
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会資本総合整備計画 平成29年3月17日

○

Ａ　基幹事業（道路事業）

事業 地域 交付 直接 道路 費用 個別施設計画 備　考

種別 種別 対象 間接 種別     （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 H31 便益比 策定状況

4-A01-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.92km －－－－ 249

4-A01-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.91km －－－－ 347

4-A01-003 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.62km －－－－－ 357

4-A01-004 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.70km －－－－ 170

道路 般 高 安

歩道整備

番号 事業者
省略
工種

（主）土佐伊野線・大内工区 歩道整備

（ ）家俊岩 真幸線 出間東

計画の名称

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付対象 高知県、香美市、土佐市、四万十市

重点計画の該当4．通学路の要対策箇所における安全・安心の確保（防災・安全）

(H27当初) (H29末) (H31末)

対策済み箇所数　/　要対策箇所数 0% 30%

計画の目標

0百万円 Ｂ 0 百万円Ａ 6,531

（一）山北岸本停車場線・徳王子工区

通学路の緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所における対策完了割合

6,531 百万円

歩道整備

　学校、教育委員会、警察等と実施した通学路の緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づき抽出された要対策箇所の解消に向けて、着実かつ効果的な取組を推進し、通学路の交通安全を確保する。

計画の成果目標（定量的指標）

通学路の緊急合同点検及び通学路交通安全プログラムに基づき抽出された道路管理者が実施すべき要対策箇所の対策完了割合を0%（H27）から70%（H31)に増大させる。

定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

70%

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

土佐市

香南市

百万円Ｃ Ｄ 0 百万円

土佐市歩道整備

（主）南国インター線・下末松工区

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

南国市歩道整備

（一）家俊岩戸真幸線・蓮池工区

0.0%
効果促進事業費の割合

いの町

（参考様式２）

4-A01-005 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.64km － 20

4-A01-006 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.53km －－－－ 90

4-A01-007 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.38km －－－－－ 240

4-A01-008 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.30km －－－－－ 215

4-A01-009 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.42km －－－－ 97

4-A01-010 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.47km －－－ 98

4-A01-011 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.44km －－－－－ 230

4-A01-012 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.40km －－－－－ 300

4-A01-013 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.44km －－－－－ 250

4-A01-014 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.03km －－ 65

4-A01-016 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.33km － 20

4-A01-017 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.01km －－－ 210

4-A01-019 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.50km －－－－ 250

4-A01-020 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.15km －－－ 210

4-A01-021 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.05km －－ 140

4-A01-022 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.33km －－－－ 180

4-A01-023 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.44km －－－ 271

4-A02-001 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=1.67km －－－－－ 419

4-A02-002 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=2.13km －－－－－ 654

4-A02-003 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.35km －－－－－ 50

（一）上ノ加江窪川線・黒石工区 バイパス整備 四万十町

（一）七里仁井田線・仁井田工区

本山町

香美市

（国）３８１号・大井野～口神ノ川工区 歩道整備 四万十町

歩道整備 高知市

（国）３２１号・大岐工区 歩道整備

歩道整備

（一）田井大瀬線・吉野工区

土佐清水市

四万十市

四万十町

歩道整備

（主）龍河洞公園線・片地工区

歩道整備

（一）弘瀬高知線・円行寺工区

（一）家俊岩戸真幸線・出間東工区

（主）土佐清水宿毛線・宮ノ川工区 自歩道整備 三原村

（主）下田港線・下田工区

自歩道整備 大月町（国）３２１号・弘見工区

土佐市

（一）作屋影野停車場線・七里工区 歩道整備 四万十町

歩道整備

（一）谷地日下停車場線・沖名工区 歩道整備 日高村

（一）長者佐川線・本郷耕工区 歩道整備

歩道整備

（主）窪川船戸線・一斗俵工区 歩道整備 四万十町

（一）松原窪川線・米奥工区 歩道整備 四万十町

（一）小味野々川口線・南川口工区 バイパス整備 四万十町

佐川町

土佐市（主）土佐佐川線・甲原工区

歩道整備 四万十市

（主）足摺岬公園線・窪津（２）工区 歩道整備 土佐清水市

（主）下田港線・鍋島工区

歩道整備
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4-A02-004 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.18km －－－ 168

