施設計　              1式

・ 鬼ヶ岳ダム２期地区（矢掛町）
                     220,000千円
     ダム施設整備　     　　 1式

－   実施設計　              1式

・ 大佐ダム２期地区（新見市他）
                     290,000千円
     ダム施設整備    　　 　 1式

－   操作設備              1.0式

(ｵ) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(国庫)
[補助率:国50(55)%,県1～15%]
※( )は中山間地域

（倉敷地域）
　　倉敷市　　   　　　 2地区
（井笠地域）
　　笠岡市　　   　　　 1地区
　　浅口市　　   　　　 1地区

（井笠地域）
　　笠岡市　　　   　　 1地区
　　浅口市　　　   　　 1地区

(ｶ) 農村整備事業(国庫)
（農道施設）
[補助率:国50%,県25%]

　

・ 備中中部２期地区（高梁市）
                     770,000千円
　　 橋梁耐震保全対策        4橋
　　 保全対策工     　　     1式

  実施設計 　　　　   　0.4式
  保全対策工　　   　　 0.3式

  橋梁耐震保全対策    　0.3式
  保全対策工　　   　　 0.2式

・ 井原芳井地区（井原市）
                     509,000千円
     農道保全対策工　　      1式

　保全対策工　　   　　 0.1式 　保全対策工　　　   　 0.1式

イ 土地改良施設の保全計画策定

(ｱ) 水利施設等保全高度化事業(国庫)
（調査計画）
[補助率:国(定額)]

・ 岡山地区（倉敷市他）
                      87,900千円
 　　機能診断・保全計画策定　1式

　機能診断・保全計画策定  1式 －

・ 槙谷地区（総社市）
                      20,000千円
     機能診断・保全計画策定　1式

－ 　機能診断・保全計画策定  1式

・ 青野地区（井原市）
                      20,000千円
     機能診断・保全計画策定　1式

－ 　機能診断・保全計画策定  1式
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(ｲ) 農村整備事業(国庫)（調査計画）
[補助率:国(定額)] 　

・ 川筋大橋地区（新見市）
                     10,032千円
     橋梁点検 　　　　　　　 1式

　橋梁点検　　　　   　　 1式 －

・ 高梁地区（高梁市）
                 100,000千円
 橋梁点検 　　　　　　　 1式

－ 　橋梁点検　　　　   　　 1式

(3) 農業・農村を守る防災・減災対策の
推進

ア ため池の整備

(ｱ) 農村地域防災減災事業(国庫)
[補助率:国50(55)%,県34｢39｣%]
※( )は中山間地域､｢ ｣は地震対策

・ 大輪池地区（倉敷市）
                     123,300千円
     堤体工　    　　    108.8ｍ

  付帯工　　　        　　1式 －

・ 皿池大池地区（里庄町）
                     172,600千円
     堤体工　    　 　    94.7ｍ

　舗装工　　　　        　1式 －

・ 宇角池地区（矢掛町）｢地震対策｣
                     191,400千円
     堤体工　    　　     72.0ｍ

  付帯工　　　　        　1式 －

・ 二ツ池池地区（倉敷市）
                     168,300千円
     堤体工 　    　　   95.0ｍ

  実施設計　　        　　1式   堤体工　　       　　 0.1式

・ 真備別所池地区（倉敷市）
                     158,400千円
     堤体工     　　　   127.5ｍ

－   実施設計　　     　   　1式

(ｲ) 農村地域防災減災事業(国庫)
（調査計画）
[補助率:国(定額)]

・ 奥池地区（倉敷市）
                      20,000千円
   　　　  事業計画策定　    1式

  事業計画策定　　　  　　1式 －

・ 真備女男池地区（倉敷市）
                      20,000千円
     　　　事業計画策定　    1式

  事業計画策定　　　  　　1式
－

・ 大井下池地区（矢掛町）
                      15,000千円
     　　　事業計画策定　    1式

  事業計画策定　　　  　　1式
－

(ｳ) 農村地域防災減災事業(国庫)
（調査計画）
[補助率:国(定額)]

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　   　　 1地区
（新見地域）
　　新見市　　   　　　 1地区

－

(ｴ) 農村地域防災減災事業(国庫)
[補助率:国50(55)%,県1～20%]
※( )は中山間地域

（井笠地域）
　　笠岡市　   　　　　 1地区

（井笠地域）
　　笠岡市　　　　   　 1地区

(ｵ) 農村地域防災減災事業(国庫)
（ため池廃止＋代替水源）
[補助率:国(定額)] －

（倉敷地域）
　　倉敷市　　   　　　 1地区

(ｶ) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(国庫)
[補助率:国50(55)%,県1～20%]
※( )は中山間地域

（倉敷地域）
　　倉敷市　　   　　　 2地区

（倉敷地域）
　　倉敷市　   　　　　 2地区
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(ｷ) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(国庫)（ため池廃止）
[補助率:国50(55)%,県1～20%]
※( )は中山間地域

－
（倉敷地域）
　　倉敷市　   　　　　 1地区

(ｸ) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(国庫)（ため池廃止）
[補助率:国(定額)]

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　　   　 2地区
（井笠地域）
　　笠岡市　　　　　    1地区
　　井原市　　　   　　 1地区
　　矢掛町　　　　   　 1地区
（高梁地域）
　　高梁市   　　　　　 1地区
（新見地域）
　　新見市　   　　　　 1地区

（倉敷地域）
　　倉敷市　   　　　　 2地区
（井笠地域）
　　笠岡市　　   　　　 1地区
　　井原市　　　   　　 2地区
　　矢掛町　　　　   　 1地区
（高梁地域）
　　高梁市　   　　　　 1地区
（新見地域）
　　新見市　　   　　　 1地区

(ｹ) 水利施設等保全高度化事業
(国庫)（洪水調整）
[補助率:国(定額)]

（井笠地域）
　　笠岡市　　   　　　 1地区

－

(ｺ) 小規模ため池補強事業(単県)
[補助率:県50%(償還助成)]

（井笠地域）
　　井原市　　   　　　 1地区

－

イ 排水機場の整備

(ｱ) 農村地域防災減災事業(国庫)
[補助率:国50(55)%,県50(45)%]
※( )は、中山間地域

・ 五間樋地区（倉敷市）
 　         　       520,900千円
　 　排水機更新　　       　 1式

　排水機場整備　　　    0.6式
　遊水池護岸整備　　    0.9式

－

・ 有城地区（倉敷市）
 　         　       775,000千円
　　 排水機場新設　        　1式

  排水機整備　　   　   0.2式
  排水機場整備　　    　0.9式
　樋門樋管整備　　　    0.8式

　排水機整備　   　　　 0.8式
　除塵施設整備　   　 　1.0式
　建屋整備　　　　   　 1.0式

(ｲ) 農村地域防災減災事業(国庫)
[補助率:国50(55)%,県30%]
※( )は、中山間地域

・ 北川第１地区（笠岡市）
 　         　       370,700千円
　　 排水機増設         　 　1式

  実施設計　　　　　   　 1式
　排水機整備　　　　    0.3式
　吸水槽整備　　　　    1.0式

(ｳ) 農村地域防災減災事業(国庫)
（調査設計）
[補助率:国(定額)]

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　　   　 1地区

（倉敷地域）
　　早島町　　　　　    1地区

ウ 地すべり対策

(ｱ) 農村地域防災減災事業(国庫)
[補助率:国50%,県50%]

・ 東大戸２期地区（笠岡市）
            　 　  　 83,000千円
　 　受益面積 　       　162.0ha
　　 地すべり防止工事        1式

  概成調査　　　  　 　   1式 －

・

山の上４期地区（高梁市）
　　　　　　　　      82,800千円
　 　受益面積 　  　     75.90ha
　　 地すべり防止工事　    　1式

  地すべり防止工  　    0.3式   地すべり防止工  　    0.1式

(ｲ) 地すべり指定地管理費(単県)
[補助率:県100%]

　横山地区ほか2地区（倉敷市）
　東大戸地区　　　 （笠岡市）
　門田地区ほか2地区（井原市）
　山の上地区　　　 （高梁市）
　畑谷地区ほか1地区（新見市）

　横山地区ほか2地区（倉敷市）
　東大戸地区　　　 （笠岡市）
　門田地区ほか2地区（井原市）
　山の上地区　　　 （高梁市）
　畑谷地区ほか1地区（新見市）

事 業 名

－ 62 －



令和３年度実績 令和４年度計画

エ 農業水利施設の監視・管理体制強化

(ｱ) 農村地域防災減災事業(国庫)
（監視・管理体制強化）
[補助率:国(定額)]

（倉敷地域）
　　倉敷市   　　　　　 1地区

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　　　    1地区

(ｲ) 農山漁村振興交付金(国庫)
（情報通信環境整備）
[補助率:国(定額)]

－
（倉敷地域）
　　倉敷市　   　　　　 1地区

(ｳ) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(国庫)（危機管理対策）
[補助率:国(定額)]

－
（倉敷地域）
　　倉敷市　　   　　　 1地区

オ 土地改良施設の調査・点検等

(ｱ) 農村地域防災減災事業(国庫)
（調査計画）
[補助率:国(定額)]

・ おかやま第７地区（倉敷市他）
                      25,300千円
   地震耐性評価　　        　1式

　地震耐性評価　　　    　1式 －

・ おかやま第８地区（倉敷市他）
                      47,850千円
   ため池劣化状況評価等      1式

　劣化状況評価
　豪雨耐性評価　　　    　1式

－

・ おかやま第９地区（倉敷市他）
                     120,000千円
   地震耐性評価    　 　　 　1式

－ 　地震耐性評価　　   　 　1式

・ おかやま第10地区（倉敷市他）
                      56,200千円
   ため池劣化状況評価等　    1式

－
　劣化状況評価
　豪雨耐性評価　　　    　1式

(ｲ) 農村地域防災減災事業(国庫)
（調査計画）
[補助率:国(定額)]

（倉敷地域）
　　倉敷市　　   　　　 1地区

－

(ｳ) 農業水路等長寿命化・防災減災事業
(国庫)（保全・避難対策）
[補助率:国(定額)]

（倉敷地域）
　　倉敷市　　　   　　 1地区
　　総社市　　　　   　 1地区
（井笠地域）
　　笠岡市　　　　　    1地区
　　井原市   　　　　   1地区
　　浅口市　   　　　　 1地区
　　矢掛町　　   　　　 1地区
　　里庄町　　　   　　 1地区
（新見地域）
　　新見市   　　　　　 1地区

（倉敷地域）
　　倉敷市   　　　　　 1地区
　　総社市　   　　　　 1地区
　　早島町　　   　　　 1地区
（井笠地域）
　　笠岡市   　　　　　 1地区
　　井原市　   　　　   1地区
　　浅口市　　   　　　 1地区
　　矢掛町　   　　　　 1地区
　　里庄町　　   　　　 1地区
（高梁地域）
　　高梁市　　　   　　 1地区
（新見地域）
　　新見市　　　   　　 1地区

カ 土地改良施設の管理等

(ｱ) 土地改良施設管理費事業(単県)
国営造成施設（県営）
[補助率:県50(67)%]
※(　)は人件費以外

  笠岡湾干拓地区
  （片島排水機場、東側堤防、
  　西側堤防）

  笠岡湾干拓地区
  （片島排水機場、東側堤防、
    西側堤防）

(ｲ) 土地改良施設管理費事業(単県)
県営造成施設（県営）
[補助率:県50%]
※50%は企業局負担

　高梁川合同堰地区 　高梁川合同堰地区

(ｳ) 基幹的農業水利施設適正管理事業(単
県)（団体営）
[補助率:県50%]

  鬼ヶ岳ダム地区
　槙谷ダム地区
  大佐ダム地区

  鬼ヶ岳ダム地区
　槙谷ダム地区
  大佐ダム地区
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(ｴ) 基幹水利施設管理事業(国庫)
（団体営）
[補助率:国30%,県30%]

  笠岡湾地区（寺間排水機場）   笠岡湾地区（寺間排水機場）

キ 災害復旧事業

(ｱ) 地すべり防止施設災害復旧事業
(国庫)
［補助率:国66.7%,県33.3%］

・ 大江地区（井原市）
　　　　　　　　    　48,620千円
      排土工　 　　    　　  1式

  排土工　　 　　　　     1式 －

(ｲ) 農地災害復旧事業(国庫)
[補助率:国50%～,県0%]

【30年災】
（新見地域）
　　新見市　　   　 　 35地区
【元年災】
（新見地域）
　　新見市　　　    　 17地区
【２年災】
（倉敷地域）
　　倉敷市　　　　　    1地区
    総社市　　　　　    2地区
（井笠地域）
　　井原市　　　   　　 1地区
（高梁地域）
　　高梁市　　　　   　17地区
（新見地域）
　　新見市　　　　　    6地区
【３年災】
（井笠地域）
　　井原市　　　　   　 4地区
　　矢掛町　　　　　    1地区
（高梁地域）
　　高梁市　　　　　   20地区
（新見地域）
　　新見市　　　   　　 9地区

未定

(ｳ) 農業用施設災害復旧事業(国庫)
[補助率:国65%～,県0%] 【30年災】

（井笠地域）
　　里庄町　    　　　　1地区
【元年災】
（新見地域）
　　新見市　　      　  1地区
【２年災】
（井笠地域）
　　井原市　　　   　　 1地区
（高梁地域）
　　高梁市　　　　   　 7地区
（新見地域）
　　新見市　　　　　    1地区
【３年災】
（井笠地域）
　　井原市　　　   　　 1地区
（高梁地域）
　　高梁市　　　   　　 3地区
（新見地域）
　　新見市　　　　   　 2地区

未定
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(4) 活力と魅力あふれる農村づくりの推
進

ア 農山漁村地域整備交付金(国庫)
[補助率:国55%,県30%]

・ 新見地区（新見市）
　　　　　　　     　941,000千円
　　　用排水施設　     　(4地区)
　　　農道 　　　 　     (1地区)
　　　ほ場整備 　     　 (1地区)
　　　集落道          　 (1地区)
      集落排水    　     (1地区)
　　　防火水槽  　　     (3箇所)
      生態系保全         (1箇所)

  用排水施設　   　  　 1地区
－

イ 中山間地域農業農村総合整備事業(国
庫)
[補助率:国55%,県30%]

 

・ 矢掛地区（矢掛町）
　　　　　    　　 　950,000千円
　　　用排水施設     　  (3地区)
　　　農道整備 　        (2地区)
　　　ほ場整備　　     　(6地区)
　　　集落道         　  (1地区)
      集落排水   　      (1地区)
　　　防火水槽 　　      (1地区)

  農道整備　　　        1地区
　ほ場整備　        　　5地区
　集落道　　　　   　　 1地区

　ほ場整備　        　　3地区
　集落道　　　　   　　 1地区
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９ 治山・林道事業の推進

(1) 山地治山事業(県営) （倉敷地域）
・倉敷市　 　　     2地区
　 谷止工ほか

（倉敷地域）
・総社市　 　　     1地区
　 法枠工ほか

（井笠地域）
・浅口市　　　　　　2地区
　 落石対策工、土留工ほか

（井笠地域）
・井原市　　　　　　1地区
　 谷止工ほか

・浅口市　　　　　　1地区
　 谷止工ほか

（高梁地域）
・高梁市　　　　　　5地区
　 落石防護柵緩衝材、
　 谷止工ほか

（高梁地域）
・高梁市　　　　　　2地区
　 谷止工ほか

（新見地域）
・新見市　　　　　  4地区
　 杭打工､谷止工､土留工ほか

（新見地域）
・新見市　　　　　  3地区
　 谷止工ほか

(2) 水源地域整備事業（県営） （倉敷地域）
・総社市　　　 　   1地区
　 本数調整伐、枝落し

（倉敷地域）
・総社市　　　 　   1地区
　 除伐、本数調整伐

（井笠地域）
・井原市　　　　　  2地区
　 改植工、下刈、除伐、
　 本数調整伐

（井笠地域）
・井原市　　　　　  1地区
　 下刈、除伐、本数調整伐

・矢掛町　　　　　  1地区
　 下刈、除伐、本数調整伐、
 　枝落し

・矢掛町　　　　　  1地区
　 下刈、本数調整伐

（高梁地域）
・高梁市　　　　　  1地区
　 本数調整伐、枝落し

（高梁地域）
・高梁市　　　　　  1地区
　 本数調整伐

(3) 治山施設維持管理事業（県営） （倉敷地域）
・倉敷市　　　　　　1地区
　 防火樹林帯管理（剪定）

（新見地域）
・新見市　　　　　　5地区
　 地すべり観測､排土工ほか

（井笠地域）
・井原市　　　　　　1地区
　 水路補修

（新見地域）
・新見市　　　　　　1地区
　  治山施設調査点検業務

事 業 名
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(4) 治山施設災害復旧事業（県営） （倉敷地域）
・倉敷市　　　　　  1地区
　 水路工

