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高知県

社会資本総合整備計画

南海トラフ巨大地震等の広域災害に備えた誰もが安全安心に暮らせる地域づくりの推進（防災・安全）
第５回変更



南海トラフ巨大地震等の広域災害に備えた誰もが安全安心に暮らせる地域づくりの推進（防災・安全）

平成２４年度　～　平成２８年度　（５年間） 高知県、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、東洋町、芸西村、中土佐町、四万十町、黒潮町、大月町、香美市

①津波到達時間までの避難の確実性が向上する人口を137,900人に増加させる。
②大規模災害や孤立集落等の発生に備えて、迅速で正確な情報伝達・収集が可能となる人口を71,200人増加させる。

③安全・安心な避難収容施設が確保され、二次被害の危険性が解消される人口を12,800人増加させる。
④高知県内の全域において、滑動崩落の危険性の高い宅地を把握するため、第一次スクリーニングを実施し、調査結果を公表する。

（H24末） （H26末）

Ａ　基幹事業
事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28 策定状況

―

―

―

―

―
新居地区外３地区
都市防災総合推進事業

防災ハザードマップ作成、津波避難路・広場29箇所、避難誘導看板31箇所、備蓄倉庫24箇所、
津波避難タワー２箇所、防災活動拠点施設１箇所

土佐市 2,374 別添５3-A1-5 防災 一般 土佐市 直接 土佐市

2,014 別添４3-A1-4 防災 一般 南国市 直接 南国市
前浜地区外９地区
都市防災総合推進事業

耐震性貯水槽４基、津波避難路・広場15箇所、避難誘導灯80箇所、備蓄倉庫13基、防災拠点施設３箇所、津波避難タワー６基、
防災活動拠点施設２箇所、マンホールトイレ60箇所

南国市

安芸市 1,040 別添３3-A1-3 防災 一般 安芸市 直接 安芸市
安芸地区外６地区
都市防災総合推進事業

防災情報通信ネットワーク、津波避難路19箇所、津波避難タワー４箇所、防災拠点施設（耐震化）７箇所

津波避難路96箇所、津波避難誘導灯110箇所、備蓄倉庫４箇所、津波避難タワー９基、防災コミュニティセンター２箇所 室戸市 2,117 別添２3-A1-2 防災 一般 室戸市 直接 室戸市
室戸地区外４地区
都市防災総合推進事業

高知地区
都市防災総合推進事業

防災情報通信ネットワーク、耐震性貯水槽13基、津波避難路220箇所、防災備蓄倉庫（発動発電機含む）５箇所、
避難誘導案内板240箇所、防災活動拠点施設７箇所、津波避難ビル4箇所、津波避難タワー９箇所、防災コミュニティセンター２箇所

高知市 4,380 別添１3-A1-1 防災 一般 高知市 直接 高知市

社会資本総合整備計画 平成28年3月24日

計画の名称

計画の期間 交付対象 重点計画の該当

・（国土強靱化地域計画名）に基づき実施される要素事
業：A1
・（定住自立圏共生ビジョン名）に基づき実施される要素
事業：なし
・（連携中枢都市圏ビジョン名）に基づき実施される要素
事業：なし

①沿岸市町村における各地区で、新たに整備する津波避難施設（避難路、避難地、避難タワー）を利用して津波到達前に一次避難が可能となる地域住民の人数を調査する。
0人 － 137,900人

②沿岸市町村で、新たに整備する非常時通信システム（防災情報通信ネットワーク）を活用して、迅速で正確な情報伝達及び収集が可能となる地域住民の人数を調査する。
0人 －

計画の目標

◇今後想定される南海トラフ巨大地震等の広域災害からも県民の生命は確実に守るため、ソフト施策と一体となった防災・減災対策を推進し、誰もが安全・安心に暮らせる地域づくりを構築する。
◇新たな被害想定を踏まえた「津波避難対策」を加速化し、被害を最小化し早期復興を可能とする避難空間づくりに全力をあげる。
　・太平洋に面した沿岸部では、多くの住民が津波到達時間までに避難できない地域があることから、津波避難の選択肢を増やし情報伝達網の充実を図る。
　・市街地部では、地盤沈下、家屋倒壊、大規模火災、長期浸水等による被害の拡大が想定されることから、避難経路の多重化及び避難施設の拡充等を推進する。
　・中山間部では、道路の寸断、情報通信の途絶等による孤立集落や二次災害等の発生が想定されることから、情報伝達網の確保や避難施設・備蓄倉庫の整備を図る。
◇大規模地震時に滑動崩落のおそれの大きい大規模盛土造成地の調査を行い、住民への情報提供を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

