
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会資本総合整備計画　事後評価書 平成30年5月30日

Ａ　基幹事業（道路事業）

事業 地域 交付 直接 道路 備考

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

1-A01-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.85km －－－ 328

1-A01-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.20km －－－－－ 557

1-A01-004 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.70km －－－－－ 409 （強）

1-A01-005 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.67km －－－－－ 500

1-A01-006 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.00km －－－－－ 640

1-A01-007 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.36km －－－－ 160 （強）

1-A01-008 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.89km －－－－－ 600 （強）

1-A01-009 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.89km －－－－－ 396

1-A01-010 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.98km －－－－－ 500

1-A01-011 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.18km －－－－－3,561

1-A01-012 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.30km －－－－ 480

1-A01-013 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.60km －－－－1,000 （強）

1-A01-014 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.56km －－－－ 910 （強）

１．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） 重点計画の該当

（主）窪川船戸線・寺野工区 現道拡幅 中土佐町

高知市現道拡幅

香美市

（主）窪川中土佐線・跡川工区 現道拡幅 中土佐町

（主）中村宿毛線・広野工区 バイパス 三原村

（主）足摺岬公園線・松尾～大浜工区 バイパス 土佐清水市

（主）龍河洞公園線・佐古藪工区 現道拡幅

（主）窪川船戸線・市生原～上秋丸工区 現道拡幅 四万十町

（一）山川野市線・東野工区 現道拡幅 香南市

番号 事業者
省略
工種

交付対象事業

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）

現道拡幅 安田町

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

（主）窪川中土佐線・床鍋工区 現道拡幅 四万十町

（一）岩目地西佐川停車場線・加茂工区 現道拡幅 佐川町

（主）窪川船戸線・野老野工区 現道拡幅 中土佐町

（主）伊野仁淀線・黒瀬～片岡工区 現道拡幅 越知町

（主）南国伊野線・桑尾（２）工区

百万円

①対策済み箇所数　/　対策必要箇所数

②修繕完了橋梁数　/　橋梁長寿命化修繕計画のうち５年内に事業着手する橋梁数

備考
①通学路の緊急合同点検対策必要箇所における対策完了割合　②橋梁の修繕完了割合　③落石・崩壊等危険箇所（要対策箇所）の対策完了割合

当初現況値 中間目標値 最終目標値
(H24当初) (H26末) (H28末) ・高知県強靭化計画に基づき実施される要素事

業：A01、A02、A06、A07、A12～A14、A16、A21、
A30、C01のうち緊急輸送道路で実施する事業（備
考欄に（強）記載の要素事業）
・高知市強靭化計画に基づき実施される要素事
業：A67-33

0.8%Ｄ 0 百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

70%

20% 60%0%

22%

計画の名称

計画の期間 平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付対象
高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月
町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

　南海地震や頻発する風水害・土砂災害に備える事前防災・減災対策、老朽化が進行する道路構造物の計画的な維持管理・改修、危険な通学路の交通安全対策等、これらの対策を効果的に実施し、県民の命と暮らしを守る道づくりを進める。

計画の成果目標（定量的指標）

①通学路の緊急合同点検によって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%（H24)から70%（H28)に増大させる。
②既存橋梁の健全度の上昇
③道路法面からの落石・崩壊等災害の減少

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

計画の目標

890百万円 Ｂ 1,970 百万円Ａ 104,473

（主）安田東洋線・瀬切工区

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
百万円

③対策完了箇所数　/　落石・崩壊等危険箇所（要対策箇所）数

Ｃ107,333

23% 24%

0% 30%

１．交付対象事業の進捗状況



1-A01-015 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.52km －－－ 440 （強）

1-A01-016 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.80km －－－ 300 （強）

1-A01-017 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.34km －－ 200

1-A01-018 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=6.61km －－－－2,000

1-A01-019 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.64km －－－－ 300

1-A01-022 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=6.50km －－ 300 （強）

1-A01-023 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.15km －－ 400 （強）

1-A01-024 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.24km － 90 （強）

1-A01-025 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.70km － 210 （強）

1-A02-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.50km －－－ 275

1-A02-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=5.00km －－－－－ 223

1-A02-003 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.21km －－－－－ 212

1-A02-004 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.70km －－ 30

1-A02-005 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.96km －－－－－ 240

1-A02-006 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.55km －－ 50

1-A02-007 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.28km －－－－－ 200

1-A02-008 道路 離島 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.77km －－－－ 150

1-A02-009 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.47km －－ 65

1-A02-010 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.10km －－－－－ 300

1-A02-011 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.77km －－ 90

1-A02-012 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.08km －－－ 130

1-A02-013 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=6.30km －－－－1,500 （強）

1-A02-014 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.11km －－－－ 80

1-A02-015 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.50km －－－－ 60

1-A02-016 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.22km －－－ 100

1-A02-017 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.08km －－－ 170

1-A02-018 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.10km －－ 300

1-A02-019 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.07km －－ 100

1-A02-020 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.07km － 30

1-A03-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=8.12km －－－－－ 300

1-A03-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=4.60km －－－ 200

1-A03-003 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.30km －－－－－ 200

1-A03-004 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=11.00km －－－－－ 191

1-A03-005 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=13.00km －－－－－ 200

1-A03-006 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.40km －－－ 100

1-A03-007 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.20km －－－－－ 300

（主）高知本山線・土佐山高川～地蔵寺工区 バイパス 高知市～土佐町

（主）高知本山線・立割工区 現道拡幅 土佐町

（主）春野赤岡線 ・ 西畑工区

（主）中村宿毛線・下切～石原工区

（主）中村宿毛線・上長谷工区

現道拡幅

現道拡幅

現道拡幅

現道拡幅

（主）南国伊野線・小山工区

（一）松原窪川線・久保谷工区

（一）磯谷本山線・渡津工区

（主）中村宿毛線・伊与野工区

高知市

梼原町

本山町

宿毛市

（主）中村宿毛線・宗賀工区 現道拡幅 三原村

（一）清王新田貝ノ川線・春遠工区 局部改良 大月町

（一）宗呂中村線・江ノ村～間工区 現道拡幅 四万十市

（一）沖ノ島循環線・弘瀬～玉柄

現道拡幅

現道拡幅

現道拡幅

（主）安田東洋線・小川工区 現道拡幅 安田町

（主）窪川船戸線・岩土工区

（一）神母木野市線・神母ノ木工区 1.5車線的整備 香美市

（一）日ノ御子土佐山田線・白川工区 1.5車線的整備 香美市

（一）畑山栃ノ木線・畑山～栃ノ木工区 1.5車線的整備 安芸市

（主）香北赤岡線・小川～中西川工区 1.5車線的整備 香美市～香南市

（一）佐喜浜吉良川線・吉良川工区 1.5車線的整備 室戸市

（一）奈比賀川北線・加増家工区 1.5車線的整備 安芸市

（一）間崎布堂ヶ谷線・布～下ノ加江工区 現道拡幅 土佐清水市

（一）船津野根線・真砂瀬～黒瀬工区 1.5車線的整備 東洋町

（主）宿毛津島線・篠山～出井工区 現道拡幅 宿毛市

（主）前浜植野線・土佐山田町中組工区 現道拡幅 香美市

（一）坂瀬吉野線・坂瀬工区 現道拡幅 本山町

（一）小味野々川口線・折合工区 現道拡幅 四万十町

現道拡幅

現道拡幅

現道拡幅 宿毛市

（一）上郷梼原線・芳生野～下組工区 局部改良 津野町～梼原町

（一）安並佐岡線・安並工区 現道拡幅 四万十市

（一）大川土佐線・中切工区 局部改良 大川村

（一）四国カルスト公園縦断線・天狗高原工区 現道拡幅 津野町～梼原町

（主）安田東洋線・島工区 現道拡幅 北川村

（一）磯谷本山線・尾生～川口工区 局部改良 大豊町

安田町

高知市

高知市

三原村～宿毛市

三原村

（主）安田東洋線・瀬切工区

（主）南国伊野線・今井工区

バイパス 津野町

（一）奥の谷日比原線・清水上分～下分工区 現道拡幅 いの町



1-A03-008 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.90km －－－－－ 180

1-A03-009 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=4.50km －－－－－ 250

1-A03-010 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=9.00km －－－－－ 200

1-A03-011 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.57km －－－－－ 250

1-A03-012 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=5.70km －－－－－ 250

1-A03-013 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.90km －－－－－ 200

1-A03-014 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=10.41km －－－－－ 850

1-A03-015 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.32km －－ 100

1-A03-016 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=5.80km －－－－－ 550

1-A03-017 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.70km －－－－－ 100

1-A03-018 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.91km －－－－－ 150

1-A03-019 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.88km －－－－－ 150

1-A03-020 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.84km －－－－－ 190

1-A03-021 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=5.18km －－－－－ 150

1-A03-022 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.63km －－ 50

1-A03-023 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=20.36km －－－－－ 200

1-A03-024 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=6.23km －－－－－ 286

1-A03-025 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.50km －－－ 50

1-A03-026 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.70km －－－－－ 200

1-A03-027 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.59km －－－－－ 200

1-A03-028 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=8.50km －－－－－ 300

1-A03-029 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=6.40km －－－－－ 160

1-A03-030 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=5.04km －－－－－ 350

1-A03-031 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=4.45km －－－－－ 750

1-A03-032 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.93km －－－－－ 611

1-A03-033 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=7.20km －－－－－ 250

1-A03-034 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.64km －－－ 200

1-A03-035 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.03km －－－－－ 334

1-A03-036 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=17.40km －－－－－ 300

1-A03-037 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.99km －－－－－ 790

1-A03-038 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=16.00km －－－－－ 400

1-A03-039 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.74km －－－－－ 750

1-A03-040 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=5.65km －－－ 220

1-A03-041 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.00km －－－－－ 753

1-A03-042 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=12.00km －－－－－ 206

1-A03-043 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=6.66km －－－－－ 200（一）大用大方線・大用～入野工区 1.5車線的整備 四万十市～黒潮町

（一）住次郎佐賀線・住次郎～市野々川工区 1.5車線的整備 四万十市～黒潮町

（一）秋丸佐賀線・家地川～川奥工区 1.5車線的整備 四万十町～黒潮町

（一）岡本大方線・上田ノ口工区 1.5車線的整備 黒潮町

（主）中村下田ノ口線・下田ノ口工区 1.5車線的整備 黒潮町

（主）大方大正線・蜷川～常六工区 1.5車線的整備 黒潮町～四万十市

（主）有岡川登線・横瀬工区 1.5車線的整備 四万十市

（一）川登中村線・川登～百笑工区 1.5車線的整備 四万十市

（主）西土佐松野線・津野川～大宮工区 1.5車線的整備 四万十市

（一）昭和中村線・古尾工区 1.5車線的整備 四万十市

（一）藪ヶ市松野線・中家地工区 1.5車線的整備 四万十市

（主）大方大正線・打井川工区 1.5車線的整備 四万十町

（主）興津窪川線・興津坂工区 1.5車線的整備 四万十町

（一）昭和中村線・大井川～野々川工区 1.5車線的整備 四万十町

（一）十和吉野線・十川～古城工区 1.5車線的整備 四万十町

（一）小味野々川口線・桧生原～川口工区 1.5車線的整備 四万十町

（一）作屋影野停車場線・作屋～影野工区 1.5車線的整備 四万十町

（一）松原窪川線・西川角～大井野工区 1.5車線的整備 四万十町

（主）中土佐佐賀線・志和地～矢井賀工区 1.5車線的整備 中土佐町

（一）松原窪川線・久保谷工区 1.5車線的整備 梼原町

（一）安居公園線・大屋～川内谷工区 1.5車線的整備 仁淀川町

（一）萩中須崎線・寺野～上分工区 1.5車線的整備 中土佐町～須崎市

（一）中津公園線・下名野川～上名野川工区 1.5車線的整備 仁淀川町

（主）土佐佐川線・永野工区 1.5車線的整備 佐川町

（一）庄田伊野線・名越屋工区 1.5車線的整備 日高村

（主）土佐佐川線・谷地工区 1.5車線的整備 土佐市

（一）庄田伊野線・下名越屋～江尻工区 1.5車線的整備 日高村

（主）南国伊野線・今井～畑川工区 1.5車線的整備 高知市

（主）石鎚公園線・越裏門～長沢工区 1.5車線的整備 いの町

（主）伊野仁淀線・桐見川（２）工区 1.5車線的整備 越知町

（一）下山越知線・下山工区 佐川町1.5車線的整備

（一）弘瀬高知線・弘瀬～円行寺工区 1.5車線的整備 高知市

（主）高知伊予三島線・草峰～吉原工区 1.5車線的整備 高知市

（一）香北野市線・岩改工区 1.5車線的整備 香美市

（主）高知伊予三島線・峰石原～南川工区 1.5車線的整備 土佐町

（主）大豊物部線・五王堂～大栃工区 1.5車線的整備 香美市



1-A03-044 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=3.08km －－－－－ 235

1-A03-045 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=1.36km －－－ 166

1-A03-046 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=8.50km －－－－－ 500

1-A03-047 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.93km －－－－－ 285

1-A03-049 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.36km －－－－ 390

1-A03-050 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=0.14km －－ 52

1-A03-051 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=2.20km －－ 600

1-A03-052 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=17.00km －－－－ 650

1-A03-054 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=4.50km －－ 150

1-A03-055 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 改築 L=4.8km － 50

1-A04-001 道路 一般 高知県 直接 市町村道 改築 L=0.86km －－－－ 230

1-A04-002 道路 一般 高知県 直接 市町村道 改築 L=1.42km －－－－－ 200

1-A05-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.75km －－－－－ 370

1-A05-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.20km －－ 60

1-A05-003 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.02km －－－－－ 302

1-A05-004 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.98km －－－－ 139

1-A05-005 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.08km －－ 80

1-A05-008 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.57km －－－－－ 150

1-A05-009 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.36km －－－ 229

1-A05-010 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.04km －－ 50

1-A05-011 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.30km －－－ 42

1-A05-012 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.22km －－ 30

1-A05-013 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.80km －－－－－ 802

1-A05-015 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.20km －－ 30

1-A05-021 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.12km －－－ 50

1-A05-022 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.40km －－－ 900

1-A05-023 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.06km －－－1,140

1-A05-024 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.25km －－－ 250

1-A05-025 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.21km － 19

1-A05-026 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.45km －－－1,300

1-A05-027 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.10km －－－ 100

1-A05-028 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.35km －－－ 250

1-A05-029 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.34km －－－ 330

1-A05-034 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.65km －－ 200

1-A05-035 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.30km －－ 130

1-A05-036 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.16km －－ 250

歩道整備

（主）宿毛城辺線・貝塚工区 歩道整備 宿毛市

歩道整備 室戸市

（一）遠崎野市線・西野工区

（一）甲殿弘岡上線・森山工区

（一）弘岡下種崎線・長浜工区

（一）椎名室戸線・浮津工区

（一）安居公園線・大屋～川内谷工区 1.5車線的整備 仁淀川町

（一）宮ノ口深渕線・宮ノ口工区 歩道整備 香美市

（主）土佐伊野線・高岡工区 歩道整備 土佐市

（主）窪川船戸線・神母野工区 歩道整備 中土佐町

（主）高知春野線・神田工区 自歩道整備

歩道整備

歩道整備

香南市

高知市

高知市

高知市

（一）田村高須線・介良工区 歩道整備 高知市

（一）土佐一宮停車場一宮線・一宮工区 歩道整備 高知市

（一）北本町領石線・一宮工区 自歩道整備 高知市

（一）新居中島線・新居工区 歩道整備 土佐市

四万十町

(主）桂浜はりまや線・潮江北部工区 自歩道整備

（一）宮ノ口深渕線・山田島工区 交差点改良、自歩道整備 香美市

（主）南国インター線・大埇工区 交差点改良、自歩道整備 南国市

（主）窪川船戸線・琴平町工区 歩道整備 四万十町

（一）宗呂中村線・間～国見工区 歩道整備 四万十市

（主）興津窪川線・数神～仁井田工区 歩道整備 四万十町

（主）興津窪川線・与津地工区 歩道整備 四万十町

（主）窪川船戸線・北琴平町工区 歩道整備

（主）中土佐佐賀線・押岡工区 歩道整備 中土佐町

（２）朝谷線・朝谷第３工区 現道拡幅 大川村

（主）春野赤岡線・吉川工区 自歩道整備 香南市

高知市

（主）春野赤岡線・甲殿工区 歩道整備 高知市

（１）国道東島線・安田工区 バイパス＋現道拡幅 安田町

（一）重倉笠ノ川線・八京工区 1.5車線的整備 南国市

室戸市

四万十市

1.5車線的整備

1.5車線的整備

（一）佐喜浜吉良川線・佐喜浜（2）工区

（一）昭和中村線・竹屋敷～古尾工区

1.5車線的整備 佐川町（一）片岡庄田線・黒原～庄田工区

（一）大久保伊尾木線・奈比賀～宮田岡工区 現道拡幅 安芸市

（一）安満地福良線・橘浦～芳ノ沢工区 1.5車線的整備 大月町

（主）宿毛宗呂下川口線・坂井～出合工区 1.5車線的整備 土佐清水市

（主）宿毛宗呂下川口線・石原～舟ノ川工区 1.5車線的整備 宿毛市

（一）安満地福良線・栄喜工区 1.5車線的整備 宿毛市



1-A05-037 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.40km －－ 500

1-A05-038 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.44km － 40

1-A05-039 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.58km － 20

1-A05-040 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.20km － 70

1-A05-041 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.50km － 50

1-A05-042 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.28km － 190

1-A05-201 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 N=24基 －－－－－ 150

1-A05-202 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 N=4基 －－－ 100

1-A05-203 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 N=2区間 －－－ 30

1-A05-204 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 N=350箇所 － 10

1-A06-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=1.04km －－－ 90

1-A06-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 交安 L=0.33km －－ 200 （強）

1-A07-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.20km －－－－ 100

1-A07-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=15.00km －－－－－ 88 （強）

1-A07-003 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=4.10km －－－－－ 140

1-A07-004 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=11.00km －－－－－ 250

1-A07-005 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=3.00km －－－－－ 113 （強）

1-A07-006 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=15.00km －－－－－ 97 （強）

1-A07-007 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=8.00km －－－－ 80

1-A07-008 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.30km －－ 17

1-A07-009 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=16.00km －－－－－ 200

1-A07-010 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=7.00km －－－－－ 160

1-A07-011 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=7.90km －－－－－ 200

1-A07-012 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=11.00km －－－－－ 130 （強）

1-A07-013 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=29.00km －－－－－ 170 （強）

1-A07-014 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=9.50km －－－－－ 170 （強）

1-A07-015 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=2.30km －－－－ 85 （強）

1-A07-016 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=7.00km －－－－－ 100

1-A07-017 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=13.30km －－－－－ 201 （強）

1-A07-018 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=3.90km －－－－－ 173

1-A07-019 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=3.00km －－－ 60 （強）

1-A07-020 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=6.00km －－－－－ 217

1-A07-021 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=4.00km －－－－－ 80

1-A07-022 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.44km －－－－ 94

1-A07-023 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=1.50km －－－－－ 80

1-A07-024 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=5.30km －－－－－ 185

高知市

（主）高知本山線 ・ 高川～薊野工区 落石対策 高知市

落石対策 香南市

（一）久保大宮線 ・ 久保影～清爪工区 落石対策 香美市

（一）室戸公園線 ・ 室戸岬町工区 法面対策 室戸市

（主）安田東洋線 ・ 正弘～二又工区 落石対策

（一）大久保伊尾木線 ・ 大井～黒瀬工区

（一）香北野市線・大谷工区

高知市

（主）南国伊野線 ・ 菖蒲～梶谷工区 落石対策

（一）奈良香北線 ・ 西川工区 落石対策 香美市

（一）蟹越繁藤線 ・ 桑ノ川～繁藤工区 落石対策 南国市～香美市

（主）川之江大豊線 ・ 刈屋～川口工区 落石対策 大豊町

（主）高知伊予三島線 ・ 下中切～大北川工区 落石対策 大川村

（主）高知本山線 ・ 東石原～地蔵寺工区 落石対策 土佐町

（主）本川大杉線 ・ 下切～田井工区 落石対策 大川村～土佐町

（一）坂瀬吉野線 ・ 坂瀬工区 本山町

（主）高知伊予三島線 ・ 鏡小浜工区 落石対策 高知市

（主）高知伊予三島線 ・ 鏡今井工区 落石対策

（一）畑山栃ノ木線 ・ 畑山～栃ノ木工区 落石対策 安芸市

（主）安芸物部線 ・ 舞川～浦山工区 落石対策 香南市～香美市

（主）夜須物部線 ・ 国光～奥西川工区

(主）桂浜はりまや線・潮江北部工区 電線共同溝 高知市

（主）須崎仁ノ線線・出見工区 歩道整備 須崎市

(主）桂浜はりまや線・桟橋通り工区 電線共同溝 高知市

（主）龍河洞公園線・片地工区 歩道整備 香美市

（主）須崎仁ノ線・立目工区 歩道整備

（主）土佐伊野線他・いの町他工区 道路情報提供装置整備 いの町他

（一）須崎港線他・高知県全域 海抜情報提供事業 高知県全域

落石対策 安芸市

歩道整備 香南市

（一）出口古津賀線・出口工区 歩道整備 黒潮町

（一）南国野市線・大埇工区 歩道整備 南国市

須崎市

落石対策 高知市

（主）石鎚公園線 ・ 寺川～長沢工区 落石対策 いの町

（主）横浪公園線 ・ 宇佐町竜工区

（主）桂浜宝永線 ・ 仁井田工区

安田町～北川村

落石対策

（一）安居公園線他・高知県全域 道路情報提供装置整備 高知県全域

（主）春野赤岡線他・高知市他工区 道路情報提供装置整備 高知市他

落石対策 土佐市

（主）横浪公園線 ・ 宇佐町竜工区 越波対策 土佐市

（主）土佐佐川線 ・ 谷地工区 落石対策 土佐市

（一）奥の谷日比原線 ・ 清水上分～清水下分工区 落石対策 いの町



1-A07-025 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=13.50km －－－－－ 156