（井笠地域）
・井原市　　　　    1地区
　 流路工補修

（高梁地域）
・高梁市　　　　　　1地区
　 水路工ほか

（高梁地域）
・高梁市　　　　　　1地区
　 山腹工

（新見地域）
・新見市　　　　　　1地区
　 土留工ほか

 (5) 林地災害復旧事業（団体営） （井笠地域）
・笠岡市　　　　    1地区
　 山腹工

（高梁地域）
・高梁市　　　 　　 2地区
　 谷止工浚渫ほか

(６) 林地災害防止事業（団体営） （井笠地域）
・笠岡市　　　 　　 1地区
　 法面保護工

（高梁地域）
・高梁市　　　 　　 3地区
　 落石防護柵工､法面保護工
　　ほか

(7) 中山間地域等生活・交流基盤整備
推進事業

（新見地域）
・新見市　　　　　  1地区
　 落石緩衝柵修復

(8) 地方創生道整備交付金 (井笠地域) (井笠地域)

・井原市 ・井原市

　 改良　   　3路線 663ｍ 　 開設     　1路線  20ｍ
 改良     　2路線 275ｍ

(9) 林道点検診断・保全整備事業 (高梁地域)

・高梁市

　 調査点検 　5路線 6箇所

(新見地域)

・新見市

　 調査点検　16路線 18箇所

(10)小規模林道整備事業(団体営) (井笠地域) (新見地域)

・浅口市 ・新見市

　 改良     　1路線  22ｍ 　 改良（地すべり観測）1路線

(11)林道災害復旧事業（団体営） (新見地域)

・新見市      1路線 1箇所

事 業 名
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10

(1)

防護・捕獲等の強化による鳥獣被
害防止対策の推進
鳥獣被害防止総合対策交付金（国
庫）

・推進事業
　　井原市   2,416千円(定額)
　  　捕獲檻(ｲﾉｼｼ用6基)設置
　　　ｻﾙ用GPS首輪(6基)
　　　ﾄﾚｲﾙｶﾒﾗ一式（5ｾｯﾄ）他
　　新見市   2,475千円(定額)
　　　ｻﾙ用大型囲いわな(2基)

・推進事業
　　井原市   2,246千円(定額)
　  　ｻﾙ用大型囲いわな(1基)
　　　捕獲檻設置
　　　(ｲﾉｼｼ用5基、ｻﾙ用6基)
    　受信機（5台）
　　総社市　 2,840千円(1/2)
　　　捕獲檻（ｶﾗｽ用4基）
　　　鷹による追い払い
　　高梁市　 3,012千円(定額)
　　  ｻﾙ用大型囲いわな(2基)
      GPSﾃﾞｰﾀ収集機器(2基)他
　  新見市   2,728千円(定額)
　　  ｻﾙ用大型囲いわな(2基)

・整備事業
　　井原市  17,320千円(定額)
　  　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵設置13,013ｍ
　　新見市   1,988千円(定額)
　  　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ+電気4段複合柵
　　  設置1,680ｍ

・整備事業
　　井原市  30,240千円(定額)
　  　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵設置21,600ｍ
  　総社市　 1,670千円(定額)
　　　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵設置 2,129ｍ
　　新見市   3,520千円(定額)
　  　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ＋電気4段複合
　　　柵設置2,000ｍ

・緊急捕獲事業　有害捕獲の
　助成
　　(定額､最大9千円/頭）
  　倉敷市 2,343頭 5,748千円
　　笠岡市   514頭 2,272千円
  　井原市 1,666頭 6,877千円
  　総社市   233頭 1,432千円
　　高梁市 2,139頭13,448千円
　　新見市 3,142頭18,066千円
　　浅口市   673頭 3,601千円
  　里庄町   147頭   771千円
  　矢掛町   466頭 1,613千円

・緊急捕獲事業　有害捕獲の
　助成
　　(定額､最大9千円/頭）
  　倉敷市 3,205頭 7,540千円
　　笠岡市   730頭 3,130千円
  　井原市 2,077頭 8,571千円
 　 総社市   410頭 2,439千円
　　高梁市 2,300頭14,666千円
　　新見市 2,290頭12,229千円
　　浅口市   850頭 4,450千円
  　里庄町   305頭 1,209千円
  　矢掛町 1,470頭 3,900千円

事 業 名
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(2) 有害獣捕獲強化対策事業
（単県）【一部新規】

・許可捕獲への上乗助成
　※助成対象期間
　　　イノシシ　：非狩猟期
　　　シカ、サル：通年
　（1/2以内､上限4千円/頭）
　　倉敷市  640頭  6,400千円
  　笠岡市  261頭  2,871千円
  　井原市1,077頭 16,858千円
  　総社市  229頭  1,962千円
  　高梁市  961頭 11,813千円
  　新見市1,017頭  8,136千円
　　浅口市  322頭  4,508千円
　　里庄町 　72頭  1,224千円
　　矢掛町  336頭  5,040千円

・許可捕獲への上乗助成
　※助成対象期間
　　　ｲﾉｼｼ、ｼｶ：非狩猟期
　　　サル　　：通年
　（1/2以内､上限4千円/頭）
　　倉敷市  700頭  7,000千円
  　笠岡市  300頭  3,300千円
  　井原市1,431頭 22,914千円
  　総社市  375頭  3,910千円
  　高梁市1,388頭 15,244千円
  　新見市2,100頭 16,800千円
　　浅口市  300頭  4,200千円
　　里庄町 　90頭  1,530千円
　　矢掛町  470頭  7,200千円

・県境域捕獲強化月間(10月)
　における許可捕獲への上乗
　助成
　（1/2以内、上限4千円/頭)
　　新見市　 9頭　　 72千円

・県境域捕獲強化月間(10月)
　における許可捕獲への上乗
　助成
　（1/2以内、上限4千円/頭）
　　新見市　10頭　　80千円

・新規狩猟免許取得等助成
　(1/2以内)
　  倉敷市 15人分  138千円
　  笠岡市 23人分  216千円
　  井原市 12人分  127千円
　  総社市  7人分   64千円
　  高梁市 19人分  190千円
　  新見市 27人分  262千円
    浅口市  3人分   27千円
　　里庄町　4人分　 36千円
    矢掛町  3人分   32千円

・新規狩猟免許取得等助成
　(1/2以内)
　  倉敷市 15人分  138千円
    笠岡市 29人分　277千円
　  井原市 12人分  132千円
　  総社市 10人分   92千円
　  高梁市 20人分  184千円
　  新見市 20人分  210千円
　  浅口市 30人分  276千円
    里庄町  3人分   27千円
    矢掛町 25人分  230千円

・銃の所持等助成(1/2以内)
　  倉敷市  1人分   26千円
　  総社市  2人分   57千円
    高梁市　1人分　 29千円
　　新見市　3人分　 85千円

・銃の所持等助成(1/2以内)
　  倉敷市  3人分   86千円
　  井原市  5人分  143千円
　　総社市　1人分　 28千円
　　高梁市　2人分　 46千円
　　新見市  6人分  138千円
    浅口市　3人分　 86千円
　  里庄町　2人分　 57千円
    矢掛町  8人分  207千円
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(3) 鳥獣被害防止サポート事業
（単県）

・先進的技術導入
    (1/2以内）
　　井原市(全域)  　  75千円
　　　サル被害防止対策
　　　セミナー（１回）
　　総社市(1地区)　　550千円
　　　タカによるカラスの
　　　追い払い実証（10回）
　　高梁市（全域）　  49千円
　　　サル用GPS受信機（1機）
　　新見市           353千円
　　　サル用GPS装置一式

－

(4) 鳥獣被害に強い地域支援事業
（単県）

－ ・侵入防止柵整備支援
　　総社市　　　 　800千円
　　　ワイヤーメッシュ柵
・鳥獣対策スマート技術等活用
  事業
    高梁市　        45千円
　　　サル用GPS受信機（1機）

(5) 有害鳥獣駆除班活動奨励事業 ・市町村において編成される有
　害鳥獣駆除班の捕獲活動に対
　して助成
　駆除班の活動実績及び隣接市
　町との連携捕獲活動等により
　積算
  　倉敷市　11班     510千円
　　笠岡市　 3班　 　250千円
　　井原市　 4班　　 340千円
　　総社市　 5班　　 210千円
  　高梁市　10班　　 700千円
  　新見市  19班　 1,070千円
　　浅口市　 3班　   210千円
　　里庄町　 1班　　　70千円
  　矢掛町　 3班　　 270千円

　未定
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11 日本型直接支払の推進

(1) 多面的機能維持支払交付金(国庫)
[補助率:国50%,県25%]
※推進費は補助率:国(定額)

・農地維持支払
       倉敷市ほか   　　  9市町
・資源向上支払（共同）
       倉敷市ほか  　　   6市町
・資源向上支払（長寿命化）
　　　 倉敷市ほか　　　　 5市町
・推進費
　　　 倉敷市ほか  　　　 5市町

・農地維持支払
       倉敷市ほか  　　   9市町
・資源向上支払（共同）
       倉敷市ほか  　　   7市町
・資源向上支払（長寿命化）
　　　 倉敷市ほか　　　　 5市町
・推進費
　　　 倉敷市ほか  　　　 5市町

(2) 中山間地域直接支払制度
(国庫)[補助率:国1/2、県1/4または
国1/3、県1/3]

・交付金
　　   倉敷市ほか   　　  7市町

・推進費
　     笠岡市ほか   　　  3市町

・交付金
　　   倉敷市ほか   　　  7市町

・推進費
　     笠岡市ほか   　　  3市町

(3) 環境保全型農業直接支払交付金（国
庫）

・支援交付金
　　   倉敷市ほか  　　   5市町
　　   交付金額  　　 6,390千円
       交付対象面積 　　 67.7ha

・支援交付金
　　       未定
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主要事務事業の概要

１　家畜伝染病予防

（１）検査業務 ・牛ブルセラ症検査 頭 ・牛ブルセラ症検査 頭

・牛結核検査 頭 ・牛結核検査 頭

・ヨーネ病検査(　５条) 頭 ・ヨーネ病検査(　５条) 頭

・ヨーネ病検査(５１条) 頭 ・ヨーネ病検査(５１条) 0 頭

・牛海綿状脳症検査 頭 ・牛海綿状脳症検査 頭

・牛異常産検査 頭 ・牛異常産検査 頭

・牛ウィルス性下痢 頭 ・牛ウィルス性下痢 頭

・豚熱（CSF）検査 頭 ・豚熱検査 頭

・オーエスキー病検査 頭 ・オーエスキー病検査 頭

・豚流行性下痢検査 頭 ・豚流行性下痢検査 頭

・豚伝染性胃腸炎検査 頭 ・豚伝染性胃腸炎検査 頭

・豚繁殖・呼吸障害症候群検査 頭 ・豚繁殖・呼吸障害症候群検査 頭

・高病原性鳥インフルエンザ検査 羽 ・高病原性鳥インフルエンザ検査 羽

（２）立入検査 ・牛疾病検査(全戸) 頭 ・牛疾病検査(全戸) 頭

・豚疾病検査(全戸) 頭 ・豚疾病検査(全戸) 頭

・鶏疾病検査(全戸) 羽 ・鶏疾病検査(全戸) 羽

・馬疾病検査(全戸) 頭 ・馬疾病検査(全戸) 頭

・乳用牛 件 ・乳用牛

・肉用牛 件 ・肉用牛

・豚 件 ・豚

・鶏 件 ・鶏

・馬 件 ・馬

・その他 件 ・その他

２　家畜衛生検査 ・微生物検査 ・微生物検査

・血清検査 ・血清検査

・寄生虫検査 ・寄生虫検査

１　家畜衛生対策

（１）監視・危機管理体制整備対策

・家畜衛生関連情報整備対策 ・情報収集 ・情報収集

（２）生産性向上対策

①慢性疾病対策 ・牛疾病 ・牛疾病

・豚疾病 ・豚疾病

・鶏疾病 ・鶏疾病

②牛哺育育成事故低減対策 ・哺育牛 ・哺育牛

（３）衛生検査事業 ・バルク乳検査 ・バルク乳検査

・重点指導農家数 ・重点指導農家数 3

・改善指導 ・改善指導

（４）畜産物安全性確保対策

・動物用医薬品危機管理対策 ・医薬品使用実態調査、指導 ・医薬品使用実態調査、指導

牛 牛

豚 豚

鶏 鶏

・薬剤耐性菌の発現状況調査 ・薬剤耐性菌の発現状況調査

菌分離、感受性検査 件 菌分離、感受性試験

　　　　　         （黄色ブドウ球菌） 　　　　　（対象菌：未定）

２　流通飼料対策事業 ・飼料安全使用巡回調査、指導 ・飼料安全使用巡回調査、指導

牛 牛

豚 豚

鶏 鶏

検体

0

0

0

1243

372

67

6,480,167

随時実施

280

450

0

8,558,670

78

0

6

5,107

部課所名（井笠家畜保健衛生所）

令　和　４　年　度　計　画
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515,686

53

13

11

20

0
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14,174

0

56
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随時実施

随時実施

0

検体

随時実施

検体

随時実施

0
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農場

農場

8
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（３）病性鑑定

381

農場

200

66

1703

211,721

検体

40

993

検体農場

指
　
　
　
　
導
　
　
　
　
事
　
　
　
　
業

11

農場

農場

－

3

4

4

農場

農場

農場

農場

農場

10

1 農場

4

1

3

2

25

4

52

51

56

25

2,753

0

29

未定

未定

450

検体

40
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農場 66 検体

13 農場
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３　家畜増殖対策

（１）肉用牛改良増殖推進 ・肉用牛広域後代検定推進事業

採卵 頭 採卵 頭

受精卵移植 頭 受精卵移植 頭

（２）乳用牛改良増殖推進 ・乳用牛群検定普及定着化 ・乳用牛群検定普及定着化

牛群検定普及指導 牛群検定普及指導

（３）精液・受精卵の適正な生産・流通・利用・家畜人工授精所への立入検査 ・家畜人工授精所への立入検査

４　単県等特別指導

（１）受精卵移植推進 ・採卵 ・採卵

肉用牛 頭 肉用牛 頭

乳用牛 頭 乳用牛 頭

・移植 ・移植

肉用牛受精卵 頭 肉用牛受精卵 頭

乳用牛受精卵 頭 乳用牛受精卵 頭

（２）自給飼料分析指導 件

（３）公共育成牧場指導 ・ピロプラズマ病検査 頭 ・ピロプラズマ病検査 頭

（４）畜産環境改善特別指導 ・改善指導 ・改善指導

（５）飼養管理指導 ・人工哺育 戸 ・人工哺育 3 戸

・除角指導 頭 ・除角指導 0 頭

１　家畜診療施設

・獣医師法、獣医療法に基づく立入検査

２　動物用医薬品販売業

・店舗販売業(薬剤師) ・店舗販売業(薬剤師)

・店舗販売業(登録販売者) ・店舗販売業(登録販売者)