④高知県内の全域（34市町村）における第一次スクリーニング調査の結果を公表した市町村の数（公表率）を調査する。 0％ 3％ 100％

71,200人

③沿岸市町村における各地区で、新たに防災拠点施設（収容避難場所）を整備し、一定期間の収容が可能となる地域住民の人数を調査する。
0人 － 12,800人

（H28末）

（事業箇所）

6.4%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋D）

交付対象事業

番号 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

備考

4,056百万円 Ｃ 1,828百万円 D
効果促進事業費の割合

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

28,396百万円 Ａ 22,512百万円 Ｂ

※H24.12.10高知県南海地震対策課公表
最大震度７ 26市町村（全34市町村）
浸水面積 A=17,974ha（ケース５の場合）

※H25.5.15高知県南海地震対策課公表
県内死者最大４万２千人

（うち津波３万６千人）

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

合計 22,512

3-A1-19 防災 一般 香美市 直接 香美市
片地地区
都市防災総合推進事業

防災備蓄倉庫１棟

21 別添１７3-A1-17 防災 一般 高知県 直接 高知県

危険度判定調査事業 高知県

香美市 52 別添１９

別添１８293-A1-18 防災 一般 高知県 直接 高知県
高知地区外１２地区
都市防災総合推進事業

南国地区外32地区
宅地耐震化推進事業

変動予測調査（大規模盛土造成地マップ作成）
33地区

高知県

3-A1-15 防災 一般 高知市 直接 高知市
高知地区
宅地耐震化推進事業

変動予測調査（大規模盛土造成地マップ作成）
A=16,805ha（都市計画区域）

978 別添１６

津波避難路6箇所・避難広場3箇所、津波避難誘導灯８箇所、津波避難案内標識８箇所、津波避難タワー１基、備蓄倉庫4基、
防災公園1箇所、防災活動拠点施設6箇所、防災拠点施設（非常用発電施設7箇所）、耐震性貯水槽１基、防災情報通信ネットワーク

黒潮町 1,803 別添１４

3-A1-16 防災 一般 大月町 直接 大月町
弘見地区外２５地区
都市防災総合推進事業

津波避難路４箇所、備蓄倉庫２基、耐震性貯水槽３基
防災コミュニティセンター（耐震化）１箇所、防災活動拠点施設5箇所、防災情報通信ネットワーク

大月町

高知市 24

3-A1-14 防災 一般 黒潮町 直接 黒潮町
伊田地区外９地区
都市防災総合推進事業

興津地区外４地区
都市防災総合推進事業

津波避難路4箇所、避難広場3箇所、耐震性貯水槽4基、消防道整備2箇所、防災活動拠点施設6箇所、防災避難照明灯159基 四万十町 810 別添１３3-A1-13 防災 一般 四万十町 直接 四万十町

640 別添１２3-A1-12 防災 一般 中土佐町 直接 中土佐町
久礼地区外２地区
都市防災総合推進事業

津波避難路７箇所、津波避難誘導灯25基、津波避難タワー１箇所、備蓄倉庫３箇所 中土佐町

芸西村 116 別添１１3-A1-11 防災 一般 芸西村 直接 芸西村
西分地区
都市防災総合推進事業

津波避難路３箇所、避難誘導灯14基、津波避難タワー１箇所

防災まちづくり計画、防災情報通信ネットワーク、津波避難路31箇所、津波避難誘導灯71灯、防災広場１箇所、
津波避難タワー３基、防災センター１箇所、備蓄倉庫１箇所、防災活動拠点施設１箇所

