
平成２９年３月【第２回変更】

高知県防災砂防課

社会資本総合整備計画

計画の名称：高知県における総合的な土砂災害対策の推進
　　　　　　「犠牲者ゼロを目指す対策」（Mission「０」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）

　【第２期】（防災・安全）(重点)

計画の期間：平成28年度　～　平成31年度　（４年間）



平成２８年度　～　平成３１年度　（４年間） 高知県

　年間降水量全国第1位(2006ﾃﾞｰﾀ）や台風上陸数全国第３位(1951～2000ﾃﾞｰﾀ)かつ土砂災害危険個所数全国第7位という土砂災害の高い危険性にさらされている県民を土砂災害から守り、被害者ゼロを目指す。

・土砂災害の危険性が高い地域において、土砂災害による甚大な被害が予想される防災拠点（避難所（地域防災計画に位置付け有り）・役場・消防等）や集落（人家50戸以上）の保全を優先的に進め、県民の安全・安心な生活を実現する。

・南海地震に対する対策として、孤立化が想定される集落の避難所を優先保全し、県民の安全・安心な生活を実現する。

・土砂災害の危険区域６箇所の保全を概成するとともに、２９７戸の住家の人命保護を図る。

・土砂災害の危険区域にある防災拠点（避難所（地域防災計画に位置付け有り）・役場・消防等）６箇所を保全する。

・緊急点検を踏まえた緊急改築事業２箇所を整備する。

・砂防関係施設の長期にわたる機能維持に向けた修繕、改築等のため、平成31年度までに長寿命化計画を策定する。

重点配分対象の該当 ○

Ａ全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋D）
7,683.83 百万円

保全された防災拠点（避難所（地域防災計画に位置付け有り）・役場・消防等）の箇所数＝保全された防災拠点（避難所（地域防災計画に位置付け有り）・役場・
                                                                                                            消防等）を含む箇所数　・（南海地震による集落の孤立化が想定される箇所数）

・高知県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事
業：A1～A3全て
・高知県総合流域防災事業計画に基づき実施される要素
事業：A3-1～10

D 3,897.83 百万円

高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」（Mission「０」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）　【第２期】　（防災・安全）(重点）

最終目標値

保全箇所数　　・　（保全戸数）

６箇所・(２９７戸)
保全された箇所数　・（保全された戸数＝保全対象戸数＊計画期間の事業費／全体事業費）

保全された箇所数

（H28当初）

保全箇所数　　・　（保全戸数）

※保全された箇所＝期間内に計画事業が完了した箇所

（H31末）

交付対象

備考
当初現況値 中間目標値

定量的指標の現況値及び目標値

計画の目標

（H29末）

０箇所・(０戸) ４箇所・(１２０戸)

社会資本総合整備計画

　　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

６箇所・（３箇所）

0.00 百万円3,786.00 百万円 Ｂ

※保全された戸数＝期間内に計画事業が完了した箇所の住家戸数

※保全された集落（50戸以上）の箇所数＝期間内に計画事業が完了した箇所数※保全された避難所の箇所数＝期間内に計画事業が完了した箇所数

保全された箇所数 保全された箇所数

0.00%

平成29年3月17日

４箇所・（２箇所）０箇所

計画の名称

保全された箇所数

計画の期間

効果促進事業費の割合
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ｃ 0.00 百万円
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Ａ1　砂防事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業者 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

2-A1-１ 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 馬路村 310.00 - -

2-A1-2 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 本山町 140.00 - -

2-A1-3 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 四万十町 150.00 - -

2-A1-4 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 黒潮町 250.00 - -

2-A1-5 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 大月町 210.00 - -

2-A1-6 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 日高村 110.00 - -

2-A1-7 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 南国市 15.00 - - 一般計画から移行

2-A1-8 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 大豊町 70.00 - - 一般計画から移行

2-A1-9 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 須崎市 160.00 - - 一般計画から移行

2-A1-10 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 中土佐町 180.00 - - 一般計画から移行

2-A1-11 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 四万十市 50.00 - - 一般計画から移行

