
平成30年1月（第３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：高知県における土砂災害警戒区域等の指定による
土砂災害対策の推進（Mission「０」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）(防災・安全)

計画の期間：平成27年度　～　平成31年度　（5年間）



平成27年度　～　平成31年度　（５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。

土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査を推進し、住民に早期に土砂災害の危険性を周知するとともに、避難体制の充実・強化につなげることで、土砂災害から人命を保全し、安全で安心な地域づくりを行う。

土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査を全箇所実施し、県下全ての土砂災害危険箇所の調査を完了する。

土砂災害警戒区域の指定にかかる基礎調査の実施箇所数

土砂災害特別警戒区域の指定に係る基礎調査の実施箇所数

Ａ　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） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 Ｈ30 Ｈ31

A-1 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 － 東部圏域 1621

A-2 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 － 吉野川上流圏域 1455

A-3 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 － 中部圏域 1724

A-4 砂防 一般 高知県 直接 高知県 総流防 － 西部圏域 3172

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 Ｈ30 Ｈ31

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

社会資本総合整備計画 平成30年1月25日

計画の名称
計画の期間 交付対象

高知県における土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害対策の推進（Mission「０」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）（防災・安全） 重点計画の該当

（H27当初） （H29末）

計画の目標

　　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

96箇所
(96/17,936=1%)

2,361箇所
(2,361/17,936=13%)

17,936箇所
(17,936/17,936=100%)

（H31末） 土砂災害危険箇所18,145箇所
を対象として土砂災害警戒区域
等の基礎調査を実施する。１巡
目はH31調査完了、H32からは2
巡目の調査に着手する計画で
ある。

10,168箇所
(10,168/18,145=56%)

18,145箇所
(18,145/18,145=100

%)

18,145箇所
(18,145/18,145=100%)

0%

中部圏域総合流域防災事業 砂防基礎調査

交付対象事業

事業及び
施設種別

省略
工種

要素となる事業名 事業内容・規模等 市町村名
全体事業費
（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
7,972 百万円 Ａ 7,972 百万円 Ｂ － Ｃ 0 百万円 Ｄ 0 百万円

効果促進事業費の割合
Ｃ／（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）

市町村名
全体事業費
（百万円）

東部圏域総合流域防災事業 砂防基礎調査

吉野川上流圏域総合流域防災事業 砂防基礎調査

西部圏域総合流域防災事業 砂防基礎調査

7972

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

0

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容

番号 事業者 省略工種 要素となる事業名 事業内容

0

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
（面積等）

市町村名
全体事業費
（百万円）

0

番号 事業者



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６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。

未契約繰越＋不用率が10％を超えて 補正予算
未契約繰越＋不用率 64.7% 6.1% 6.2%

不用額 0 0 0
うち未契約繰越額 154 20 21

翌年度繰越額 154 41 111
支払済額 84 289 230

前年度からの繰越額 0 154 41 111
交付額 238 176 300 370

計画別流用 0 0 0 0

H30
配分額 238 176 300 370

H26 H27 H28 H29



高知東部圏域

吉野川上流圏域

高知中部圏域

高知西部圏域

A‐1 基礎調査（東部圏域一円）

交付金事業管内図

砂防関係事業

平成２７年度～平成３１年度

（基礎調査）第２回変更

縮尺１：５００，０００
高知県

防災・安全交付金 総合流域防災事業

A-1□高知東部圏域 ：基礎調査

A-2□吉野川上流圏域 ：基礎調査

A-3□高知中部圏域 ：基礎調査

A-4□高知西部圏域 ：基礎調査

A‐2 基礎調査（吉野川上流圏域一円）

A‐3 基礎調査（東部圏域一円）

A‐4 基礎調査（西部圏域一円）
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