東洋町 1,148 別添１０3-A1-10 防災 一般 東洋町 直接 東洋町
甲浦地区外２地区
都市防災総合推進事業

中村地区外10地区
都市防災総合推進事業

防災情報通信ネットワーク、津波避難路・広場80箇所、耐震性貯水槽７基、防災拠点基地施設２箇所、津波避難タワー２基、
防災コミュニティセンター６箇所、防災活動拠点施設４箇所、防災備蓄倉庫２箇所、自家発電施設４基、災害用トイレ12基

四万十市 3,062 別添９3-A1-9 防災 一般 四万十市 直接 四万十市

600 別添８3-A1-8 防災 一般 土佐清水市 直接 土佐清水市
下ノ加江地区外４地区
都市防災総合推進事業

津波避難路・広場104箇所、津波避難誘導灯150基、備蓄倉庫52基、津波避難タワー１箇所、耐震性貯水槽１基 土佐清水市

宿毛市 1,106 別添７3-A1-7 防災 一般 宿毛市 直接 宿毛市
宿毛地区外３２地区
都市防災総合推進事業

防災広場１箇所、避難路（市道）１箇所、避難路・避難地21箇所、備蓄倉庫50箇所

津波防災地域づくり推進計画策定、津波避難路10箇所、備蓄倉庫13棟、避難誘導灯95基 須崎市 198 別添６3-A1-6 防災 一般 須崎市 直接 須崎市
須崎地区外７地区
都市防災総合推進事業

都市防災総合推進事業 津波避難タワー２箇所、防災活動拠点施設１箇所
土佐市 2,374 別添５防災 一般 土佐市 直接 土佐市



Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

合計 4,056

番号

3-B1-2

3-B1-3

3-B1-5

3-B1-8

3-B1-9

3-B1-10

3-B1-13

3-B1-14

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

災害に強いまちづくり事業 防災・復旧活動用の資機材等整備、避難誘導灯設置 須崎市 623-C1-6 施設整備 一般 須崎市 直接 須崎市

1083-C1-5 施設整備 一般 土佐市 直接 土佐市 災害に強いまちづくり事業
津波等定点監視カメラ整備、防災・復旧活動用の資機材等整備
緊急地震速報装置整備、避難誘導看板設置

土佐市

災害に強いまちづくり事業 防災・復旧活動用の資機材等整備 南国市 733-C1-4 施設整備 一般 南国市 直接 南国市

163-C1-3 施設整備 一般 安芸市 直接 安芸市 災害に強いまちづくり事業
安芸市民図書館耐震化事業N=１箇所
災害対応無線網構築整備

安芸市

災害に強いまちづくり事業
防災情報通信ネットワーク整備（救援救助デジタル無線）
自治体情報共有ネットワーク（ＣＣＴＶ）整備、避難誘導灯設置、防災・復旧活動用の資機材等整備

室戸市 4193-C1-2 施設整備 一般 室戸市 直接 室戸市

救難救助資機材整備（災害救助用ボート、布担架）
海抜表示板設置、避難誘導灯設置

高知市 202

（事業箇所）

3-C1-1 施設整備 一般 高知市 直接 高知市 災害に強いまちづくり事業

(3-A1-13）で整備する避難広場・タワー等へ円滑に避難誘導するために、避難経路となる動線を一体的に整備することで、津波被害等の最小化を図ることが期待できる。

(3-A1-14）で整備する津波避難広場・タワー等と一体となって避難路整備に取組み、住民等の円滑な避難活動、防災活動を推進することが期待できる。

番号 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

備考

(3-A1-8）で整備する避難広場等へ円滑に避難誘導するために、避難経路となる動線を一体的に整備することで、津波被害等の最小化を図ることが期待できる。

(3-A1-9）で整備する避難場所等へ円滑に避難誘導するために、避難経路となる動線を一体的に整備することで、津波被害等の最小化を図ることが期待できる。

(3-A1-10）で整備する避難場所等へ円滑に避難誘導するために、避難経路となる動線を一体的に整備することで、津波被害等の最小化を図ることが期待できる。

(3-A1-2）で整備する津波避難タワー８基、防災コミュニティセンター等と一体となって避難路整備に取組み、住民等の円滑な避難活動、防災活動を推進することが期待できる。