4-A02-005 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.50km －－ 80

4-A62-001 道路 一般 香美市 直接 市町村道 交安 L=2.0km －－－ 160

4-A62-002 道路 一般 香美市 直接 市町村道 交安 L=0.25km －－－ 151

4-A62-003 道路 一般 香美市 直接 市町村道 交安 L=1.0km －－－ 400

4-A68-001 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.24km － 10

4-A68-002 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.11km － 15

4-A68-003 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.09km － 13

4-A68-004 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.05km － 11

4-A68-005 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=1.58km －－ 30

4-A68-006 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=1.06km －－ 22

4-A68-007 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.40km － 10

4-A68-008 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=1.34km －－ 37

4-A68-009 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=1.24km － 18

4-A68-010 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.62km － 13

4-A68-011 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=1.70km －－－ 54

4-A68-012 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=1.06km －－ 23

4-A68-013 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.92km －－ 22

4-A68-014 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.64km － 15

4-A68-015 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.32km － 12

4 A 9 001 道路 般 十市 直接 市町村道 交安 歩道整備 0 9 60

土佐市

（他）立石池ノ浦中央線ほか３路線・新居小工区 舗装修繕 土佐市

（2）鳴川野田線ほか8路線・第二小工区 舗装修繕・水路設置・カラー化 土佐市

（1）下波介塚地線ほか3路線・高石小工区 舗装修繕 土佐市

（他）東新町福浜線ほか15路線・宇佐小工区

舗装修繕 土佐市

（2）新居宇佐線ほか2路線・土佐南中工区 舗装修繕 土佐市

（他）辻本線・高岡中工区

（2）永野静神線ほか6路線・戸波小工区

（２）平和通線 中村大橋通 中村新町工区 四万十市

香美市

（１）小島線・楠目工区 歩道整備 香美市

（他）楠目10号線ほか・楠目工区 局部改良 香美市

（他）本村学校前西線（ほか1路線）・新居小工区 舗装修繕 土佐市

（1）家俊馬越市野々線・戸波小工区 舗装修繕 土佐市

（他）東町、三島通、真幸町線・第一小工区 路側帯のカラー化 土佐市

（国）４４１号・西土佐江川崎工区 歩道整備 四万十市

（1）土佐環状線・第二小工区 落石対策 土佐市

土佐市

（他）商店街通り・西本町～楠目 側溝改修

（他）青木線ほか7路線・第一小工区 舗装修繕・防護柵工

舗装修繕・防護柵工

（他）五郎丸長見寺線ほか2路線・蓮池小工区 舗装修繕

（他）南地下波介線ほか6路線・波介小工区 舗装修繕・カラー化・水路工

（1）明ヶ谷本線ほか5路線・北原小工区 舗装修繕

舗装修繕

土佐市

土佐市

土佐市

土佐市

（国）３２１号・旭町工区 歩道整備 土佐清水市

4-A79-001 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 歩道整備 L=0.79km －－ 60

4-A79-002 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 L=0.89km －－－ 75

合計 6,531

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 費用 個別施設計画 備　考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 便益比 策定状況

合計 0

番号 備　考

（２）平和通線・中村大橋通～中村新町工区 四万十市

（１）右山線・右山工区 歩道整備 四万十市

全体事業費
（百万円）

省略
工種

事業者
事業内容

地区名

事業実施期間（年度）

（延長・面積等）
要素となる事業名

市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

2 / 4 ページ



Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 費用 個別施設計画 備　考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 便益比 策定状況

合計 0

番号 備　考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 費用 個別施設計画 備　考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 便益比 策定状況

合計 0

その他関連する事業

南海地震に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり（防災・安全）

交付

対象

4-A’01-015 道路 高知県 228

4-A’01-018 道路 高知県 1,300

Ａ’ 1,528 百万円 Ｂ’ 0 百万円 Ｃ’ 0 百万円 Ｄ’ 0 百万円

備　考

防安金PK1へ移行

防安金PK1へ移行（主）足摺岬公園線・津呂工区 土佐清水市

（主）足摺岬公園線・窪津工区 土佐清水市

市町村名
要素となる事業名
（事業箇所）

事業種別

事業者
全体事業費
（百万円）

（延長・面積等） 地区名
要素となる事業名

事業者
省略
工種

事業内容

（延長・面積等）

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')+(D+D')) 0.0%

事業実施期間（年度）
要素となる事業名

事業内容 市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

地区名

全体事業費
（百万円）

省略
工種

事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）

市町村名

計画等の名称
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交付金の執行状況

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0.000 0.000 0.000

うち未契約繰越額
（g）

139.613 130.037

支払済額
（e）

428.801 879.244

翌年度繰越額
（f）

365.739 509.895

未契約繰越＋不用率が10％を超え
て る場合そ 理由

平成24年度に実施された通
学路の緊急合同点検及び平
成25年度からの通学路交通
安全プログラムに基づく対
策となった歩道整備等につ
いては、事業着手から間も

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

17.6% 9.4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

前年度からの繰越額
（d）

0 365.739

交付額
（c=a+b）

794.540 1,023.400 0.000 0.000 0.000

H28 H29 H30 H31

（単位：百万円）

計画別流用
増△減額
（b）

0 0

配分額
（a）

794.540 1,023.400

H27

ている場合その理由
は、事業着手 ら間も

なく、多くが用地買収を進
めているところであり、こ
の用地買収の交渉が価格等
の問題で遅延したことによ
る。
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（参考図面）社会資本総合整備計画

計画の名称 ４．通学路の要対策箇所における安全・安心の確保（防災・安全）

計画の期間 　平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 交付団体 高知県、香美市、土佐市、四万十市

位置図

（参考様式３）

高知高知高知

県事業

市町村事業



計画の名称：通学路の要対策箇所における安全・安心の確保（防災・安全）

事業主体名：高知県、香美市、土佐市、四万十市

チェック欄

　１）上位計画等と整合性が確保されている。

　　　（計画名　：　社会資本整備重点計画、四国圏広域地方計画）
○

　１）地域の課題を踏まえた目標が設定されている。 ○

　２）緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。 ○

　１）整備計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。 ○

　２）目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）定量的指標が分かりやすいものとなっている。 ○

　４）通学路の交通安全に資する道路の整備を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が見込まれる。 ○

　２）事業間の連携により相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）通学路の交通安全に資する道路整備に向けた機運がある。 ○

　２）関係事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　１）計画の具体性や、他事業者との連携が確保されている。 ○

　２）事業実施のための環境整備が図られている。 ○

④事業の効果

Ⅲ．整備計画の実現可能性

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

①上位計画との整合性

②地域の課題と整備計画の目標の適合性

Ⅱ．整備計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等
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