
○バイオ燃料 (廃食用油再生)地域利用事業 1, 684千円

家庭と事業所から出る使用済みてんぷ ら油の回収量を増や し､ごみ収集車や民間車両

の BDF使用量を拡大 し､ C02の削減に地域ぐるみで貢献 します｡

○焼却残さのセメン ト原料化事業	 315, 250千円

当新田環境センターと岡南環境センターの焼却残 さのセメン ト原料化事業を開始 します｡

○西部 リサイクルプラザ施設整備	 15, 800千円

西部リサイクルプラザを整備することで､資源化の推進 と最終処分場の延命化を図り

ます｡平成 23年度は都市計画決定､事業者との契約を行います｡

債務負担行為設定 (平成 23-46年度)

最終処分場の延命化の取組

焼却残さのセメント原料化事業 
(残さの埋立回避による埋立量の削減)

3年9ケ月延命西部リサイクルプラザの整備･運営事業 
(不燃ごみの直接埋立回避による埋立量の削減) 

IL18 H21 112ノ1 日 27 日 3 0 日 3 3 日 3 6 lil･39 1-242 日･ 15 日 . 18 日 51 

18年 8ケ月闇 約13年9ケ月召正命可能
32年5ケ月間

注 平成 21年 度 粟 鰍 こよ り推計

■主な事業の目標

事業名 指標 H21実績値 H22目標値 H23目標値



街と国園の卦だ毎を明確


③都心 と地域拠点の創生
【コンパクト市街地と田園の共生プロジェクト】【生活交流都心創生プロジェクト】

【快適なにぎわい空間の創出】

○都心創生まちづくり構想の策定 3, 183千円

旧城下町エ リアにおいて､城下町固有の歴史 ･

文化 ･伝統をいかした風格と魅力あふれる都心づくり

を進めるためのまちづくり構想を策定します｡ . 

0まちなかのにぎわい創出に向けた取組

都心部において突通 .緑化等の都市政策と高齢者対策等の福祉政策の視点を融合させ

た取組を進め､まちなかのにぎわいを創出しますo

･㊨ 地域優良賃貸住宅 (高齢音型)制度 83, 979千円

まちなかにおける高齢者 -の生活支援施設やサービス提供とあわせた優良賃貸

住宅の建設をモデル的に支援 します｡

･㊨ 都心まちおこし支援事業 1, 000千円

市街地更新の促進に向けて講習会等を開催 し､地元が主体となったまちづくりの

機運を醸成 しますO

･㊨ 自転車先進都市おかやま事業 (13頁参照)

･㊨ 西川魅力にぎわい創出事業 (3頁参照)

㊨ 新時代おかやまコンベンション創造事業等 (28頁参照)