(3-A1-3）で整備する防災情報通信ネットワーク等と一体となって避難路整備に取組み、住民等の円滑な避難活動、防災活動を推進することが期待できる。

(3-A1-5）で整備する津波避難タワー等へ円滑に避難誘導するために、避難経路となる動線を一体的に整備することで、津波被害等の最小化を図ることが期待できる。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

1,417 道路法3-B1-14 道路 一般 黒潮町 直接 黒潮町 避難路整備 町道23路線（バイパス、拡幅、補修） 黒潮町

避難路整備 町道３路線（バイパス、拡幅） 四万十町 158 道路法3-B1-13 道路 一般 四万十町 直接 四万十町

65 道路法3-B1-10 道路 一般 東洋町 直接 東洋町 避難路整備 町道１路線（拡幅） 東洋町

避難路整備 市道11路線（拡幅、補修） 四万十市 412 道路法3-B1-9 道路 一般 四万十市 直接 四万十市

97 道路法3-B1-8 道路 一般 土佐清水市 直接 土佐清水市 避難路整備 市道４路線（拡幅、耐震対策） 土佐清水市

一般 室戸市 直接 室戸市

避難路整備 市道４路線（バイパス、拡幅） 土佐市 691 道路法3-B1-5 道路 一般 土佐市 直接 土佐市

666 道路法3-B1-3 道路 一般 安芸市 直接 安芸市 避難路整備 市道34路線（拡幅、補修） 安芸市

避難路整備 市道８路線（拡幅、補修） 室戸市 550 道路法3-B1-2 道路

番号 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

備考
（事業箇所）

合計 1,828

番号

3-C1-1

3-C1-2

3-C1-3

3-C1-4

3-C1-5

3-C1-6

3-C1-7

3-C1-8

3-C1-9

3-C1-10

3-C1-11

3-C1-13

3-C1-14

3-C1-16

（3-A1-13）と一体的に整備することにより、沿岸地域（津波浸水区域）等の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-14）と一体的に整備することにより、沿岸地域（津波浸水区域）等の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-16）と一体的に整備することにより、沿岸地域（津波浸水区域）等の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-7）と一体的に実施し、中心市街地の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-8）と一体的に整備することにより、災害時の情報伝達手段の多重化や情報の一元化を図り、情報伝達体制を充実・強化することができる。

（3-A1-9）と一体的に実施し、沿岸地域（津波浸水区域）等の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-10）と一体的に実施し、災害時の情報伝達手段の多重化や情報の一元化を図り、情報伝達体制を充実・強化することができる。

（3-A1-11）と一体的に実施し、沿岸地域（津波浸水区域）等の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-1）と一体的に実施し、中心市街地の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-2）と一体的に実施し、災害時の情報伝達手段の多重化や情報の一元化を図り、情報伝達体制を充実・強化することができる。

（3-A1-3）と一体的に実施し、中心市街地の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。災害時の情報伝達手段の多重化や情報の一元化を図り、情報伝達体制を充実・強化することができる。

（3-A1-4）と一体的に実施し、沿岸地域（津波浸水区域）等の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

（3-A1-5）と一体的に整備することにより、住民へ迅速かつ正確な災害状況を伝達することが可能となり、避難活動の円滑化が図られ、住民の安全・安心を確保することができる。

（3-A1-6）と一体的に実施し、沿岸地域（津波浸水区域）等の防災機能の強化が図れ、より安心・安全な避難活動と円滑な災害復旧活動ができる体制づくりが構築できる。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

183-C1-16 施設整備 一般 大月町 直接 大月町 災害に強いまちづくり事業 防災・復旧活動用の資機材等整備 大月町

災害に強いまちづくり事業
救難救助資機材整備（災害救助工作車）
防災・復旧活動用の資機材等整備、避難誘導案内板・避難誘導灯設置

黒潮町 823-C1-14 施設整備 一般 黒潮町 直接 黒潮町

413-C1-13 施設整備 一般 四万十町 直接 四万十町 災害に強いまちづくり事業
救難救助資機材整備（水上バイク）
防災・復旧活動用の資機材等整備、災害対応無線網構築整備