2-A1-12 砂防 一般 高知県 直接 高知県 通常砂防 改良 仁淀川町 100.00 - - 一般計画から移行

1745.00

Ａ2　急傾斜地崩壊対策事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

2-A2-1 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 土佐市 150.00 - -

2-A2-2 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 いの町 80.00 - -

2-A2-3 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 いの町 70.00 - -

2-A2-4 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 佐川町 80.00 - -

2-A2-5 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 仁淀川町 160.00 - -

2-A2-6 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 仁淀川町 90.00 - -

2-A2-7 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 梼原町 160.00 - -

2-A2-8 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 四万十市 120.00 - -

2-A2-9 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 黒潮町 20.00 - -

2-A2-10 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 東洋町 1.00 - - 一般計画から移行

2-A2-11 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 安田町 70.00 - - 一般計画から移行

2-A2-12 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 北川村 70.00 - - 一般計画から移行

2-A2-13 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 いの町 70.00 - - 一般計画から移行

2-A2-14 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 日高村 100.00 - - 一般計画から移行

2-A2-15 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 佐川町 70.00 - - 一般計画から移行

2-A2-16 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 佐川町 130.00 - - 一般計画から移行

2-A2-17 砂防 一般 高知県 直接 高知県 急傾斜 改良 中土佐町 70.00 - - 一般計画から移行

1511.00

Ａ3　その他総合的な治水事業（砂防）

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

2-A3-1 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 東部圏域 80.00 - 策定中

2-A3-2 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 吉野川上流圏域 80.00 - 策定中

2-A3-3 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 中部圏域 80.00 - 策定中

2-A3-4 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 西部圏域 80.00 - 策定中

2-A3-5 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 宿毛市 105.00 - 策定済

2-A3-6 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 大月町 105.00 - 策定済

2-A3-7 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 東部圏域 調整中 - 未策定

2-A3-8 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 吉野川上流圏域 調整中 - 未策定

2-A3-9 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 中部圏域 調整中 - 未策定

2-A3-10 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 改良 西部圏域 調整中 - 未策定

530.00

（百万円）

　[A1] 1745.00 +　[A2] 1511.00 +　[A3] 530.00 ＝ A　合計
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費用便益比