・特例店舗販売業 ・特例店舗販売業 6

・卸売販売業 ・卸売販売業

・高度管理医療機器等販売賃貸業 ・高度管理医療機器等販売賃貸業 2

３　種畜検査

頭 頭

・令和３年2月1日現在の頭羽数調査 倉敷市、総社市、早島町 倉敷市、総社市、早島町

笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町

３題

未定

調
査
・
研
究

0

２　畜産関係業績発表会

１　家畜頭羽数調査

農場23

カ所

11

－ カ所
監
視
・
許
認
可
業
務

・医薬品・医療機器等法に基づく立入検査

カ所

56

4

0

77

指
　
　
　
導
　
　
　
事
　
　
　
業

0

農場

2

37

－

11

3

23

農場

・家畜改良増殖法第３５条に基づく検
査

106106

1

－

カ所

随時実施

随時実施

21

1 カ所

9 カ所

14

－ カ所

1

0

3

60

0

9

・畜産生産力・体制強化推進事業を活用し
た肥育素牛への受精卵移植推進

・A3テスターによる搾乳機器衛生基準値の
作成と指導

・外国人技能実習生の飼養衛生管理基準遵
守意識向上に向けた取組

12 カ所 カ所

1 カ所 4 カ所

ヵ所 5 ヵ所

カ所
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管内の概況

１　管内家畜飼養頭羽数（R3.2.1調査）

２　家畜の伝染性疾病発生状況（R3年度）

３　病性鑑定実施状況（R3年度）

家　　　畜　　　別　　　実　　　施　　　状　　　況

４　診療施設開設及び動物用医薬品販売店舗及び家畜人工授精所許可状況（R4.3.31現在）

内 訳

備　　　考

届出伝染病
牛伝染性リンパ腫

笠岡市・浅口市・里
庄町・矢掛町・倉敷
市

牛 真症 18

区　分 疾  病  名 発生市町
家畜の
種　類

患畜・真
症 の 別

発    生
頭羽群数

家畜伝染病

（単位：農場、頭、羽、％、　※子牛、子豚を含む）

区　分
乳　用　牛 肉　用　牛 豚 採　卵　鶏 肉　用　鶏

農場数 頭　数 農場数 羽　数頭　数 農場数 頭　数 農場数 羽　数 農場数

井
笠
地
区

笠　岡　市 11 5,315 10 4,821 10

里　庄　町 1 χ 2 χ
浅　口　市 3 χ

642,137
井　原　市 5 655 17 1,075 2 6,851 24 1,193,106

2 χ

計 22 6,831 30 5,918
矢　掛　町 2 756 1 χ

2 6,851 37 1,948,953
1 χ

1 χ 4 673,039 1 χ倉
敷
地
区

倉　敷　市 7 261 3 χ
総　社　市 4

計 7 261 7 45
早　島　町

χ 2 χ 2 181,798

18.1 34.7 28.2

3 236 6 854,837 1 χ
5 7,087 43 2,803,790 1 χ

2.3 χ対県比（％） 13.1 41.3 9.3 18.3 20.8

合　　　計 29 7,092 37 5,963

岡山県合計 221 17,173 400 32,601 24 39,052 124
秘密保護上、統計数値を発表しないものを「χ」表示

9,959,530 43 3,056,924

区　分
乳用牛 肉用牛 豚 めん山羊 馬 鶏 その他

（蜜蜂・いのしし）
計

2,019

6 115
戸　　　数 61 14 11 12 0 48 6 152
件　　　数 53 13 11 12 0 20

計

頭　羽　数 1,264 26 206 21 0 475 27

0 0 1
矢　掛　町 3

区　分
飼 育 動 物
診 療 施 設

動物用医薬品

販 売 店 舗
備　考

卸 売 販 売 業 店 舗 販 売 業
特 例 店 舗
販 売 業

家　　　畜
人工授精所

井
笠
地
区

笠　岡　市 8 3 0 1

里　庄　町 3 0 0

井　原　市 5 5 0 2 3 4
4 1浅　口　市 5 5 0 1

9
13 21 1

0

11 8
0
1

5

合　　計 69 56 5 18 32

倉
敷
地
区 計 45 40 5

早　島　町 1 2 2 0 0

19
総　社　市 5 3 0 1 2
倉　敷　市 39 35 3 12

牛ウイルス性下痢 笠岡市 牛 真症 2

3 0 1 2 1
24 16 0

2 1
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主要事務事業の概要

１　家畜伝染病予防

（１）検査業務 ・牛ブルセラ症検査 頭 ・牛ブルセラ症検査 頭

・牛結核検査 頭 ・牛結核検査 頭

・ヨーネ病検査(　５条) 頭 ・ヨーネ病検査(　５条) 頭

・ヨーネ病検査(５１条) 頭 ・ヨーネ病検査(５１条) － 頭

・牛海綿状脳症検査 頭 ・牛海綿状脳症検査 頭

・牛異常産検査 頭 ・牛異常産検査 頭

・牛ウィルス性下痢 頭 ・牛ウィルス性下痢 頭

・豚熱（CSF）検査 頭 ・豚熱検査 頭

・オーエスキー病検査 頭 ・オーエスキー病検査 頭

・豚流行性下痢検査 頭 ・豚流行性下痢検査 頭

・豚伝染性胃腸炎検査 頭 ・豚伝染性胃腸炎検査 頭

・豚繁殖・呼吸障害症候群検査 頭 ・豚繁殖・呼吸障害症候群検査 頭

・高病原性鳥インフルエンザ検査 羽 ・高病原性鳥インフルエンザ検査 羽

（２）立入検査 ・牛疾病検査(全戸) 頭 ・牛疾病検査(全戸) 頭

・豚疾病検査(全戸) 頭 ・豚疾病検査(全戸) 頭

・鶏疾病検査(全戸) 羽 ・鶏疾病検査(全戸) 羽

・馬疾病検査(全戸) 頭 ・馬疾病検査(全戸) 頭

・乳用牛 件 ・乳用牛

・肉用牛 件 ・肉用牛

・豚 件 ・豚

・鶏 件 ・鶏

・馬 件 ・馬

・その他 件 ・その他

２　家畜衛生検査 ・微生物検査 ・微生物検査

・血清検査 ・血清検査

・寄生虫検査 ・寄生虫検査

１　家畜衛生対策

（１）監視・危機管理体制整備対策

・家畜衛生関連情報整備対策 ・情報収集 ・情報収集

（２）生産性向上対策

①慢性疾病対策 ・牛疾病 ・牛疾病

・豚疾病 ・豚疾病

・鶏疾病 ・鶏疾病

②牛哺育育成事故低減対策 ・哺育牛 ・哺育牛

（３）衛生検査事業 ・バルク乳検査 ・バルク乳検査

・重点指導農家数 ・重点指導農家数 3

・改善指導 ・改善指導

（４）畜産物安全性確保対策

・動物用医薬品危機管理対策

・薬剤耐性菌の発現状況調査 ・薬剤耐性菌の発現状況調査

菌分離、感受性検査 件 菌分離、感受性試験

　　　　　         （黄色ブドウ球菌） 　　　　　（対象菌：未定）

２　流通飼料対策事業 ・飼料安全使用巡回調査、指導 ・飼料安全使用巡回調査、指導

牛 牛

豚 豚

鶏 鶏

検体

－

－

0

635

4,180

0

14,168,313

随時実施

540

430

0

10,420,650

15

0

1

0

部課所名（高梁家畜保健衛生所）

令　和　４　年　度　計　画

0

0

1,411

15

全畜種

4 農場

61,873

32

60

14

24

0

検体

10,930

37,804

4

0

112

随時実施

随時実施

随時実施

200

検体

随時実施

検体

随時実施

農場

農場

農場

13

事　　務　　事　　業　　名

防
　
　
　
　
　
　
　
疫
　
　
　
　
　
　
　
業
　
　
　
　
　
　
　
務

全畜種

令　和　３　年　度　実　績

（３）病性鑑定

1,986

農場

420

22

603

212,450

検体

40

28

検体農場

指
　
　
　
　
導
　
　
　
　
事
　
　
　
　
業

307

－

3

3

農場

農場

農場

農場

農場

11

1

2

1

11

3

1

1

113

11

1,039

1

13

未定

未定

430

検体

40

1 農場

2 農場

1 農場

農場

農場 22 検体

11 農場

未定

未定
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令　和　４　年　度　計　画事　　務　　事　　業　　名 令　和　３　年　度　実　績

３　家畜増殖対策

（１）肉用牛改良増殖推進 ・肉用牛広域後代検定推進事業

採卵 頭 採卵 頭

受精卵移植 頭 受精卵移植 頭

（２）乳用牛改良増殖推進 ・乳用牛群検定普及定着化 ・乳用牛群検定普及定着化

牛群検定普及指導 牛群検定普及指導

（３）精液・受精卵の適正な生産・流通・利用・家畜人工授精所への立入検査 ・家畜人工授精所への立入検査

４　単県等特別指導

（１）受精卵移植推進 ・採卵 ・採卵

肉用牛 頭 肉用牛 頭

乳用牛 頭 乳用牛 頭

・移植 ・移植

肉用牛受精卵 頭 肉用牛受精卵 頭

乳用牛受精卵 頭 乳用牛受精卵 頭

（２）自給飼料分析指導 件

（３）公共育成牧場指導 ・ピロプラズマ病検査 頭 ・ピロプラズマ病検査 頭

（４）畜産環境改善特別指導 ・改善指導 ・改善指導

（５）飼養管理指導 ・人工哺育 戸 ・人工哺育 5 戸

・除角指導 頭 ・除角指導 5 頭

１　家畜診療施設

・獣医師法、獣医療法に基づく立入検査

２　動物用医薬品販売業

・店舗販売業(薬剤師) ・店舗販売業(薬剤師)

・店舗販売業(登録販売者) ・店舗販売業(登録販売者)

・特例店舗販売業 ・特例店舗販売業 1

３　種畜検査

頭 頭

・令和３年2月1日現在の頭羽数調査 高梁市・新見市 高梁市・新見市

２題

・省スペース・省力化消毒設備の検討 未定

調
査
・
研
究

－

２　畜産関係業績発表会

１　家畜頭羽数調査

農場1

カ所

8

－ カ所

監
視
・
許
認
可
業
務

・医薬品・医療機器等法に基づく立入検査

カ所

14

25

0

54

指
　
　
　
導
　
　
　
事
　
　
　
業

5

・家畜改良増殖法第３５条に基づく検
査

農場

2

5

560

8

20

0

農場

3

－ カ所

2

ヵ所 10 ヵ所

カ所

・家畜人工授精所における業務報告書作成
　の簡便化

0

3

80

0

11

7121

1

528

カ所

随時実施

随時実施

3

2 カ所

1 カ所
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管内の概況

１　管内家畜飼養頭羽数（R3.2.1調査）

２　家畜の伝染性疾病発生状況（R3年度）

３　病性鑑定実施状況（R3年度）

４　診療施設開設及び動物用医薬品販売店舗及び家畜人工授精所許可状況（R4.3.31現在）

肉　用　鶏

935

300

農　場　数

頭　羽　数

32

36

13.4

17,173

72

25

12 1,055,952

82

26

140

頭　数 羽　数

412,530

570

高梁市

有漢

成羽

32,601

肉　用　牛

3

農場数

5

150

乳　用　牛

13

頭　数

1

豚

χ 3

農場数

2

農場数 頭　数

4,37498515

農場数

114,641

3

7

χ

1,107,849131,225,171

χ1

119,800

753,4547

1

計

7

8

843

5

3,031

8

205

33

新見市

大佐

2

1新見

哲西

哲多

計

16

3

χ

3,056,924

373

農場数

χ

12

χ

389,187

1,315,083

13.29.7

124

105

26.3

13

羽　数

新
 
見
 
地
 
区

400 39,052

33.3

神郷

岡山県合計

対　県　比

24

33

9,641

96

1,805 3

82

50

χ1

合　　　計

149

8

221

6.8 5.7

真症

24

17,844

45.7

患畜・真症 
の 別

鶏

558 490

牛伝染性リンパ種

豚赤痢

乳用牛 真症

肉用牛 真症

家　　　畜　　　別　　　実　　　施　　　状　　　況

区　分

16

区　分

件　　　数 －

豚

60

71

14

6

14

20

新　 見　 市

高　 梁 　市

計

131

178

1,790

備　考

49

－

6

23

その他

1

43

－

計

3

発    生  
頭羽群数

備　　　考

9,959,530

2 高梁市２頭

2 高梁市２頭

（単位：農場、頭、羽、％、　※子牛、子豚を含む）

高梁

川上

備中

χ

区　分

1

1

2

33

採　卵　鶏

7,468869

高
 
梁
 
地
 
区

407 11

17

1,343

12

馬

8,203

χ

5

1

χ

乳用牛 肉用牛

70.8

1,022,549

χ

9,641

89,912

1

1

2,163,801

58.1

家畜伝染病

疾  病  名 発生市町
家畜の
種　類

高梁市

発生無し

豚

区　分

届出伝染病

高梁市

家　　　畜
人工授精所

3

2

5

特例店舗
販 売 業

9

7

16

4

3

7 0

1

1

2

飼 育 動 物
診 療 施
設

動物用医薬品
販 売 店 舗 店舗販売業

( 薬 剤 師 )
店舗販売業
( 登 録 販 売 者 )

内　　　　　　訳

－ 77 －



１　地域を支える産業の振興
１　企業誘致・投資促進プログラム
　■交通基盤整備
　　・道路事業（バイパス、現道拡幅）

路河川名[位置]

県道倉敷笠岡線 工事　改良工(市道受託工事) 工事　改良工

〔倉敷市船穂町船穂 調査・補償　一式 用地・補償　一式

～玉島長尾〕 計画年次：H9～

総事業費：7,807百万円

県道倉敷笠岡線 工事　改良工、舗装工

〔倉敷市玉島道口

～浅口市金光町下竹〕 計画年次：H14～R3

総事業費：2,700百万円

県道下原船穂線 工事負担金　一式 工事負担金　一式

〔倉敷市真備町川辺

～船穂町柳井原〕 計画年次：R元～

総事業費：660百万円

県道倉敷長浜笠岡線 設計　一式 設計　一式

〔倉敷市玉島柏島

～玉島勇崎〕 計画年次：R元～

総事業費：150百万円

県道倉敷妹尾線 測量・調査・設計　一式 調査・設計・用地測量　一式

〔倉敷市福島～中帯江）

計画年次：R3～R9

総事業費：1,830百万円

県道加須山中帯江線 工事　改良工 工事　改良工

〔倉敷市加須山～亀山〕

計画年次：H11～R5

総事業費：3,226百万円

県道箕島高松線 工事　橋梁下部工 工事　橋梁下部工

〔岡山市北区大内田
倉 市

      橋梁上部工       橋梁上部工

～倉敷市下庄〕 計画年次：H30～R6

総事業費：2,200百万円

県道水島港唐船線 測量・調査・設計　一式 用地測量・調査　一式

〔倉敷市玉島勇崎 橋梁詳細設計　一式 用地・補償　一式

～浅口市金光町大谷〕 計画年次：H18～

　 総事業費：5,700百万円

県道玉島黒崎金光線 用地測量・調査　一式 用地・補償　一式

計画年次：H元～

総事業費：1,800百万円

県道宍粟真備線 測量・設計・調査　一式 用地・補償　一式

〔総社市下原 工事　改良工

～倉敷市真備町辻田〕 計画年次：H24～R9

総事業費：630百万円

県道上高末総社線 工事　改良工、橋梁下部工 工事　改良工、橋梁下部工

計画年次：H22～R5

総事業費：840百万円

県道美袋井原線 測量・設計・調査　一式 測量　一式

橋梁詳細設計　一式

計画年次：H30～R7

総事業費：1,600百万円

県道下原船穂線 工事　改良工、安全施設工 ―

      舗装工

計画年次：H30～R3

総事業費：63百万円

L=135m

〔総社市下原〕 W=6.0(7.5)m

L=990m

〔総社市美袋～原〕 W=5.5(7.5)m

L=670m

W=6.0(9.75)m

L=2,200m

〔総社市新本〕 W=6.0(9.75)m

L=1,770m

W=6.5 (8.0)m

L=2,440m

〔倉敷市玉島黒崎〕 W=5.5(7.5～9.75)m

L=480m

W=13.0(22.0)m

L=210m

W=6.0(8.0)m

L=1,600m

W=6.5(18.0)m

L=1,550m

W=6.0(18.0)m

L=1,400m

―
W=6.5(14.0)m

L=2,300m

W=6.0(8.0)m

事務事業の概要（建設部）

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=2,870m

W=13.0(24.0)m

－ 78 －



路河川名[位置]

県道総社足守線 工事　改良工 工事　改良工

計画年次：H29～R5

総事業費：250百万円

県道北木島線 L=1,480m 用地・補償　一式 用地・補償　一式

W=4.0(5.0)～5.5(7.0)m

計画年次：H22～R5

総事業費：650百万円

県道芳井油木線 用地測量・物件調査　一式 用地・補償　一式

用地・補償　一式 工事　河川付替工

計画年次：H30～R5

総事業費：95百万円

県道南浦金光線 工事　安全施設工、舗装工

―

計画年次：H21～R3

総事業費：250百万円

県道園井里庄線 工事　改良工 工事　改良工、舗装工

〔浅口郡里庄町新庄 用地・補償　一式

～浜中〕 計画年次：H20～R4

総事業費：4,500百万円

県道園井里庄線 用地・補償　一式 用地・補償　一式

〔笠岡市園井〕

計画年次：H29～

総事業費：650百万円

県道山口押撫線 工事　安全施設工、舗装工

―

総事業費：970百万円

県道山口押撫線 工事　改良工、安全施設工 工事　改良工、安全施設工

      舗装工       舗装工

計画年次：H26～R4 用地・補償　一式 用地・補償　一式

総事業費：140百万円

県道矢掛寄島線 調査　一式 調査　一式

工事　改良工 工事　改良工

計画年次：H22～ 用地　一式 用地　一式

総事業費：1,260百万円

県道六条院東里庄線 L=2,590m 測量・調査・設計　一式 測量・調査・設計　一式

〔浅口市鴨方町六条院西 W=6.0～6.5(11.0～14.0)m 用地・補償　一式 用地・補償　一式

～浅口郡里庄町新庄〕 計画年次：H27～R7 工事　改良工、工事委託 工事　改良工、工事委託

総事業費：3,600百万円

県道矢掛寄島線 測量・設計　一式 設計・調査　一式

計画年次：R3～R11

総事業費：900百万円

県道東水砂矢掛線 工事　改良工 工事　改良工

〔小田郡矢掛町西川面 用地・補償　一式

  ～東川面〕 計画年次：H24～R5

総事業費：480百万円

県道新見川上線 工事　改良工 工事　改良工

〔高梁市備中町布瀬 用地・補償　一式 用地・補償　一式

～川上町領家〕 計画年次：H26～

総事業費：800百万円

県道宇治下原線 工事　改良工 工事　改良工

〔高梁市成羽町成羽〕

計画年次：H29～

総事業費：270百万円

県道新見勝山線 測量・調査・設計　一式 測量・調査・設計　一式

計画年次：R3～R12

総事業費：3,000百万円

L=1,300m

〔新見市高尾～新見〕 W=6.0(7.0～17.5)m

L=1,300m

W=5.5(7.0)m

L=500m

W=5.5(7.5)m

L=760m

〔浅口市鴨方町六条院西〕W=6.5(15.0)m

L=1,080m

W=6.0(7.5～9.75)m

L=220m

〔笠岡市入田〕 W=6.0(10.0)m

L=1,460m

〔浅口市寄島町新川〕 W=6.5(8.0)m

L=1,000m

W=6.0 (10.25)m

L=1,890m

〔笠岡市篠坂〕 W= 5.5(7.0～9.5)m

計画年次：H22～R3 

L=600m

（南工区）
〔浅口市金光町佐方〕

W=6.0(10.0)m

L=685m

W=6.5 (11.25)m

〔笠岡市北木島町〕

L=260m

〔井原市芳井町下鴫〕 W=5.5(7.0)m

令和４年度計画

L=400m

〔総社市総社～黒尾〕 W=6.0(10.25)m

全体計画 令和３年度実績
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路河川名[位置]