四万十町

123-C1-11 施設整備 一般 芸西村 直接 芸西村 災害に強いまちづくり事業 救難救助資機材整備（災害用小型ポンプ積載計自動車両） 芸西村

災害に強いまちづくり事業
防災情報通信ネットワーク整備（救援救助デジタル無線）
防災・復旧活動用の資機材等整備、避難誘導灯設置

東洋町 2083-C1-10 施設整備 一般 東洋町 直接 東洋町

2583-C1-9 施設整備 一般 四万十市 直接 四万十市 災害に強いまちづくり事業
救難救助資機材整備（災害用小型造水機、加圧応急給水機等）
防災・復旧活動用の資機材等整備、耐震性給水施設整備、災害時情報通信システム

四万十市

災害に強いまちづくり事業 災害対応無線網構築整備、防災・復旧活動用の資機材等整備、避難誘導灯設置 土佐清水市 1643-C1-8 施設整備 一般 土佐清水市 直接 土佐清水市

1653-C1-7 施設整備 一般 宿毛市 直接 宿毛市 災害に強いまちづくり事業
無電柱化３路線ΣL=825m
防災・復旧活動用の資機材等整備

宿毛市

災害に強いまちづくり事業 防災・復旧活動用の資機材等整備、避難誘導灯設置 須崎市 623-C1-6 施設整備 一般 須崎市 直接 須崎市



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

Ｄ-1 地籍整備 一般

番号 一体的に実施することにより期待される効果
1-Ｄ1-1

地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 対象 間接 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

災害に強いまちづくり事業 自治体情報共有ネットワーク（CCTV設備等整備) 黒潮町 1施設整備 一般 黒潮町 直接 黒潮町

災害に強いまちづくり事業 自治体情報共有ネットワーク（CCTV設備等整備)衛星携帯等通信施設整備事業 高知市 5施設整備 一般 高知市 直接 高知市

防災情報通信ネットワーク整備事業 基地局１基,移動局無線装置（車載型10基,携帯型10基）災害情報自動配信システム整備 芸西村 97施設整備 一般 芸西村 直接 芸西村

防災行政無線戸別受信機整備事業 防災無線用戸別受信機N=250台 室戸市 23

災害対応無線網構築事業 基地局（1基）、前進基地局（1基）、車載型移動局無線装置（35基）、携帯型移動局無線装置（55基） 安芸市 336施設整備 一般 安芸市 直接 黒潮町

安芸市児童センター等耐震化事業 耐震化２箇所 安芸市 2施設整備 一般 安芸市 直接 室戸市

避難路無電柱化事業 無電柱化3路線ΣL=750m 宿毛市 150

Ｃ’

施設整備 一般 宿毛市 直接 宿毛市

施設整備 一般 室戸市 直接 芸西村

380

14道路 一般 土佐市 直接 土佐市 避難路整備 市道４路線（新設、拡幅） 土佐市

64避難路整備 町道２１路線（新設、拡幅、補修） 黒潮町

156道路 一般 室戸市 直接 室戸市 避難路整備 市道８路線（拡幅、補修） 室戸市

避難路整備 市道３７路線（拡幅、補修） 安芸市 146

B’

道路 一般 安芸市 直接 安芸市

2,979

30

道路 一般 黒潮町 直接 黒潮町

防災 一般 土佐市 直接 土佐市 宇佐地区外３地区都市防災総合推進事業
津波避難路・広場23箇所、津波避難タワー２箇所、
備蓄倉庫47箇所

土佐市

112防災 一般 東洋町 直接 東洋町 生見地区外２地区都市防災総合推進事業 津波避難タワー５箇所、防災拠点施設１箇所、備蓄倉庫１箇所、津波避難路４箇所、防災広場１箇所、防災センター１箇所、防災情報通信ネットワーク 東洋町

140防災 一般 芸西村 直接 芸西村 芸西地区都市防災総合推進事業
避難施設１箇所
津波避難タワー２箇所

芸西村

145防災 一般 黒潮町 直接 黒潮町 伊田地区外９地区都市防災総合推進事業
防災公園、避難路３箇所、避難広場３箇所、防災拠点施設（非常用発電施設７箇所）
防災活動拠点施設６箇所