1-A07-026 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=36.00km －－－－－ 200

1-A07-027 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=6.30km －－－－－ 70 （強）

1-A07-028 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=1.52km －－－－－ 147

1-A07-029 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=1.35km －－－－－ 139

1-A07-030 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=7.90km －－－－－ 205

1-A07-031 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=2.00km －－－－－ 90

1-A07-032 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=1.00km －－－－ 110

1-A07-033 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=3.48km －－－－ 350

1-A07-034 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.46km －－－－ 100

1-A07-035 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=13.75km －－－－－ 120

1-A07-036 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.87km －－－－－ 269

1-A07-037 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=7.00km －－－－－ 150 （強）

1-A07-038 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.22km －－－－－ 400 （強）

1-A07-039 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=5.47km －－－－ 100

1-A07-040 道路 離島 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=10.34km －－－－－ 138

1-A07-041 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=4.40km －－－－－ 550 （強）

1-A07-042 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=3.60km －－－－－ 195

1-A07-043 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.13km －－－－ 120 （強）

1-A07-044 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.40km －－－－ 60

1-A07-045 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.08km －－ 50

1-A07-046 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.60km －－ 100

1-A07-047 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.22km －－－ 140

1-A07-048 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=1.26km －－－ 54 （強）

1-A07-049 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=2.10km －－－ 70 （強）

1-A07-050 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=5.10km －－ 70 （強）

1-A07-051 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=5.20km －－ 70

1-A07-052 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=6.80km －－ 35

1-A07-053 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.20km －－ 40

1-A07-054 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.30km 100

1-A07-055 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.10km －－ 50

1-A07-056 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.35km －－－ 50

1-A07-057 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.10km －－－ 200

1-A07-058 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.05km －－ 30

1-A07-059 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.30km － 450

1-A07-060 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=3.70km － 60 （強）

（主）伊野仁淀線 ・ 黒瀬～長者工区 落石対策 越知町～仁淀川町

（一）長者佐川線 ・ 古畑～岡崎工区 落石対策 佐川町

（主）中土佐佐賀線 ・ 矢井賀工区 落石対策 中土佐町

落石対策 日高村（一）庄田伊野線 ・ 宮ノ谷～下分工区

（主）中平梼原線 ・ 中平～大向工区 落石対策 梼原町

（一）久礼須崎線 ・ 久礼～安和工区 落石対策 中土佐町～須崎市

（一）久礼須崎線 ・ 久礼～安和工区 路面陥没対策 中土佐町～須崎市

（主）中土佐佐賀線 ・ 志和工区 落石対策 四万十町

（主）大方大正線 ・ 打井川工区 落石対策 四万十町

（一）作屋影野停車場線 ・ 作屋～下呉地工区 落石対策 四万十町

（一）昭和中村線 ・ 野々川工区 落石対策 四万十町

（主）土佐清水宿毛線 ・ 平田町黒川工区 法面対策 宿毛市

（一）安満地福良線 ・ 橘浦～泊浦工区 落石対策 大月町

（一）沖ノ島循環線 ・ 弘瀬～長浜工区 落石対策 宿毛市

（主）土佐清水宿毛線 ・ 下ノ加江工区 落石対策 土佐清水市

（主）足摺岬公園線 ・ 以布利～窪津工区 落石対策 土佐清水市

落石対策

落石対策

落石対策

いの町

仁淀川町

（一）十和吉野線 ・ 川口～地吉工区 四万十町

土佐清水市（一）宗呂中村線 ・ 出合～有永工区

（主）足摺岬公園線 ・ 中ノ浜～旭町工区

（一）出口古津賀線 ・ 古津賀工区 落石対策

（主）柏島二ツ石線 ・ 平山工区 落石対策 大月町

（一）日ノ御子土佐山田線 ・ 土佐山田町楠目工区 法面対策 香美市

（主）高知伊予三島線 ・ 中切工区 法面対策 大川村

（主）窪川中土佐線 ・ 吉野～長沢工区 落石対策 中土佐町

（主）宿毛津島線 ・ 和田～出井工区 落石対策 宿毛市

（一）橋上平田線 ・ 橋上～平田工区 落石対策

土佐清水市

落石対策 土佐清水市

四万十市

（一）宗呂中村線 ・ 有永工区

（一）昭和中村線 ・ 下古尾工区 落石対策

（一）昭和中村線 ・ 古尾工区 落石対策 四万十市

（主）土佐清水宿毛線 ・ 下長谷～芳井工区 落石対策 三原村

（主）春野赤岡線 ・ 種崎工区

（一）安居公園線 ・ 大屋～川内谷工区

盛土対策

落石対策

高知市

仁淀川町

宿毛市

（主）本川大杉線 ・ 葛原～高薮工区

（一）中津公園線 ・ 上名野川～下名野川工区

落石対策

落石対策

落石対策 土佐清水市

（主）足摺岬公園線 ・ 浦尻工区

四万十市

（主）安芸物部線 ・ 上尾川工区 落石対策 安芸市



1-A07-061 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.10km － 100

1-A07-062 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.10km － 50

1-A07-063 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.10km － 50

1-A07-064 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.20km 北川村 － 50

1-A07-065 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 L=0.03km 津野町 － 20

1-A07-900 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 － 100

1-A12-001 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 － 42 （強）

1-A12-002 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 80 （強）

1-A12-003 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 － 40 （強）

1-A12-004 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 － 25 （強）

1-A12-005 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 60 （強）

1-A12-006 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 － 37 （強）

1-A12-007 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 50 （強）

1-A12-008 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－－ 42 （強）

1-A12-009 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－－ 94 （強）

1-A12-010 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－－－1,121 （強）

1-A12-011 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 － 30 （強）

1-A12-012 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－－ 300 （強）

1-A12-013 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－－－－ 894 （強）

1-A12-014 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－－－2,450 （強）

1-A12-015 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－－－ 400 （強）

1-A12-016 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 100

1-A12-017 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 225

1-A12-018 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 500

1-A12-019 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 200

1-A12-020 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 150

1-A12-021 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 80

1-A12-022 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 200

1-A12-023 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 50

1-A12-024 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 163

1-A12-025 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 100

1-A12-026 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 40

1-A12-027 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 －－ 50

1-A12-028 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 馬路村 － 64

1-A12-029 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 南国市 － 17

1-A12-030 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 宿毛市 － 129

（一）西谷田野線 ・ 加茂工区 落石対策

（一）上郷梼原線 ・ 芳生野乙工区 落石対策

（主）安田東洋線 ・ 中ノ川橋他１橋工区 橋梁耐震

（一）南国野市線 ・ 古川橋工区 橋梁耐震

（一）上郷梼原線 ・ 上本村工区 落石対策 梼原町

道路防災総点検再調査（県道）・管内一円 道路防災点検・計画策定 高知県全域

本山町

（一）船津野根線 ・ 野根工区 落石対策 東洋町

（一）上穴内本山線 ・ 吉延工区 落石対策

（主）下田港線・切抜橋工区 橋梁耐震 四万十市

馬路村～北川村

（主）南国伊野線・上穴上橋～上穴下橋工区 橋梁耐震 高知市

（一）長者佐川線・由留岐橋工区

橋梁耐震

（主）土佐清水宿毛線・鶴場橋他２橋工区 橋梁耐震 三原村

（主）足摺岬公園線・厚生橋工区

（主）中土佐佐賀線・佐賀橋工区

（一）土佐山田野市線・新山田橋他１橋工区 橋梁耐震 香美市～香南市

（主）土佐伊野線・彌九郎橋工区 橋梁耐震 土佐市

（主）横浪公園線・宇佐大橋工区 橋梁耐震 土佐市

（主）魚梁瀬公園線・魚梁瀬大橋工区 橋梁耐震 馬路村

（一）大田口停車場線・薬師橋工区 橋梁耐震 大豊町

（一）大久保伊尾木線・黒瀬橋他１橋工区

橋梁耐震 佐川町

越知町

（主）安芸物部線・上尾川橋工区 橋梁耐震 安芸市

（一）小味野々川口線・堂の川橋他５橋工区 橋梁耐震

四万十町

四万十町

（主）中土佐佐賀線・志和川橋工区 橋梁耐震

（一）田井大瀬線・吉田橋他１橋工区 橋梁耐震 土佐町～本山町

橋梁耐震

（主）宿毛津島線 ・ 宿毛大橋他１橋工区 橋梁耐震

（主）本川大杉線・下川橋他３橋工区 橋梁耐震 土佐町

（主）春野赤岡線・浦戸大橋工区 橋梁耐震 高知市

（一）北本町領石線・久万川大橋他１橋工区 橋梁耐震 高知市

（一）西津賀才日比原線・小川橋他１橋工区 橋梁耐震 いの町

（一）十和吉野線・烏川橋工区 橋梁耐震 四万十町

香南市

橋梁耐震 土佐清水市

橋梁耐震 黒潮町

（主）須崎仁ノ線・土崎高架橋工区 橋梁耐震 須崎市

（主）須崎仁ノ線・仁淀川河口大橋工区 橋梁耐震 高知市

（主）春野赤岡線・物部川大橋他１橋工区

（主）安田東洋線・東川橋他５橋工区

橋梁耐震 安芸市

（一）久保大宮線・冬谷橋工区 橋梁耐震 香美市

（一）片岡庄田線・片岡橋工区 橋梁耐震



1-A12-031 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 北川村 － 18

1-A12-032 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 安芸市 － 22

1-A12-033 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 馬路村 － 30

1-A12-034 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 香美市 － 78

1-A12-035 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 香南市 － 78

1-A12-036 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 香美市 － 26

1-A12-037 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 大川村 － 38

1-A12-038 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 大豊町 － 85

1-A12-039 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 高知市 － 21

1-A12-040 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 いの町 － 254

1-A12-041 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 土佐市 － 144

1-A12-042 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 日高村 － 95

1-A12-043 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 佐川町 － 53

1-A12-044 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 越知町 － 41

1-A12-045 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 越知町 － 240

1-A12-046 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 佐川町 － 147

1-A12-047 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 仁淀川町 － 22

1-A12-048 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 梼原町 － 110

1-A12-049 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 須崎市 － 52

1-A12-050 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 須崎市 － 114

1-A12-051 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 四万十町 － 216

1-A12-052 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 四万十町 － 217

1-A12-053 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 四万十市 － 114

1-A12-054 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 黒潮町 － 60

1-A12-055 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 大月町 － 7

1-A12-056 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 土佐清水市 － 10

1-A12-057 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 土佐清水市 － 64

1-A12-058 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 土佐清水市 － 17

1-A12-900 道路 一般 高知県 直接 都道府県道 修繕 － 1,000

1-A13-003 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=3.00km －－－－－1,270 （強）

1-A13-004 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=16.00km －－－－－2,720 （強）

1-A13-005 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=3.04km －－－ 593 （強）

1-A13-007 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=3.08km －－ 1,350 （強）

1-A13-008 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=0.44km －－－1,215 （強）

1-A13-009 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=8.00km －－－1,920 （強）

1-A13-010 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=1.65km －－－ 200 （強）

橋梁耐震

（一）昭和中村線 ・ 坂折橋工区 橋梁耐震

（一）中村下ノ加江線 ・ 市野瀬橋工区

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

（一）昭和中村線 ・ 昭和大橋工区

（一）住次郎佐賀線 ・ 神の前橋工区

（一）安満地福良線 ・ 泊浦川橋工区

（一）足摺岬公園線 ・ 碇谷橋工区

（一）間崎布堂ヶ谷線 ・ 木原橋工区

（主）中平梼原線 ・ 和田島橋他２橋工区

（一）野見港線 ・ 大峰橋工区

（一）浦ノ内仏坂多ノ郷停車場線 ・ 新川橋工区

（一）秋丸佐賀線 ・ 野地橋工区

（一）下山越知線 ・ 庄田橋工区

（一）柳瀬越知線 ・ 黒岩橋工区

（主）伊野仁淀線 ・ 遊行寺橋工区

（一）片岡庄田線 ・ 宮の原橋工区

（一）中津公園線 ・中津橋工区

橋梁耐震

橋梁耐震

（一）宮ノ上川北線 ・ 川北橋工区

（一）千本山魚梁瀬線 ・ 石仙橋工区

（主）大豊物部線線 ・ 市ノ瀬橋他１橋工区

（一）山北岸本停車場線 ・ 和田橋工区

（一）繁藤西町線 ・ 新改橋工区

（主）高知伊予三島線 ・ 大川橋工区

（一）土佐岩原停車場線 ・大岩橋工区

（一）弘瀬高知線 ・ 石神橋工区

（主）伊野仁淀線 ・ 上八川口橋工区

（一）新居中島線 ・ 小野橋工区

（一）谷地日下停車場線 ・ 今市橋工区

橋梁耐震

（国）４３９号・落合拡幅 現道拡幅 大豊町

（国）４３９号・東石原～思地拡幅 現道拡幅 土佐町～いの町

橋梁耐震設計（県道）・県内全域 橋梁耐震 県内全域

（一）西谷田野線 ・ かもかわ橋工区 橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

橋梁耐震

（国）４３９号・大植バイパス バイパス 仁淀川町

（国）４４１号・網代バイパス バイパス 四万十市

（国）１９５号・大栃工区 現道拡幅 香美市

（国）４４１号・口屋内バイパス バイパス 四万十市

大豊町（国）４３９号・川井拡幅 現道拡幅



1-A13-012 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=2.50km －－ 242 （強）

1-A13-013 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=1.02km －－－ 696 （強）

1-A13-014 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=1.97km －－1,800 （強）

1-A14-001 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=0.54km －－－－ー 481 （強）

1-A14-002 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=1.60km －－－－－ 620 （強）

1-A14-004 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=0.33km －－－－－ 232 （強）

1-A14-005 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=1.00km －－－ 300 （強）

1-A14-006 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=0.70km －－－ 350 （強）

1-A14-007 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=0.43km －－－ 350 （強）

1-A14-008 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=1.00km －－－ 150 （強）

1-A14-009 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=1.20km －－－ 150 （強）

1-A14-010 道路 一般 高知県 直接 国道 改築 L=0.70km －－ 404 （強）

1-A15-001 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.30km －－－ 242

1-A15-002 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=1.36km －－－－－ 369

1-A15-006 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.18km －－－ 150

1-A15-007 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=1.70km －－－ 320

1-A15-008 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=2.00km －－－ 50

1-A15-009 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.10km － 20

1-A15-010 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.50km － 50

1-A15-201 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 N=24基 －－－－－ 200

1-A15-202 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 N=350箇所 － 10

1-A15-301 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 N=4基 － 10

1-A15-501 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.25km －－ 60

1-A15-502 道路 一般 高知県 直接 国道 交安 L=0.54km －－－－ 60

1-A16-001 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=50.20km －－－－－ 509 （強）

1-A16-002 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=15.00km －－－－－ 59 （強）

1-A16-003 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=2.00km －－－－－ 200 （強）

1-A16-004 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.40km －－－ 100 （強）

1-A16-005 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=18.40km －－－－－ 250 （強）

1-A16-006 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=2.23km －－－－ 80 （強）

1-A16-007 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.60km －－－－ 200 （強）

1-A16-008 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=8.18km －－－－－ 360 （強）

1-A16-009 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=9.00km －－－－－ 200 （強）

1-A16-010 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=12.00km －－－－－ 350 （強）

1-A16-011 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=14.70km －－－－－ 200 （強）

1-A16-012 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=17.00km －－－－ 158 （強）

（国）１９７号・野越バイパス工区 バイパス 津野町

（国）４３９号・沖～中内拡幅 現道拡幅 大豊町

（国）４３９号・郷工区 現道拡幅 津野町

（国）４３９号・寺川工区 現道拡幅 津野町

（国）４３９号・田高須拡幅 現道拡幅 本山町

（国）４３９号・津野～大正拡幅（大正工区） 現道拡幅 四万十町

（国）１９４号・清水上分工区 登坂車線 いの町

（国）３２１号・久百々工区 歩道整備 土佐清水市

（国）４９４号・大西拡幅 現道拡幅 仁淀川町

（国）１９４号・楠瀬工区

（国）４３９号・津野～大正拡幅（影野地工区）

現道拡幅 いの町

現道拡幅 梼原町

（国）４９３号・北川拡幅 現道拡幅 北川村

（国）４９４号・大西～土居拡幅 現道拡幅

（国）４４１号他・高知県全域 道路情報提供装置整備 高知県全域

（国）１９７号他・高知県全域 海抜情報提供事業 高知県全域

（国）１９４号 ・ いの工区 落石対策 いの町

（国）１９５号 ・ 香美工区 落石対策 香美市

（国）１９５号 ・ 香美工区 土構造物防災対策（擁壁） 香美市

（国）１９７号 ・ 梼原東工区 落石対策 梼原町

（国）４４１号・西土佐江川崎工区 道路標識 四万十市

トンネル照明 香美市

いの町（国）１９４号・立橋トンネル他２トンネル工区

（国）１９５号・津々呂第一トンネル他３トンネル工区

トンネル照明

（国）３２１号 ・ 加久見～大津工区 落石対策 土佐清水市

（国）３２１号 ・ 小才角～大浦工区 落石対策 大月町

（国）３２１号 ・ 内外ノ浦～小浦工区 越波対策 宿毛市

（国）３８１号 ・ 浦越～昭和工区 落石対策 四万十町

（国）４３９号 ・ 大豊工区 落石対策 大豊町

（国）４３９号 ・ 土居～長者工区 落石対策 仁淀川町

現道拡幅 仁淀川町

南国市

落石対策 四万十市

（国）４３９号・森工区

土佐清水市

仁淀川町

（国）４４１号・西土佐江川崎工区 歩道整備 四万十市

歩道整備

歩道整備 香美市

仁淀川町

歩道整備

（国）４３９号 ・ 四万十町工区 落石対策 四万十町

（国）４３９号 ・ 住次郎～安並工区

（国）３２１号・旭町工区

（国）４３９号・土居～田村工区

（国）１９５号・南国工区

（国）１９５号・香美工区

路肩整備



1-A16-013 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=7.50km －－－－－ 283 （強）

1-A16-014 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=8.30km －－－－ 150 （強）

1-A16-015 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=35.70km －－－－－ 300 （強）

1-A16-016 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=5.60km －－－－－ 500 （強）

1-A16-017 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=11.00km －－－－－ 300 （強）

1-A16-018 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=15.50km －－－ 180 （強）

1-A16-019 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.35km －－－ 90 （強）

1-A16-020 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.48km －－－ 180 （強）

1-A16-021 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.10km －－ 135 （強）

1-A16-022 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.10km －－ 50 （強）

1-A16-023 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.12km －－ 50 （強）

1-A16-024 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.10km －－ 10 （強）

1-A16-025 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.10km －－ 80 （強）

1-A16-026 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.10km －－ 80 （強）

1-A16-027 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.06km － 20 （強）

1-A21-001 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 －－－ 115 （強）

1-A21-002 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 － 70 （強）

1-A21-003 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 L=0.42km －－－ 350 （強）

1-A21-004 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 香美市 － 343 （強）

1-A21-005 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 四万十町 － 430 （強）

1-A21-006 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 土佐清水市 － 372 （強）

1-A21-900 道路 一般 高知県 直接 国道 修繕 － 820

1-A30-001 道路 一般 高知県 直接 国道 計画・調査 － 30 （強）

1-A51-001 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.17km －－－－－ 100

1-A51-002 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.37km －－－ 30

1-A51-003 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 交安 L=0.61km －－－－－ 80