県道新見川上線 設計　一式 調査　一式

計画年次：H24～R6

総事業費：600百万円

県道新見川上線 設計　一式 調査　一式

計画年次：H24～R6

総事業費：600百万円

県道新見日南線 工事　改良工 工事　改良工

〔新見市足立〕

計画年次：H29～R5

総事業費：340百万円

県道北房川上線 工事　改良工

〔新見市豊永赤馬〕 ―

計画年次：H29～R3

総事業費：270百万円

県道長屋賀陽線 用地測量・物件調査　一式 用地・補償　一式

〔新見市豊永佐伏

～豊永宇山〕 計画年次：R2～R6

総事業費：95百万円

県道新見多里線 工事　改良工

―

計画年次：R3

総事業費：95百万円

県道北房川上線 工事　改良工 工事　改良工

計画年次：R2～R6

総事業費：196百万円

　　・街路事業（都市計画道路の整備）
路河川名[位置]

（都）早島大砂線 工事　改良工 工事　改良工

〔都窪郡早島町早島 用地・補償　一式 用地・補償　一式

～倉敷市鳥羽〕 計画年次：H24～R6

総事業費：2,500百万円

（都）連島呼松線 工事　改良工 工事　改良工

〔倉敷市福田町古新田〕 用地・補償　一式 用地・補償　一式

計画年次：H26～R10

総事業費：3,000百万円

　　・ＪＲ山陽本線等倉敷駅付近連続立体交差事業
路河川名[位置]

JR山陽本線等 調査　一式 調査　一式

〔倉敷市大島～四十瀬〕

総事業費：609億円

２　観光振興プログラム
　■港を中心としたにぎわいの創出
　　・港湾事業

路河川名[位置]

笠岡航路（-3.0m） 工事　航路浚渫 L=110m 工事　航路浚渫 L=110m

計画延長 L=1,350m 　　　浚渫土量 V=7,500m3 　　　浚渫土量 V=7,500m3

浚渫土量 V=118,000m3

計画年次：H24～R6

総事業費：520百万円

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

地方港湾　笠岡港
〔笠岡市笠岡〕

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

JR山陽本線    3.2km

JR伯備線      2.2km

水島臨海鉄道  1.7km

令和４年度計画

L=1,040m

W=13.0(24.0)m

L=1,200m

W=13.0(22.0)m

L=1,160m

〔新見市大佐布瀬〕 W=5.5(7.0)m

全体計画 令和３年度実績

L=200m

W=5.5(7.0)m

L=257m

〔新見市神郷釜村〕 W=5.5(7.0)m

L=300m

W=6.0(8.25)m

L=1,000m

W=4.0(5.0)m

L=1,200m

〔新見市哲多町矢戸〕 W=6.0(7.5)m

L=1,200m

〔新見市哲多町矢戸〕 W=6.0(7.5)m

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

－ 80 －



３　儲かる農林水産業加速化プログラム
　■水産物の生産振興
　　・漁港事業

路河川名[位置]

工事　防波堤 工事　防波堤、護岸工

設計　一式 測量・機能保全計画　一式

工事　物揚場 工事　物揚場

工事　防波堤 工事　防波堤

２　安心で豊かさが実感できる地域の創造
１　防災対策強化プログラム
　■平成３０年７月豪雨に伴う改良復旧事業等の推進

路河川名[位置]

真備緊急治水対策 工事　築堤護岸工、 工事　築堤護岸工、

〔倉敷市真備町有井、真  橋梁上・下部工  橋梁上・下部工

　備町箭田、真備町服部 計画年次：H30～R5 用地・補償　一式 用地・補償　一式

　～玉島服部〕 総事業費：8,900百万円

高梁川緊急治水対策 工事　築堤護岸工 工事　築堤護岸工

〔総社市宍粟～下倉〕 計画年次：H30～R5 用地・補償　一式  橋梁上・下部工

（復緊区間） 用地・補償　一式

計画年次：H30～R2

　　　 （関連区間）

総事業費：6,000百万円

高梁川浸水対策重点地域 工事　築堤護岸工、掘削工 工事　築堤護岸工、掘削工

緊急事業 計画年次：R2～R7 測量・設計・調査　一式 測量・設計・調査　一式

〔総社市日羽～下倉〕 総事業費：3,900百万円 用地・補償　一式

特定緊急砂防事業 渓流保全工L=105m 工事 渓流保全工

（砂）陰地川 計画年次：H31～R3 　　 管理道路工 ―

〔高梁市落合町近似〕 総事業費：100百万円

　■令和元年９月豪雨に伴う土砂災害防止事業の推進
路河川名[位置]

特定緊急砂防事業 前庭保護工L=15m 工事 渓流保全工 工事　渓流保全工

（砂）今井谷川 渓流保全工L=101m

〔新見市西方〕 計画年次：R2～R4

総事業費：114百万円

特定緊急砂防事業 渓流保全工L=212m 工事　渓流保全工 工事　渓流保全工

（砂）太田川 計画年次：R2～R4

〔新見市西方〕 総事業費：228百万円

　■防災施設整備や公共施設等の耐震化の推進
　　・河川事業（河川改修）

路河川名[位置]

二級河川　六間川 工事　橋梁下部工 工事　橋梁下部工

〔倉敷市茶屋町 計画流量：80m3/s       橋梁上部工

～倉敷市帯高〕 計画年次：H4～

総事業費：7,000百万円

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=3,400m

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

一級河川　末政川、高馬川

 真谷川

一級河川　高梁川

一級河川　高梁川

第二種　寄島漁港
〔浅口市寄島町〕

6施設
計画年次：H28～R7
総事業費：530百万円

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

第二種　寄島漁港
〔浅口市寄島町〕

23施設
計画年次：H24～R4
総事業費：460百万円

第二種　白石島漁港
〔笠岡市白石島〕

6施設
計画年次：H26～R5
総事業費：187百万円

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画
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路河川名[位置]

二級河川　倉敷川

〔岡山市 計画流量：250m3/s － －

～倉敷市藤戸町天城〕 計画年次：H4～

総事業費：7,000百万円

一級河川　二万谷川 築堤工　一式 築堤工　一式

計画流量：20m3/s

計画年次：H21～

総事業費：430百万円

二級河川　前川 L=450m 設計・調査　一式 測量・設計　一式

〔総社市岡谷～三須〕 計画流量：26m3/s

計画年次：R2～R7

総事業費：400百万円

一級河川　小田川 L=26.3㎞ 〔与井工区〕 〔与井工区〕

〔井原市芳井町与井 計画流量：650m3/s 工事　堰下部工 工事　堰下部工

　　　　～芳井町吉井〕 計画年次：S51～R7 調査　一式 調査　一式

総事業費：18,855百万円

　　・高潮対策事業
路河川名[位置]

工事　護岸工 L=30m 工事　陸閘　N=2基

測量・調査・設計　一式

－

工事　護岸工 L=170m 工事　護岸工 L=80m

調査　一式

　　・砂防事業
路河川名[位置]

（砂）谷本川 工事　渓流保全工 工事　進入路工・法面工

計画年次：H24～R4

総事業費：559百万円

（砂）西川平川 測量・設計・調査　一式 測量・設計・調査　一式

渓流保全工 L=16.5m 用地・補償　一式

計画年次：R2～R6

総事業費：320百万円

（砂）水落上川 砂防堰堤L=81.6m H=9.5m 工事　渓流保全工 工事　渓流保全工

渓流保全工 L=250m 用地・補償　一式 用地・補償　一式

計画年次：H28～R4

総事業費：289百万円

（砂）中村東川 砂防堰堤L=105.5m H=10.0m 用地・補償　一式 用地・補償　一式

渓流保全工 L=10m

計画年次：H29～R7

総事業費：400百万円

（砂）豊浦下川 砂防堰堤L=143.0m H=11.0m 測量・調査・設計　一式 用地測量　一式

砂防堰堤L=86.8m H=8.0m

渓流保全工　L=40.0m

計画年次：R1～R5

総事業費：525百万円

（砂）塚浜下川 砂防堰堤L=40.9m H=14.5m 調査　一式 用地・補償　一式

砂防堰堤L=54.8m H=13.0m

渓流保全工　L=210.0m

計画年次：R1～R5

総事業費：600百万円

〔笠岡市北木島〕

〔笠岡市北木島〕

砂防堰堤L=57.4m H=9.5m

〔総社市美袋〕

〔笠岡市神島〕

〔笠岡市神島外浦〕

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

砂防堰堤L=48.6m H=8.0m

〔倉敷市真備町服部〕 渓流保全工 L=186m

地方港湾　北木島港
　　　　　　本浦地区
〔笠岡市北木島町〕

L=850m
護岸・胸壁・陸閘
計画年次：R4～R14
総事業費：893百万

第二種　寄島漁港
〔浅口市寄島町〕

L=3,110m
護岸・胸壁・陸閘
計画年次：H28～R5
総事業費：980百万円

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

地方港湾　北木島港
　　　　楠・大浦地区
〔笠岡市北木島町〕

L=1,030m　護岸(老朽化)
計画年次：H21～R6
総事業費：1,030百万円

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=4,300m

L=1,100m

〔倉敷市真備町上二万〕
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路河川名[位置]

（砂）山の奥川 砂防堰堤L=80.3m H=11.5m 用地・補償　一式 用地・補償　一式

〔浅口市鴨方町小坂西〕

計画年次：R1～R5

総事業費：170百万円

（砂）柏部川 砂防堰堤L=41.9m H=12.5m 用地・補償　一式 工事　工事用道路　一式

渓流保全工　L=56.8m 用地・補償　一式

計画年次：R1～R5

総事業費：200百万円

（砂）星鷹川 砂防堰堤 調査・測量・設計　一式 設計（工事用道路）　一式

〔高梁市成羽町下原 L=61.6m H=8.0m 用地測量　一式

　　　～成羽町星原〕 計画年次：R2～R7 用地・補償　一式

総事業費：360百万円

（砂）市場川 砂防堰堤 調査・測量　一式 設計　一式

〔高梁市備中町布賀〕 L=53.1m H=14.5m 設計（工事用道路）　一式

計画年次：R3～R10

総事業費：690百万円

（砂）大瀬川 工事 工事用道路 工事 砂防堰堤工

計画年次：H29～R7

総事業費：392百万円

（砂）久賀川 工事 工事用道路 工事 工事用道路

計画年次：H30～R7

総事業費：221百万円

（砂）寺下川 測量・設計（管理用道路） 用地・補償　一式

測量・設計（工事用道路） 工事 工事用道路

計画年次：R2～R9 用地測量　一式

総事業費：590百万円

（砂）中組川 砂防堰堤 調査･測量･設計　一式 用地測量　一式

〔高梁市落合町阿部〕 L=43.5m H=13.0m 用地・補償　一式

計画年次：R3～R9

総事業費：359百万円

（砂）井出谷川 砂防堰堤 調査・測量　一式 設計　一式

〔高梁市落合町近似〕 L=57.9m H=14.0m

L=44.5m H=5.5m

L=36.5m H=4.5m

計画年次：R3～R10

総事業費：673百万円

（砂）猿木谷川 砂防堰堤L=45.6m H=11.0m 用地測量　一式 用地・補償　一式

渓流保全工 L=40m 工事　堰堤工

計画年次：R2～R6

総事業費：412百万円

（砂）小岸谷川 工損調査（事前）　一式 用地・補償　一式

〔新見市新見〕 工事　工事用道路 工事　堰堤工

計画年次：R元～R5

総事業費：240百万円

（砂）倉谷川 用地測量　一式

用地買収　一式

計画年次：R2～R6

総事業費：400百万円

（砂）同道谷川 調査･測量･設計　一式 用地測量　一式

計画年次：R3～R8

総事業費：350百万円

（砂）今井谷川 用地測量　一式

〔新見市西方〕 用地・補償　一式

計画年次：R元～R7

総事業費：278百万円

砂防堰堤

L=49.8m H=12.5m

L=91.0m H=11.0m

砂防堰堤

〔新見市神郷油野〕 L=34.5m H=10.5m

砂防堰堤

〔新見市神郷下神代〕 L=95.0m H=10.5m

砂防堰堤

〔高梁市玉川町玉〕 L=52.2m H=11.0m

〔新見市西方〕

砂防堰堤

砂防堰堤

〔高梁市高倉町
　　　　　大瀬八長〕

L=53.5m H=11.5m

砂防堰堤

〔高梁市川面町久賀〕 L=50.0m H=11.0m

令和４年度計画

〔浅口市鴨方町小坂西〕

全体計画 令和３年度実績

設計（付替市道・構造物設計）

設計（工事用道路・付替林道）
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路河川名[位置]

（砂）太田谷川 用地測量　一式 用地・補償　一式

〔新見市西方〕 工事　工事用道路

計画年次：R2～R9

総事業費：493百万円

（地）小角地区 A=52.59ha 工事　アンカー工 工事　排水ボーリング工

計画年次：H20～R5 調査･観測　一式 調査･観測･測量･設計　一式

総事業費：600百万円

（地）小谷ヶ市地区 A=45.88ha 調査･観測・測量　一式 調査･観測･測量･設計　一式

計画年次：H22～R6

総事業費：600百万円

（地）園尾地区 工事 アンカー工 工事 アンカー工

計画年次：H27～R6 調査・観測　一式 調査・観測・設計　一式

総事業費：630百万円

（地）山本地区 工事　排水ボーリング工 工事　排水ボーリング工

計画年次：H27～R6 調査・観測・測量　一式 調査･観測･測量･設計　一式

総事業費：430百万円

（地）天原地区 工事　排水ボーリング工 工事　排水ボーリング工

計画年次：R元～R5 　　　土留工 調査･観測･測量･設計　一式

総事業費：120百万円 調査･観測･測量･設計　一式

（地）下平地区 調査･観測　一式 調査･観測･測量･設計　一式

計画年次：R3～R5

総事業費：100百万円

（急）中庄古向地区 用地・補償　一式 工事　法面工

工事　法面工

計画年次：R元～R4

総事業費：95百万円

（急）玉島黒崎岩谷地区 工事　法面工 工事　擁壁工

計画年次：H28～R4

総事業費：130百万円

（急）池田地区 工事　法面工 工事　法面工

計画年次：H28～R4

総事業費：97百万円

（急）沙美地区 補償　一式

工事　法面工 ―

計画年次：R2～R3

総事業費：36百万円

（急）銀山東地区 用地・補償　一式 用地・補償　一式

総事業費：115百万円

（急）銀山西地区 用地・補償　一式 用地・補償　一式

工事　擁壁工、法面工 工事　擁壁工、法面工

総事業費：280百万円

（急）大冝地区 用地測量・調査　一式 用地・補償　一式

総事業費：97百万円

L=165m

〔笠岡市大冝〕 落石防護柵工

計画年次：R2～R7

L=140m

〔笠岡市吉浜〕 擁壁工

計画年次：H26～R5

L=250m

〔笠岡市吉浜〕 擁壁工

計画年次：H27～R5

L=190m

〔倉敷市真備町辻田〕 擁壁工

L=29m

〔倉敷市玉島黒崎〕 法枠工

L=100m

〔倉敷市中庄〕 法面工

L=260m

〔倉敷市玉島黒崎〕 擁壁工、法面工

A=39.14ha

〔高梁市川上町地頭〕

A=24.50ha

〔高梁市川上町下大竹〕

〔高梁市川上町仁賀〕

A=18.55ha

〔高梁市巨瀬町〕

A=17.9ha

〔高梁市成羽町成羽〕

砂防堰堤L=82.5m H=13.5m

渓流保全工 L=306m

〔高梁市川上町上大竹〕

全体計画 令和４年度計画令和３年度実績
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　　・道路事業（道路災害防除）
路河川名[位置]

県道総社賀陽線 工事　法面工 工事　法面工

〔総社市見延〕

計画年次：H29～R5

総事業費：90百万円

国道313号 工事　落石防護工 工事　落石防護工

〔井原市芳井町宇戸川 用地・補償　一式 用地・補償　一式

～美星町黒忠〕 計画年次：H23～R5

総事業費：850百万円

県道笠岡井原線 調査・設計　一式 調査・設計　一式

〔井原市岩倉町〕

計画年次：H30～R4

総事業費：200百万円

県道倉敷成羽線 用地・補償　一式 工事　法面工

〔小田郡矢掛町小林〕

計画年次：H30～R4

総事業費：65百万円

国道180号 L=4,270m 工事 落石防護工 工事 落石防護工

〔高梁市松山 W=6.0～6.5m

 ～高倉町飯部〕 計画年次：H21～R5

総事業費：1,700百万円

国道313号 L=4,260m 工事 落石防護工 工事 落石防護工

〔高梁市川上町三沢 W=5.5～9.5m

～落合町近似〕 計画年次：H24～R5

総事業費：1,206百万円

県道新見川上線 L=2,710m 工事　落石防護工 工事　落石防護工

〔高梁市備中町平川 W=4.0～7.0m 測量・設計　一式 測量・設計　一式

～布瀬〕 計画年次：H23～

総事業費：2,570百万円

県道下郷惣田線 L=1,200m 工事　改良工 工事　改良工

〔高梁市備中町平川〕 W=4.0(5.0)m

計画年次：H30～R6

総事業費：630百万円

国道180号 工事　落石対策工 設計　一式

〔新見市法曽～井倉 工事　落石対策工

～千屋実〕 計画年次：H18～R7

総事業費：6,500百万円

県道北房井倉哲西線 L=280m 工事　落石対策工 工事　落石対策工

W=4.0(5.0)m 用地測量　一式 用地・補償　一式

計画年次：R2～R5 用地買収　一式

総事業費：150百万円

県道新見日南線 工事　落石対策工 工事　落石対策工

〔新見市上市～神郷釜村〕

計画年次：H21～R5

　　・道路事業（橋梁耐震補強）
路河川名[位置]