黒潮町

152防災 一般 中土佐町 直接 中土佐町 久礼地区外１地区都市防災総合推進事業
備蓄倉庫１箇所、津波避難路５箇所、
津波避難タワー１箇所、防災拠点施設（ヘリポート）１箇所

中土佐町

621防災 一般 室戸市 直接 室戸市 室戸地区都市防災総合推進事業
防災情報通信ネットワーク、津波避難路１箇所、
津波避難タワー８基、防災拠点施設３箇所

室戸市

18

190防災 一般 四万十市 直接 四万十市 四万十地区（第２期）都市防災総合推進事業
防災情報通信ネットワーク、耐震性貯水槽３基
避難路１箇所、防災広場１箇所、防災拠点施設３箇所
災害用トイレ

四万十市

411避難路・避難地18箇所、防災センター１箇所
防災広場１箇所

宿毛市

防災 一般 南国市 直接 南国市 南国地区都市防災総合推進事業 防災情報通信ネットワーク、避難収容施設箇所、避難広場、耐震性貯水槽、避難路、災害用トイレ、津波避難タワー、備蓄倉庫、防災拠点施設 南国市

広域災害に備えた誰もが安
全安心に暮らせる地域づくり
の推進（復興基本方針関連
（全国防災））

防災 一般 安芸市 直接 安芸市 安芸地区都市防災総合推進事業

高知市 高知地区都市防災総合推進事業
防災情報通信ネットワーク
防災拠点施設７箇所、耐震性貯水槽４基

防災情報通信ネットワーク、防災拠点施設（耐震化）７箇所
津波避難タワー４箇所

安芸市

高知市 35

（事業箇所）

Ａ’

防災 一般 高知市 直接

備考

その他関連する事業

事業種別 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

備考

防災 一般 宿毛市 直接 宿毛市 宿毛地区外１７地区都市防災総合推進事業

1,124

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

備考
（面積等）

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） 7.7%Ａ’ 2,979百万円 Ｂ’ 380百万円 Ｃ’ 674百万円

674

災害に強いまちづくり事業 救難救助資機材整備 芸西村 7施設整備 一般 芸西村 直接 芸西村

災害に強いまちづくり事業 災害特殊車両購入N=1台 宿毛市 33施設整備 一般 宿毛市 直接 宿毛市

災害に強いまちづくり事業 自治体情報共有ネットワーク（CCTV設備等整備)災害時緊急用給水対策事業 室戸市 21施設整備 一般 室戸市 直接 室戸市

1一般 黒潮町 直接



社会資本総合整備計画　参考図面 (その１)
計画の名称 南海トラフ巨大地震等の広域災害に備えた誰もが安全安心に暮らせる地域づくりの推進（防災・安全）

計画の期間 平成２４年度　～　平成２８年度　（５年間）

平成28年3月24日

交付対象 高知県、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、東洋町、芸西村、中土佐町、四万十町、黒潮町、大月町、香美市