1-A51-007 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 交安 L=2.30km －－－－ 180

1-A51-008 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=1.16km －－－－ 100

1-A51-009 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.53km － 5

1-A51-010 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=1.25km －－－ 30

1-A51-011 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.07km － 10

1-A51-012 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.01km － 2

1-A51-013 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.12km － 2

1-A51-014 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=1.07km －－ 24

1-A51-015 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.14km － 1

1-A51-016 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.04km － 1

（他）渡川線・室津工区 側溝補修 室戸市

（他）行当新村線・行当工区 側溝補修 室戸市

（他）植松住宅1号線・室津工区 側溝補修 室戸市

（他）植松住宅2号線・室津工区 側溝補修 室戸市

（１）北生線・大岸工区 歩道整備 室戸市

（他）三津本線・三津工区 側溝補修 室戸市

（２）登線・尾僧工区 側溝補修 室戸市

（他）清水飛鳥線・清水工区 側溝補修 室戸市

（他）中学校線・浮津工区 側溝補修 室戸市

（他）戎町線・戎町工区 側溝補修 室戸市

（１）北生線・冬の瀬工区 落石対策 室戸市

（他）室津川線・浮津工区 側溝補修 室戸市

（他）元本線・脇地工区 路側帯のｶﾗｰ化 室戸市

（国）１９４号 ・ 安望大橋他４橋工区

（国）３２１号 ・片粕大橋他１橋工区 橋梁耐震

橋梁耐震設計（国道）・県内全域 橋梁耐震 県内全域

（国）１９５号 ・山崎陸橋他２橋工区 橋梁耐震

（国）３８１号 ・津賀橋工区 橋梁耐震

道路啓開計画策定事業 道路啓開計画作成 高知県全域

橋梁耐震

落石対策 奈半利町～北川村

（国）４９３号 ・ 野根工区 落石対策 東洋町

落石対策 仁淀川町

津野町

（国）４９４号 ・ 舟形工区 落石対策 仁淀川町

（国）１９７号 ・ 飯母工区 落石対策 梼原町

（国）３２１号 ・ 小才角～坂ノ下工区 落石対策 大月町～宿毛市

（国）３２１号 ・ 馬路工区 落石対策 大月町

（国）４３９号 ・ 粟生工区 落石対策 大豊町

（国）４３９号 ・ 下津井工区 落石対策 四万十町

（国）４４１号 ・ 中半工区

四万十町

落石対策 いの町

（国）４３９号 ・ 芳生野甲工区 落石対策

落石対策 四万十市

落石対策

（国）４４１号 ・ 岩間～久保川工区 落石対策 四万十市

（国）４９３号 ・ 奈半利～北川工区

（国）４９４号 ・ 用居～大西工区

（国）１９５号・白石橋工区 橋梁耐震 香美市

（国）４３９号・折渡橋他６橋工区 梼原町～四万十市

いの町橋梁耐震

（国）４４１号 ・ 川登～岩田工区

落石対策 四万十市

（国）３８１号 ・ 津賀工区

（国）４３９号 ・ 上八川～西津賀才工区



1-A51-017 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.15km － 2

1-A51-018 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.33km － 2

1-A51-019 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.13km － 1

1-A51-020 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.31km － 2

1-A51-021 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.20km － 1

1-A51-022 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.56km － 4

1-A51-023 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.63km － 3

1-A51-024 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.17km － 2

1-A51-025 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=3.41km －－－ 28

1-A51-026 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=2.10km －－ 30

1-A51-027 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.06km －－ 11

1-A51-028 道路 一般 室戸市 直接 市町村道 修繕 L=0.60km － 4

1-A52-001 道路 一般 東洋町 直接 市町村道 交安 L=0.50km －－－－ 60

1-A52-007 道路 一般 東洋町 直接 市町村道 交安 － 2

1-A52-008 道路 一般 東洋町 直接 市町村道 交安 L=1.3km 東洋町 － 60

1-A52-009 道路 一般 東洋町 直接 市町村道 修繕 L=0.1km － 10

1-A52-010 道路 一般 東洋町 直接 市町村道 修繕 側溝修繕 L=0.2km － 15

1-A53-003 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.02km －－ 12

1-A53-004 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.02km －－ 50

1-A53-015 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.30km － 4

1-A53-016 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.10km － 2

1-A53-017 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.20km －－－－ 30

1-A53-018 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=1.0km －－－ 28

1-A53-019 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.20km － 13

1-A53-020 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.05km －ー 8

1-A53-021 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.02km －－－ 20

1-A53-022 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.11km －－ 30

1-Ａ53-023 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.20km 　 －－ 25

1-Ａ53-029 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.05km 　 －－ 2

1-Ａ53-030 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.35km 　 －－ 5

1-Ａ53-031 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.05km 　 －－ 2

1-Ａ53-032 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 交安 L=0.10km 　 － 1

1-Ａ53-033 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.16km 　 － 6

1-Ａ53-035 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.45km 　 － 17

1-Ａ53-037 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.25km 　 － 25

1-Ａ53-038 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.16km 　 － 16

（他）片町線ほか１路線・川北工区 舗装補修 安芸市

（他）西寄１号線ほか１路線・穴内工区 側溝補修 安芸市

（他）戝田の木線・井ノ口工区 側溝補修 安芸市

（他）ツガバタ線・井ノ口工区 側溝補修 安芸市

（他）川北岡線他２路線・川北工区 路側補修 安芸市

（他）小谷線・井ノ口工区 側溝補修 安芸市

（他）東山公園線・伊尾木工区 交安施設 安芸市

（他）津久茂イヤガ谷線・安芸工区 舗装補修 安芸市

（他）一の宮東線・井ノ口工区 路側補修 安芸市

（他）神楽田線・土居工区 舗装補修 安芸市

（１）本町線　外・安芸工区 側溝補修 安芸市

（他）シリグロ縦線・井ノ口工区 路側補修 安芸市

（他）八幡線・川北工区 路側補修 安芸市

（他）エビスデン線・安芸工区 路側補修 安芸市

（他）津久茂線他1路線・安芸工区 側溝補修 安芸市

（他）正源寺線・川北工区 舗装補修 安芸市

（他）車田横6号線・井ノ口工区 舗装補修 安芸市

（他）甲浦２号幹線・甲浦西工区 側溝修繕 東洋町

（他）白浜６号線他１路線・白浜工区 東洋町

（１）安明寺古井線・古井工区 法面対策 安芸市

（２）古井別役線・別役工区 法面対策 安芸市

（他）浦中村線・中村工区 防護柵設置 東洋町

（他）野根1号幹線・野根工区 路側帯のｶﾗｰ化

（他）向江自然ノ家線・向江工区 側溝補修 室戸市

（１）段線・浦工区 側溝補修 室戸市

（１）室津浮津線・西町工区 側溝補修 室戸市

（他）尾﨑線・尾﨑工区 側溝補修 室戸市

（２）甲浦１号幹線・白浜工区 路側帯のカラー化 東洋町

（他）愛宕山線・浮津工区 側溝補修 室戸市

（他）舟場本線・舟場工区 側溝補修 室戸市

（他）八王子西線・浮津工区 側溝補修 室戸市

（２）里線・里工区 側溝補修 室戸市

（他）室戸農協線・室津工区 側溝補修 室戸市

（他）宇ヶ川本線・浦工区 側溝補修 室戸市

（他）下町本通線・下町工区 側溝補修 室戸市

（他）八王子宮原線・浮津工区 側溝補修 室戸市



1-Ａ53-041 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.30km 　 － 150

1-Ａ53-042 道路 一般 安芸市 直接 市町村道 修繕 L=0.06km 　 － 15

1-A54-001 道路 一般 奈半利町 直接 市町村道 改築 L=2.60ｋm －－－－－ 300

1-A54-002 道路 一般 奈半利町 直接 市町村道 交安 L=0.20ｋm －－ 1

1-A54-008 道路 一般 奈半利町 直接 市町村道 修繕 L=0.11km － 5

1-A54-009 道路 一般 奈半利町 直接 市町村道 修繕 L=0.07km － 2

1-A54-010 道路 一般 奈半利町 直接 市町村道 修繕 Ｌ＝0.05ｍ － 15

1-A54-011 道路 一般 奈半利町 直接 市町村道 改築 L＝0.17ｋｍ － 30

1-A54-012 道路 一般 奈半利町 直接 市町村道 改築 L＝0.01ｋｍ － 10

1-A55-001 道路 一般 田野町 直接 市町村道 修繕 L=0.1km －－ 10

1-A55-002 道路 一般 田野町 直接 市町村道 交安 L=0.55km －－ 20

1-A55-003 道路 一般 田野町 直接 市町村道 修繕 L=0.05km － 5

1-A55-004 道路 一般 田野町 直接 市町村道 修繕 L=0.15km － 21

1-A56-004 道路 一般 安田町 直接 市町村道 改築 L=0.14km －－ 80

1-A56-005 道路 一般 安田町 直接 市町村道 修繕 L=2.4km －－－－－ 30

1-A56-006 道路 一般 安田町 直接 市町村道 修繕 L=0.05km － 3

1-A56-007 道路 一般 安田町 直接 市町村道 改築 L=0.11km － 20

1-A56-008 道路 一般 安田町 直接 市町村道 修繕 L=0.06km － 6

1-A56-009 道路 一般 安田町 直接 市町村道 修繕 L=0.04km － 4

1-A56-010 道路 一般 安田町 直接 市町村道 修繕 L=0.04km － 6

1-A56-013 道路 一般 安田町 直接 市町村道 改築 L=0.50km －－－ 135

1-A56-014 道路 一般 安田町 直接 市町村道 修繕 L=4.06km －－ 10

1-A56-015 道路 一般 安田町 直接 市町村道 修繕 L=0.3km － 5

1-A56-016 道路 一般 安田町 直接 市町村道 交安 L=2.0km － 10

1-A57-001 道路 一般 北川村 直接 市町村道 改築 L=2.04km －－－－－ 246

1-A57-002 道路 一般 北川村 直接 市町村道 修繕 N=4橋 －－ 53

1-A57-003 道路 一般 北川村 直接 市町村道 修繕 N=1橋 －－ 40

1-A57-004 道路 一般 北川村 直接 市町村道 改築 L=0.36km － 30

1-A57-005 道路 一般 北川村 直接 市町村道 防災 L=0.76km － 20

1-A57-006 道路 一般 北川村 直接 市町村道 修繕 N=1橋 － 3

1-A58-001 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 L=0.76km －－ 30

1-A58-002 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 L=0.25km － 5

1-A58-003 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 L=0.09km － 15

1-A58-004 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 － 10

1-A58-005 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 － 25

1-A58-009 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 L=0.03km 　 －－－－ 50（２）長瀬北路線・北路工区 路側補修 馬路村

（２）長瀬北路線・長瀬工区 落石対策 馬路村

（２）日浦中央線・瀬戸谷１号橋工区 橋梁修繕・耐震補強 馬路村

（他）中ノ川支線・中ノ川橋工区 橋梁修繕・耐震補強 馬路村

（２）落合宗ノ上線・西谷・落合橋工区 橋梁耐震 北川村

（他）石ノ内線・野友工区 現道拡幅 北川村

(1)野川線・野川工区 落石対策 北川村

(2)落合宗ノ上線・宗ノ上橋工区 橋梁耐震 北川村

（他）安田川線・相名押谷工区 落石防除 馬路村

（他）押谷線・押谷工区 舗装補修 馬路村

（他）安田大野線・安田工区 現道拡幅 安田町

（他）東谷神峯線・唐浜工区 側溝補修 安田町

（他）三ツ石三軒家線・不動工区 側溝補修 安田町

（１）安田唐浜線　外1路線・安田外工区 路側帯のカラー化 安田町

（２）落合宗ノ上線・坂本～嘉平谷口工区 現道拡幅 北川村

（他）中村線他3路線・中村橋他3工区 橋梁補修 北川村

（他）東坪田線・東島工区 現道拡幅 安田町

（他）別所上代線・日浦橋工区 橋梁修繕 安田町

（他）田ノ尻線・田ノ尻橋工区 橋梁修繕 安田町

（他）荒田線・荒田橋工区 橋梁修繕 安田町

（他）西ノ久保野田川線・東島工区 現道拡幅 安田町

（他）与床明神口線・与床～小川工区 法面対策 安田町

（他）井ノ岡中線・東島工区 側溝修繕 安田町

（他）墓地公園線・宮ノ岡工区 現道拡幅 奈半利町

（他）小谷線・小谷橋工区 橋梁拡幅 奈半利町

（他）千福日野線・千福工区 側溝補修 田野町

（１）田野線・新町工区 路側帯のカラー化 田野町

（１）芝開線・中森次工区 路側補修 田野町

（２）西浦田線・北浦田工区 路側補修 田野町

（他）役場前線・堅横町工区 側溝修繕 奈半利町

（他）立町平松線・堅横町工区 側溝修繕 奈半利町

（他）宇川線・平山工区 落石対策 奈半利町

（他）山の手線・川北工区 路側補修 安芸市

（他）黒瀬谷１号線・伊尾木工区 舗装補修 安芸市

（２）大原西ノ平線・加領郷工区 現道拡幅 奈半利町

（他）横町法恩寺線・奈半利町内一円工区 区画線 奈半利町



1-A58-010 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 L=0.11km 　 －－－－ 45

1-A58-011 道路 一般 馬路村 直接 市町村道 修繕 L=4.21km －－－－－ 72

1-A59-001 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.03km － 16

1-A59-002 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.01km － 5

1-A59-003 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.02km － 11

1-A59-004 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.02km － 5

1-A59-005 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.01km － 5

1-A59-006 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.01km － 9

1-A59-007 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=1.00km － 12

1-A59-008 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.07km － 5

1-A59-009 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.20km －－ 80

1-A59-010 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.95km －－－－ 84

1-A59-029 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.32km －－－ 33

1-A59-030 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.08km － 9

1-A59-031 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.8km －－ 88

1-A59-032 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=0.08km － 5

1-A59-033 道路 一般 芸西村 直接 市町村道 修繕 L=4.0km －－－ 10

1-A60-002 道路 一般 南国市 直接 市町村道 修繕 L=0.56km －－ 22

1-A60-007 道路 一般 南国市 直接 市町村道 改築 L=0.05km －－ 27

1-A60-008 道路 一般 南国市 直接 市町村道 改築 L=0.30km － 57

1-A60-009 道路 一般 南国市 直接 市町村道 修繕 L=0.04km －－ 17

1-A60-010 道路 一般 南国市 直接 市町村道 修繕 － 4

1-A60-015 道路 一般 南国市 直接 市町村道 交安 －－－ 25

1-A60-016 道路 一般 南国市 直接 市町村道 修繕 L=0.079km － 13

1-A60-017 道路 一般 南国市 直接 市町村道 修繕 L=0.23km － 11

1-A60-018 道路 一般 南国市 直接 市町村道 改築 現道拡幅 Ｌ＝0.38km ー 18

1-A60-019 道路 一般 南国市 直接 市町村道 改築 現道拡幅 Ｌ＝0.13km ー 10

1-A60-020 道路 一般 南国市 直接 市町村道 改築 現道拡幅 Ｌ＝0.13km ー 11

1-A61-001 道路 一般 香南市 直接 市町村道 改築 L=1.31km －－ 546

1-A62-001 道路 一般 香美市 直接 市町村道 修繕 L=2.0km －－－－－ 98

1-A62-008 道路 一般 香美市 直接 市町村道 交安 －－－－ 100

1-A62-009 道路 一般 香美市 直接 市町村道 修繕 L=0.12km － 6

1-A62-010 道路 一般 香美市 直接 市町村道 修繕 L=0.11ｍ － 14

1-A63-003 道路 一般 本山町 直接 市町村道 修繕 L=1.0km －－ 10

1-A63-004 道路 一般 本山町 直接 市町村道 修繕 L=0.5km － 5

1-A63-007 道路 一般 本山町 直接 市町村道 交安 L=0.3km － 3

（他）大石中央線・大石工区 舗装修繕 本山町

（１）本山三島線・本山工区 路側のカラー化 本山町

（１）小島線・楠目工区 歩道整備 香美市

（他）舟入川南岸線・山田工区 路側補修 香美市

（２）植線・楠目工区 側溝補修 香美市

（他）北山線・北山工区 舗装修繕 本山町

（他）茨西線・物部工区 南国市

（他）王子新屋線・物部工区 南国市

（他）堀ノ内南北線・堀ノ内工区 バイパス 香南市

（他）商店街通り・西本町～楠目 側溝補修 香美市

（１）南国１１９号線・長岡工区 交通安全施設整備 南国市

（他）藤ノ宮線・田村工区 舗装修繕 南国市

（他）土居中須線・物部工区 舗装修繕 南国市

（１）南国１１６号線・物部工区 南国市

（他）木材団地４号線・久礼田工区 バイパス 南国市

（１）南国１２６号線・久礼田工区 現道拡幅 南国市

（他）下島学校線・下島橋工区 橋梁補修 南国市

（他）吾岡船岡山線外・市内一円工区 交通安全施設整備 南国市

（他）永田本村線・立田工区 路側補修 南国市

（２）吉野線・和食２工区 側溝補修 芸西村

（他）和食西線・和食３工区 側溝補修 芸西村

（他）猫谷線・西分２工区 側溝補修 芸西村

（１）長谷線・西分５工区 側溝補修 芸西村

（他）桜ヶ池線他5路線・芸西１工区 防護柵 芸西村

（他）橋ノ本線・和食１工区 路側補修 芸西村

（２）瓜生谷線・椎ノ渕橋工区 橋梁修繕・落橋防止 芸西村

（１）長谷線・長谷橋工区 橋梁修繕・落橋防止 芸西村

（他）和食馬ノ上線・琴ヶ浜橋工区 橋梁修繕・落橋防止 芸西村

（他）島線他７路線・芸西２工区 舗装修繕 芸西村

（１）桜ヶ池線・西分３工区 側溝補修 芸西村

（他）堀土線・西分４工区 側溝補修 芸西村

（他）湖岸線支線１号線・丸山工区 路側補修 馬路村

（他）東川線・東川工区 舗装補修 馬路村

（１）桜ヶ池線・和食川橋工区 橋梁修繕・落橋防止 芸西村

（他）猪ノ尻線・猪ノ尻１号橋工区 橋梁修繕・落橋防止 芸西村

（１）桜ヶ池線・平右衛門橋工区 橋梁修繕・落橋防止 芸西村



1-A64-001 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=3.0km － 40

1-A64-003 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=1.0km － 15

1-A64-004 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=0.5km － 5

1-A64-005 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=1.5km － 20

1-A64-006 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=0.5km － 5

1-A64-008 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=1.2km － 12

1-A64-009 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=0.7km － 9

1-A64-013 道路 一般 大豊町 直接 市町村道 修繕 L=1.2km － 13

1-A65-001 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.70km －－－ 526

1-A65-004 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.10km － 2

1-A65-005 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.10km － 3

1-A65-012 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.22km －－－－ 78

1-A65-013 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.10km － 10

1-A65-014 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.10km － 25

1-A65-015 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.10km － 35

1-A65-016 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.50km － 10

1-A65-018 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.30km －－－－ 100

1-A65-019 道路 一般 土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.1km 土佐町 － 30

1-A66-014 道路 一般 大川村 直接 市町村道 交安 － 1

1-A67-001 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.123km －－ 96

1-A67-002 道路 一般 高知市 直接 市町村道 交安 L=0.5km －－－ 235

1-A67-003 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.033km －－ 21

1-A67-004 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.036km －－ 7

1-A67-005 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.050km －－ 41

1-A67-007 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 －－ － 76

1-A67-008 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 －－ 29

1-A67-009 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.021km －－－－－ 11

1-A67-010 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.024km －－－－－ 10

1-A67-011 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.10km －－－ 88

1-A67-012 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.018km －－ 22

1-A67-013 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.078km －－－ 128

1-A67-014 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.016km －－ 5

1-A67-015 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.036km －－ 33

1-A67-016 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.016km －－－－－ 12

1-A67-017 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.016km －－ 13

1-A67-018 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.037km －－－－－ 8

（他）土佐山155号線・ケアケ橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）朝倉3号線・毘沙後橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）鏡1号線・六畳大橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）大津23号線・大津23号線2号橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）鏡133号線・砂瀬橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）土佐山122号線・赤松川橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）土佐山200号線・土佐山200号線1号橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）朝倉34号線・朝倉34号線1号橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）初月301号線・みづき3丁目 法面補強工事 高知市

（他）鴨田3号線・鷲尾トンネル トンネル補修 高知市

（他）春野町6号線・種間越トンネル トンネル補修 高知市

（他）初月72号線・西前田橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）高知街22号線・豊栄橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（１）井野川・川口線　外・大川村一円工区 区画線 大川村