船穂玉島高架橋 1橋 耐震補強工事 耐震補強工事

〔県道倉敷美袋線〕 L=554.4m W=8.0m （橋脚補強工） （橋脚補強工）

〔倉敷市船穂町船穂　　　計画年次：H29～R6 （落橋防止工）

～玉島長尾〕 総事業費：700百万円

連島１号高架橋 1橋 耐震補強工事 耐震補強工事

〔県道藤戸連島線〕 L=157.0m W=17.0m （橋脚補強工） （橋脚補強工）

〔倉敷市福田町浦田〕 計画年次：H30～R4 （落橋防止工） （落橋防止工）

総事業費：530百万円

連島２号高架橋 1橋 耐震補強工事 耐震補強工事

〔県道藤戸連島線〕 L=139.5m W=17.0m （橋脚補強工） （落橋防止工）

〔倉敷市連島町連島〕 計画年次：H30～R4 （落橋防止工）

総事業費：300百万円

〔新見市哲多町矢戸
　　　　　　　～蚊家〕

L=2,300m

W=5.5m

L=4,000m

W=6.0～6.5m

L=170m

W=5.5(6.5)m

L=40m

W=5.5(9.0)m

L=165m

W=6.0(9.0)m

L=7,800m(内2,120m)

W=6.0(8.0)m

全体計画

総事業費：1,200百万円

令和３年度実績 令和４年度計画

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画
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路河川名[位置]

連島３号高架橋 1橋 耐震補強工事 耐震補強工事

〔県道藤戸連島線〕 L=119.0m W=17.0m （落橋防止工） （落橋防止工）

〔倉敷市連島町連島〕 計画年次：H30～R4

総事業費：240百万円

高梁跨線橋 1橋 耐震補強工事

〔国道484号〕 L=196.0m W=7.0(8.9)m （落橋防止工） ―

〔高梁市原田南町 計画年次：H26～R3

～段町〕 総事業費：200百万円

美郷大橋 1橋 耐震補強工事 耐震補強工事

〔国道180号〕 L=130m W=6.0(13.5)m （橋脚補強工） （橋脚補強工、落橋防止工）

〔新見市石蟹～正田〕 計画年次：R2～R6

総事業費：245百万円

千屋大橋 1橋 設計　一式 耐震補強工事

〔国道180号〕 L=43.1m W=6.0(8.0)m （橋脚補強工）

〔新見市千屋実〕 計画年次：R3～R6

総事業費：140百万円

朝間２号橋 1橋 設計　一式 耐震補強工事

〔国道180号〕 L=53.0m W=6.0(10.0)m （橋脚補強工）

〔新見市千屋〕 計画年次：R3～R4

総事業費：25百万円

新向田橋 1橋 設計　一式

〔国道180号〕 L=44.2m W=6.5(9.0)m ―

〔新見市高尾〕 計画年次：R4～R5

総事業費：40百万円

　■土木施設の長寿命化対策の推進
　　・道路事業（橋梁補修）

路河川名[位置]

霞橋 1橋 伸縮装置更新 高欄更新

〔国道429号〕 L=643.0m W=12.0(13.5)m

〔倉敷市玉島上成〕 計画年次：H24～R4

総事業費：694百万円

城高架橋 1橋 補修設計　一式 補修設計　一式

〔県道水島港唐船線〕 L=165.5m W=6.5(10.75)m

〔倉敷市玉島乙島〕 計画年次：R元～R8

総事業費：86百万円

見晴橋 1橋 橋梁補修工事 橋梁補修工事

〔国道486号〕 L=33.6m W=9.9m

〔小田郡矢掛町矢掛〕 計画年次：R3～R4

総事業費：80百万円

新落合橋 1橋 橋梁補修工事 橋梁補修工事

〔県道芳井油木線〕 L=75.0m W=9.8m

〔井原市芳井町川相〕 計画年次：R3～R4

総事業費：70百万円

笠岡跨線橋 1橋 橋梁補修工事 橋梁補修工事

〔県道笠岡井原線〕 L=237.3m　W=11.5(17.6)m （断面修復工、橋面防水工） （ひび割れ補修工

〔笠岡市笠岡〕 計画年次：H29～R5 　 　表面含浸工、支承防錆工、

総事業費：150百万円 　鋼橋塗装工）

金比羅橋 1橋 測量・設計　一式 調査・設計　一式

〔国道313号〕 L=58.5m　W=6.0(10.5)m

〔井原市芳井町吉井〕 計画年次：R2～R9 　

総事業費：800百万円

井谷橋 1橋 調査・測量　一式 用地・物件調査　一式

〔国道313号〕 L=22.9m　W=7.0(8.7)m 橋梁詳細設計　一式 用地・補償　一式

〔高梁市落合町阿部〕 計画年次：R2～R7 道路詳細設計　一式

総事業費：328百万円

昭和町跨線橋 1橋 工事負担金　一式 工事負担金　一式

〔国道180号〕 L=20.8m W=6.5(9.0)m （積算業務等）

〔新見市高尾〕 計画年次：R2～R5

総事業費：100百万円

（断面修復工、主桁補修工、

 当て板補修工、塗替塗装工、

 橋面防水工等）

断面修復工事

（橋面防水工、伸縮装置取替
工）

（断面修復工、ひび割れ補修
工等）

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

（橋面防水工、伸縮装置取替
工）

（断面修復工、ひび割れ補修
工等）
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路河川名[位置]

城山跨線橋 1橋 設計　一式 工事負担金　一式

〔国道182号〕 L=33.5m W=6.0(10.3)m （積算業務等）

〔新見市神郷下神代〕 計画年次：R3～R5

総事業費：80百万円

　　・河川事業（河川管理施設長寿命化対策）
路河川名[位置]

二級河川　溜川 工事（№1ポンプ） 工事（№1ポンプ）

計画年次：H28～R6

総事業費：1,097百万円

　　・ダム管理事業
路河川名[位置]

楢井ダム 多重無線設備更新　１式 調査・設計　一式 更新工事　一式

〔高梁市松山〕

計画年次：R2～R5

総事業費：100百万円

千屋ダム ダム管理設備更新 ダム管理設備更新

〔新見市菅生～坂本〕 工事　一式 工事　一式

計画年次：H25～R5

総事業費：930百万円

高瀬川ダム ダム管理設備更新

工事　一式 ―

計画年次：H27～R3

総事業費：695百万円

河本ダム 調査・設計　一式 調査・設計　一式

〔新見市金谷

～哲多町宮河内〕 計画年次：R3～R8

総事業費：1,235百万円

三室川ダム 調査・設計　一式

〔新見市神郷油野〕 ―

計画年次：R4～R8

総事業費：710百万円

路河川名[位置]                     令和４年度計画

楢井ダム 　委託費 流量観測 　委託費 貯水池深浅測量

水質調査 水質調査

管理設備保守点検 管理設備保守点検

放流設備点検 放流設備点検

その他 その他

河本ダム 　委託費 貯水池深浅測量 　委託費 貯水池深浅測量

〔新見市金谷 水質調査 水質調査

～哲多町宮河内〕 管理設備保守点検 管理設備保守点検

高瀬川ダム 放流設備点検 放流設備点検

〔新見市神郷釜村〕 その他 その他

千屋ダム

〔新見市菅生～坂本〕

三室川ダム

〔新見市神郷油野〕

２　暮らしの安全推進プログラム
　■交通事故防止対策の推進
　　・道路事業（交通安全施設整備）

路河川名[位置]

県道倉敷玉野線 工事　歩道工 工事　歩道工

用地・補償　一式 用地・補償　一式

計画年次：H28～R4

総事業費：180百万円

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=900m

〔倉敷市粒江〕 歩道幅員：W=2.5m

ダム管理設備更新　1式

〔新見市神郷釜村〕

      令和３年度実績

〔高梁市松山〕

ダム管理設備更新　1式

ダム管理設備更新　1式

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

溜川排水機場　

〔倉敷市玉島三丁目〕

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

ダム管理設備更新　1式

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画
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路河川名[位置]

県道総社足守線 工事　改良工 工事　改良工

用地・補償　一式 用地・補償　一式

計画年次：H25～R7

総事業費：950百万円

国道486号 工事　歩道工

〔小田郡矢掛町江良 ―

～本堀〕 計画年次：H24～R3

総事業費：494百万円

国道486号 工事　標識工

―

計画年次：H27～R3

総事業費：1,150百万円

県道笠岡美星線 工事　歩道工、舗装工 工事　歩道工、舗装工

用地・補償　一式 用地・補償　一式

計画年次：H14～R3

総事業費：1,500百万円

県道寄島笠岡線 工事　歩道工、舗装工 工事　歩道工、舗装工

用地・補償　一式 用地・補償　一式

計画年次：H27～R5

総事業費：220百万円

県道笠岡井原線 用地・補償　一式 用地・補償　一式

工事　歩道工 工事　歩道工

計画年次：H29～R4

総事業費：99百万円

国道486号 用地・補償　一式 用地・補償　一式

工事　護岸工 工事　護岸工

計画年次：H29～R5

総事業費：95百万円

県道笠岡井原線 用地・補償　一式 工事　歩道工

工事　歩道工

計画年次：H27～R4

総事業費：140百万円

県道笠岡井原線 測量・設計　一式

―

計画年次：R4～R7

総事業費：95百万円

県道新賀小坂東線 設計　一式 設計　一式

用地・補償　一式 用地・補償　一式

計画年次：H30～R5 工事　歩道工、安全施設工 工事　歩道工、安全施設工

総事業費：95百万円  舗装工  舗装工

県道下御領井原線 設計　一式 工事　歩道工

用地測量　　一式

計画年次：R2～R7 用地・補償　一式

総事業費：95百万円 工事　歩道工

県道里庄地頭上線 工事　歩道工 工事　歩道工

計画年次：H29～R3

総事業費：30百万円

国道313号 工事　舗装工

計画年次：H28～R3

総事業費：235百万円

県道新見川上線 工事　歩道工 工事　歩道工

〔新見市哲多町老栄

～矢戸〕 計画年次：H29～R4

総事業費：420百万円

県道新見勝山線 工事　歩道工 工事　歩道工

〔新見市大佐小南 用地補償　一式 用地　一式

～小阪部〕 計画年次：H25～R4

総事業費：453百万円

―

L=1,200m

歩道幅員：W=2.5m

L=1,000m

歩道幅員：W=2.5m

L=290m

〔里庄町里見〕 歩道幅員：W=2.5m

L=500m

〔高梁市川上町地頭〕 歩道幅員：W=2.5m

L=1,390m

〔笠岡市関戸～尾坂〕 歩道幅員：W=2.5m

L=500m

〔井原市大江〕 歩道幅員：W=2.5m

L=533m

〔笠岡市東大戸〕 歩道幅員：W=3.0m

L=130m

〔笠岡市東大戸〕 歩道幅員：W=3.0m

L=160m

〔井原市岩倉町〕 歩道幅員：W=2.5m

L=440m

〔小田郡矢掛町小田～
　　　　井原市神代町〕

歩道幅員：W=2.5m

L=1,760m

〔笠岡市小平井～吉田〕 自歩道幅員：W=3.5m

L=1,250m

〔笠岡市西大島〕 歩道幅員：W=2.5m

L=1,290m

歩道幅員：W=2.5m

道の駅整備

〔小田郡矢掛町矢掛〕

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=2,100m

〔総社市黒尾～西阿曽〕 歩道幅員：W=2.5m
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　　・道路事業（舗装改良・補修）
路河川名[位置]

県道水島港唐船線 工事　L=420m 工事　L=130m

〔倉敷市玉島乙島    　 舗装改良工    　 舗装改良工

～玉島勇崎〕 計画年次：H26～R4

総事業費：210百万円

県道倉敷美袋線 工事　L=220m 工事　L=300m

〔倉敷市玉島長尾    　 舗装改良工    　 舗装改良工

 ～総社市新本〕 計画年次：H20～R5

総事業費：1,076百万円

国道313号 工事　L=205m 工事　L=150m

排水性舗装 　　　排水性舗装 　　　排水性舗装

計画年次：H27～R6

総事業費：150百万円

国道313号 工事　L=145m 工事　L=200m

低騒音舗装 　　　低騒音舗装 　　　低騒音舗装

計画年次：H27～R9

総事業費：259百万円

３　持続可能な中山間地域等形成プログラム
　■地域の生活を支える道づくり

路河川名[位置]

県道美袋井原線 工事　改良工、舗装工 工事　改良工

計画年次：H29～R4

総事業費：50百万円

県道市場青木線 工事　改良工 用地・補償　一式

工事　改良工

計画年次：H29～R6

総事業費：90百万円

県道倉敷長浜笠岡線 用地・補償　一式

〔笠岡市大島中 ―

～西大島〕 計画年次：H6～

総事業費：2,900百万円

県道大島中新庄線 工事　改良工、舗装工

　　　安全施設工 ―

計画年次：H28～R3

総事業費：60百万円

県道寄島笠岡線 測量・設計　一式

（大島中新庄線） ―

〔笠岡市大島中〕 計画年次：R4～R8

総事業費：80百万円

県道笠岡美星線 用地測量　一式 用地・補償　一式

用地・補償　一式 工事　改良工

計画年次：R2～R8 工事　改良工、舗装工

総事業費：95百万円

県道黒忠井原線 用地測量　一式 用地・補償　一式

〔井原市美星町星田 工事　改良工

～芳井町花滝〕 計画年次：R2～R6

総事業費：58百万円

県道芳井油木線 工事　改良工、舗装工 用地・補償　一式

工事　改良工

計画年次：H24～R5

総事業費：98百万円

県道坂瀬川芳井線 用地測量　一式 用地・補償　一式

用地・補償　一式 工事　改良工

計画年次：H29～R5 工事　改良工

総事業費：58百万円

県道長屋賀陽線 工事 改良工 工事 改良工

W=4.0(5.0)m

計画年次：H27～R6

総事業費：105百万円

L=200m

〔井原市芳井町川相〕 W=4.0(6.0)m

L=660m

〔高梁市中井町津々〕

L=200m

W=4.0(5.0)m

L=1,100m（内施工L=640m）

〔井原市芳井町西三原〕 W=4.0(5.0)m

L=120ｍ

W=5.5(7.5)m

L=800ｍ

〔井原市美星町明治〕 W=4.0(5.0)～4.0(7.0)m

L=3,300m

W=6.0(7.5)m

L=290ｍ

〔笠岡市大島中〕 W=4.0(5.0)～5.5(7.5)m

L=80m

〔総社市中尾〕 W=4.0(6.0)m

L=340m

〔小田郡矢掛町東三成〕 W=4.0(5.0)m

L=2,106m W=6.0(9.0)m

〔高梁市落合町阿部〕

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=11,540m W=6.0(10.0)m

舗装改良

L=1,900m W=6.0(12.0)m

〔井原市井原町〕

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=1,690m W=6.5(10.5)m

舗装改良
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路河川名[位置]