費用便益比

費用便益比

省略
工種

上能津谷川通常砂防事業

堰堤2基

堰堤1基

堰堤4基

堰堤2基

堰堤3基

市町村名
事業及び
施設種別

伊与喜谷川通常砂防事業

堰堤1基

中鴨川通常砂防事業

奈路谷川通常砂防事業

柳野谷川通常砂防事業

小浜川通常砂防事業

汐満川通常砂防事業

堰堤1基

フドウ滝谷川通常砂防事業

瀬戸ヶ谷川通常砂防事業

事業者

小計　（A1　砂防事業）

事業及び
施設種別

城山谷川支川通常砂防事業

弥生町地区急傾斜地崩壊対策事業

橘浦川通常砂防事業

要素となる事業名

奈呂（久保）地区急傾斜地崩壊対策事業

吉野地区急傾斜地崩壊対策事業

省略
工種

要素となる事業名

交付対象事業

全体事業費
（百万円）事業内容・規模等

堰堤1基

堰堤1基

堰堤１基、山腹工、アンカー工、集水井1基

堰堤1基

谷地東地区急傾斜地崩壊対策事業

中島上地区急傾斜地崩壊対策事業

間下地区急傾斜地崩壊対策事業 重力、もたれ、張りコン擁壁299m

平鍋地区急傾斜地崩壊対策事業 重力、もたれ、張りコン擁壁149m

大八十地区急傾斜地崩壊対策事業 重力、もたれ、張りコン擁壁410m

十二所谷川通常砂防事業

寺奈呂地区急傾斜地崩壊対策事業

長沢（西）地区急傾斜地崩壊対策事業

市町村名
全体事業費
（百万円）

小計　（A2　急傾斜地崩壊対策事業）

堰堤3基

重力、もたれ、張りコン擁壁265m

重力、もたれ、張りコン擁壁666m

重力、もたれ、張りコン擁壁664m

重力、もたれ、張りコン擁壁223m

重力、もたれ、張りコン擁壁425m

重力、もたれ、張りコン擁壁365m

重力、もたれ、張りコン擁壁266m

重力、もたれ、張りコン擁壁233m

事業内容・規模等

重力、もたれ、張りコン擁壁427m

重力、もたれ、張りコン擁壁315m

測量

長沢川砂防設備等緊急改築事業

吉野川上流圏域総合流域防災事業

中部圏域総合流域防災事業

重力、もたれ、張りコン擁壁895m

大崎（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

省略
工種

久万田地区急傾斜地崩壊対策事業

久喜地区急傾斜地崩壊対策事業

（西部圏域）緊急改築　堰堤1基

要素となる事業名

中平地区急傾斜地崩壊対策事業

重力、もたれ、張りコン擁壁356m

長寿命化計画策定

森ｹ崎区急傾斜地崩壊対策事業 重力、もたれ、張りコン擁壁765m

南込山地区急傾斜地崩壊対策事業

西山地区急傾斜地崩壊対策事業

砂防堰堤等

砂防堰堤等

砂防堰堤等

砂防堰堤等

小計　（A4　その他総合的な治水事業（砂防））

3,786.00

東部圏域総合流域防災事業

吉野川上流圏域総合流域防災事業

中部圏域総合流域防災事業

西部圏域総合流域防災事業

事業者
事業及び
施設種別

長寿命化計画策定

市町村名

（西部圏域）緊急改築　堰堤1基

長寿命化計画策定

事業内容・規模等

長寿命化計画策定

全体事業費
（百万円）

雁ヶ池川砂防設備等緊急改築事業

西部圏域総合流域防災事業

東部圏域総合流域防災事業



Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

B　合計 0.00

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

C　合計 0.00

番号 一体的に実施することにより期待される効果

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

Ｄ-1 地籍整備 一般 高知県 間接 高知市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 303.514

Ｄ-2 地籍整備 一般 高知県 間接 室戸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 259.900

Ｄ-3 地籍整備 一般 高知県 間接 安芸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 208.290

Ｄ-4 地籍整備 一般 高知県 間接 土佐市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 181.146

Ｄ-5 地籍整備 一般 高知県 間接 宿毛市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 58.382

Ｄ-6 地籍整備 一般 高知県 間接 土佐清水市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 76.686

Ｄ-7 地籍整備 一般 高知県 間接 四万十市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 358.994

Ｄ-8 地籍整備 一般 高知県 間接 香美市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 115.332

Ｄ-9 地籍整備 一般 高知県 間接 東洋町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 12.580

Ｄ-10 地籍整備 一般 高知県 間接 安田町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 395.396

Ｄ-11 地籍整備 一般 高知県 間接 大豊町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 266.300

Ｄ-12 地籍整備 一般 高知県 間接 土佐町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 135.000

Ｄ-13 地籍整備 一般 高知県 間接 いの町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 487.216

Ｄ-14 地籍整備 一般 高知県 間接 中土佐町　社会資本整備円滑化地籍整備事業 68.306

Ｄ-15 地籍整備 一般 高知県 間接 佐川町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 66.084

Ｄ-16 地籍整備 一般 高知県 間接 越知町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 260.560

Ｄ-17 地籍整備 一般 高知県 間接 四万十町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 355.518

Ｄ-18 地籍整備 一般 高知県 間接 大月町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 187.070

Ｄ-19 地籍整備 一般 高知県 間接 黒潮町 社会資本整備円滑化地籍整備事業 101.560

D　合計 3897.834

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ-1

Ｄ-2

Ｄ-3

Ｄ-4

Ｄ-5

Ｄ-6

Ｄ-7

Ｄ-8

Ｄ-9

Ｄ-10

Ｄ-11

Ｄ-12

Ｄ-13

Ｄ-14

Ｄ-15

Ｄ-16

Ｄ-17

Ｄ-18

Ｄ-19
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備考

備考

備考

備考

備考

いの町

中土佐町

佐川町

面積 22.96㎢ いの町

宿毛市

面積　1.88㎢ 土佐清水市

面積 10.03㎢ 四万十市

安田町

大豊町

土佐町

面積 11.57㎢ 安田町

面積 15.70㎢ 大豊町

面積　6.00㎢ 土佐町

番号 事業者

安芸市

面積　3.38㎢ 高知市

面積　2.67㎢ 室戸市

面積　6.67㎢ 安芸市

高知市

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容
（面積等）

市町村名

番号

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

備考

市町村名

市町村名

事業実施期間（年度）
事業内容

事業内容

事業者 種別等

要素となる事業名

要素となる事業名

種別等

黒潮町

砂防事業（2-A3-3）及び（2-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-1）及び（2-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