（１）布師田１号線・小山橋工区 橋梁耐震 高知市

（１）旭街２号線・福井工区 歩道 高知市

（２）朝倉13号線・船岡橋工区 橋梁耐震 高知市

（他）初月139号線・琵琶橋工区 橋梁耐震 高知市

（２）高須2号線・高須工区 現道拡幅 土佐町

（１）宮古野高須線・高須工区 現道拡幅 土佐町

（２）赤良木線・相川工区 現道拡幅 土佐町

（２）赤良木線・相川工区 現道拡幅 土佐町

(他)東石原線・東石原工区 現道拡幅

（他）坪渕郷の峯線・東石原工区 現道拡幅 土佐町

（１）石原立道線・西石原1工区 現道拡幅 土佐町

（他）溜井中央線・溜井工区 現道拡幅 土佐町

（他）下地大峠線・地蔵寺工区 現道拡幅 土佐町

（２）桧生線・桧生工区 舗装修繕 大豊町

（他）黒石ミゾノベ線・黒石工区 舗装修繕 大豊町

（１）伊勢川線・田井3工区 現道拡幅 土佐町

（他）仁尾ヶ内線・立川上名工区 舗装修繕 大豊町

（１）安野々永渕線・永渕工区 舗装修繕 大豊町

（他）梶ヶ森線・佐賀山工区 舗装修繕 大豊町

（１）立野八畝線・八畝工区 舗装修繕 大豊町

（他）東寺内線・寺内工区 舗装修繕 大豊町

（１）小桧曽線・西峰工区 舗装修繕 大豊町



1-A67-019 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.025km －－ 6

1-A67-020 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.016km －－ 4

1-A67-021 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.024km －－ 27

1-A67-022 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.018km －－ 32

1-A67-023 道路 一般 高知市 直接 市町村道 交安 －－－－ 50

1-A67-025 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 － 10

1-A67-026 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.04km － 20

1-A67-027 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.04km － 20

1-A67-028 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.07km －－ 5

1-A67-029 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.06km －－ 5

1-A67-030 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.07km －－ 5

1-A67-031 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.05km －－ 5

1-A67-032 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.03km －－ 5

1-A67-033 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 －－ 12

1-A67-034 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 － 10

1-A67-035 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 － 10

1-A67-036 道路 一般 高知市 直接 市町村道 交安 L=0.15km －－ 20

1-A67-038 道路 一般 高知市 直接 市町村道 修繕 L=0.90km － 40

1-A67-039 道路 一般 高知市 直接 市町村道 改築 L=0.45km －－ 45

1-A67-040 道路 一般 高知市 直接 市町村道 改築 L=0.09km －－ 16

1-A67-041 道路 一般 高知市 直接 市町村道 改築 L=0.26km 高知市 －－ 20

1-A67-042 道路 一般 高知市 直接 市町村道 交安 踏切道改良 L=0.01km 高知市 － 2

1-A68-001 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 修繕 L=0.50km －－ 60

1-A68-005 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 修繕 L=2.00km －－ 20

1-A68-007 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=1.10km －－－ 54

1-A68-008 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 L=0.68km －－－ 25

1-A68-009 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 修繕 L=0.17km －－ 3

1-A68-016 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安  －－ 20

1-A68-017 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 － 18

1-A68-018 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 －－－ 18

1-A68-019 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 改築 － 250

1-A68-020 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 － 4

1-A68-021 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 － 4

1-A68-022 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 － 10

1-A68-023 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 － 3

1-A68-024 道路 一般 土佐市 直接 市町村道 交安 － 7

（1）橋田灘線・宇佐工区 現道拡幅 土佐市

（1）土佐環状線・高石小工区 路側帯のカラー化 土佐市

（他）夜明線・宇佐小工区 交差点のカラー化 土佐市

（1）家俊馬越市野々線・戸波小工区 舗装補修 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

（1）土佐環状線・第二小工区 落石対策 土佐市

（１）芝青木町線・東町東工区 路側帯のカラー化 土佐市

（他）明官寺、田井、吹越線・田井工区 路側帯のカラー化 土佐市

（他）宮畠線（ほか1路線）・蓮池工区 路側帯のカラー化 土佐市

（１）野尻走下線・野尻工区 路側帯のカラー化 土佐市

（１）下波介塚地線・波介工区 路側帯のカラー化 土佐市

（他）辰ヶ端、清水供田線・灘工区 舗装補修 土佐市

(他)朝倉8号線・米田踏切

（１）橋田灘線・灘工区 側溝補修 土佐市

（２）積善寺光明線外5路線・戸波工区 舗装修繕 土佐市

(1)五台山1号線ほか1路線・五台山1号線ほか1路線 擁壁等修繕 高知市

(他)一宮470号線・一宮中町 歩道拡幅 高知市

(他)高知街4号線・本町 舗装修繕 高知市

(他)五台山防災道路・五台山 現道拡幅 高知市

(他)高知街22号線・帯屋町2丁目 電線類地中化 高知市

(他)高知街2号線ほか1路線・本町5丁目 電線類地中化

(他)鴨田3号線・吉野二号橋 橋梁耐震補強 高知市

(他)鴨田3号線・吉野三号橋 橋梁耐震補強 高知市

(他)下知33号線・一文橋 橋梁耐震補強 高知市

(他)潮江1号線・神田川橋 橋梁耐震補強 高知市

(1)介良126号線ほか3橋・朝峯橋ほか3橋 橋梁耐震補強 高知市

(1)江ノ口1号線ほか47路線・江ノ口1号線ほか47路線 道路照明 高知市

（他）一宮34号線他・市内一円 交通安全施設整備 高知市

(他)朝倉780号線外・市内一円 耐震補強 高知市

(他)潮江596号線・新六泉寺橋 橋梁耐震補強 高知市

(他)春野町11号線・西川橋 橋梁耐震補強 高知市

(他)鴨田3号線・吉野一号橋 橋梁耐震補強 高知市

（他）土佐山120号線・程ノ窪橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）土佐山187号線・橋詰橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）高須104号線・高須104号線1号橋工区 橋梁耐震補強 高知市

（他）五台山76号線・五台山76号線1号橋工区 橋梁耐震補強 高知市



1-A69-002 道路 一般 いの町 直接 市町村道 改築 L=0.1km －－ 15

1-A69-003 道路 一般 いの町 直接 市町村道 改築 L=0.1km －－－－－ 20

1-A69-004 道路 一般 いの町 直接 市町村道 改築 L=0.1km －－－ 31

1-A69-005 道路 一般 いの町 直接 市町村道 改築 L=0.08km －－－ 22

1-A69-006 道路 一般 いの町 直接 市町村道 修繕 L=1.0km －－－－－ 23

1-A69-010 道路 一般 いの町 直接 市町村道 改築 L=0.3km － 18

1-A69-013 道路 一般 いの町 直接 市町村道 交安 －－ 35

1-A69-014 道路 一般 いの町 直接 市町村道 修繕 L=0.06km いの町 － 4

1-A69-015 道路 一般 いの町 直接 市町村道 改築 L=0.1km －－ 15

1-A69-016 道路 一般 いの町 直接 市町村道 改築 現道拡幅 L=0.2km －－ 25

1-A70-001 道路 一般 日高村 直接 市町村道 改築 L=0.41km －－ 76

1-A70-002 道路 一般 日高村 直接 市町村道 修繕 L=0.2km －－ 30

1-A70-005 道路 一般 日高村 直接 市町村道 交安 L=0.3km －－－ 14

1-A70-010 道路 一般 日高村 直接 市町村道 改築 L=0.2km －－－－－ 225

1-A70-011 道路 一般 日高村 直接 市町村道 交安 L=0.04km －－－ 23

1-A71-001 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）越知今成線・越知甲工区 側溝補修 L=0.9km －－－－ 52

1-A71-002 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）梅ノ木線・越知甲工区 舗装補修 L=0.1km － 6

1-A71-003 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）梅ノ木梼ノ瀬線・越知甲工区 側溝補修 L=0.2km －－ 5

1-A71-004 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）裏街１号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.2km －－ 25

1-A71-005 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）裏街２号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.5km －－－ 30

1-A71-006 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）裏街４号・越知甲工区 舗装補修 L=0.1km － 2

1-A71-007 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）裏街５号線・越知甲工区 舗装補修 L=1.0km － 7

1-A71-008 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）裏街８号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.1km － 1

1-A71-009 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）裏街９号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.1km － 3

1-A71-010 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）円福丸山線・越知甲工区 側溝補修 L=0.8km －－－－ 22

1-A71-011 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）女川３号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.2km － 9

1-A71-012 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）女川７号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.1km － 4

1-A71-013 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （１）女川下渡線・越知甲工区 舗装補修 L=0.2km － 7

1-A71-014 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）木倉駅前線・越知甲工区 側溝補修 L=0.8km － 40

1-A71-015 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）木倉駅前線・越知甲工区 舗装補修 L=0.3km － 8

1-A71-016 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）木倉中芝線・越知甲工区 側溝補修 L=0.3km － 5

1-A71-017 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）黒土竹ノ下線・越知甲工区 側溝補修 L=0.5km － － 13

1-A71-018 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）下川窪役場前線・越知甲工区 舗装補修 L=0.3km － 6

1-A71-019 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）下川窪役場前線・越知甲工区 側溝補修 L=0.1km －－－ 5

1-A71-020 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）下渡女川線・越知甲工区 側溝補修 L=0.4km －－－－－ 25

1-A71-021 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）下渡線・越知甲工区 舗装補修 L=0.2km － 9
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越知町

越知町

（他）八幡清田線・八幡前橋工区 現道拡幅 日高村

（他）奥ノ谷大橋東線・兎猪野々工区 路肩の改良 日高村
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越知町

越知町

越知町

越知町

（他）秋森線・鍛冶屋工区 路肩の改良 日高村

（１）八田池ノ内本線・天王工区 歩道整備 いの町

(他）奥名１号線・奥名工区 側溝補修

（他）芳ヶ曽線・天王工区 現道拡幅 いの町

（他）小野成山線・小野工区 いの町

（１）宮谷鹿児線・宮谷工区 現道拡幅 日高村

（２）石田渋川線・穴田工区 側溝補修 日高村

（他）菊楽線・菊楽工区 現道拡幅 いの町

（他）高野ヶ谷線・大内工区 現道拡幅 いの町

（他）奥ノ谷線・波川工区 待避所設置 いの町

（他）鎌田幹線・鎌田工区 待避所設置 いの町

（他）峯ノ岡線・枝川工区 現道拡幅 いの町

（他）瓶ヶ森西線・瓶ヶ森西工区 側溝補修 いの町



1-A71-022 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）下渡線・越知甲工区 側溝補修 L=0.8km －－－－ 54

1-A71-023 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）中芝役場前線・越知甲工区 側溝補修 L=0.1km －－－ 4

1-A71-024 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）中芝役場前線・越知甲工区 舗装補修 L=0.3km － 3

1-A71-025 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）中屋敷団地線・越知甲工区 側溝補修 L=0.3km －－ 5

1-A71-026 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）西ノ芝１号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.3km －－－ 27

1-A71-027 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）西ノ芝１号線・越知甲工区 舗装補修 L=0.2km － 3

1-A71-028 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）西ノ芝３号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.1km － 2

1-A71-029 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）南裏街４号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.1km － 7

1-A71-030 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）山室線・山室工区 舗装補修 L=0.3km －－ 10

1-A71-031 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （１）文徳五味線・五味工区 側溝補修 L=0.8km －－ 25

1-A71-032 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）大ゴヤ線・小日浦工区 法面対策 L=0.1km － 3

1-A71-033 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）大平線・大平工区 法面対策 L=0.05km －－－－ 8

1-A71-034 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）佐ノ国１号線・佐之国工区 側溝補修 L=2.0km －－－ 30

1-A71-035 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）佐ノ国１号線・佐之国工区 トンネル修繕 L=0.1km － 2

1-A71-037 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）栃ノ木線・栃ノ木工区 側溝補修 L=1.6km －－ 20

1-A71-038 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）栃ノ木線・中峰工区 舗装補修 L=0.9km －－－ 25

1-A71-039 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）栃ノ木線・中峰工区 法面対策 L=0.9km － 15

1-A71-040 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）横倉線・横倉工区 側溝補修 L=1.3km －－－ 40

1-A71-042 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）楠神線・楠神工区 舗装補修 L=1.7km －－－ 35

1-A71-043 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）加枝ヶ谷線・加枝ヶ谷工区 法面対策 L=1.1km －－－ 40

1-A71-044 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）加枝ヶ谷線・加枝ヶ谷工区 側溝補修 L=1.1km －－－－ 35

1-A71-045 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （１）野老山本線・野老山工区 側溝補修 L=1.6km －－－－－ 96

1-A71-046 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）八ヶ窪線・本村工区 側溝補修 L=1.7km －－－－－ 54

1-A71-048 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）本村薬師堂線・横畠東工区 側溝補修 L=0.6km －－－ 60

1-A71-049 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）本村薬師堂線・横畠工区 側溝補修 L=1.2km －－－－－ 45

1-A71-050 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）今成栂ノ森線・横畠工区 法面対策 L=0.3km －－ 15

1-A71-051 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 （他）今成深瀬線・横畠中工区 現道拡幅 L=2.15km －－－－－ 257

1-A71-052 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）薬師堂稲村線・横畠工区 側溝補修 L=1.0km －－－ 40

1-A71-053 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）薬師堂稲村線・横畠工区 舗装補修 L=0.7km －－－ 23

1-A71-054 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）鎌井田横畠線・鎌井田工区 法面対策 L=0.18km －－－－－ 39

1-A71-056 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （１）鎌井田桑藪線・桑薮工区 側溝新設 L=0.9km －－－－－ 45

1-A71-057 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （１）鎌井田稲村線・黒石工区 側溝補修 L=4.1km －－－－－ 159

1-A71-059 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）谷ノ内線・片岡工区 側溝補修 L=1.6km －－－－－ 67

1-A71-061 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）谷ノ内線・谷ノ内工区 側溝補修 L=1.9km －－－－－ 49

1-A71-063 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）柴尾宮地線・柴尾工区 側溝新設 L=0.1km －－ 10

1-A71-064 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）柴尾宮地線・柴尾工区 舗装補修 L=1.3km －－－－ 28
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1-A71-066 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）清水栗ノ木線・清水工区 側溝補修 L=1.6km －－－－ 20

1-A71-068 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）裏街6号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.03km － 1

1-A71-069 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）南裏街2号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.17km － 11

1-A71-070 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）中大平線・中大平工区 側溝補修 L=0.58km －－－ 20

1-A71-071 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）松坂線・越知乙工区 側溝補修 L=0.75km －－ 17

1-A71-072 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）柚ノ木薬師堂線・柚ノ木工区 側溝補修 L=2.40km －－ 18

1-A71-073 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）堂岡後山線・堂岡工区 側溝補修 L=0.58km －－－－ 34

1-A71-074 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）中大平大桐線・中大平工区 側溝補修 L=0.80km －－ 20

1-A71-075 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （2）筏律線・横畠北工区 L=0.92km －－－ 30

1-A71-076 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）浅尾谷口線・南片岡工区 L=0.8km －－－－ 20

1-A71-077 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）本村中村線・中村工区 L=2.0km －－－ 14

1-A71-078 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）神母谷1号線・宮地工区 L=0.23km － － 10

1-A71-079 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）下ノ谷堂林線・桐見川工区 L=3.0km －－ 20

1-A71-080 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）本村薬師堂線・袖野工区 側溝補修 L=0.83km －－－ 30

1-A71-081 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）今成深瀬線・横畠中工区 法面対策 Ｌ＝0.4ｋｍ － － 100

1-A71-082 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （1）鎌井田桑薮線・京塚工区 側溝補修 Ｌ＝1.0ｋｍ － － 18

1-A71-083 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）鎌井田稲村線・黒石工区 法面対策 Ｌ＝0.75ｋｍ － － 50

1-A71-084 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）桐ノ峠線・桐ノ峠工区 法面対策 Ｌ＝1.52ｋｍ －－－ 110

1-A71-085 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）桐見川学校線・桐見川工区 法面対策 Ｌ＝0.03ｋｍ － 10

1-A71-086 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）佐ノ国1号線・峯工区 法面対策 Ｌ＝0.05ｋｍ － 20

1-A71-087 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）笹林線・越知甲工区 側溝補修 Ｌ＝0.12ｋｍ － 7

1-A71-088 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）佐ノ国1号線・佐ノ国工区 側溝補修 Ｌ＝1.20ｋｍ －－ 20

1-A71-089 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）大屋敷線・大屋敷工区 側溝補修 Ｌ＝0.12ｋｍ － 5

1-A71-090 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）清水栗ノ木線・清水工区 側溝補修 Ｌ＝0.10ｋｍ －－ 20

1-A71-091 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）今成深瀬線・横畠南工区 路側補修 Ｌ＝0.16ｋｍ －－ 15

1-A71-092 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）鎌井田稲村線・双子工区 側溝補修 Ｌ＝1.10ｋｍ －－ 20

1-A71-093 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）浅尾線・浅尾工区 側溝補修 Ｌ＝0.23ｋｍ － 8

1-A71-094 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）貝添線・片岡工区 側溝補修 Ｌ＝1.20ｋｍ －－ 20

1-A71-095 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 (他）北平線・山室工区 現道拡幅 Ｌ＝0.11ｋｍ －－ 33

1-A71-096 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）裏街２号線・越知甲工区 側溝補修 Ｌ＝0.10ｋｍ － 6

1-A71-097 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 (他）女川４号線・越知甲工区 現道拡幅 Ｌ＝0.07ｋｍ －－ 11

1-A71-098 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 (他）遊行寺太田石線・越知乙工区 現道拡幅 Ｌ＝0.11ｋｍ － 15

1-A71-099 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）浅尾谷口線・南片岡工区 側溝補修 Ｌ＝0.1ｋｍ －－ 10

1-A71-100 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）桐ノ峠線・桑薮工区 路側補修 Ｌ＝1.50ｋｍ －－ 50

1-A71-101 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）大ゴヤ線・大ゴヤ工区 路側補修 Ｌ＝0.34ｋｍ －－ 20

1-A71-102 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (２）今成栂ノ森線・今成工区 法面対策 Ｌ＝0.01ｋｍ － 4
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1-A71-103 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）後山栂ノ森線・後山工区 路側補修 L=0.03Km － 4

1-A71-104 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）今成栂ノ森線・今成工区 法面対策 L=0.02Km － 4

1-A71-105 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 （他）後山下前線・後山工区 路側改修 L=0.02Km － 3

1-A71-106 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 （他）宮ケ奈路水道線・宮ケ奈路工区 側溝補修 L=0.11Km － 6

1-A71-107 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）薬師堂稲村線・稲村工区 法面対策 L=0.03Km － 2

1-A71-108 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他）深瀬線・横畠北工区 法面対策 L=0.11Km － 11

1-A71-109 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 (他）井口萩原線・山室工区 現道拡幅 L=0.01Km － 10

1-A71-110 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （1）鎌井田桑薮線・鎌井田工区 側溝補修 L=0.25Km － 13

1-A71-111 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （２）栃ノ木線・栃ノ木工区 流末改修 L=0.10Km － 3

1-A71-112 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）南裏街6号線・越知甲工区 側溝補修 L=0.04Km － 2

1-A71-113 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 （他）東宮谷3号線・越知甲工区 現道拡幅 L=0.07Km － 3

1-A71-114 道路 一般 越知町 直接 市町村道 改築 （他）役場前久万目線・越知甲工区 現道拡幅 L=0.05Km － 3

1-A71-115 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）柴尾1号線・柴尾工区 側溝補修 L=0.20Km － 9

1-A71-116 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）堂ノ岡南大ノ地線・堂岡工区 路側補修 L=0.12Km － 3

1-A71-117 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）稲村線・稲村工区 側溝補修 L=0.25Km － 10

1-A71-118 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）南ノ川線・南ノ川工区 路側補修 L=0.40Km － 10

1-A71-119 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （１）五味大元線・越知乙工区 法面対策 L=0.07Km － 5

1-A71-120 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 (他)柚ノ木薬師堂ほか線・柚ノ木ほか工区 路側補修 L=0.77km － 31