県道美星高山市線 L=1,240m 工事 改良工、舗装工 工事 改良工

W=4.0(6.0)m～5.5(7.5)m 安全施設工

計画年次：H25～

総事業費：388百万円

県道高梁坂本線(1工区) 工事 改良工 工事 改良工

〔高梁市宇治町本郷

～成羽町吹屋〕 計画年次：H26～R5

総事業費：69百万円

県道高梁坂本線(2工区) 工事 改良工 工事 改良工

〔高梁市宇治町本郷

～成羽町吹屋〕 計画年次：H29～R5

総事業費：70百万円

県道高梁坂本線 工事 改良工 工事 改良工

〔高梁市宇治町本郷〕

計画年次：H30～R5

総事業費：92百万円

県道栗原有漢線 工事 改良工 工事 改良工

〔高梁市有漢町上有漢〕

計画年次：H29～R6

総事業費：60百万円

県道若代方谷停車場線 工事 改良工 工事 改良工

〔高梁市中井町西方〕

計画年次：R2～R6

総事業費：99百万円

県道上大竹高山線 工事　改良工 工事 改良工、舗装工

〔高梁市川上町上大竹〕 安全施設工

計画年次：H28～

総事業費：99百万円

県道大野部備中線 工事　改良工 工事 改良工、舗装工

〔高梁市備中町西山〕

計画年次：H29～

総事業費：88百万円

県道布賀地頭線 工事　改良工 工事　改良工

〔高梁市備中町布賀〕

計画年次：H29～

総事業費：99百万円

県道西山布寄線 工事 改良工、舗装工

〔高梁市備中町西山〕 安全施設工

計画年次：H28～R3

総事業費：99百万円

県道西山布寄線 測量・設計　一式 用地測量　一式

〔高梁市備中町西山〕 用地・補償　一式

計画年次：R4～R7

総事業費：80百万円

県道布賀油木線 工事　改良工 工事　改良工

〔高梁市備中町平川〕

計画年次：H30～

総事業費：98百万円

県道宇治長屋線 工事　改良工 工事　改良工

〔高梁市成羽町長地〕 用地・補償　一式

計画年次：H30～

総事業費：83百万円

県道北房井倉哲西線 工事　改良工 工事　改良工

計画年次：R3～R7

総事業費：90百万円

県道北房井倉哲西線 L=4,700m(内施工L=1480m) 工事　改良工 工事　改良工

〔新見市哲多町矢戸 W=4.0(5.0)m 用地測量　一式 用地・補償　一式

～蚊家〕 計画年次：H23～R４ 物件調査　一式

総事業費：312百万円

L=700m

W=4.0(5.0)m

L=170m

〔新見市豊永佐伏〕 W=5.5(7.5)m

―

L=580m

W=4.0(5.0)m

L=800m

W=5.5(7.0)m

L=200m

W=4.0(5.0)m

L=500m

W=4.0(5.0)m

L=2,500m（内施工L=650m)

W=4.0(5.0)m

L=1,100m（内施工L=560m）

W=4.0(5.0)m

L=200m

W=4.0(5.0)m

L=500m

W=4.0(5.0)m

L=490m

W=4.0(6.0)m

L=600m

W=4.0(6.0)m

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

〔高梁市川上町下大竹〕

L=490m

W=4.0(6.0)m
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路河川名[位置]

県道北房井倉哲西線 工事　改良工 工事　改良工

W=4.0(5.0)m

計画年次：R3～R6

総事業費：82百万円

県道北房川上線 用地・補償　一式

〔新見市豊永赤馬〕 ―

計画年次：R4～R9

総事業費：95百万円

県道大佐日野線 工事　改良工 工事 改良工

舗装工 舗装工

計画年次：H29～R4 安全施設工 安全施設工

総事業費：89百万円

県道大佐日野線 工事　改良工

―

計画年次：H30～R5

総事業費：42百万円

県道北房川上線 L=2,200m（内施工L=300m）工事　改良工 工事　改良工

W=4.0(5.0)m 舗装工

計画年次：H29～R5 安全施設工

総事業費：66百万円

県道北房川上線 L=5,700m（内施工L=190m）国有林協議　一式 工事　改良工

W=4.0(5.0)m

計画年次：H31～R6

総事業費：78百万円

県道大野部備中線 L=480m 工事　改良工 工事　改良工

W=4.0(5.0)m

計画年次：H27～R7

総事業費：230百万円

県道大野部備中線 工事　改良工 工事　改良工

計画年次：H27～

総事業費：300百万円

県道大野部東城線 工事　改良工

―

計画年次：R4～R6

総事業費：70百万円

　■地域公共交通の維持・確保
路河川名[位置]

地方港湾　笠岡港笠岡地区 渡橋工、浮桟橋据付工 一式

―

計画年次：H28～R3

総事業費：313百万円

４　生きがい・元気づくり支援プログラム
　■おかやまアダプトの推進

新見地域（新見市）
道路47団体,河川16団体    合計63団体

備中県民局計
道路205団体,河川471団体,海岸7団体,公園2団体
合計685団体

住民グループ等と連携
し、美しい生活環境や快
適な空間づくり及び環境
保全意識の向上を目指し
ます。

倉敷地域（倉敷市、総社
市、早島町)

道路75団体,河川188団体,海岸4団体,公園2団体
合計269団体(うち水島港湾事務所所管：道路1団体,海岸2団体)

井笠地域（笠岡市、井原市、
浅口市、里庄町、矢掛町）

道路54団体,河川222団体,海岸3団体    合計279団体

高梁地域（高梁市）
道路29団体,河川45団体    合計74団体

令和４年度計画

浮桟橋移設　1基

〔笠岡市笠岡〕 浮桟橋新設　1基

地域 令和３年度末

L=186m

〔新見市哲西町大竹〕 W=4.0(5.0)m

全体計画 令和３年度実績

〔新見市大佐上刑部〕

〔新見市哲西町大野部〕

L=610m

〔新見市哲西町大野部〕 W=4.0(5.0)m

L=2,500m（内施工L=160m）

〔新見市大佐大井野〕 W=4.0(5.0)m

〔新見市大佐上刑部〕

L=590m

W=4.0(5.0)m

L=4,000m（内施工L=400m）

〔新見市大佐大井野〕 W=4.0(5.0)m

全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

L=500m（内施工L=250m）

〔新見市法曽〕
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事業名 港湾・漁港名 全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

浚渫土
処分場事業

国際拠点　水島港
〔倉敷市玉島乙島〕

排水工A=33.6ha
築堤工L=3.250m
計画年次：R2～R7

排水工A=8.8ha
築堤工L=1,147m

排水工A=8.8ha
築堤工L=1,139m

玉島地区造成
国際拠点　水島港

〔倉敷市玉島乙島〕
A=185ha
計画年次：H5～R3

都市機能等用地
　道路整備　1式

都市機能等用地
　道路整備　1式

事業名 港湾・漁港名 全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

水産物供給
基盤機能保全

第二種　大畠漁港
〔倉敷市大畠〕

防波堤補修
護岸補修
物揚場補修
浮桟橋補修・更新
計画年次：H26～
総事業費：406百万円

浮桟橋更新　N=2基
浮桟橋補修　N=2基

浮桟橋更新　N=1基
浮桟橋補修　N=3基
浮桟橋更新設計　一式

水産物供給
基盤機能保全

第二種　下津井漁港
〔倉敷市下津井〕

物揚場補修
浮桟橋補修・更新
計画年次：H24～
総事業費：300百万円

物揚場補修　L=10m
浮桟橋更新　N=1基

浮桟橋更新　N=5基

水産物供給
基盤機能保全

第二種　沙美漁港
〔倉敷市玉島黒崎〕

浮桟橋更新
計画年次：R3～
総事業費：149百万円

浮桟橋更新設計　一式 浮桟橋更新　N=2基

事業名 港湾・漁港名 全体計画 令和３年度実績 令和４年度計画

海岸高潮
赤崎海岸

〔倉敷市児島元浜町〕

護岸　L=643m
計画年次：H25～R4
総事業費：880百万円

護岸　L=203m
護岸　L=393m
事後調査　一式

海岸高潮
唐琴海岸

〔倉敷市児島唐琴〕

護岸　L=303m
計画年次：R2～R7
総事業費：413百万円

設計　一式 設計　一式

海岸高潮
柏島海岸

〔倉敷市玉島柏島〕

護岸　L=1,156m
計画年次：H22～R4
総事業費：98百万円

 － 設計　一式

耐震対策

水島港海岸
勇崎・宝亀地区

〔倉敷市玉島黒崎
～玉島勇崎〕

地盤改良　L=30m
鋼矢板　L=361m
捨石　L=90m
計画年次：H28～
総事業費：600百万円

鋼矢板　L=232m 鋼矢板　L=134m

地　域

倉敷地域(倉敷市）
住民グループ等と連携し、美しい生活環
境や快適な空間づくり及び環境保全意識
の向上を目指します。

令和３年度末

道路１団体
海岸２団体　　合計３団体

　○　生きがい・元気づくり支援プログラム

    ■　おかやまアダプトの推進

事務事業の概要（水島港湾事務所）

２「安全で豊かさが実感できる地域の創造」

 ○　防災対策強化プログラム

   ■　防災施設整備や公共施設等の耐震化の推進

１「地域を支える産業の振興」

　○　企業誘致・投資促進プログラム

    ■　水島港の機能強化

  ○  攻めの農林水産業育成プログラム

    □　水産物の生産振興
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Ⅱ  資  料            





1　市町の概況

（１）面積・人口

総面積 林野面積 総数 就業者数人口密度 世帯数
R3.10.1

R3.10.1 R3.3.31 R3.1.1 H27.10.1 国土地理院調 R3.1.1
国土地理院調 林政課調 住民基本台帳 国勢調査 R3.1.1 住民基本台帳

住民基本台帳

　　　k㎡ 　　　　ｈa 　　　　ｈa 　　　ｈa 　　　ｈa 　人 　人 人／k㎡ 　　　　戸

倉敷市 355.63 3,740 2,920 821 9,904 481,537 218,796 1354.0 214,992

総社市 211.90 2,380 2,060 320 13,324 69,602 31,878 328.5 28,697

早島町 7.62 144 129 15 91 12,721 5,602 1669.4 5,074

倉敷地域計 575.15 6,264 5,109 1,156 23,319 563,860 256,276 980.4 248,763

笠岡市 136.24 1,830 667 1,160 5,160 47,160 22,176 346.2 22,106

井原市 243.54 2,200 1,230 977 15,855 39,284 19,177 161.3 16,749

浅口市 66.46 855 458 397 2,939 33,965 14,871 511.1 14,324

里庄町 12.23 155 89 66 384 11,149 5,110 911.6 4,590

矢掛町 90.62 1,100 829 269 5,797 13,936 6,701 153.8 5,485

井笠地域計 549.09 6,140 3,273 2,869 30,135 145,494 68,035 265.0 63,254

高梁市 546.99 2,810 1,730 1,080 42,802 29,305 14,830 53.6 14,278

新見市 793.29 2,960 2,280 679 68,394 28,396 14,373 35.8 12,689

管内計 2464.52 18,174 12,392 5,784 164,650 767,055 353,514 311.2 338,984

県計 7114.33 62,700 49,300 13,400 484,568 1,893,874 900,871 266.2 859,930

全県対比 34.6% 29.0% 25.1% 43.2% 34.0% 40.5% 39.2% 39.4%

（２）農　業

主業農家/ 基幹的農業

販売農家比率 従事者数

（戸） （戸） （戸） （戸） （戸） （人） （億円）

倉 敷 市 5,209 2,296 248 261 1,787 10.8% 2,375

総 社 市 2,226 1,186 86 123 977 7.3% 1,103

早 島 町 136 85 8 8 69 9.4% 78

倉敷地域計 7,571 3,567 342 392 2,833 9.6% 3,556

笠 岡 市 1,329 313 19 27 267 6.1% 361

井 原 市 1,922 782 92 91 599 11.8% 907

浅 口 市 1,281 323 20 26 277 6.2% 333

里 庄 町 284 30 2 3 25 6.7% 31

矢 掛 町 1,119 513 31 65 417 6.0% 488

井笠地域計 5,935 1,961 164 212 1,585 8.4% 2,120

高 梁 市 2,559 1,311 167 147 997 12.7% 1,660

新 見 市 2,816 1,542 165 210 1,167 10.7% 1,616

管 内 計 18,881 8,381 838 961 6,582 10.0% 8,952

県 計 50,735 28,047 2,823 3,407 21,817 10.1% 29,253 1,414

全 県 対比 37.2% 29.9% 29.7% 28.2% 30.2% 30.6%

（注）「2020年農林業センサス」、「令和２年生産農業所得統計」（農林水産省）

農業産出額
市　　　町

総農家 販売農家 主業農家 準主業農家 副業的農家

人　　口面　　積

市町

耕地面積

畑田

令和３年
耕地面積およ
び作物面積調

査
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事業所数 従業者数 年間商品販売額 事業所数 従業者数 製造品出荷額等

　　店 　　人 百万円 　　所 　　人 百万円

倉敷市 3,808 30,752 1,047,738 705 37,785 3,878,611

総社市 427 3,187 75,856 129 9,170 255,390

早島町 117 1,875 159,701 20 445 7,486

倉敷地域計 4,352 35,814 1,283,295 854 47,400 4,141,487

笠岡市 416 2,622 69,705 110 5,336 171,006

井原市 379 1,998 46,134 125 5,749 137,775

浅口市 260 1,753 34,989 74 2,599 56,428

里庄町 71 541 13,484 33 3,200 117,045

矢掛町 162 824 14,136 49 2,179 47,872

井笠地域計 1,288 7,738 178,448 391 19,063 530,126

高梁市 397 1,884 34,346 57 3,899 141,205

新見市 364 1,825 41,971 66 2,152 97,683

管内計 6,401 47,261 1,538,060 1,368 72,514 4,910,501

県計 17,103 134,492 5,357,041 3,147 151,056 7,704,136

全県対比 37.4% 35.1% 28.7% 43.5% 48.0% 63.7%

（４）主要観光地観光客数

平成３０年 令和元年 令和２年 対前年比
千人 千人 千人 （Ｒ２/R元）％

倉敷美観地区 3,123 3,283 1,544 47.0

児島・鷲羽山 1,256 1,310 653 49.8

水島 156 307 75 24.4

庄周辺 258 229 38 16.6

笠岡・笠岡諸島 1,205 1,250 976 78.1

井原・田中苑 390 413 183 44.3

吉備路・備中国分寺 493 513 370 72.1

総社・宝福寺 270 303 129 42.6

高梁・備中松山城 177 222 109 49.1

新見・井倉峡 218 234 148 63.2

矢掛・矢掛本陣 297 334 276 82.6

管内計 7,843 8,398 4,501 53.6

県計 27,012 29,276 17,703 60.5

全県対比 29.0 28.7 25.4

資料：岡山県観光客動態調査（Ｒ２年）

　工業（４人以上の事業所）

H28経済センサス‐活動調査 2020年工業統計調査結果

（３）商業・工業

地区別

市町

商　　　　業
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（５）令和２年度管内市町決算（普通会計）の概要 （単位：百万円）

翌年度に繰り
越すべき財源

A B (A-B)     C D (C-D)   E

倉敷市 262,617 254,084 8,533 1,110 7,422 36,362 196,427

笠岡市 29,576 28,990 586 127 459 1,232 26,613

井原市 28,926 28,680 246 157 89 13,734 19,680

総社市 36,076 34,922 1,154 273 880 11,877 30,750

高梁市 29,236 28,534 882 178 704 7,494 32,544

新見市 32,620 30,322 2,298 727 1,572 10,094 29,861

浅口市 19,682 18,584 1,134 36 1,098 9,761 12,927

早島町 6,962 6,744 218 44 174 1,800 4,519

里庄町 6,623 6,330 293 54 239 2,219 3,598

矢掛町 11,422 11,021 402 60 341 8,032 10,194

（６）管内市町の主要財政指標

実質公債費
比　率　(％)

(H30-R2平均) (H30-R2平均)

倉敷市 0.87 89.6 3.7 31.2

笠岡市 0.58 91.2 6.4 59.5

井原市 0.42 89.0 9.7 －

総社市 0.61 92.8 7.4 14.7

高梁市 0.32 94.7 12.5 76.5

新見市 0.25 85.8 9.6 41.4

浅口市 0.45 92.1 10.1 －

早島町 0.73 91.8 6.6 －

里庄町 0.58 85.2 7.6 －

矢掛町 0.36 87.0 9.0 －

歳出総額 歳入歳出差引

将来負担
比率　(％)

実質収支 積立金現在高 地方債現在高
市町名

経常収支比
率　　　(％)

市町名

歳入総額

 財政力指数
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２ 環境関係施設等の概況 

（１） 大気汚染防止法等に係るばい煙発生施設等の設置状況        （令和４年３月末） 

 ばい煙発生施設 粉じん発生施設 
揮発性有機化合物

排 出 施 設

有害ガス 

発生施設 
水銀排出施設

大気汚染防止法 県条例（※） 大気汚染防止法 県条例（※） 大気汚染防止法 県条例（※） 大気汚染防止法

総 社 市 ９９  １ ８４ １１    １ ２３    １ 

早 島 町 ２３  ０    ０    ０    ０ １５    ０ 

笠 岡 市 １２９  ０ ７３    ８    ０ ２０５    ０ 

井 原 市 ９６  ０ ３６    ６    ５ １７６    ２ 

浅 口 市 ５０    ０    ３    ０    ３ １１    ０ 

里 庄 町 ５１    ０    ０    ２    ０ ２０    ２ 

矢 掛 町 ３６    ０    ０    ０    ４ １１    ０ 

高 梁 市 ７８    １ ３２ １０    ０ ３２    ２ 

計 ５６２    ２ ２２８ ３７ １３ ４９３    ７ 

（※）岡山県環境への負荷の低減に関する条例 

 

（２） 水質汚濁防止法等に係る特定事業場の状況           （事業場数、令和４年３月末） 

 瀬戸内海環境 

保全特別措置法 

水質汚濁防止法（うちみなし施設）

県条例（※） 日平均排水量 

50ｍ３／日以上 50ｍ３／日未満

総 社 市 １７ １７( ４) １１２( ４) １０ 

早 島 町  ０  ０( ０)  ２０( ０)     １ 

笠 岡 市 １５  ４( ２) １８１( ８)     ６ 

井 原 市 １８  １( ０) １３１( ９)     ９ 

浅 口 市  ２  ４( １)   ９６( ３)     ２ 

里 庄 町  ３  ０( ０)  ３４( ３)     ４ 

矢 掛 町  ２  ４( ０)  ４２( １)     ２ 

高 梁 市  ７  ２( １) １３６( ６) １２ 

計 ６４ ３２( ８) ７５２(３４) ４６ 

（※）岡山県環境への負荷の低減に関する条例 

 