【地域拠点の形成】

○岡山操車場跡地整備基本計画の策定 23, 000千円

岡山操車場跡地について､日常は市内外の人々が憩い集える場､災害時は防災拠点､

また､健康 ･福祉 ･医療の機能を備えた総合福祉の拠点として､都市ビジョンに掲げる

都市像のシンボルとなるまちづくりを進めるため､基本計画を策定します｡

○西大寺 ｢元気な新拠点｣の整備

カネボウ跡地の整備を進め､新たな地域拠点の形成と日常生活の利便性の向上を図り

ます｡

･民間活用エ リアの整備

事業用定期借地を活用 した事業プロポーザルにより､民間資金による整備を進め


ます｡


･㊨ 東区役所 ･東消防署等の整備	 ･7, 400千円


公共公益施設予定地に束区役所､東消防署等を一体的に整備するための基本構想

㊨

等を策定します｡

○岡山市都市計画マスタープラン策定 990千円

庭園都市実現に向けて､都市計画の観点から長期的な視点に立った都市づくりの将来

像と都市整備の基本方針を定める都市計画マスタープランを策定します｡

事業名 指標 H21宴緋他 H22同機値 :qH23_F横値

■主な事業の目標



④安全 ･安心 な都市基盤づくり
【安全な都市基盤プロジェクト】

･【安全な都市インフラの整備】

○土地区画整理事業 358, 581千円

西部新拠点地区の一画をなす北長瀬駅北地区において市施行で効 率的な区画整理を


行 うとともに､高島新屋敷地区､大供周辺地区での区画整理を進めますO


㊨ 舗装健全化対策事業 20, 000千円

道路舗装を適切に維持管理するため､舗装面を調査 し､計画的な修繕を行います｡

○橋 リょうの長寿命化 ･耐震補強

長寿命化修繕計画を策定し補修補強事業を実施するとともに､大規模災害に備えた緊

急輸送道路ネットワーク確保のため､対策が必要な橋 りょうや跨線 ･跨道橋の耐震補強

工事を実施 します｡

･橋 りょう長寿命化計画策定事業 10, 000千円 

･橋 りょう維持修繕事業 490, 000千円 

○河川改修事業 ･浸水対策事業


浸水被害から市民の生命 ･財産を守 ります｡


･倉安川流域治水対策河川事業 250, 000千円 

･永江川広域河川改修事業 20, 000千円 

･北長瀬ポンプ場整鹿事業 212, 800千円 

○高潮対策事業 (北浦漁港海岸の護岸改良等) 60, 000千円

○雨水整備モデルの検討 3, 000千円

局地的な集中豪雨等へ対応するため､既存の雨水排水施設 (河川 ･下水道 ･農業用水

路等)の有機的な活用手法をモデル地区において検証します｡

○暮らしの道づくり事業 405, 500千円

生活者の視点に立った人と環境にやさしい道路づくりにより､市民の安全 ･安心 ･快

適な生活環境づくりを進めます｡

■主な事業の目標

事業名 指標 H21集韻値 H22目標値 H23目標値

橋 りよう長寿命化対策事業 点榛 .計画策定積 りよう数 (か所 ) 366 460 511

倉安川流域治水対策河川事業 整備延長 (m) 4,007 4,237 4,397 



- -

【市民の安全を守るシステムづくり】

㊨ 災害対策本部施設整備事業 3, 000千円

重大な危機 ･災害-の即応体制の強化に向けて､常設の災害対策本部施設を保健福祉

会館内に整備するための取組を進めます｡

○防災 ･消防救急拠点の整備

･㊨ 東区役所 ･東消防署等の整備 0貢参照)

･(仮称)大元出張所整備事業 236, 165千円

○新 ･消防緊急通信指令施設整備事業	 148, 771千円

平成 24年度運用開始に向け､高機能消防指令センターを酉消防署内に整備 します｡

(1

○消防救急無線デジタル化整備事業 1, 332, 613千円

消防救急無線をデジタル化 し､多様化する災害に対 し､より機能的で､安全性に富

んだ信頼性の高い施設を整備 します｡

･コラム③ 政令指定都市にふさわしい消防 .防災体制の構築を進めます

平成 23年 4ノ1､中区今在家に水防センターと一体となつ 

た新たノ正中旭川落部の消消防防) 開署し､ 4区すべてに 本新が整い､がが強化されますoまた､消消 防防救急謂算が増大している北署管内西部地区では 平成 24年春の開畳を目 

+■.
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㊨	

㊨

指して (仮称)大元出張所の整備を進めていますoさらに､.平成 23年度には老朽化した束消防署を束区役所等と-体ーJhノEヨ

12

EF～ 

署-J

的に整備するための基本構想を検討することとしており､安心な消防 .	 安坐 . 防災体制の構築を着実に進めていきます○ 



⑤人と環境にやさしい総合交通

【人と環境にやさしい総合交通システムプロジェクト】

【公共交通を都市内交通の基幹に】

○都市交通戦略推進事業

同山市都市交通戦略に基づいて､岡山市にふさわしい交通体系の構築を進めるととも

に､公共交通の利用促進に向けた啓発等を行いますO

①誰もが利用しやすい公共交通 56, 000千円

･瀬戸駅周辺整備

･パーク&ライ ド駐車場の拡充

･㊨ モビリティマネジメン ト (公共交通等の利用促進に向けた啓発)