1-A71-121 道路 一般 越知町 直接 市町村道 修繕 （他）横倉線ほか　横倉ほか工区 法面対策 L=0.14km － 30

1-A72-005 道路 一般 佐川町 直接 市町村道 改築 L=0.10km －－ 218

1-A73-002 道路 一般 仁淀川町 直接 市町村道 修繕 L=0.93km － 16

1-A73-003 道路 一般 仁淀川町 直接 市町村道 修繕 L=0.67km － 12

1-A73-004 道路 一般 仁淀川町 直接 市町村道 修繕 L=1.0km － 14

1-A73-005 道路 一般 仁淀川町 直接 市町村道 修繕 L=0.5km － 12

1-A73-006 道路 一般 仁淀川町 直接 市町村道 修繕 L=0.6km － 11

1-A73-007 道路 一般 仁淀川町 直接 市町村道 修繕 L=0.6km － 11

1-A73-008 道路 一般 仁淀川町 直接 市町村道 修繕 L=0.6km － 11

1-A74-001 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.39km －－ 3

1-A74-002 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.26km －－ 4

1-A74-003 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.38km －－ 3

1-A74-004 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.13km － 4

1-A74-005 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.26km － 5

1-A74-006 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.33km － 4

1-A74-007 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 改築 L=0.01km － 7

1-A74-008 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.49km － 5

1-A74-009 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.46km － 5

（他）糺町鳥越線・西糺町工区 舗装補修 須崎市

（他）池ノ内１７号線・池ノ内工区 舗装補修 須崎市

（他）中平１号線・浦ノ内東分工区 路側補修 須崎市

（他）清次影ノ地線・神田工区 舗装補修 須崎市

（他）張城１号線・神田工区 路側補修 須崎市

（１）坂ノ川清行線・下分甲工区 舗装補修 須崎市

（１）小浜蟠蛇森線・吾井郷乙工区 舗装補修 須崎市

（他）河原中ノ島線・大谷工区 橋梁架替 須崎市

（１）川渡線・川渡工区 舗装補修 仁淀川町

（他）東村線・森工区 舗装補修 仁淀川町

（２）清水宮首線・長者工区 舗装補修 仁淀川町

（他）今川内２号線・浦ノ内今川内工区 舗装補修 須崎市

（１）寺村峯岩戸線・寺村工区 舗装補修 仁淀川町

（２）寺村大板線・寺村工区 舗装補修 仁淀川町

（２）中津公園線・上名野川工区 舗装補修 仁淀川町

（１）大植線・大植工区 舗装補修 仁淀川町

（２）市ノ瀬線・市ノ瀬工区 橋梁架替 佐川町
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1-A74-010 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.7km － 5

1-A74-011 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.4km － 6

1-A74-012 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.4km －－ 7

1-A74-013 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.2km － 4

1-A74-014 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.3km － 3

1-A74-015 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.16km － 2

1-A74-016 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.6km －－－－ 5

1-A74-017 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 （２）落合神母野線・上分乙工区 L=0.12km －－ 16

1-A74-018 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 交安 L=4.8km －－ 9

1-A74-019 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 側溝修繕・舗装補修L=0.7km －－－ 90

1-A74-020 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 舗装補修 L=0.19km － 5

1-A74-021 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 （２）夫領横川線・上分甲工区 防護柵 L=0.03km － 3

1-A74-022 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 側溝修繕・舗装補修L=0.05km －－ 2

1-A74-023 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 舗装補修 L=0.15km － 2

1-A74-024 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 舗装補修 L=0.25km － 2

1-A74-025 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 舗装補修 L=0.07km － 1

1-A74-026 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 側溝修繕・舗装補修L=9km －－ 5

1-A74-027 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 舗装補修 L=0.11km － 1

1-A74-029 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 舗装補修 L=0.3km － 3

1-A74-030 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 落石対策 L=0.03km － 3

1-A74-031 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.2km － 3

1-A74-032 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.2km － 3

1-A74-033 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.2km － 3

1-A74-034 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.202km － 3

1-A74-035 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 改築 L=0.018km － 2

1-A74-036 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 修繕 L=0.07km － 1

1-A74-037 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 交安 L=1.7km － 6

1-A74-038 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 交安 L=0.032km － 2

1-A74-039 道路 一般 須崎市 直接 市町村道 交安 L=0.3km － 10

1-A75-001 道路 一般 中土佐町 直接 市町村道 改築 L=1.1㎞ －－－－ 71

1-A75-002 道路 一般 中土佐町 直接 市町村道 修繕 L=0.4㎞ －－ 25

1-A75-003 道路 一般 中土佐町 直接 市町村道 修繕 L=1.0㎞ －－ 15

1-A75-004 道路 一般 中土佐町 直接 市町村道 修繕 L=1.0㎞ －－ 11

1-A75-013 道路 一般 中土佐町 直接 市町村道 改築 L=0.76km －－－－ 80

1-A76-001 道路 一般 梼原町 直接 市町村道 修繕 L=5.60km －－ 165

1-A76-002 道路 一般 梼原町 直接 市町村道 修繕 L=2.58km －－ 109（他）奥井桑線・井高工区 舗装補修 梼原町

（１）岡ノ前道ノ川線・岡ノ前工区 現道拡幅 中土佐町

（他）松谷線・松谷工区 舗装補修 梼原町

（２）萩中線・萩中２工区 舗装補修 中土佐町

（２）槙野々竹原線・竹原工区 舗装補修 中土佐町

（他）沖６号線・安和工区 舗装補修 須崎市

（他）緑町１号線他・緑町工区 区画線・舗装補修 須崎市

（他）高保木２号線・下分甲工区 落石対策 須崎市

（他）落合神母野線・上分乙工区 落石対策 須崎市

（１）島の川線・奈路工区 現道拡幅 中土佐町

（１）岡ノ前道ノ川線・岡ノ前２工区 側溝補修 中土佐町

（他）高保木１号線　・下分甲工区 須崎市

（他）戸波浦２号線・浦ノ内東分工区 舗装補修 須崎市

（他）中ノ浦１８号線・浦ノ内西分工区 側溝修繕・舗装補修 須崎市

（他）駄荷峠線・桑田山乙工区 路側修繕・舗装補修 須崎市

（他）下村１号線・吾井郷乙工区 路側修繕・舗装補修 須崎市

（他）田ノ地６号線・多ノ郷甲工区 現道拡幅 須崎市

須崎市

（他）平野檜生線　・上分丙工区 須崎市

（他）大谷６号線　・大谷工区 須崎市

（他）菅１号線　・浦ノ内西分工区 須崎市

（他）為貞２号線　・吾井郷甲工区 須崎市

（１）小浜蟠蛇森線・桑田山乙工区 須崎市

（他）西立目１号線　・浦ノ内立目摺木工区 須崎市

（他）領地線　・安和工区 須崎市

（他）堀ケ谷７号線・浦ノ内西分工区 舗装補修 須崎市

（他）長竹１号線・下分乙工区 舗装補修 須崎市

（２）宮ノ川内１号線・多ノ郷甲工区 舗装補修 須崎市

落石対策 須崎市

（他）中ノ浦清水線　外・須崎市一円工区 区画線 須崎市

（他）新町幸町線　・新町工区 須崎市

（他）津ノ地１号線　・多ノ郷甲工区 須崎市

（他）中ノ浦清水線・浦ノ内西分工区 舗装補修 須崎市

（他）馬路１号線・浦ノ内西分工区 舗装補修 須崎市

（他）横浪大橋堀ケ谷線・浦ノ内東分工区 舗装補修 須崎市

（２）中ノ浦切畑線・浦ノ内西分工区 舗装補修 須崎市



1-A76-003 道路 一般 梼原町 直接 市町村道 修繕 L=2.24km －－ 82

1-A76-025 道路 一般 梼原町 直接 市町村道 修繕 L=0.16km ーーーー 46

1-A76-026 道路 一般 梼原町 直接 市町村道 修繕 L=0.12km ーーーー 29

1-A77-001 道路 一般 津野町 直接 市町村道 改築 L=0.51km －－－ 218

1-A77-002 道路 一般 津野町 直接 市町村道 改築 L=1.67km －－－－－ 150

1-A77-003 道路 一般 津野町 直接 市町村道 改築 L=0.28km －－ 85

1-A77-004 道路 一般 津野町 直接 市町村道 修繕 － 50

1-A77-007 道路 一般 津野町 直接 市町村道 改築 L=2.00km －－－－ 147

1-A78-001 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=0.4Km －－－ 192

1-A78-002 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=0.4Km －－－－－ 190

1-A78-003 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=1.45Km －－－－－ 250

1-A78-004 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=1.0Km －－－－－ 213

1-A78-005 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.9Km －－ 58

1-A78-007 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.5Km － 10

1-A78-010 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.12km －－－－ 110

1-A78-011 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.14km －－－－ 120

1-A78-012 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.7Km －－－ 80

1-A78-013 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.5Km －－ 50

1-A78-014 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.13Km － 5

1-A78-015 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=0.3Km －－ 30

1-A78-016 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=2.0Km － 5

1-A78-017 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=0.08Km －－－ 70

1-A78-018 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=0.17Km － 9

1-A78-019 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=0.1Km －－－ 74

1-A78-020 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 修繕 L=2.0Km － 20

1-A78-021 道路 一般 四万十町 直接 市町村道 改築 L=0.4Km －－ 50

1-A79-001 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 改築 L=1.63km －－－－－ 289

1-A79-002 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 改築 L=1.61km －－－－－ 259

1-A79-003 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 L=0.42km －－－ 103

1-A79-004 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 L=0.8Km －－－－－ 150

1-A79-008 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 歩道整備 L=0.79km －－－－－ 225

1-A79-015 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 L=0.19km －－－ 40

1-A79-016 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 改築 L=0.74km －－－－ 45

1-A79-017 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 L=0.89km －－－－ 56

1-A79-018 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 交安 L=0.14km －－－－ 50

1-A79-019 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 改築 L=0.20km －－－－ 36

（１）右山線・右山工区 路側帯の設置 四万十市

（他）不破本結１号線・不破工区 歩道整備 四万十市

（２）岡本円ノ倉線・蕨岡工区 現道拡幅 四万十市

（２）神宮日ノ出線・中村東町工区 歩道整備 四万十市

（他）亀ノ甲田野川川線・敷地工区 現道拡幅 四万十市

（１）旭通線・中村工区 歩道整備 四万十市

（２）平和通線・中村大橋通～中村新町工区 四万十市

（他）下田線・戸川工区 現道拡幅 四万十町

（他）香月が丘北本通り線他11路線・香月が丘工区 舗装補修 四万十町

（１）大奈路中津川線・中津川～森ヶ内工区 現道拡幅 四万十町

（１）掃地山藤ノ川線・藤ノ川第5工区 現道拡幅 四万十市

（他）市野々線・江川工区 現道拡幅 四万十市

（２）天神橋通線・中村一条通工区 歩道整備 四万十市

（他）本町線・本町工区 舗装補修 四万十町

（他）昭和町榊山線・榊山町工区 側溝補修 四万十町

（他）大奈路中央線・大正大奈路工区 側溝補修 四万十町

（他）打井川馬ノ助線・打井川工区 舗装補修 四万十町

（２）轟崎葛籠川線・轟崎工区 法面対策 四万十町

（他）里川西線・里川工区 側溝補修 四万十町

（他）下藤蔵向畑線・大道工区 舗装補修 四万十町

（１）口神の川峯の上線・若井大橋工区 橋梁耐震 四万十町

（２）天の川線・天の川橋工区 橋梁耐震 四万十町

（１）榊山線・榊山町工区 側溝補修 四万十町

（１）四手ノ川線・希ノ川工区 現道拡幅 四万十町

（１）大奈路中津川線・木屋ヶ内工区 現道拡幅 四万十町

（１）大井川西土佐線・小野・保木工区 現道拡幅 四万十町

（他）神ノ川線・中神ノ川工区 現道拡幅 四万十町

（他）新開町中央線他4路線・新開町工区 側溝補修 四万十町

（他）上岩土線・岩土工区 現道拡幅 津野町

（他）下井桑線・井高工区 落石対策・法面改良 梼原町

（２）馬関線・馬関工区 橋梁架替 津野町

（２）久保川東線・久保川工区 現道拡幅 津野町

（他）神宮線・樺ノ川工区 現道拡幅 津野町

（他）東黒川線・東黒川ﾊﾞｼﾅｺﾞ橋工区 橋梁補修 津野町

（他）町道440号線・井の谷工区 落石対策・法面改良 梼原町

（他）仲洞線・仲洞工区 舗装補修 梼原町



1-A79-022 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 修繕 L=0.22km －－ 50

1-A79-023 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 修繕 L=0.23km － 45

1-A79-024 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 修繕 L=0.87km －－ 56

1-A79-025 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 改築 L=0.08km － 20

1-A79-026 道路 一般 四万十市 直接 市町村道 修繕 舗装補修 L=0.90Km － 21

1-A80-001 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 改築 L=2.0km －－－－－ 212

1-A80-002 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 改築 L=2.6km －－－－－ 312

1-A80-003 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 改築 L=0.5km －－ 70

1-A80-004 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）井の岬線・伊田工区 舗装修繕 L=1.0km －－ 11

1-A80-005 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）有井川線・有井川工区 舗装修繕 L=0.6km －－ 6

1-A80-006 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）王無線・上川口工区 舗装修繕 L=0.3km －－ 6

1-A80-007 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （２）矢ノ川線・蜷川工区 舗装修繕 L=0.77km －－ 7

1-A80-008 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）蜷川線・蜷川工区 舗装修繕 L=0.5km －－ 4

1-A80-009 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）浮津蜷川支１号線・蜷川工区 舗装修繕 L=0.15km －－ 2

1-A80-010 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）鞭線・鞭工区 舗装修繕 L=0.35km －－ 7

1-A80-011 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）浮津線・浮津工区 舗装修繕 L=0.3km －－ 6

1-A80-012 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）浮鞭線・鞭工区 舗装修繕 L=0.3km －－ 6

1-A80-013 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （２）湊川線・奥湊川工区 舗装修繕 L=0.5km －－ 3

1-A80-014 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）小折線・奥湊川工区 舗装修繕 L=0.1km －－ 1

1-A80-015 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）足川上山線・奥湊川工区 舗装修繕 L=0.35km －－ 2

1-A80-016 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）三島線・加持工区 舗装修繕 L=0.1km －－ 1

1-A80-017 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）三島支１号線・加持工区 舗装修繕 L=0.05km －－ 1

1-A80-018 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （１）猿飼線・加持工区 舗装修繕 L=1.0km －－ 5

1-A80-019 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）加持小川線・加持工区 舗装修繕 L=0.3km －－ 2

1-A80-020 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （２）本谷線・加持川工区 舗装修繕 L=0.3km －－ 4

1-A80-021 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）日の川線・加持川工区 舗装修繕 L=0.5km －－ 3

1-A80-022 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）大井川馬荷線・大井川工区 舗装修繕 L=0.5km －－ 4

1-A80-023 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （２）橘川馬荷線・橘川工区 舗装修繕 L=1.0km －－ 5

1-A80-024 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （２）加持橘川線・加持工区 舗装修繕 L=0.6km －－ 4

1-A80-025 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）平成線・早咲工区 舗装修繕 L=0.8km －－ 10

1-A80-026 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （２）馬野々線・下田の口工区 舗装修繕 L=0.2km －－ 3

1-A80-027 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （１）田の口田の浦線・田の浦工区 舗装修繕 L=0.4km －－ 3

1-A80-028 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）下浜西の鼻線・田の浦工区 舗装修繕 L=0.2km －－ 3

1-A80-029 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）松原線・入野工区 舗装修繕 L=0.3km －－ 5

1-A80-030 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）タコブン線・早咲工区 舗装修繕 L=0.15km －－ 3

1-A80-031 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）早咲線・早咲工区 舗装修繕 L=0.27km －－ 3

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

（１）西の窪線・加持工区 現道拡幅 黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

（1）堤防廻り線・中村東町～中村京町工区 舗装補修 四万十市

（2）城西線・丸の内～百笑工区 舗装補修 四万十市

（他）実崎線・実崎工区 現道拡幅 四万十市

(他)工業団地１号線 四万十市

（２）湊川線・奥湊川工区 現道拡幅 黒潮町

（１）馬荷線・馬荷工区 現道拡幅 黒潮町

（他）井上川線・具同工区 側溝補修 四万十市



1-A80-032 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （２）早咲松原線・早咲工区 舗装修繕 L=0.13km －－ 1

1-A80-033 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）田端線・入野工区 舗装修繕 L=0.15km －－ 2

1-A80-034 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）田端支１号線・入野工区 舗装修繕 L=0.1km －－ 2

1-A80-035 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）しだの川・上田の口工区　 舗装修繕 L=1.1km －－ 6

1-A80-036 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）湯屋線・馬荷工区 舗装修繕 L=0.3km －－ 3

1-A80-037 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 （他）下田の口中央線・下田の口工区 舗装修繕 L=0.6km －－ 7

1-A80-038 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 側溝補修 L=0.8km －－－－ 90

1-A80-201 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 改築 L=0.5km －－ 50

1-A80-202 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 改築 L=1.4km －－－－－ 260

1-A80-203 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 改築 L=0.85km －－－－ 119

1-A80-209 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 L=0.22km －－ 1

1-A80-210 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 L=0.25km －－－－ 50

1-A80-211 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 修繕 L=0.20km － － 30

1-A80-212 道路 一般 黒潮町 直接 市町村道 改築 L＝0.30km －－ 60

1-A83-001 道路 一般 三原村 直接 市町村道 交安 L=0.36km －－ 92

1-A83-002 道路 一般 三原村 直接 市町村道 改築 L=0.50km －－－－ 170

1-A83-005 道路 一般 三原村 直接 市町村道 修繕 防護柵 L=0.40km － 27

1-A84-001 道路 一般 土佐清水市 直接 市町村道 改築 L=0.27km －－ 60

1-A84-002 道路 一般 土佐清水市 直接 市町村道 修繕 L=0.8km －－－－－ 196

1-A84-011 道路 一般 土佐清水市 直接 市町村道 修繕 L=0.19km －－－ 67

1-A84-012 道路 一般 土佐清水市 直接 市町村道 修繕 L=1.17km －－－ 125

1-A84-013 道路 一般 土佐清水市 直接 市町村道 修繕 L=0.13km － 10

1-A84-014 道路 一般 土佐清水市 直接 市町村道 改築 L=0.13km －－ 172

合計 104,473

Ｂ　関連社会資本整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-B02-002 河川 一般 高知県 直接 －－－ 320 河川法

1-B02-003 河川 一般 高知県 直接 －－－ 300 河川法

1-B02-004 河川 一般 高知県 直接 －－－ 650 河川法

1-B02-005 河川 一般 高知県 直接 －－ 300 河川法

1-B04-001 交安施設 一般 高知県 直接 －－－－－ 400 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律　　　

合計 1,970

（他）浜町汐見1号線・浜町・汐見工区 側溝補修 土佐清水市

（他）ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ8号線外2路線・ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ工区 側溝補修 土佐清水市

（他）東谷ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ線・ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ工区 側溝補修 土佐清水市

（他）船場長野線・下ノ加江橋工区 橋梁架替 土佐清水市

（他）桜ヶ谷線・上下長谷工区 三原村

（他）東谷ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ線・東谷工区 現道拡幅 土佐清水市

（１）市場寿汐見線・本町・浜町工区 側溝補修 土佐清水市

（２）柚ノ木宮ノ川線・宮ノ川工区 歩道 三原村

（２）上下長谷線・上下長谷工区 現道拡幅 三原村

（他）荷稲拳ノ川線・荷稲工区 路側補修 黒潮町

（他）伊与喜学校線・伊与喜工区 現道拡幅 黒潮町

（他）市野々川打井川線・市野々川工区 舗装修繕 黒潮町

（他）橘川南線・佐賀橘川工区 路側補修 黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

（他）土橋線・田の浦工区 黒潮町

（他）市野々川丸山線・市野々川工区 現道拡幅 黒潮町

（２）拳ノ川若山線・拳ノ川工区 現道拡幅 黒潮町

（２）成又熊ノ浦線・鈴工区 現道拡幅 黒潮町

黒潮町

黒潮町

黒潮町

地区名

市町村名 事業実施期間（年度）

河川改修L=640m

改良 河川改修L=400m　橋梁1

改良 佐古田川河川改修事業 香美市

改良 新堀川河川改修事業 河川改修L=1600m　橋梁8 土佐市

改良

下ノ加江川河川改修事業 土佐清水市

要素となる事業名
事業内容省略

工種

交安 交通安全対策事業 信号機新設,信号柱移設･改良,標識改良 高知市他

（延長・面積等）

薊野川河川改修事業 河川改修L=450m　橋梁3 高知市

事業者
全体事業費
（百万円）



番号 備考

1-B02-002

1-B02-003

1-B02-004

1-B02-005

1-B04-001

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-C01-003 計画・調査 一般 高知県 直接 －－－－ 120