本山町
大豊町

土佐町

大川村

いの町

【凡例】

●基幹事業

●関連社会資本整備事業

●効果促進事業

●3-A1-3（安芸市）

●3-Ａ1-4（南国市）

前浜地区外９地区

都市防災総合推進事業

●3-C1-4（南国市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-19香美市）

片地地区

都市防災総合推進事業

高知地区

高知市

安芸市

南国市

土佐市

須崎市

香南市

香美市

東洋町

奈半利町

田野町

安田町

北川村

馬路村

芸西村

いの町

春野町
佐川町

越知町

梼原町
津野町

日高村

仁淀川町

●3-A1-1（高知市）

高知地区

都市防災総合推進事業

●3-C1-1（高知市）

施設整備

安芸地区外５地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-3（安芸市）

避難路整備（市道）

●3-C1-3（安芸市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-9（四万十市）

中村地区外10地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-9（四万十市）

避難路整備（市道）

●3-C1-9（四万十市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-10（東洋町）

生見地区外２地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-10（東洋町）

避難路整備（町道）

●3-A1-12（中土佐町）

久礼地区外２地区

都市防災総合推進事業

都市防災
総合推進

室戸地区
外４地区
都市防災
総合推進

安芸地区
外５地区
都市防災
総合推進

室戸市

四万十市

宿毛市

奈半利町
中土佐町

黒潮町

四万十町

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-2（室戸市）

室戸地区外４地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-2（室戸市）

避難路整備（市道）

●3-C1-2（室戸市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-7（宿毛市）

宿毛地区外32地区

都市防災総合推進事業

●3-C1-7（宿毛市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-11（芸西村）

芸西地区

都市防災総合推進事業

●3-C1-11（芸西村）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-6（須崎市）

須崎地区外７地区

都市防災総合推進事業

●3-C1-6（須崎市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

避難路整備（町道）

●3-C1-10（東洋町）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-5（土佐市）

新居地区外３地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-5（土佐市）

避難路整備（市道）

●3-C1-5（土佐市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業
●3-A1-13（四万十町）

興津地区外４地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-13（四万十町）
●3-A1-18（高知県）

宿毛市

土佐清水市
大月町

三原村

●3-A1-8（土佐清水市）

下ノ加江地区外４地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-8（土佐清水市）

避難路整備（市道）

●3-C1-8（土佐清水市）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

避難路整備（町道）

●3-C1-13（四万十町）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-14（黒潮町）

伊田地区外９地区

都市防災総合推進事業

●3-Ｂ1-14（黒潮町）

避難路整備（町道）

●3-C1-14（黒潮町）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-16（大月町）

弘見地区外25地区

都市防災総合推進事業

●3-C1-16（大月町）

施設整備

災害に強いまちづくり事業

●3-A1-18（高知県）

高知地区外１２地区 都市防災総合推進事業



社会資本総合整備計画　参考図面 (その２)
計画の名称 南海トラフ巨大地震等の広域災害に備えた誰もが安全安心に暮らせる地域づくりの推進（防災・安全）

計画の期間 平成２４年度　～　平成２８年度　（５年間）

平成28年3月24日

交付対象 高知県、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、東洋町、芸西村、中土佐町、四万十町、黒潮町、大月町、香美市

高知市役所

●3 A1 15（高知市）

●3-A1-17（高知県）

高知県全域

宅地耐震化推進事業

・変動予測調査（大規模盛土造成地マップ作成）

県内３３地区（高知市を除く全市町村）

高知地区
都市防災
総合推進

宿毛地区外１７地区都市防災総合推進事業
室戸地区
外４地区
都市防災
総合推進

安芸地区
外５地区
都市防災
総合推進

●3-A1-15（高知市）

高知地区

宅地耐震化推進事業

・変動予測調査（大規模盛土造成地マップ作成）

A=16,805ha【都市計画区域内】

【数量及び事業期間】

・第一次スクリーニング（H25）

・大規模造成地マップの作成（H25）

・第二次スクリーニング計画の作成（H25）

【数量及び事業期間】

・第一次スクリーニング（H27～Ｈ28）

・大規模造成地マップの作成（H27～Ｈ28）

総合推進
伊田地区外９地区都市防災総合推進事業

生見地区外２地区都市防災総合推進事業

●3-Ａ1-15（高知市）

重倉・久礼野・七ツ淵・行川・針原・上里・領家・唐岩・鏡・土佐山を除く，約16,805ｈａが都市計画区域となっています。

（平成24年5月現在）

・第二次スクリーニング計画の作成（H25）

・第二次スクリーニング（H28）



計画の名称： 南海トラフ巨大地震等広域災害に備えた誰もが安全安心に暮らせる地域づくりの推進（防災・安全）

事業主体名： 高知市他１４市町村　　　　             
チェック欄

　１）基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。

(該当するものに○）
１　国土形成計画全国計画　　２　国土形成計画広域地方計画、北海道総合開発計画又は沖縄振興計画
３　社会資本整備重点計画　　４　環境基本計画　　５　その他(以下の空欄に計画名を記載）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県南海トラフ地震対策行動計画、各市町村地域防災計画

○

　１）地域の政策課題を踏まえて、整備計画の目標を設定している。 ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 ○

　４）拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業の一体性が確保されている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が期待できる。 ○

　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）災害に強いまちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）計画について、地域住民との合意形成が図られている。 ○

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤計画の具体性

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基本方針・上位計画等との適合等

②地域の課題への対応

Ⅱ．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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