②人と環境にやさしい LRT ll, 300千円


吉備線 LRT化計画の深度化のため､JR等関係団体との協議を進めます｡


③岡山の気候や地形に適 した自転車 (自転車先進都市おかやま事業) _97, 913千円

･㊨ 自転車先進都市おかやま実行軌略の策定

温暖で雨が少なく､広大な平坦地を有する本市の特性をいかし､自転車先進都

市を目指した実行戦略を策定します｡

･㊨ 都心部における自転車走行環境の整備 (自転車専用レーンの整備 ･段差解消)

･コミュニティサイクルの本格導入に向けた取組

･自転車利用促進 ･啓発の実施

○新交通基本計画策定 37, 000千円 I

新たな交通基本計画の策定に向けた調査を行います｡


･㊨ 交通動向実態調査

･㊨ 生活交通確保策検討調査

継続可能な生活交通の確保に向けて､地域ニーズの把握等の実態調査を行います｡

コラム④ ｢自転車先進都市おかやま｣を目指 します

濫境で両が少なく､広大な平坦地を有する等､岡山市
ほど自転市に適している都市はありません｡そこで､平
成 22年度には将来的なコミュニティサイクルの本格
導入に向けて､返却tヨ由なレンタサイクル社会実験を実
施し､平成 23年度には､その成果を踏まえた新たな艮
期間の有料レンタサイクル社会実験を実施します｡そし
て､自転直走行レーンのネットワーク化やマナー啓発等
の多角的･包括的な取組を進め､自転車政策で日本を代
表する ｢自転車先進都市おかやま｣を目指します｡



【人と環境にやさしい自動車交通システムの構築】

○中環状道路整備事業 848, 000千円

･米倉津島線 (吉備線工区)

･下中野平井線 (旭川工区) 
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○外環状道路整備事業

①道路整備 587, 700千円

･藤田浦安南町線

･東岡山御津線 (宍廿～土田工区)

･九蝿東岡山停車場線 (升田～政津工区)

②道路計画 9,000千円

･外環状線検討業務

○交付金道路事業他 2, 178, 100千円

･佐伯長船線 (美作岡山道路)

･西大寺山陽線 (瀬戸町沖～瀬戸町下工区)

･川入巌井線 (川入～白石工区)

･吉備津松島線 (足守川橋梁工区)

･岩田町大学町線 (電線共同構整備) (3頁参照)
1感汝

○公共街路事業 1, 095, 200千円

･竹田升田線 (竹田～中井工区)

･上石井岩井線 (寿町工区)

･大元二 日市11】丁線 (東古松工区)
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安心 L/ていきいきと暮らせる岡山製福祉を組み立てる 
■

⑥総合福祉の拠点都市づくり

【ユニバーサル社会プロジェクト】【最適な健康医療システムプロジェクト】【福祉の総合支援プロジェクト】

i~

【最適な医療システムの構築】 

○ (仮称)岡山総合医療センター整備事業 168, 734千円

地域医療ネットワークの確立に貢献し､岡山 ERを特徴とした医療機能と保健 ･医

療 ･福祉連携機能を 2本柱とする (仮称)岡山総合医療センターの整備に向けて､設計

を進めるとともに､保健 ･医療 ･福祉連携機能の具体化を図ります｡

○地域医療に関する研究教育のための寄付講座	 34, 000千円

岡山大学に開設 した寄付講座において､岡山地域の地域医療に関する研究教育を行い､

その研究成果の普及と人材育成を行います｡

債務負担行為設定 平成 21-25年度

限度額 136, 000千円

○金川病院建替事業 737, 269千円

新市建設計画に基づき､金川病院の建替と保健福祉施設を平成 24年度閉経に向けて

整備 しますO 
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