1-C01-004 施設整備 一般 高知県 直接 － 10

1-C01-006 道路 一般 高知県 直接 －－－－ 100 （強）

1-C03-001 施設整備 一般 高知県 直接 －－ 12

1-C51-001 計画･調査 一般 室戸市 直接 L=40.0km － 4

1-C52-001 計画･調査 一般 東洋町 直接 － 7

1-C52-002 計画･調査 一般 東洋町 直接 － 1

1-C52-003 計画･調査 一般 東洋町 直接 － 0.2

1-C53-002 計画･調査 一般 安芸市 直接 L=70km －－ 7

1-C53-003 計画･調査 一般 安芸市 直接 L=1.2km －－ 12

1-C53-004 計画･調査 一般 安芸市 直接 4路線 －－ 1

1-C53-005 計画･調査 一般 安芸市 直接 5本 －－ 5

1-C53-006 施設整備 一般 安芸市 直接 L=0.40km －－ 20

1-C55-001 計画･調査 一般 田野町 直接 L=20km －－ 5

1-C55-002 計画･調査 一般 田野町 直接 L=0.2km －－ 1

1-C55-003 計画･調査 一般 田野町 直接 L=300m －－ 1

1-C57-001 計画･調査 一般 北川村 直接 N=2本 － 1

1-C57-002 計画･調査 一般 北川村 直接 L=25ｋｍ － 2

1-C57-004 計画･調査 一般 北川村 直接 L=25ｋｍ － 1

1-C58-001 計画･調査 一般 馬路村 直接 － 6

1-C58-002 計画･調査 一般 馬路村 直接 － 1

1-C58-004 計画･調査 一般 馬路村 直接 － 2

1-C59-001 計画･調査 一般 芸西村 直接 90.0km － 9

1-C59-002 計画･調査 一般 芸西村 直接 0.50km － 5

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 馬路村

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 芸西村

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 芸西村

トンネル点検 点検・計画策定

計画・調査

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 北川村

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 北川村

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 馬路村

法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 安芸市

計画・調査 道路付属物点検

点検・計画策定 田野町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 室戸市

計画・調査

計画・調査 路面性状調査

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 北川村

馬路村

道路機能調査検討 高知県全域

防災

（延長・面積等） 地区名

省略
工種

計画・調査 道路防災総点検再調査事業 道路防災点検・計画策定 高知県全域

その他

小室浜海岸改良事業 防潮柵　L=140.0ｍ 四万十町

土佐清水市道船場永野線・下ノ加江橋工区(1-A84-014)と併せて、狭隘部の河川改修を実施することにより、豪雨時の道路冠水が軽減され、県民の命と暮らしを守る道づくりに繋がる。

佐古藪工区(1-A01-012)の現道拡幅に併せて、隣接する狭隘部の河川改修を実施することにより、豪雨時の道路冠水を軽減し、中山間地域の安全で円滑な交通を確保する。

一体的に実施することにより期待される効果

東洋町

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検

（一）北本町領石線・久万川大橋他１橋工区(1-A12-015)と併せて、狭隘部の河川改修を実施することにより、豪雨時の道路冠水を軽減し、早期に住民生活の安全安心を確保する。

点検・計画策定 東洋町

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 東洋町

安芸市

路面性状調査

点検・計画策定 安芸市

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 安芸市

防災 津久茂町浸水対策事業 側溝整備 安芸市

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 田野町

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 田野町

計画・調査

（一）新居中島線・新居工区(1-A05-025)の歩道整備と併せて、狭隘部の県道橋を架け替えることにより、豪雨時の道路冠水を軽減し、早期に住民生活の安全安心を確保するとともに、災害時の道路機能を確保する。

高知県全域

計画・調査 緊急輸送道路ネットワーク調査検討事業

要素となる事業名
事業内容 市町村名

地方道路整備事業と一体的に交通安全施設整備を実施することにより、効果的、効率的に交通事故防止が図られ、安全･安心な道づくりを推進することができる。

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定

点検・計画策定

道路情報板操作端末高機能化事業 道路情報板操作端末高機能化

事業者
事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）



1-C59-003 計画･調査 一般 芸西村 直接 8.50km、130基 － 2

1-C59-004 計画･調査 一般 芸西村 直接 109橋 －－ 15

1-C59-005 施設整備 一般 芸西村 直接 182基 －－－－－ 12

1-C60-001 計画･調査 一般 南国市 直接 L=2.0ｋｍ － 3

1-C60-002 計画･調査 一般 南国市 直接 L=0.07ｋｍ － 4

1-C60-004 計画･調査 一般 南国市 直接 L=10.0ｋｍ － 5

1-C61-001 計画･調査 一般 香南市 直接 383橋 －－ 18

1-C61-002 施設整備 一般 香南市 直接 A=0.56ha －－ 35

1-C61-003 計画･調査 一般 香南市 直接 L=0.95ｋｍ 香南市 － 1

1-C62-001 計画･調査 一般 香美市 直接 ４箇所 － 2

1-C63-002 計画･調査 一般 本山町 直接 L=9.0km －－ 8

1-C63-003 計画･調査 一般 本山町 直接 L=8.0km －－ 2

1-C64-001 計画･調査 一般 大豊町 直接 105橋 －－ 9

1-C64-002 計画･調査 一般 大豊町 直接 － 6

1-C64-003 計画･調査 一般 大豊町 直接 － 10

1-C64-004 計画･調査 一般 大豊町 直接 － 1

1-C66-001 計画･調査 一般 大川村 直接 28.8km － 3

1-C66-003 計画･調査 一般 大川村 直接 28.8km － 1

1-C67-001 計画･調査 一般 高知市 直接 －－ 47

1-C67-002 計画･調査 一般 高知市 直接 8ヶ所 －－ 15

1-C67-003 計画･調査 一般 高知市 直接 758ヶ所 －－ 76

1-C67-004 計画･調査 一般 高知市 直接 －－ 36

1-C67-005 計画･調査 一般 高知市 直接 L=243.16km －－ 15

1-C67-006 計画･調査 一般 高知市 直接 － 10

1-C67-007 道路 一般 高知市 直接 高知市 － 15

1-C69-001 計画･調査 一般 いの町 直接 L=1km － 1

1-C69-002 計画･調査 一般 いの町 直接 － 2

1-C70-001 計画･調査 一般 日高村 直接 Ｌ＝69km －－ 3

1-C70-003 計画･調査 一般 日高村 直接 Ｌ＝23km －－ 2

1-C71-002 計画･調査 一般 越知町 直接 トンネル点検 N=1 － 1

1-C71-003 計画･調査 一般 越知町 直接 法面・盛土・擁壁等点検 N=20 － 1

1-C71-004 計画･調査 一般 越知町 直接 道路附属物点検 L=10km － 1

1-C72-001 計画･調査 一般 佐川町 直接 364橋 －－ 20

1-C72-002 計画･調査 一般 佐川町 直接 L=35.0km －－ 6

1-C72-003 計画･調査 一般 佐川町 直接 L=0.46km －－ 1計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 佐川町

計画・調査 点検・計画策定 越知町

計画・調査 点検・計画策定 越知町

計画・調査 点検・計画策定 越知町

計画・調査 長寿命化修繕計画 点検・計画策定 佐川町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 佐川町

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 いの町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 日高村

計画・調査 道路附属物 点検・計画策定 日高村

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 いの町

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 高知市

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 高知市

計画・調査 津波被災調査 点検・計画策定 高知市

修繕 （他）鴨田3号線・鷲尾トンネル 構造物撤去

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 大川村

計画・調査 長寿命化修繕計画 点検・計画策定 高知市

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 高知市

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 高知市

計画・調査 付属物点検 点検・計画策定 大豊町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 大川村

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 本山町

計画・調査 長寿命化修繕計画 点検・計画策定 大豊町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 大豊町

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 大豊町

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 本山町

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 香美市

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 南国市

計画・調査 長寿命化修繕計画 点検・計画策定 香南市

その他 工業団地盛土法面保護 法面保護 香南市

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 芸西村

計画・調査 長寿命化修繕計画 点検・計画策定 芸西村

その他 防犯灯整備事業 防犯灯改修 芸西村

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 南国市

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 南国市



1-C72-005 計画･調査 一般 佐川町 直接 町内全域 －－ 6

1-C73-001 計画･調査 一般 仁淀川町 直接 L=36Km － 3

1-C73-002 計画･調査 一般 仁淀川町 直接 L=0.94Km － 5

1-C73-004 計画･調査 一般 仁淀川町 直接 L=100Kmn － 10

1-C73-005 計画･調査 一般 仁淀川町 直接 18(119)橋 － 6

1-C74-002 計画･調査 一般 須崎市 直接 L=5.12km － 2

1-C74-003 計画･調査 一般 須崎市 直接 L=0.69km － 8

1-C74-005 計画･調査 一般 須崎市 直接 － 4

1-C75-001 計画･調査 一般 中土佐町 直接 L=37.0㎞ －－ 3

1-C75-002 計画･調査 一般 中土佐町 直接 L=0.04㎞ － 4

1-C76-002 計画･調査 一般 梼原町 直接 L=0.83km － 5

1-C76-004 計画･調査 一般 梼原町 直接 L=100km － 5

1-C77-002 計画･調査 一般 津野町 直接 L=48.80km － 4

1-C77-003 計画･調査 一般 津野町 直接 L=9.55km － 3

1-C77-004 計画･調査 一般 津野町 直接 L=48.80km － 3

1-C78-001 計画･調査 一般 四万十町 直接 － 1

1-C78-002 計画･調査 一般 四万十町 直接 － 5

1-C78-003 計画･調査 一般 四万十町 直接 － 1

1-C78-004 計画･調査 一般 四万十町 直接 － 1

1-C79-004 計画･調査 一般 四万十市 直接 － 2

1-C80-001 計画･調査 一般 黒潮町 直接 254橋 － 14

1-C80-002 計画･調査 一般 黒潮町 直接 L=75.0㎞ － 3

1-C80-003 計画･調査 一般 黒潮町 直接 L=0.09㎞ － 1

1-C80-005 計画･調査 一般 黒潮町 直接 L=1.0㎞ － 1

1-C81-002 計画･調査 一般 宿毛市 直接 L=0.34km － 3

1-C81-003 計画･調査 一般 宿毛市 直接 － 3

1-C81-004 計画･調査 一般 宿毛市 直接 － 12

1-C81-005 計画･調査 一般 宿毛市 直接 － 6

1-C82-003 計画･調査 一般 大月町 直接 － 1

1-C82-004 計画・調査 一般 大月町 直接 128橋 －－ 18

1-C84-006 施設整備 一般 土佐清水市 直接 － 10

合計 890

番号 備考

1-C01-003

その他 駐車場整備事業 土佐清水市

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 黒潮町

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 黒潮町

駐車場整備

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検

長寿命化修繕計画

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 四万十市

計画・調査 長寿命化修繕計画 点検・計画策定 黒潮町

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 大月町

計画・調査 点検・計画策定 大月町

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 宿毛市

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 宿毛市

点検・計画策定 宿毛市

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 宿毛市

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 津野町

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 津野町

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 津野町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 黒潮町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 四万十町

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 四万十町

計画・調査 法面・盛土・擁壁等点検 点検・計画策定 四万十町

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 四万十町

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 梼原町

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 梼原町

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 須崎市

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 須崎市

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 中土佐町

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 中土佐町

計画・調査 道路附属物点検 点検・計画策定 仁淀川町

計画・調査 長寿命化修繕計画 点検・計画策定 仁淀川町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 須崎市

計画・調査 道路付属物点検 点検・計画策定 佐川町

計画・調査 路面性状調査 点検・計画策定 仁淀川町

計画・調査 トンネル点検 点検・計画策定 仁淀川町

再調査を実施し、法面状態・災害危険度等を考慮しながら対策優先度を策定することで、効率的かつ効果的な道路防災工事が期待される。

一体的に実施することにより期待される効果



1-C01-004

1-C01-006

1-C03-001

1-C51-001

1-C52-001

1-C52-002

1-C52-003

1-C53-002

1-C53-003

1-C53-004

1-C53-005

1-C53-006

1-C55-001

1-C55-002

1-C55-003

1-C57-001

1-C57-002

1-C57-004

1-C58-001

1-C58-002

1-C58-004

1-C59-001

1-C59-002

1-C59-003

1-C59-004

1-C59-005

1-C60-001 路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C60-002 トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C60-004

1-C61-001

1-C61-002

1-C61-003 トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C62-001 トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C63-002 法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C63-003 道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C64-001

1-C64-002

法面等の健全度の把握を行い、風水害を未然に防ぐ法面対策工事等の基礎資料を確保する。

橋梁点検および長寿命化修繕計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

（他）猫谷線(1-A59-001)の修繕工事他と併せ、歩道等に防犯灯を設置し、歩行者等の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

橋梁点検および長寿命化修繕計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

(他)堀ノ内南北線の改良工事(1-A61-003)とあわせて長大盛土法面の適切な保護工を行うことにより通行車両の安全を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状の実態を把握により舗装路面の適切な維持管理を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

（他）津久茂線他1路線（1-A53-022）の整備と合わせ、豪雨時に排水不良を起こし浸水被害が出ている津久茂町地区において、適正な排水対策を施し、浸水被害の解消を図る。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路付属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

橋梁点検および長寿命化計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路情報板整備と操作端末整備を一体的に整備することにより、道路利用者に迅速に的確な情報が提供可能となり道路交通の安全が期待される。

南海トラフ巨大地震発生時における緊急輸送道路被害状況調査を実施し、緊急輸送ルート確保計画の基礎資料を策定することで、地方道路整備事業と一体となり、安全で安心できる道づくりを支援する。

(主)興津窪川線・与津地工区(1-A05-010）の整備と併せ防潮工（改良）を実施することにより、県道興津窪川線への波浪時の越波を軽減し、早期に住民生活の安全安心を確保する。

道路付属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効果的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路付属物点検の実施により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

老朽化により第三者被害の発生する恐れのある道路付属物の適切な維持管理を行い、住民生活の安全・安心を確保する。



1-C64-003

1-C64-004

1-C66-001

1-C66-003

1-C67-001

1-C67-002

1-C67-003

1-C67-004

1-C67-005

1-C67-006

1-C67-007

1-C69-001

1-C69-002

1-C70-001

1-C70-003

1-C71-002

1-C71-003

1-C71-004

1-C72-001

1-C72-002

1-C72-003

1-C72-005

1-C73-001

1-C73-002

1-C73-004

1-C73-005

1-C74-002 路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C74-003 トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C74-005 道路付属物点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C75-001

1-C75-002 トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C76-002 トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C76-004

1-C77-002

1-C77-003

1-C77-004

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

橋梁点検および長寿命化修繕計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

橋梁点検および長寿命化修繕計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路付属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

南海地震による津波到達エリア内における緊急輸送道路上の橋について落橋判定を行い，緊急輸送道路の安全性・信頼性を向上させる。

トンネル内にある不要と判断されたジェットファンを撤去することで道路利用者の安全な通行を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路付属物点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

橋梁点検および長寿命化修繕計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。



1-C78-001

1-C78-002

1-C78-003

1-C78-004

1-C79-004 道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

1-C80-001

1-C80-002

1-C80-003

1-C80-005

1-C81-002

1-C81-003

1-C81-004

1-C81-005

1-C82-003

1-C82-004

1-C84-006 (主)足摺岬公園線・松尾～大浜工区(1-A01-011)の改築工事等とあわせて、改築工事の残土を有効活用した駐車場整備(不足緩和)を行い、観光客受入体制の拡充並びに地域基幹産業の振興を支援するとともに、道路利用者の安全な通行を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路付属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路付属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

橋梁点検および長寿命化修繕計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

橋梁点検および長寿命化修繕計画の実施・策定により効率的・経済的な橋梁修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

法面・盛土・擁壁等点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

道路附属物点検の実施により効率的・経済的な対策を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

トンネル点検の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。

路面性状調査の実施により効率的・経済的な修繕を行い、住民生活の安全・安心を確保する。



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 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計 0

その他関連する事業

地域の活力を支え、県民生活の安全・安心を確保する命の道づくり

交付 備考

対象

1-A’05-030 道路 高知県 300 通常ＰＫ1移行先

1-A’05-031 道路 高知県 3,340 通常ＰＫ1移行先

1-A’13-001 道路 高知県 1,151 通常ＰＫ1移行先

1-A’13-002 道路 高知県 2,263 通常ＰＫ1移行先

1-A’13-006 道路 高知県 2,281 通常ＰＫ1移行先

1-A'67-037 道路 高知市 高知市 50 通常ＰＫ1移行先

1-A'69-001 道路 いの町 500 通常ＰＫ1移行先

通学路の要対策箇所における安全・安心の確保（防災・安全）

交付 備考

対象

1-A’01-003 道路 高知県 528 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’03-048 道路 高知県 338 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-006 道路 高知県 290 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-007 道路 高知県 150 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-014 道路 高知県 245 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-016 道路 高知県 150 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-017 道路 高知県 90 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-018 道路 高知県 140 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-019 道路 高知県 150 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-020 道路 高知県 110 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-032 道路 高知県 200 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’05-033 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’15-003 道路 高知県 545 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’15-004 道路 高知県 200 防災・安全ＰＫ4移行先

1-A’15-005 道路 高知県 400 防災・安全ＰＫ4移行先

（２）西川線・池ノ窪 いの町

計画等の名称

要素となる事業名
（事業箇所）

市町村名 全体事業費
（百万円）

事業種別

事業種別

(1)大津1号線・高須新木

全体事業費
（百万円）

（延長・面積等） 地区名
事業者

（主）足摺岬公園線・津呂工区

香美市

（一）家俊岩戸真幸線・出間東工区

計画等の名称

要素となる事業名
（事業箇所）

市町村名 全体事業費
（百万円）

（主）土佐清水宿毛線・宮ノ川工区 三原村

（国）４９４号・佐川～吾桑バイパス 佐川町～須崎市

土佐清水市

（国）１９５号・南国バイパス 南国市

（国）１９５号・山田バイパス

土佐市

（主）南国インター線・下末松工区

土佐清水市

（一）谷地日下停車場線・沖名工区

（主）窪川船戸線・一斗俵工区

香南市

南国市

（主）足摺岬公園線・窪津工区

土佐市

四万十町

（一）家俊岩戸真幸線・蓮池工区 土佐市

（主）下田港線・鍋島工区 四万十市

（国）３２１号・弘見工区 大月町

（国）３２１号・大岐工区 土佐清水市

（国）３８１号・大井野～口神ノ川工区 四万十町

（主）下田港線・下田工区

日高村

四万十市

省略
工種

要素となる事業名
事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

（一）松原窪川線・米奥工区 四万十町

（主）足摺岬公園線・窪津（２）工区 土佐清水市

（主）土佐佐川線・甲原工区

（一）山北岸本停車場線・香我美町徳王子工区



道路ストックの戦略的な維持管理・更新の推進

交付 備考

対象

1-A’08-001 道路 高知県 125 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-002 道路 高知県 45 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-003 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-004 道路 高知県 14 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-005 道路 高知県 66 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-006 道路 高知県 80 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-007 道路 高知県 22 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-008 道路 高知県 32 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-009 道路 高知県 75 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-010 道路 高知県 100 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-011 道路 高知県 20 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-012 道路 高知県 80 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-013 道路 高知県 8 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-014 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-015 道路 高知県 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-016 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-017 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-018 道路 高知県 13 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-019 道路 高知県 11 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-020 道路 高知県 23 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-021 道路 高知県 9 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-022 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-023 道路 高知県 21 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-024 道路 高知県 23 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-025 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-026 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-027 道路 高知県 100 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-028 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-029 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-030 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-031 道路 高知県 126 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-032 道路 高知県 140 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-033 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先（主）高知伊予三島線・川口橋工区 高知市