(３） 浄化槽設置状況                    （設置基数、令和４年３月末） 

合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 計 

総 社 市 ４，１０２ １，５００ ５，６０２ 

早 島 町 ６４ ２７１ ３３５ 

笠 岡 市 ３，６５５ １，５８６ ５，２４１ 

井 原 市 ２，８８８ １，９２８ ４，８１６ 

浅 口 市 １，８３３ ６４０ ２，４７３ 

里 庄 町 ９３０ ２２２ １，１５２ 

矢 掛 町 ３４９ ３１５ ６６４ 

高 梁 市 ３，２５６ １，０２５ ４，２８１ 

新 見 市 ２，５５６ ４８２ ３，０３８ 

計 １９，６３３ ７，９６９ ２７，６０２ 
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（４） ダイオキシン類特別措置法に係る特定施設数            （令和４年３月末） 

ダイオキシン類特別措置法特定施設 

総 社 市  ２ 

早 島 町  ０ 

笠 岡 市  １ 

井 原 市  ５ 

浅 口 市  １ 

里 庄 町  ２ 

矢 掛 町  １ 

高 梁 市 ２０ 

新 見 市 ２１ 

計 ５３ 

 

（５）第一種フロン類充塡回収業者数  ２３５業者           （令和４年３月末） 

 

（６） 産業廃棄物処理業者等の状況                  （令和４年３月末） 

区 分 許 可 業 者 数 

産業廃棄物収集運搬業 1,315 

産業廃棄物処分業（中間処理） 38 

産業廃棄物処分業（最終処分） 1 

産業廃棄物処分業（中間処理・最終処分） 1 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 167 

※倉敷市を除く 

 

（７） 産業廃棄物処理施設の設置状況                  （令和４年３月末） 

区 分 施 設 の 種 類  施 設 数 

中間処理施設 汚泥の脱水施設  1 

汚泥の乾燥施設  1 

廃プラスチック類の破砕施設  5 

木くず、がれき類の破砕施設 29 

産業廃棄物の焼却施設  1 

小 計 37 

最終処分場 安定型処分場  2 

管理型処分場  3 

小 計  5 

合 計 42 

※倉敷市を除く 

 

（８） 自動車リサイクル法に係る登録・許可業者の状況               （令和４年３月末） 

引 取 業 フロン類回収業 解 体 業 破 砕 業 

77 32 12 5 
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（９） 市町の一般廃棄物（ごみ、し尿）の処理状況 

   ① ごみ処理の状況                       （令和２年度、t／年） 

直接埋立量 中間処理量 直接資源化量 ごみ処理量 

倉 敷 市 236 172,090 4,948 177,274 

総 社 市 0 24,111 0 24,111 

早 島 町 0 3,988 283 4,271 

笠 岡 市 0 14,295 1,040 15,335 

井 原 市 480 10,581 281 11,342 

浅 口 市 273 10,463 530 11,266 

里 庄 町 0 3,072 272 3,344 

矢 掛 町 0 2,860 266 3,126 

高 梁 市 0 10,611 0 10,611 

新 見 市 0 8,150 428 8,578 

計 989 260,221 8,048 269,258 

 

  ② し尿処理の状況                         （令和２年度、人） 

 
水 洗 化 人 口 非水洗化人口 総 人 口

下 水 道 浄 化 槽 計画収集人口 自家処理人口 

倉 敷 市 362,442 91,761 20,841 6,602 481,646 

総 社 市 42,087 24,858 2,529 0 69,474 

早 島 町 12,205 382 132 0 12,719 

笠 岡 市 24,687 12,472 10,178 0 47,337 

井 原 市 16,958 13,019 8,350 110 38,437 

浅 口 市 20,880 5,295 7,768 66 34,009 

里 庄 町 5,517 2,358 3,268 8 11,151 

矢 掛 町 10,212 1,435 2,327 0 13,974 

高 梁 市 12,928 12,051 4,047 450 29,476 

新 見 市 14,415 7,793 6,364 0 28,572 

計 522,331 171,424 65,804 7,236 766,795 

 

（10） 市町（一部事務組合）の一般廃棄物処理施設           （令和４年４月  稼働中） 

区 

分 

設置主体 

施 設 名 
設置場所

処理 

能力 

使 用

開始年
構 成 市 町 

 

 

 

焼 

却 

施 

設 

 

 

 

倉敷市 

水島清掃工場 

倉敷市水島

川崎通 

300 

(ｔ/日)

Ｈ6 倉敷市（早島町） 

新見市 

クリーンセンター 

新見市金谷 46 

(ｔ/日)

Ｈ11 新見市 

倉敷西部清掃施設組合 

清掃工場     

倉敷市玉島

道越 

180 

(ｔ/日)

Ｈ10 浅口市、倉敷市 

総社広域環境施設組合 

吉備路クリーンセンター 

倉敷市真備

町箭田 

180 

(ｔ/日)

Ｈ9 総社市、倉敷市 

岡山県西部環境整備施設組合 

里庄清掃工場 

里庄町新庄 200 

(ｔ/日)

Ｈ11 笠岡市、浅口市、里庄町 
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焼

却

施

設 

設置主体 

施 設 名 
設置場所

処理 

能力 

使 用

開始年
構 成 市 町 

岡山県井原地区清掃施設組合 

井原クリーンセンター 

井原市木之

子町 

90 

(ｔ/日)

Ｈ6 井原市、矢掛町 

高梁地域事務組合 

クリーンセンター 

高梁市段町 56 

(ｔ/日)

Ｈ10 高梁市、吉備中央町 

水島エコワークス株式会社 

倉敷市資源循環型廃棄物処理

施設 

倉敷市水島

川崎通 

555(うち

一廃303)

(ｔ/日)

Ｈ17 倉敷市 

粗 

大 

ご 

み 

処 

理 

施 

設 

倉敷市 

東部粗大ごみ処理場 

倉敷市二子 80 

(ｔ/日)

Ｈ6 倉敷市 

総社広域環境施設組合 

吉備路クリーンセンター 

倉敷市真備

町箭田 

36 

(ｔ/日)

Ｈ9 総社市、倉敷市 

岡山県西部衛生施設組合 

井笠広域資源化センター 

笠岡市平成

町 

40 

(ｔ/日)

Ｈ7 笠岡市、井原市、浅口市、

矢掛町、里庄町 

高梁市地域事務組合 

粗大ごみ処理施設 

高梁市段町 30 

(ｔ/日)

Ｓ55 高梁市、吉備中央町 

再

生

利

用

施

設 

倉敷市 

資源選別所 

倉敷市水島

川崎通 

15 

(ｔ/日)

Ｈ8 倉敷市 

倉敷市 

船穂町堆肥化センター 

倉敷市船穂

町 

2 

(ｔ/日)

Ｈ8 倉敷市 

岡山県西部衛生施設組合 

リサイクルプラザ 

笠岡市平成

町 

27 

(ｔ/日)

Ｈ12 笠岡市、井原市、浅口市、

矢掛町、里庄町 

高梁地域事務組合 

リサイクルプラザ 

高梁市落合

町阿部 

14.6 

(ｔ/日)

Ｈ12 高梁市、吉備中央町 

最

終

処

分

場 

倉敷市 

東部最終処分場（2期） 

倉敷市二子 330,000

（m３) 

Ｈ15 倉敷市 

総社市 

一般廃棄物最終処分場 

総社市下倉 188,000

（m３) 

Ｓ57 総社市 

総社市 

新一般廃棄物最終処分場 

総社市下倉 114,000

（m３) 

H30 総社市 

井原市 

一般廃棄物埋立処分場 

井原市高屋

町 

32,980 

（m３) 

Ｈ2 井原市 

新見市 

新見市処理センター 

新見市哲多

町宮河内 

27,400 

（m３) 

Ｈ19 新見市 

浅口市 

金光一般廃棄物最終処分場 

浅口市金光

町下竹 

39,700 

（m３) 

Ｈ12 浅口市 

早島町 

一般廃棄物埋立処分地 

早島町大字

矢尾 

224,000

（m３) 

Ｓ56 早島町 

高梁地域事務組合 

一般廃棄物最終処分場 

高梁市松原

町松岡 

126,000

（m３) 

Ｓ55 高梁市、吉備中央町 

岡山県西部衛生施設組合 

一般廃棄物最終処分場 

井原市高屋

町 

104,600

（m３) 

Ｒ４ 笠岡市、井原市、浅口市、

矢掛町、里庄町 
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区 

分 

設置主体 

施 設 名 
設置場所

処理 

能力 

使 用

開始年
構 成 市 町 

し

尿

処

理

施

設 

倉敷市 

白楽町し尿処理工場 

倉敷市白楽

町 

240 

（kℓ/日)

Ｓ40 倉敷市 

倉敷市 

水島し尿処理場 

倉敷市水島

川崎通 

128 

（kℓ/日)

Ｓ44 倉敷市 

倉敷市 

玉島し尿処理場 

倉敷市玉島

乙島 

70 

（kℓ/日)

Ｓ56 倉敷市 

新見市 

衛生センター  

新見市金谷 43 

（kℓ/日)

Ｈ28 新見市 

備南衛生施設組合 

清鶴苑 

倉敷市茶屋

町 

80 

（kℓ/日)

Ｓ60 岡山市、倉敷市、早島町 

総社広域環境施設組合 

アクアセンター吉備路 

総社市窪木 90 

（kℓ/日)

Ｈ19 総社市、倉敷市 

岡山県西部衛生施設組合 

井笠広域クリーンセンター 

笠岡市平成

町 

210 

（kℓ/日)

Ｓ63 笠岡市、井原市、浅口市、

里庄町 

高梁地域事務組合 

し尿処理場 

高梁市段町 62 

（kℓ/日)

Ｓ50 高梁市、吉備中央町 

 

（11） 墓地埋葬関係施設の状況                          （令和４年３月末） 

 
墓 地 納 骨 堂 火 葬 場 

公 共 宗 教 法 人 

早 島 町 ２  １０ ０  １ 

里 庄 町 １   ２ １  ０ 

矢 掛 町 ５  ３２ ４  ０ 

計 ８  ４４ ５  １  
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３ 保健福祉の概況

実数 率 実数 率 実数 率
（人口千対） （人口千対） （出産千対）

倉敷市 3,846 8.1 4,807 10.1 83 21.1 2,261 846 199,082 474,592

総社市 526 7.6 710 10.3 11 20.5 262 121 27,110 69,030

早島町 143 11.6 113 9.1 0 0.0 31 23 4,522 12,368

倉敷地域計 4,515 8.1 5,630 10.1 94 20.4 2,554 990 230,714 555,990

笠岡市 232 5.0 746 16.2 4 16.9 150 43 18,466 46,088

井原市 191 5.0 598 15.6 2 10.4 120 41 14,732 38,384

浅口市 193 5.9 469 14.3 1 5.2 99 40 12,615 32,772

里庄町 69 6.3 107 9.8 1 14.3 27 24 4,138 10,950

矢掛町 74 5.5 217 16.2 0 0.0 27 17 5,000 13,414

井笠地域計 759 5.4 2,137 15.1 8 10.4 423 165 54,951 141,608

高梁市 111 3.8 540 18.6 3 26.3 71 32 12,886 29,072

高梁地域計 111 3.8 540 18.6 3 26.3 71 32 12,886 29,072

新見市 118 4.2 544 19.4 0 0.0 65 25 11,324 28,079

新見地域計 118 4.2 544 19.4 0 0.0 65 25 11,324 28,079

管内計 5,503 7.3 8,851 11.7 105 18.7 3,113 1,212 309,875 754,749

県計 13,521 7.2 21,788 11.5 267 19.4 7,852 2,986 801,409 1,888,432

注　　人口動態は、厚生労働省　令和２年人口動態調査　人口動態総覧（都道府県；保健所・市町村別）による。

      世帯数、人口は、総務省統計局令和２年国勢調査による。

      出生率・死亡率は人口千対、死産率は出産千対の割合で、備中保健所で算出。
死産率＝死産数/（出生数＋死産数）×1,000

(１)  人口動態等

人　　口　　動　　態

世帯数 人 口
出生 死亡 死産

婚姻数 離婚数
市町
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(2)-1　社会福祉等

市町

倉敷市 126,084 29.2 357 15,536 5,298 6,956 1.45 16,275 4,853 4,617 3,884 1,009

総社市 19,708 28.8 56 3,475 314 402 0.58 2,337 690 495 471 385

早島町 3,454 28.0 22 1,200 27 37 0.29 439 112 77 37 31

倉敷地域計 149,246 29.1 435 20,211 5,639 7,395 1.32 19,051 5,655 5,189 4,392 1,425

笠岡市 16,952 38.9 74 3,384 313 359 0.77 2,013 535 415 1,007 439

井原市 14,312 37.8 57 3,459 104 122 0.31 1,945 451 306 401 80

浅口市 11,991 37.1 80 4,470 95 107 0.32 1,285 334 227 295 72

里庄町 3,477 32.0 37 2,782 23 36 0.32 399 87 93 69 69

矢掛町 5,190 39.4 27 907 58 78 0.56 622 178 95 103 48

井笠地域計 51,922 37.7 275 15,002 593 702 0.48 6,264 1,585 1,136 1,875 708

高梁市 11,787 42.2 60 3,670 193 274 0.94 1,486 337 244 641 128

高梁地域計 11,787 42.2 60 3,670 193 274 0.94 1,486 337 244 641 128

新見市 11,495 42.1 85 5,556 142 161 0.57 1,434 289 161 530 342

新見地域計 11,495 42.1 85 5,556 142 161 0.57 1,434 289 161 530 342

管内計 224,450 31.8 855 44,439 6,567 8,532 1.12 28,235 7,866 6,730 7,438 2,603

県計 559,388 31.0 2,474 131,492 18,535 23,623 1.25 70,256 18,832 10,015 17,385 6,513

注　令和4年3月31日現在。　

　　　65歳以上人口は令和3年10月1日毎月流動人口調査による。

　　　老人クラブ数及び加入者数の県計は令和3年3月31日現在

　　　生活保護の被保護世帯数・被保護人員・保護率は令和4年2月の保護統計による。

　　　身体障害者手帳所持者数及び療育手帳所持者数は令和3年3月31日現在

 　   精神障害者保健福祉手帳交付者数は令和4年3月31日現在（岡山市分除く）

　　　地区衛生組織は令和3年度

保
護
率
（

%
）

生活保護
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
数

被
保
護
人
員

栄
養
委
員

愛
育
委
員

地区衛生組織

療
育
手
帳
所
持
者
数

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
交
付
者
数

老　　　　　　人

被
保
護
世
帯
数

６５歳以上
人口

老人クラブ

総
数

人
口
比

ク
ラ
ブ
数

加
入
者
数
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（２）-２　社会福祉等

83 9,840 9,941

16 1,808 1,706

13 1,210 1,444

2 320 247

3 400 438

0 0 0

99 11,450 11,823

18 2,128 1,953

11 860 624

4 470 463

9 775 843

0 0 0

4 365 399

5 374 344

2 320 336

0 0 1

3 230 231

1 165 182

29 2,550 2,433

10 1,009 990

4 325 349

3 285 209

4 325 349

3 285 209

5 400 310

7 370 328

5 400 310

7 370 328

137 14,725 14,915

38 3,792 3,480

242 24,576 24,147

62 7,924 5,782

注 令和4年3月31日現在。　
    介護保険の施設入所者数は令和3年10月分施設サービス受給者数
    介護保険の要介護者認定数は令和3年12月末現在（第1号被保険者のみ）
    保育所、認定こども園の施設数、認可定員、入所児童数は令和4年3月1日現在（県計は岡山市除く）
    入所児童数は他市町村所在施設への入所含む。認定こども園は1号認定(保育を必要としない児童)除く。

　　民生（児童）委員数は、令和元年12月1日の一斉改選時の定数
　　身体障害者相談員数、知的障害者相談員数の県計は令和3年6月1日現在（障害福祉課調べ）

認定こども園（下段）

保育所（上段）

市町

（

要
支
援
者
数
を
含
む
）

介護保険

施
設
入
所
者
数

要
介
護
者
認
定
数

施
設
数

認
可
定
員

790 33 16

知
的
障
害
者
相
談
員
数

民
生
（

児
童
）

委
員
数

身
体
障
害
者
相
談
員
数

入
所
児
童
数

総社市 539 3,707

倉敷市 3,048 28,753

164 9 4

早島町 112 660 23 2 1

2

倉敷地域計 3,699 33,120 977 44 21

145 5

笠岡市 694 3,624 160 3

5

浅口市 475 2,241 79 7 3

井原市 502 3,140

里庄町 122 672 23 2 1

矢掛町 216 1,052 47 0 0

井笠地域計 2,009 10,729 454 17 11

高梁市 654 2,818 136 10 7

6

高梁地域計 654 2,818 136 10 7

133 9

新見市 638 2,789 133 9

6

管内計 7,000 49,456 1,700 80 45

新見地域計 638 2,789

県計 16,858 119,180 4,388 220 116

－ 103 －



（３） 医療

病院 一般診療所 歯科診療所 計

倉敷市 36 350 226 612

総社市 3 50 27 80

早島町 1 9 7 17

倉敷地域計 40 409 260 709

笠岡市 5 40 24 69

井原市 3 29 21 53

浅口市 2 19 13 34

里庄町 1 5 4 10

矢掛町 2 8 7 17

井笠地域計 13 101 69 183

高梁市 4 32 14 50

高梁地域計 4 32 14 50

新見市 4 30 10 44

新見地域計 4 30 10 44

管内計 61 572 353 986

県計 161 1,650 988 2,799

衛生（医療機関）

注　　令和元年10月1日医療施設調査による。

市町
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４　農林水産業の概況

　(1)　主要農産物

　(2)　畜産物

　(3)　主要林産物

　(4)　水産物 (単位：t)