面積　3.52㎢ 中土佐町

面積　2.58㎢ 佐川町

全体事業費
（百万円）

室戸市

越知町

四万十町

大月町

面積 15.04㎢ 四万十町

面積  7.28㎢ 大月町

面積　7.38㎢ 越知町

土佐市

宿毛市

土佐清水市

面積　3.83㎢ 土佐市

四万十市

香美市

東洋町

面積　4.45㎢ 香美市

面積　0.10㎢ 東洋町

面積　1.00㎢

砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

黒潮町 面積　5.57㎢

砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-1）及び（2-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-3）及び（2-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-1）及び（2-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-1）及び（2-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-1）及び（2-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-2）及び（2-A3-8）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-2）及び（2-A3-8）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-3）及び（2-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-3）及び（2-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

砂防事業（2-A3-3）及び（2-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。



交付金の執行状況

（単位：百万円）

※　平成２８年度以降の各年度の決算額を記載。
※　平成２８年度は、決算額が確定でき次第記載。
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未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

-

未契約繰越＋不用率が10％を超えてい
る場合その理由

-

うち未契約繰越額
（g）

-

不用額
（h = c+d-e-f）

-

支払済額
（e）

-

翌年度繰越額
（f）

-

交付額
（c=a+b）

-

前年度からの繰越額
（d）

-

配分額
（a）

-

計画別流用
増△減額
（b）

-

H27 H28 H29 H30 H31



交付金事業管内図

砂防関係事業【重点計画】

（砂防・地すべり・急傾斜）

縮尺１：５００，０００

高知県

総合流域防災事業、社会資本整備円滑化地籍整備事業

A3-1,A3-7,D-2～4,D-8～10 □高知東部圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備

A3-2,A3-8,D-11,D-12 □吉野川上流圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備

A3-3,A3-9,D-1,D-13,D-15,D-16 □高知中部圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備

A3-4,A3-4,D-5～7,D-14,D-17～19 □高知西部圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備

防災・安全交付金

通常砂防事業：１２箇所

急傾斜地崩壊対策事業：１７箇所

砂防設備等緊急改築事業：２箇所

A1-1瀬戸ヶ谷川通常砂防事業

A1-2十二所谷川通常砂防事業

A1-3城山谷川支川通常砂防事業

A1-4伊与喜谷川通常砂防事業

A1-5橘浦川通常砂防事業

A2-1谷地東地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-2長沢（西）地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-3奈路（久保）地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-4久万田地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-5大崎（１）地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-6久喜地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-7中平地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-8弥生町地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-9寺奈呂地区急傾斜地崩壊対策事業

高知西部圏域

高知中部圏域

吉野川上流圏域

高知東部圏域
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A3-6長沢川砂防設備等緊急改築事業

A3-5雁ヶ池川砂防設備等緊急改築事業

A1-6上能津谷川通常砂防事業

A1-8柳野谷川通常砂防事業

A1-9小浜川通常砂防事業

A1-10汐満川通常砂防事業

A1-11中鴨川通常砂防事業

A1-7奈路谷川通常砂防事業

A1-12フドウ滝谷川通常砂防事業

A2-10中島上地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-11間下地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-12平鍋地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-13大八十地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-14南込山地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-15西山地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-16森ヶ崎地区急傾斜地崩壊対策事業

A2-17吉野地区急傾斜地崩壊対策事業



事業主体名： 高知県

チェック欄

　１）基本方針と適合している。 ○

　２）整備計画等の認可と整合性が確保されている。 ○

　１）地域課題を踏まえて計画が設定されている。 ○

　１）事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 ○

　２）事業評価は、数値、指数等を用いて客観的に示されている。 ○

　１）十分な事業効果が得られることが確認されている。 ○

　１）財政・執行能力等からみても計画期間で適正な区域となっている。 ○

　１）事業説明などを行い関係者と調整を行っている。 ○

③目標と事業内容の整合性等

計画の名称：高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」（Mission「０」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）　【第２期】　（防災・安全）（重点）

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤事業執行の能力

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
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