（主）本川大杉線 ・ 川崎橋他１橋工区 大川村

（主）高知伊予三島線・野頭谷橋工区 大川村

（主）本川大杉線・大平川橋他１橋工区 大川村

（主）須崎仁ノ線 ・ 仁淀川河口大橋工区 土佐市～高知市

（一）栗山大津線 ・ 舟出橋工区 高知市

（一）北本町領石線 ・ 久万川大橋工区 高知市

（主）高知本山線 ・ 森橋工区工区 土佐町

南国市

（一） 土佐山田野市線・無名１号橋他１橋工区 香美市

（一） 南国野市線・古川橋工区 南国市

（一） 日ノ御子土佐山田線・稲葉橋工区 南国市

（一） 久保大宮線・土居谷橋工区 香美市

計画等の名称

（一）室戸公園線 ・ 第一室戸岬橋他１橋工区 室戸市

（主）安田東洋線 ・ 栃谷橋他２橋工区 馬路村～北川村

（主）安田東洋線 ・ 揚ヶ谷橋他１橋工区 北川村

（主）安芸物部線 ・ 無名３号橋工区他１橋工区 安芸市

（一）大久保伊尾木線 ・ 安明寺橋他８橋工区

要素となる事業名
（事業箇所）

市町村名

南国市

（一） 遠崎野市線・選川橋他２橋工区 香南市

（一） 奥西川岸本線・坂口橋工区 香南市

（一） 蟹越繁藤線・嫁ヶ谷橋他２橋工区 香美市

（一）八幡大津線・鉾ヶ内橋他１橋工区 南国市

（一） 繁藤西町線・平山橋他１橋工区 香美市

（一）永野久保川線・在所橋工区 香美市

（一） 重倉笠ノ川線・八響橋工区

（主）春野赤岡線 ・ 物部川大橋他１橋工区 香南市

（一）土佐山田野市線 ・ 戸板島橋工区 香南市

（主）前浜植野線・植岩次高架橋他３橋工区 香美市～南国市

（主） 大豊物部線・宮本橋他１橋工区 香美市

（主） 南国伊野線・奈路川橋工区

安芸市

（一）畑山栃ノ木線 ・ 栃の木橋他２橋工区

（主）大豊物部線 ・ 落合橋工区 香美市

安芸市

（一）高知安芸自転車道線・穴内川橋他１橋工区 安芸市

（一）宮ノ上川北線・山田橋他１橋工区 安芸市

事業種別 全体事業費
（百万円）



1-A’08-034 道路 高知県 27 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-035 道路 高知県 16 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-036 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-037 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-038 道路 高知県 11 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-039 道路 高知県 12 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-040 道路 高知県 65 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-041 道路 高知県 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-042 道路 高知県 19 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-043 道路 高知県 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-044 道路 高知県 24 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-045 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-046 道路 高知県 12 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-047 道路 高知県 11 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-048 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-049 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-050 道路 高知県 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-051 道路 高知県 5 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-052 道路 高知県 20 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-053 道路 高知県 59 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-054 道路 高知県 454 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-055 道路 高知県 56 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-056 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-057 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-058 道路 高知県 25 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-059 道路 高知県 12 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-060 道路 高知県 11 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-061 道路 高知県 13 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-062 道路 高知県 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-063 道路 高知県 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-064 道路 高知県 いの町 12 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-065 道路 高知県 土佐市 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-066 道路 高知県 いの町 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’08-067 道路 高知県 土佐市 10 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’09-001 道路 高知県 45 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’09-002 道路 高知県 200 防災・安全ＰＫ3移行先

（主）宿毛宗呂下川口線・宇都ノ川橋工区 土佐清水市

（主）本川大杉線・橋の谷橋工区

（主）土佐伊野線・彌九郎橋工区

（主）石鎚公園線・無名橋工区

（一）新居中島線・中島橋工区

（一）椎名室戸線・三津坂歩道トンネル工区 室戸市

（一）椎名室戸線・三津坂トンネル工区 室戸市

（一）出口古津賀線 ・ 六分ヶ鼻橋工区 四万十市

（主）土佐清水宿毛線 ・ 黒川大橋工区 宿毛市

（主）宿毛津島線・南郷橋工区 宿毛市

（一）安満地福良線・無名橋工区 宿毛市

（主）土佐清水宿毛線・五味一号橋工区 土佐清水市

（主）足摺岬公園線・厚生橋工区 土佐清水市

（主）西土佐松野線 ・ 無名１号橋工区 四万十市

（主）下田港線 ・ 無名１号橋工区 四万十市

（主）大方大正線 ・ 大井手橋他３橋工区 黒潮町

（一）中村下ﾉ加江線 ・ 四万十川橋工区 四万十市

（一）中村下ノ加江 ・ 田手原橋他１橋工区 四万十市

（一）昭和中村線 ・ 坂折橋工区 四万十市

（主）須崎仁ノ線・塩木橋他２橋工区 須崎市

（一）作屋影野停車場線・無名２号橋工区 四万十町

（一）住次郎佐賀線・無名２号橋工区 四万十町

（一）十和吉野線・瀧の華橋工区 四万十町

（一）小味野々川口線・犬喰橋工区 四万十町

（一）松原窪川線・丸山小橋工区 四万十町

（主）桂浜宝永線・五台山橋工区 高知市

（主）伊野仁淀線 ・ 鎌井田大橋他１橋工区 越知町

（主）城川梼原線 ・ 坪六橋工区 梼原町

（主）窪川船戸線 ・ 大谷橋他１橋工区 中土佐町

（一）萩中須崎線 ・ 無名橋工区 中土佐町

（一）吾井郷下分線 ・ 大間東町橋他１橋工区 須崎市

（主）南国伊野線・菖蒲橋他２橋工区 高知市

（主）春野赤岡線・長浜川橋他２橋工区 高知市

（一）高知南国線・田辺島橋工区 高知市

（一）北本町領石線・薊野跨線橋工区 高知市

（一）田村高須線・無名１号橋工区 高知市



1-A’09-003 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’09-004 道路 高知県 25 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’09-005 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’09-006 道路 高知県 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’10-001 道路 高知県 69 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’10-002 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’10-003 道路 高知県 20 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-001 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-002 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-003 道路 高知県 23 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-004 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-005 道路 高知県 171 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-006 道路 高知県 97 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-007 道路 高知県 105 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-008 道路 高知県 110 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-009 道路 高知県 110 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-010 道路 高知県 106 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-011 道路 高知県 286 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-012 道路 高知県 52 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-013 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-014 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-015 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-016 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-017 道路 高知県 75 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-018 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-019 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-020 道路 高知県 330 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-021 道路 高知県 118 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-022 道路 高知県 303 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-023 道路 高知県 320 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-024 道路 高知県 146 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-025 道路 高知県 240 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-026 道路 高知県 138 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-027 道路 高知県 168 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-028 道路 高知県 80 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-029 道路 高知県 58 防災・安全ＰＫ3移行先

（一）高知南国線 ・ 南御座～大津工区 高知市

（一）高知南インター線 ・ 高須～仁井田工区 高知市

（主）須崎仁ノ線 ・ 土佐工区 土佐市

（主）土佐伊野線 ・ 土佐～いの工区 土佐市～いの町

（主）石鎚公園線 ・ 寺川～長沢工区 いの町

（一）新居中島線 ・ 新居～中島工区 土佐市

（一）大川土佐線 ・ 南川～境工区 土佐町

（一）上穴内本山線 ・ 吉延～本山工区 本山町

（主）春野赤岡線 ・ 弘岡中～池工区 高知市

（主）桂浜宝永線 ・ 仁井田～南宝永町工区 高知市

（主）高知北環状線 ・ 塚ノ原～高須工区 高知市

（一）梅ノ辻朝倉線 ・ 梅ノ辻～朝倉工区 高知市

（一）香北野市線 ・ 香南工区 香南市

（主）川之江大豊線 ・ 立川～川口工区 大豊町

（主）高知伊予三島線 ・ 東石原～大北川工区 土佐町～大川村

（主）高知本山線 ・ 地蔵寺～相川工区 土佐町

（主）本川大杉線 ・ 大藪～田井工区 大川村～土佐町

（一）東祖谷山大杉停車場線 ・ 和田～東土居工区 大豊町

（主）前浜植野線 ・ 前浜～植野工区 南国市

（主）南国インター線 ・ 領石～浜改田工区 南国市

（一）山北岸本停車場線 ・ 下分～岸本工区 香南市

（一）土佐山田野市線 ・ 香美～香南工区 香美市～香南市

（一）南国野市線 ・ 立田～西野工区 南国市～香南市

（一）北本町領石線 ・ 高知～南国工区 高知市～南国市

（一）沖ノ島循環線 ・ 母島～弘瀬工区 宿毛市

（一）室戸公園線 ・ 室戸岬町～室津工区 室戸市

（主）安田東洋線 ・ 安田町～二又工区 安田町～北川村

（一）西谷田野線 ・ 西谷～田野工区 北川村～田野町

（一）大久保伊尾木線 ・ 大久保～伊尾木工区 安芸市

（主）春野赤岡線 ・ 南国～香南工区 南国市～香南市

（一）上ノ加江窪川線・上ノ加江隧道工区 四万十町

（主）春野赤岡線・峰寺トンネル工区 南国市

（主）窪川中土佐線・大野見トンネル工区 四万十町

（主）大方大正線・佛ヶ森トンネル工区 黒潮町

（一）室戸公園線 ・ 室戸岬町～室津工区 室戸市

（一）岩戸明ヶ谷線 ・ 北地工区 土佐市



1-A’11-030 道路 高知県 45 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-031 道路 高知県 74 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-032 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-033 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-034 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-035 道路 高知県 59 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-036 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-037 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-038 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-039 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-040 道路 高知県 120 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-041 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-042 道路 高知県 35 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-043 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-044 道路 高知県 125 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-045 道路 高知県 100 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-046 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-047 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-048 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-049 道路 高知県 97 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-050 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-051 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-052 道路 高知県 20 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-053 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-054 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-055 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-056 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-057 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-058 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-059 道路 高知県 24 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-060 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-061 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-062 道路 高知県 72 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-063 道路 高知県 350 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-064 道路 高知県 150 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’11-065 道路 高知県 350 防災・安全ＰＫ3移行先（一）畑山栃ノ木線 ・ 畑山～栃ノ木工区 安芸市

（主）足摺岬公園線 ・ 窪津～旭町工区 土佐清水市

（主）安芸物部線 ・ 安芸～上尾川工区 安芸市

（主）魚梁瀬公園線 ・ 久木～魚梁瀬工区 北川村～馬路村

（主）宿毛宗呂下川口線 ・ 宗呂～下川口工区 土佐清水市

（一）新改浦尻線 ・ 新改～浦尻工区 土佐清水市

（一）足摺公園線 ・ 足摺岬～浦尻工区 土佐清水市

（一）中村下ﾉ加江線 ・ 大橋通～森沢工区 四万十市

宿毛市

（主）柏島二ツ石線 ・ 柏島～二ツ石工区 大月町

（主）中村宿毛線 ・ 下切～小筑紫工区 三原村～宿毛市

（一）沖ノ島循環線 ・ 母島～弘瀬工区 宿毛市

（主）宿毛津島線 ・ 宿毛～楠山工区 宿毛市

（主）宿毛宗呂下川口線 ・ 福良～石原工区

（一）上ノ加江窪川線 ・ 上ノ加江～矢井賀工区 中土佐町

（主）窪川船戸線 ・ 四万十町工区 四万十町

（主）興津窪川線 ・ 与津地～小向工区 四万十町

（一）上ノ加江窪川線 ・ 弘見～見付工区 四万十町

（一）出口古津賀線 ・ 出口～古津賀工区 四万十市

（一）川登中村線 ・ 川登～百笑工区 四万十市

（一）昭和中村線 ・ 大井川～野々川工区 四万十町

（主）下田港線 ・ 下田～古津賀工区 四万十市

（主）有岡川登線 ・ 有岡～川登工区 四万十市

（一）須崎停車場線 ・ 原町～栄町工区 須崎市

（一）上分多ノ郷線 ・ 上分～多ノ郷工区

（一）家俊岩戸真幸線 ・ 太郎丸～浅井工区 土佐市

（一）庄田伊野線 ・ 本村工区 日高村

（主）横浪公園線 ・ 宇佐～竜工区 土佐市

（主）伊野仁淀線 ・ 黒瀬工区 越知町

（主）伊野仁淀線 ・ 長者工区 仁淀川町

（主）土佐佐川線 ・ 永野工区 佐川町

（一）柳瀬越知線 ・ 四ツ白～黒原工区 佐川町

（一）安居公園線 ・ 大屋～川内谷工区 仁淀川町

（主）窪川船戸線 ・ 中土佐～津野工区 中土佐町～津野町

（主）須崎仁ノ線 ・ 須崎市工区 須崎市

（主）中土佐佐賀線 ・ 久礼～上ノ加江工区 中土佐町

（主）窪川中土佐線 ・ 吉野工区 中土佐町

須崎市



1-A’11-066 道路 高知県 400 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-001 道路 高知県 84 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-002 道路 高知県 240 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-003 道路 高知県 93 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-004 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-005 道路 高知県 80 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-006 道路 高知県 55 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-007 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-008 道路 高知県 293 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-009 道路 高知県 25 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-010 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-011 道路 高知県 55 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-012 道路 高知県 70 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-013 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-014 道路 高知県 73 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-015 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-016 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-017 道路 高知県 60 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-018 道路 高知県 105 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’17-019 道路 高知県 45 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-001 道路 高知県 250 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-002 道路 高知県 100 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-003 道路 高知県 100 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-004 道路 高知県 140 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-005 道路 高知県 150 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-006 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-007 道路 高知県 20 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-008 道路 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-009 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-010 道路 高知県 15 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-011 道路 高知県 100 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-012 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-013 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’18-014 道路 高知県 30 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’19-001 道路 高知県 605 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’19-002 道路 高知県 90 防災・安全ＰＫ3移行先

（国）４３９号・伊勢川橋歩道橋他５橋工区 大豊町～土佐町

（国）３２１号 ・ 小才角大橋工区 大月町

（国）１９７号 ・ 大野橋他４橋工区 須崎市～津野町

（国）３２１号 ・ 鳴滝橋工区 四万十市

（国）３２１号 ・ 大津大橋他１０橋工区 土佐清水市

（国）３８１号 ・ 無名橋他１橋工区 四万十市

（国）３８１号 ・ 窪川橋他１橋工区 四万十町

仁淀川町～津野町

四万十市

土佐清水市

（国）４４１号・鵜ノ江トンネル工区 四万十市

津野町

（国）３２１号 ・ 下益野～三崎工区

四万十町

四万十市

（国）４３９号・古味口トンネル工区 津野町

（国）１９４号 ・ いの工区 いの町

梼原町

（国）４３９号・大用トンネル工区 四万十市

四万十市

（国）１９７号・高研山トンネル工区

（国）４４１号 ・ 津大橋工区 四万十市

（国）４３９号 ・ 太郎田二号橋他１橋工区 仁淀川町

（国）４３９号 ・ 曽ヶ谷橋他２橋工区

（国）４４０号・北浦橋他１橋工区 梼原町

（国）４９４号・斗賀野トンネル工区 佐川町

（国）４４１号・塩塚トンネル工区

（国）１９７号・仲間トンネル他３トンネル工区 津野町～梼原町

（国）３８１号・三島歩道トンネル工区

（国）３８１号・江川トンネル工区

（国）３２１号・伊豆田トンネル工区 四万十市

（国）３２１号・片粕トンネル他３トンネル工区 土佐清水市

（国）４３９号・沢垂トンネル工区

（国）４３９号・矢筈トンネル工区

（国）４３９号 ・ 出合橋工区 四万十市

（国）４３９号 ・ 下足川橋他２橋工区

（国）４９４号 ・ 永代橋他１橋工区 仁淀川町

（国）４９４号・舟形橋他１橋工区 佐川町～仁淀川町

（国）１９５号・木床第二トンネル他６トンネル工区 香美市

四万十町

東洋町

（国）１９４号 ・ 荷滝橋他４橋工区 いの町

（国）１９４号 ・ 鉾岩２号橋他３橋工区 いの町

（国）１９５号 ・ 二つ川橋他１２橋工区 南国市～香美市

（一）羽尾琴浜線 ・ 久重工区 芸西村

（国）４９３号 ・ 押野橋工区



1-A’19-003 道路 高知県 155 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’19-004 道路 高知県 200 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-001 道路 高知県 140 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-002 道路 高知県 142 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-003 道路 高知県 180 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-004 道路 高知県 300 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-005 道路 高知県 375 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-006 道路 高知県 128 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-007 道路 高知県 114 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-008 道路 高知県 72 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-009 道路 高知県 90 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’20-010 道路 高知県 50 防災・安全ＰＫ3移行先

1-B’02-001 河川 高知県 200 河川法

1-C’01-001 計画・調査 高知県 200 防災・安全ＰＫ3移行先

1-C’01-002 計画・調査 高知県 40 防災・安全ＰＫ3移行先

1-C’01-005 施設整備 高知県 200 社総金PK1へ移行

1-C’01-007 道路 高知県 道路ストックの点検事業 400 防災・安全ＰＫ3移行先

1-A’51-004 道路 室戸市 160 PK3へ移行

1-A’51-005 道路 室戸市 30 PK3へ移行

1-A’51-006 道路 室戸市 20 PK3へ移行

1-C’51-002 計画･調査 室戸市 1 PK3へ移行

1-A'52-002 道路 東洋町 18 PK3へ移行

1-A'52-003 道路 東洋町 17 PK3へ移行

1-A'52-004 道路 東洋町 25 PK3へ移行

1-A'52-005 道路 東洋町 2 PK3へ移行

1-A'52-006 道路 東洋町 2 PK3へ移行

1-A’53-001 道路 安芸市 13 PK3へ移行

1-A’53-002 道路 安芸市 43 PK3へ移行

1-A’53-005 道路 安芸市 97 PK3へ移行

1-A’53-006 道路 安芸市 26 PK3へ移行

1-A’53-007 道路 安芸市 19 PK3へ移行

1-A’53-008 道路 安芸市 14 PK3へ移行

1-A’53-009 道路 安芸市 24 PK3へ移行

1-A’53-010 道路 安芸市 14 PK3へ移行

1-A’53-011 道路 安芸市 4 PK3へ移行

1-A’53-012 道路 安芸市 4 PK3へ移行

（他）桜浜線・赤野橋工区 安芸市

（他）奈比賀古井線・西坂本橋工区 安芸市

（他）大江線・天神橋工区 安芸市

（他）江川中之橋線・中之橋工区 安芸市

（他）浦４号線・鏡田工区 東洋町

（他）浦中村線・浦工区 東洋町

（１）安芸伊尾木線・植野橋工区 安芸市

（２）古井別役線　外・ゲゼ橋　外工区 安芸市

（１）安芸伊尾木線・春日橋工区 安芸市

（１）大元線・大元橋工区 安芸市

（他）小川名線・昭和橋工区 安芸市

（２）沢の平線・沢の平橋工区 安芸市

高知県全域

舗装修繕計画策定事業 高知県全域

須崎市

（国）４９４号 ・ 用居～土居工区 仁淀川町

（国）４９４号 ・ 斗賀野工区

北川村～東洋町

（国）１９４号 ・ いの工区 いの町

（他）本町西ノ宮線・東ノ川橋工区 室戸市

（他）佐喜浜本線・佐喜浜橋工区 室戸市

道路付属物点検 室戸市

（他）甲浦４号幹線・白浜工区 東洋町

（２）甲浦１号幹線・甲浦工区 東洋町

（２）甲浦１号幹線・東工区 東洋町

四万十市

（国）４９３号 ・ 野友～野根工区

四万十町

（国）４４１号 ・ 西土佐江川崎～川登工区 四万十市

（国）３８１号 ・ 四万十町工区

高知市～香美市

（1）室津浮津線・両栄橋工区 室戸市

（国）１９５号 ・ 高知～香美工区

（国）３２１号 ・ 四万十市～宿毛市工区 四万十市～宿毛市

（国）３８１号 ・ 四万十町～四万十市工区 四万十町～四万十市

（国）４３９号 ・ 大豊～四万十市工区 大豊町～四万十市

（国）４４１号 ・ 西土佐江川崎～中村本町工区

橋梁長寿命化修繕計画策定事業 高知県全域

須崎市

（国）１９７号 ・ 須崎～梼原工区 須崎市～梼原町

道の駅防災拠点化事業 高知県全域

桜川河川改修事業



1-A’53-013 道路 安芸市 4 PK3へ移行

1-A’53-014 道路 安芸市 4 PK3へ移行

1-C’53-001 計画･調査 安芸市 70 PK3へ移行

1-A'54-003 道路 奈半利町 23 PK3へ移行

1-A'54-004 道路 奈半利町 5 PK3へ移行

1-A'54-005 道路 奈半利町 5 PK3へ移行

1-A'54-006 道路 奈半利町 30 PK3へ移行

1-A'54-007 道路 奈半利町 7 PK3へ移行

1-C'54-001 計画･調査 奈半利町 1 PK3へ移行

1-C'54-002 計画･調査 奈半利町 4 PK3へ移行

1-C'54-003 計画･調査 奈半利町 4 PK3へ移行

1-C'54-004 計画･調査 奈半利町 1 PK3へ移行

1-C'55-004 計画･調査 田野町 8 PK3へ移行

1-A'56-001 道路 安田町 600 PK3へ移行

1-A'56-002 道路 安田町 7 PK3へ移行

1-A'56-003 道路 安田町 3 PK3へ移行

1-A'56-011 道路 安田町 40 PK3へ移行

1-A'56-012 道路 安田町 10 PK3へ移行

1-C'56-001 計画･調査 安田町 4 PK3へ移行

1-C'56-002 計画･調査 安田町 3 PK3へ移行

1-C'56-003 計画･調査 安田町 5 PK3へ移行

1-C'56-004 計画･調査 安田町 1 PK3へ移行

1-C’57-003 計画･調査 北川村 10 PK3へ移行

1-A'58-006 道路 馬路村 20 PK3へ移行

1-A'58-007 道路 馬路村 20 PK3へ移行

1-A'58-008 道路 馬路村 5 PK3へ移行

1-C’58-003 計画･調査 馬路村 3 PK3へ移行

1-A'59-011 道路 芸西村 6 PK3へ移行

1-A'59-012 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-013 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-014 道路 芸西村 16 PK3へ移行