1,696

x

-

-

6,117

のり類
収穫量

品　目
管内作付面積 県作付面積 面積シェア

（ｈａ） （ｈａ） （管内/県）％

大　豆 203 1,540 13.2

主要野菜 256 378 67.7

水　稲 7,836 28,800 27.2

麦　類 136 3,248 4.2

(注)水稲はR3年産、麦類・大豆はR2年産、野菜はR2年産、果樹はR3年産、花きはR2年産
　　水稲、麦類、大豆：「作物統計」(農林水産省)
　　主要野菜(ブロッコリー・夏秋トマト・れんこん・ごぼう(R元年産))、
    主要果樹(桃・ぶどう)、主要花き(スイートピー・りんどう)：農産課調べ

品　目
管内頭羽数 頭羽数シェア 県生産額

(頭、千羽) (管内/県)％ (億円)

主要果樹 909 1,897 47.9

主要花き 8.63 13.73 62.9

豚 27,470 66.9 21

鶏 6,500 48.0 322

乳用牛 8,061 48.1 146

肉用牛 10,031 30.6 96

苗木(千本) 65 1,323 4.9 

素材(千㎥) 92 339 27.1 

合　計 －　 －　 585

(注)頭羽数：家畜保健衛生所調べ（令和4年2月現在）
　　生産額：「令和２年農業産出額及び生産農業所得」(農林水産省)

品　目 管内生産量 県生産量
生産量シェア

(管内/県)％

2,916 16,225 18.0 

生しいたけ(kg) 159,273 1,321,524 12.1 

特
用
林
産
物

たけのこ(kg) 125,726 148,869 84.5 

ひらたけ(kg) 1,381 13,852 10.0 

乾しいたけ(kg)

まつたけ(kg) 1,034 1,381 74.9 

30

岡山県 2,579 207 96 134

区　分 漁獲量 たこ類 いか類 えび類

倉敷市 712 108 20 23

(注)苗木、素材：林政課集計　令和２年次生産量
　　特用林産物：「岡山県特用林産物生産流通統計(令和２年次・林政課)」

(注)市値：「平成30年海面漁業生産統計調査」(農林水産省) ※平成30年で調査終了
　　県値：「令和２年海面漁業生産統計調査」(農林水産省)
　 「x」： 個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため統計数値を公表しないもの

管内計 1,475 163 39 135

笠岡市 512 44 12 82

浅口市 251 11 7
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5　公共土木施設等の概況
(1) 道路

備中県民局計 （令和3年4月1日現在）
実延長
（km） 延長（km） 率 延長（km） 率

国道（指定区間外） 7 244.8 244.8 100.0% 244.8 100.0%

主要地方道 32 560.0 481.6 86.0% 558.9 99.8%

一般県道 113 786.8 523.1 66.5% 777.9 98.9%

県道計 145 1,346.8 1,004.7 74.6% 1,336.8 99.3%

県管理道計 136 1,478.6 1,187.3 80.3% 1,474.5 99.7%

倉敷地域
実延長
（km） 延長（km） 率 延長（km） 率

国道（指定区間外） 3 70.4 70.4 100.0% 70.4 100.0%

主要地方道 14 153.3 135.4 88.3% 153.3 100.0%

一般県道 44 228.1 199.6 87.5% 227.8 99.9%

県道計 58 381.5 335.1 87.8% 381.1 99.9%

県管理道計 61 451.8 405.4 89.7% 451.5 99.9%

井笠地域
実延長
（km） 延長（km） 率 延長（km） 率

国道（指定区間外） 2 40.8 40.8 100.0% 40.8 100.0%

主要地方道 11 163.9 145.4 88.7% 162.9 99.4%

一般県道 32 198.0 132.2 66.8% 196.2 99.1%

県道計 43 361.9 277.7 76.7% 359.1 99.2%

県管理道計 45 402.7 318.4 79.1% 399.9 99.3%

高梁地域
実延長
（km） 延長（km） 率 延長（km） 率

国道（指定区間外） 3 64.1 64.1 100.0% 64.1 100.0%

主要地方道 8 80.2 70.5 87.8% 80.2 100.0%

一般県道 27 212.1 110.2 51.9% 212.1 100.0%

県道計 35 292.4 180.7 61.8% 292.4 100.0%

県管理道計 38 356.5 244.8 68.7% 356.5 100.0%

新見地域
実延長
（km） 延長（km） 率 延長（km） 率

国道（指定区間外） 2 69.5 69.5 100.0% 69.5 100.0%

主要地方道 8 162.5 130.3 80.1% 162.4 99.9%

一般県道（県管理） 5 35.6 18.9 53.1% 34.7 97.5%

一般県道（市管理） 16 112.9 62.1 55.0% 107.0 94.8%

一般県道　計 21 148.5 81.0 54.5% 141.8 95.4%

県道計 29 311.1 211.3 67.9% 304.2 97.8%

県管理道計 15 267.7 218.7 81.7% 266.7 99.6%

道路種別 路線数
改良済 舗装済

道路種別 路線数
改良済 舗装済

道路種別 路線数
改良済 舗装済

道路種別 路線数
改良済 舗装済

道路種別 路線数
改良済 舗装済
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(2) 河川・砂防指定地・水門等
①河川

（令和4年4月1日現在）

地域 区分 水系名 延長（km） 備考

高梁川 60.0 地域内河川数　16

計 60.0 地域内河川数　16

笹ヶ瀬川 24.0 地域内河川数　6

里見川 6.9 地域内河川数　3

倉敷川 27.0 地域内河川数　6

小田川 5.4 地域内河川数　1

砂川 1.6 地域内河川数　1

下村川 2.2 地域内河川数　1

溜川 0.5 地域内河川数　1

計 67.6 地域内河川数　19

127.6 地域内河川数　35

高梁川 181.0 地域内河川数　37

芦田川 5.5 地域内河川数　1

計 186.5 地域内河川数　38

里見川 40.3 地域内河川数　11

大島川 3.9 地域内河川数　1

今立川 7.9 地域内河川数　2

吉田川 5.0 地域内河川数　1

用ノ江川 4.2 地域内河川数　2

計 61.3 地域内河川数　17

247.8 地域内河川数　55

高梁川 180.4 地域内河川数　29

計 180.4 地域内河川数　29

180.4 地域内河川数　29

高梁川 197.2 地域内河川数　19

計 197.2 地域内河川数　19

197.2 地域内河川数　19

高
梁

一級河川

合計

新
見

一級河川

合計

倉
敷

一級河川

二級河川

合計

井
笠

一級河川

二級河川

合計
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②砂防・水門及び港湾・漁港
(令和4年4月1日現在)

砂

防

指

定

地

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

地

す

べ

り

防

止

区

域

県

管

理

市

町

村

管

理

県

管

理

市

町

村

管

理

建

設

海

岸

港

湾

海

岸

漁

港

海

岸

倉敷市 46 133 15 3 2 4 3 5 20 5

総社市 38 17 1

早島町 2

計 84 152 1 15 3 2 4 3 5 20 5

笠岡市 38 40 3 2 6 1 6 17 12 1

井原市 44 18 8 5

浅口市 39 16 2 1 1 1

里庄町 5 3

矢掛町 25 3 19

計 151 80 8 29 2 6 2 6 18 12 2

高
梁

 高梁市 164 10 24 20

新
見

新見市 138 17 11

537 259 44 64 5 8 6 9 23 32 7

海岸保全区域

倉
敷

井
笠

合計

地域 市町村

砂　　防
河
川
水
門
・
排
水
機
場

（

県
管
理
）

港湾 漁港
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(3) ダムの概要
(令和4年4月1日現在)

工　　程

ダム名 水系名 集水 総貯水 実調

所在地 河川名 堤高 堤頂長 堤体積 面積 容　量 建設

ｍ ｍ 千m3 km2 　千m3 竣工

河　本 高梁川 Ｆ Ｉ 中　空 60.0 258.6 215.9 332.6 17,350 S33

新見市 西　川 Ｐ 重力式 内間接 S36

107.1 S39

高瀬川 高梁川 Ｆ Ｎ 重力式 67.0 273.6 188.0 21.6 4,530 S49

新見市 高瀬川 Ｗ S51

S56

千　屋 高梁川 Ｆ Ｎ 重力式 97.5 259.0 697.0 88.0 28,000 S46

新見市 高梁川 Ｗ I S50

Ｐ H10

楢　井 高梁川 Ｆ Ｎ 重力式 38.2 92.0 31.9 3.5 470 H 2

高梁市 右の谷川 Ｗ I H 5

H 8

三室川 高梁川 Ｆ Ｎ 重力式 74.5 231.0 242.7 22.6 8,200 S62

新見市 三室川 Ｗ Ｐ H 3

H17

※　「目的」欄 Ｆ：洪水調節 Ｎ：不特定用水 Ｗ：上水道

Ｉ：工業用水 Ｐ：発電

※　「形式」欄 重　力　式：重力式コンクリートダム

中空重力式：中空重力式コンクリートダム

※　「工程」欄 実調：実施計画調査

種別

ダ　ム　諸　元

形式

補

助

管

理

目的
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(4) 都市計画区域

(令和4年1月1日現在)

市町

倉敷市

総社市

早島町

笠岡市

井原市

浅口市

里庄町

矢掛町

高梁市

新見市

地域 市町村

第１種
低層住
居専用
地　域

第２種
低層住
居専用
地　域

第１種
中高層
住居専
用地域

第２種
中高層
住居専
用地域

第１種
住　居
地　域

第２種
住　居
地　域

準住居

地　域

近　隣
商　業
地　域

商　業

地　域

準工業

地　域

工　業

地　域

工　業
専　用
地　域

計

倉 敷 市 1,738 14 922 158 2,391 1,024 355 216 2,380 361 2,528 12,087

総 社 市 183 40 64 279 74 61 6 44 42 145 938

早 島 町 19 98 66 11 127 5 325

1,940 14 1,060 222 2,736 1,098 0 427 222 2,551 408 2,673 13,350

笠 岡 市 213 21 111 243 43 49 25 215 65 578 1,563

井 原 市 26 10 326 28 38 227 37 56 748

浅 口 市 37 34 4 46 70 20 24 234

里 庄 町 0

矢 掛 町 2 36 50 43 13 6 150

276 0 67 151 665 113 0 140 63 479 108 634 2,695

高 梁 高 梁 市 68 57 11 59 4 46 10 54 40 348

新 見 新 見 市 30 160 21 16 31 167 56 481

2,313 14 1,185 384 3,620 1,236 0 629 325 3,251 612 3,307 16,874

5,193 18 2,948 1,208 8,427 2,082 11 1,699 1,143 5,876 1,643 3,902 34,150

44.5% 77.8% 40.2% 31.8% 43.0% 59.4% 0.0% 37.0% 28.5% 55.3% 37.3% 84.7% 49.4%

備中県民局 都　市　計　画　区　域　（ha）

地　　域 市街化区域 市街化調整区域 非線引区域 計

倉　　敷

12,087 23,265 35,352

938 13,850 14,788

325

小計 13,350 37,552 0 50,902

8,995

437 762

5,745 5,745

小計 0 0 36,877 36,877

井　　笠

11,852 11,852

1,223 1,223

9,062 9,062

8,995

新　　見 2,900 2,900

高　　梁 2,100 2,100

県計 26,185 219,987

県民局計 13,350 37,552 41,877 92,779

42.2%

全 県 比

倉 敷

小 計

井 笠

小 計

備 中 局 計

岡 山 県 計

備中県民局 用　途　地　域　（ha）

全県対比 51.0%
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(令和4年4月1日現在)

施 設 名 港 名

水　島　港
（水島地区）

水深(-5.0m)～(-16.0m) 延長　　15,050m

水　島　港
（玉島地区）

水深(-2.0m)～(-10.0m) 延長　　11,905m

児　島　港
水深(-3.0m) 延長　　   300m

笠　岡　港
（港町地区）

水深(-5.5m) 延長　　 3,500m

水　島　港
（水島地区）

　　　　　　　　─ 面積　　4,405,560m
2

水　島　港
（玉島地区）

　　　　　　　　─ 面積　　1,334,620m
2

児　島　港 　　　　　　　　─ 面積　　  183,850m
2

下 津 井 港 　　　　　　　　─ 面積　　   45,000m
2

笠　岡　港
（港町地区）

水深(-4.5m)
水深(-5.5m)

面積　　   28,350m
2

面積　　   57,600m
2

水　　　島 　　3箇所

玉　　　島 　 17箇所

児　　　島  　 7箇所

下　津　井 　　2箇所

北　木　島 　　3箇所

笠　　　岡 　　3箇所

水　島　港
（水島地区）

8箇所水深(-3.6m)～(-14.0m)
標準けい留船舶
500～15,000載貨重量トン

水　島　港
（玉島地区）

18箇所水深(-4.0m)～(-12.0m)
標準けい留船舶
200～30,000載貨重量トン

児　島　港
（児島地区）

5箇所水深(-3.0m)～(-5.5m)
標準けい留船舶
200～2,000載貨重量トン

笠　岡　港
（港町地区）

5箇所水深(-4.5m)～(-5.5m)
標準けい留船舶
700～2,000載貨重量トン

水　島　港
（水島地区）

11路線　臨港道路
延長　　10,113.9m
幅員　　4.2m～25.1m

水　島　港
（玉島地区）

24路線　　 〃
延長　　24,717.3m
幅員　　7.9m～30.5m

水　島　港
（水島玉島地区）

1路線　 　 〃
延長　　2,852.3m
幅員　　11.5m

児　　　島 2路線　　　〃
延長　　879.4m
幅員　　7.0m～10.0m

下　津　井 1路線　　　〃
延長　　497.8m
幅員　　10.5m

その他 上　　屋

荷役機械

野 積 場

給水施設

環境緑地

けい留施設
(大型けい船岸)

(5) 水島港等の公共港湾施設

備 考

航   　　路

泊   　　地

水    　　門

臨港交通施設

８棟延11,402.9m
2
（総床面積）

天井クレーン3基（定格荷重20ﾄﾝ１基・2ﾄﾝ１基・2.8ﾄﾝ１基）
ジブクレーン1基（定格荷重20ﾄﾝ）
ガントリークレーン4基（定格荷重30.5ﾄﾝ）
アンローダ 2基（機械式800t/h,空気式400t/h)
シップローダ 1基（400t/h）
ミールローダ 1基（300t/h）

面積567,932.04m
2

65箇所、能力6～40ｔ/Ｈ

25箇所、408,777m
2
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(6) 港湾・漁港

種 別 港 名

国際拠点港湾 水 島 港

地方港湾 児 島 港

下津井港

笠 岡 港

北木島港

漁     港 大畠漁港

下津井漁港

呼松漁港

沙美漁港

寄島漁港

白石島漁港

地方港湾 大浜港 　　倉敷市

松島港 　　　〃

前浦港 　　笠岡市

丸岩港 　　　〃

豊浦港 　　　〃

小飛島港 　　　〃

大飛島港 　　　〃

大浦港 　　　〃

漁    港 通生漁港 　　倉敷市

勇崎漁港 　　　〃

小原漁港 　　　〃

正頭漁港 　　笠岡市

横江漁港 　　　〃

高島漁港 　　　〃

金風呂漁港 　　　〃

真鍋島漁港 　　　〃

湛江漁港 　　　〃

令和２年取扱貨物量　      　　　 　 1,452 千トン

備 考

（県　　　管　　　理）

令和２年取扱貨物量        　　     71,283 千トン

令和２年取扱貨物量　　　　　           78 千トン

令和２年取扱貨物量　      　　　         -

令和2年取扱漁獲量       36トン　登録漁船隻数　 32隻

（市　町　村　管　理）

令和２年取扱貨物量　        　　         -

令和2年取扱漁獲量　　   60トン　登録漁船隻数  269隻

令和2年取扱漁獲量      744トン　登録漁船隻数　368隻

令和2年取扱漁獲量　　    0トン　登録漁船隻数　  0隻

令和2年取扱漁獲量　     86トン　登録漁船隻数 　51隻

令和2年取扱漁獲量      790トン　登録漁船隻数　114隻
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Ⅲ 第３次晴れの国 

おかやま生き活きプラン 
令和３(2021)年度～令和６(2024)年度 

地域別構想（備中地域 抜粋）        
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 令和４年度備中県民局の概要は、 
備中県民局のホームページに掲載しています。

ⓒ岡山県「ももっち」と「うらっち」 
（この冊子は、再生紙を使用しています。）