1-A'59-015 道路 芸西村 15 PK3へ移行

1-A'59-016 道路 芸西村 6 PK3へ移行

1-A'59-017 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-018 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-019 道路 芸西村 8 PK3へ移行

（他）島線・島１号橋工区 芸西村

（他）島線・島２号橋工区 芸西村

（１）桜ヶ池線・柳田橋工区 芸西村

（他）熊野橋線・熊野橋工区 馬路村

（２）日浦中央線・一谷下橋工区 馬路村

法面・盛土・擁壁等点検 馬路村

（他）江尻線・江尻橋工区 芸西村

（他）須川谷線・須川谷橋工区 芸西村

（他）猪ノ尻線・猪ノ尻２号橋工区 芸西村

（２）ソソノキ線・そその木橋工区 芸西村

（２）西分線・樋ノ口橋工区 芸西村

（他）武則線・武則橋工区 芸西村

（他）北大野団地線・安田工区 安田町

（２）東西島線・東西島橋工区 安田町

（他）東島線・東島工区 安田町

路面性状調査 安田町

トンネル点検 安田町

法面等点検 安田町

道路付属物点検 安田町

法面・盛土・擁壁等点検 北川村

（他）日浦中央橋線・中央橋工区 馬路村

（１）大除法恩寺線・樋ノ口橋工区 奈半利町

（他）宇川線・野口橋工区 奈半利町

トンネル点検 奈半利町

路面性状調査 奈半利町

法面点検 奈半利町

道路付属物点検 奈半利町

長寿命化修繕計画 田野町

（他）不動安田線・安田工区 安田町

（１）東島与床線・東島～与床工区 安田町

長寿命化修繕計画 安芸市

（１）立町天神線　外・生木1号橋外工区 奈半利町

（他）横町法恩寺線・横町1号橋工区 奈半利町

（２）大原西ノ平線・手間谷橋工区 奈半利町

（他）橋ノ元海岸線・橋の元橋工区 安芸市

（１）安明寺古井線・加勝橋工区 安芸市



1-A'59-020 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-021 道路 芸西村 4 PK3へ移行

1-A'59-022 道路 芸西村 6 PK3へ移行

1-A'59-023 道路 芸西村 8 PK3へ移行

1-A'59-024 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-025 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-026 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-027 道路 芸西村 5 PK3へ移行

1-A'59-028 道路 芸西村 8 PK3へ移行

1-A’60-001 道路 南国市 113 PK3へ移行

1-A’60-003 道路 南国市 32 PK3へ移行

1-A’60-004 道路 南国市 57 PK3へ移行

1-A’60-005 道路 南国市 40 PK3へ移行

1-A’60-006 道路 南国市 28 PK3へ移行

1-A’60-011 道路 南国市 37 PK3へ移行

1-A’60-012 道路 南国市 40 PK3へ移行

1-A’60-013 道路 南国市 18 PK3へ移行

1-A’60-014 道路 南国市 5 PK3へ移行

1-C’60-003 計画･調査 南国市 30 PK3へ移行

1-A'61-002 修繕 香南市 30 PK3へ移行

1-A'61-003 改築 香南市 10 PK3へ移行

1-A'61-004 改築 香南市 7 PK3へ移行

1-C’61-004 計画･調査 香南市 3 PK3へ移行

1-C’61-005 計画･調査 香南市 6 PK3へ移行

1-C’61-006 計画･調査 香南市 3 PK3へ移行

1-A'62-002 道路 香美市 19 PK3へ移行

1-A'62-003 道路 香美市 23 PK3へ移行

1-A'62-004 道路 香美市 15 PK3へ移行

1-A'62-005 道路 香美市 11 PK3へ移行

1-A'62-006 道路 香美市 10 PK3へ移行

1-A'62-007 道路 香美市 10 PK3へ移行

1-C'62-002 計画･調査 香美市 3 PK3へ移行

1-C'62-003 計画･調査 香美市 4 PK3へ移行

1-C'62-004 計画･調査 香美市 1 PK3へ移行

1-C'62-005 計画･調査 香美市 9 PK3へ移行

1-A'63-001 道路 本山町 30 PK3へ移行

道路付属物点検 香美市

長寿命化修繕計画 香美市

（他）古田線・古田工区 本山町

道路付属物点検 香南市

（１）西熊別府線　外・錦渓橋工区　外工区 香美市

（２）立花柳瀬線・柳瀬橋工区 香美市

（他）別府峡温泉1号線・別府峡橋工区 香美市

（他）桑ノ川線・桑ノ川橋工区 香美市

（１）日ノ御子線・柳川橋工区 香美市

（１）西熊別府線　・紅渓橋工区 香美市

路面性状調査 香美市

法面・盛土・擁壁等点検 香美市

（他）宮前学校線・宮前橋工区 南国市

（１）南国１１５号線・前川橋工区 南国市

（他）久枝東線・恵美須堂橋工区 南国市

法面・盛土・擁壁等点検 南国市

（他）千舞・戸坂谷線　外　末清橋　外工区 香南市

（他）竹久谷・中池尻線　竹久谷・中池尻１号橋工区 香南市

（他）大東２号線　無名橋　無名橋工区 香南市

路面性状調査 香南市

法面・盛土・擁壁等点検 香南市

（他）橋ノ本線・橋ノ本１号橋工区 芸西村

（他）ヒビヤ線・真福寺北橋工区 芸西村

（２）瓜生谷線・中村橋工区 芸西村

（１）南国１２７号線・小籠工区 南国市

（他）下咥内１号線・物部工区 南国市

（他）表大道線・篠原工区 南国市

（１）南国１０７号線・西山工区 南国市

（他）稲吉明見線・篠原工区 南国市

（他）下島学校線・みのこし橋工区 南国市

（２）西分線・谷屋敷橋工区 芸西村

（他）光平線・野神橋工区 芸西村

（他）光森線・光森１号橋工区 芸西村

（他）大熊線・大熊１号橋工区 芸西村

（他）八反田線・八反田２号橋工区 芸西村

（他）千原線・ママチ橋工区 芸西村



1-A'63-002 道路 本山町 5 PK3へ移行

1-A'63-005 道路 本山町 100 PK3へ移行

1-A'63-006 道路 本山町 1,300 PK3へ移行

1-C'63-001 計画･調査 本山町 5 PK3へ移行

1-C'63-004 計画･調査 本山町 5 PK3へ移行

1-A'64-002 道路 大豊町 10 PK3へ移行

1-A'64-007 道路 大豊町 5 PK3へ移行

1-A’64-010 道路 大豊町 10 PK3へ移行

1-A’64-011 道路 大豊町 40 PK3へ移行

1-A’64-012 道路 大豊町 40 PK3へ移行

1-A'65-002 道路 土佐町 51 PK3へ移行

1-A'65-003 道路 土佐町 36 PK3へ移行

1-A'65-006 道路 土佐町 36 PK3へ移行

1-A'65-007 道路 土佐町 36 PK3へ移行

1-A'65-008 道路 土佐町 36 PK3へ移行

1-A'65-009 道路 土佐町 36 PK3へ移行

1-A'65-010 道路 土佐町 36 PK3へ移行

1-A'65-011 道路 土佐町 30 PK3へ移行

1-A'65-017 道路 土佐町 25 PK3へ移行

1-C'65-001 計画･調査 土佐町 2 PK3へ移行

1-C'65-002 計画･調査 土佐町 1 PK3へ移行

1-C'65-003 計画･調査 土佐町 1 PK3へ移行

1-A'66-001 道路 大川村 12 PK3へ移行

1-A'66-002 道路 大川村 33 PK3へ移行

1-A'66-003 道路 大川村 17 PK3へ移行

1-A'66-004 道路 大川村 10 PK3へ移行

1-A'66-005 道路 大川村 3 PK3へ移行

1-A'66-006 道路 大川村 3 PK3へ移行

1-A'66-007 道路 大川村 20 PK3へ移行

1-A'66-008 道路 大川村 4 PK3へ移行

1-A'66-009 道路 大川村 3 PK3へ移行

1-A'66-010 道路 大川村 3 PK3へ移行

1-A'66-011 道路 大川村 4 PK3へ移行

1-A'66-012 道路 大川村 3 PK3へ移行

1-A'66-013 道路 大川村 3 PK3へ移行

1-C'66-002 計画･調査 大川村 20 PK3へ移行

（１）井野川・川口線・無名橋 大川村

（他）葛橋線・葛橋 大川村

法面・盛土・擁壁等調査 大川村

（２）朝谷線・野地橋 大川村

（１）小北川線・志遊美橋 大川村

（１）小北川線・アカダキ橋 大川村

（１）小北川線・ヨコダキ橋 大川村

（１）小北川線・新大平橋 大川村

（他）大北川線・中川市橋 大川村

（他）大北川線・中河市橋 大川村

（他）中川線・水谷橋 大川村

（他）横窪線・大北川橋 大川村

（他）須山線・和田工区 土佐町

（２）白石線・南泉工区 土佐町

（１）宮古野高須線・高須・溜井工区 土佐町

（１）南泉1号線外・南泉橋外工区 土佐町

路面性状調査 土佐町

法面・盛土・擁壁等点検 土佐町

道路付属物点検 土佐町

（２）朝谷線・朝谷橋 大川村

（２）朝谷線・白滝橋 大川村

（他）庵谷線・庵谷工区 大豊町

（他）東土居岩原線・東土居工区 大豊町

（他）八畝西峰蔭線・怒田工区 大豊町

（１）粟生大滝線・大滝工区 大豊町

（１）平石線・平石工区 土佐町

（２）仲代惣次谷線・相川工区 土佐町

（他）名高山線・地蔵寺工区 土佐町

（２）田井森線・田井・森工区 土佐町

（１）石原立道線・西石原2工区 土佐町

（他）上谷線・北山工区 本山町

（他）七戸線　外・七戸橋　外工区 本山町

（１）本山三島線・本山工区 本山町

路面性状調査 本山町

長寿命化修繕計画 本山町

（１）久寿軒北川線・久寿軒工区 大豊町



1-A'67-006 道路 高知市 100 PK3へ移行

1-A’68-002 道路 土佐市 36 PK3へ移行

1-A’68-003 道路 土佐市 13 PK3へ移行

1-A’68-004 道路 土佐市 12 PK3へ移行

1-A’68-006 道路 土佐市 10 PK3へ移行

1-A’68-010 道路 土佐市 20 PK3へ移行

1-A’68-011 道路 土佐市 17 PK3へ移行

1-A’68-012 道路 土佐市 20 PK3へ移行

1-A’68-013 道路 土佐市 20 PK3へ移行

1-A’68-014 道路 土佐市 11 PK3へ移行

1-A’68-015 道路 土佐市 11 PK3へ移行

1-C’68-001 計画･調査 土佐市 6 PK3へ移行

1-C’68-002 計画･調査 土佐市 3 PK3へ移行

1-C’68-003 計画･調査 土佐市 38 PK3へ移行

1-C’68-004 計画･調査 土佐市 5 PK3へ移行

1-C’68-005 計画･調査 土佐市 18 PK3へ移行

1-A'69-007 道路 いの町 24 PK3へ移行

1-A'69-008 道路 いの町 5 PK3へ移行

1-A'69-009 道路 いの町 21 PK3へ移行

1-A'69-011 道路 いの町 35 PK3へ移行

1-A'69-012 道路 いの町 36 PK3へ移行

1-A'70-003 道路 日高村 8 PK3へ移行

1-A'70-004 道路 日高村 5 PK3へ移行

1-A'70-006 道路 日高村 60 PK3へ移行

1-A'70-007 道路 日高村 10 PK3へ移行

1-A'70-008 道路 日高村 30 PK3へ移行

1-A'70-009 道路 日高村 10 PK3へ移行

1-C'70-002 道路 日高村 3 PK3へ移行

1-C'70-004 道路 日高村 7 PK3へ移行

1-A'71-036 道路 越知町 （２）栃ノ木線・栃ノ木工区 63 PK3へ移行

1-A'71-041 道路 越知町 （２）横倉線・横倉工区 25 PK3へ移行

1-A'71-047 道路 越知町 （２）八ヶ窪線・本村工区 42 PK3へ移行

1-A'71-055 道路 越知町 （１）鎌井田桑藪線・京塚工区 100 PK3へ移行

1-A'71-058 道路 越知町 （１）鎌井田稲村線・黒石工区 132 PK3へ移行

1-A'71-060 道路 越知町 （他）谷ノ内線・片岡工区 40 PK3へ移行

1-A'71-062 道路 越知町 （他）谷ノ内線・谷ノ内工区 59 PK3へ移行

越知町

越知町

（２）石田渋川線・札場橋工区 日高村

（他）寺半田線・寺半田橋工区 日高村

（他）柏井妹背峠線　外・柏井上橋　外工区 日高村

（２）名越屋西ノ谷線・名越屋沈下橋工区 日高村

法面 日高村

長寿命化修繕計画 日高村

越知町

越知町

越知町

越知町

越知町

長寿命化修繕計画 土佐市

（他）大森線・大森工区 いの町

（他）津賀ノ谷線・津賀ノ谷工区 いの町

（他）越裏門地主線・越裏門工区 いの町

（他）天王橋線・天王橋工区 いの町

（２）川口線　外・勝賀瀬橋　外工区 いの町

（１）長畑鴨地線・鴨地工区 日高村

（他）桑坂平野線・平野工区 日高村

（２）家俊東太郎丸線・東太郎丸橋工区 土佐市

（１）小黒大坂線・分切橋工区 土佐市

（１）六分一四方寺線・高見橋工区 土佐市

（他）明官寺、田井、吹越線　外・吹越橋　外工区 土佐市

（他）天崎線　外・天崎橋　外工区 土佐市

土佐市舗装長寿命化修繕計画 土佐市

トンネル点検 土佐市

法面・盛土・擁壁等点検 土佐市

道路付属物点検 土佐市

（他）朝倉2号線外・市内一円 高知市

（他）西郷滝ヶ谷線（他4路線）・宇佐工区 土佐市

（他）吉田山ノ手線（他1路線）・新居工区 土佐市

（１）家俊馬越市野々線・滝の宮橋工区 土佐市

（２）浅井線・浅井橋工区 土佐市

（２）岩戸本村線・岩戸橋工区 土佐市



1-A'71-065 道路 越知町 （１）甘草線　外・甘草谷橋　外工区 100 PK3へ移行

1-A'71-067 道路 越知町 （他）清水栗ノ木線・清水工区 68 PK3へ移行

1-C'71-001 計画･調査 越知町 路面性状調査 5 PK3へ移行

1-A’72-001 道路 佐川町 15 PK3へ移行

1-A’72-002 道路 佐川町 15 PK3へ移行

1-A’72-003 道路 佐川町 37 PK3へ移行

1-A’72-004 道路 佐川町 15 PK3へ移行

1-A’72-006 道路 佐川町 40 PK3へ移行

1-A’72-007 道路 佐川町 48 PK3へ移行

1-A’72-008 道路 佐川町 316 PK3へ移行

1-C’72-004 計画･調査 佐川町 7 PK3へ移行

1-A'73-001 道路 仁淀川町 42 PK3へ移行

1-A'73-009 道路 仁淀川町 152 PK3へ移行

1-A'73-010 道路 仁淀川町 100 PK3へ移行

1-Ｃ’74-001 計画・調査 須崎市 58 PK3へ移行

1-Ｃ’74-004 計画・調査 須崎市 15 PK3へ移行

1-C’73-003 計画･調査 仁淀川町 18 PK3へ移行

1-A'75-005 道路 中土佐町 20 PK3へ移行

1-A'75-006 道路 中土佐町 20 PK3へ移行

1-A'75-007 道路 中土佐町 10 PK3へ移行

1-A'75-008 道路 中土佐町 10 PK3へ移行

1-A'75-009 道路 中土佐町 16 PK3へ移行

1-A'75-010 道路 中土佐町 5 PK3へ移行

1-A'75-011 道路 中土佐町 2 PK3へ移行

1-A'75-012 道路 中土佐町 5 PK3へ移行

1-C'75-003 計画･調査 中土佐町 10 PK3へ移行

1-A'76-004 道路 梼原町 100 PK3へ移行

1-A'76-005 道路 梼原町 70 PK3へ移行

1-A'76-006 道路 梼原町 70 PK3へ移行

1-A'76-007 道路 梼原町 30 PK3へ移行

1-A'76-008 道路 梼原町 20 PK3へ移行

1-A'76-009 道路 梼原町 50 PK3へ移行

1-A'76-010 道路 梼原町 22 PK3へ移行

1-A'76-011 道路 梼原町 45 PK3へ移行

1-A'76-012 道路 梼原町 55 PK3へ移行

1-A'76-013 道路 梼原町 25 PK3へ移行

（他）大野地線・明野地橋工区 梼原町

（他）後別当二本橋線・二本橋工区 梼原町

（他）上成線・上成橋工区 梼原町

（他）竹の薮大越線・経柱橋工区 梼原町

（他）田野々宮原線・越知面橋工区 梼原町

（他）本も谷線・新竜王橋工区 梼原町

（他）宮野々舞見谷線・宮野々橋工区 梼原町

（他）田野々戸々ヶ谷線・竹ノ瀬橋工区 梼原町

（他）本も谷線・本も谷橋工区 梼原町

（他）西町元町線・元川橋工区 中土佐町

（２）常賢寺線・長沢橋工区 中土佐町

（他）不動越１号線・久礼第一陸橋工区 中土佐町

（他）古谷１号線　外・古谷橋　外工区 中土佐町

（他）馬木線・馬木橋工区 中土佐町

（２）薬師越線・栂ノ川大橋工区 中土佐町

（他）島の川線・落合橋工区 中土佐町

法面・盛土・擁壁等点検 中土佐町

（他）宮野々上成線・宮野々～松谷工区 梼原町

（１）虎杖野桂線　外・柳瀬川橋　外工区 佐川町

法面・盛土・擁壁等点検 佐川町

（１）小郷線・土居工区 仁淀川町

（他）仁淀吾川線　・大渡ダム大橋工区 仁淀川町

（１）高瀬線　外・別枝大橋　外工区 仁淀川町

長寿命化修繕計画 須崎市

法面・盛土・擁壁等点検 須崎市

法面・盛土・擁壁等点検 仁淀川町

（１）岡ノ前道ノ川線・上久礼橋工区 中土佐町

越知町

越知町

越知町

（他）三野１号線・三野工区 佐川町

（１）加茂駅前線・加茂工区 佐川町

（１）古畑峰１号線・古畑工区 佐川町

（２）上郷１号線・上郷工区 佐川町

（他）松崎１号線・佐川橋工区 佐川町

（１）富士見町柳瀬線・柳瀬橋工区 佐川町



1-A'76-014 道路 梼原町 62 PK3へ移行

1-A'76-015 道路 梼原町 15 PK3へ移行

1-A'76-016 道路 梼原町 6 PK3へ移行

1-A'76-017 道路 梼原町 6 PK3へ移行

1-A'76-018 道路 梼原町 6 PK3へ移行

1-A'76-019 道路 梼原町 6 PK3へ移行

1-A'76-020 道路 梼原町 5 PK3へ移行

1-A'76-021 道路 梼原町 5 PK3へ移行

1-A'76-022 道路 梼原町 5 PK3へ移行

1-A'76-023 道路 梼原町 5 PK3へ移行

1-A'76-024 道路 梼原町 5 PK3へ移行

1-C'76-001 道路 梼原町 10 PK3へ移行

1-C'76-003 道路 梼原町 10 PK3へ移行

1-A'77-005 道路 津野町 80 PK3へ移行

1-A'77-006 道路 津野町 70 PK3へ移行

1-C'77-001 計画･調査 津野町 2 PK3へ移行

1-A'78-006 道路 四万十町 94 PK3へ移行

1-A'78-008 道路 四万十町 50 PK3へ移行

1-A'78-009 道路 四万十町 20 PK3へ移行

1-A'79-005 道路 四万十市 35 PK3へ移行

1-A'79-006 道路 四万十市 280 PK3へ移行

1-A'79-007 道路 四万十市 （他）秋田田野川線・秋田橋工区 42 PK3へ移行

1-A'79-009 道路 四万十市 37 PK3へ移行

1-A'79-010 道路 四万十市 14 PK3へ移行

1-A'79-011 道路 四万十市 18 PK3へ移行

1-A'79-012 道路 四万十市 10 PK3へ移行

1-A'79-013 道路 四万十市 4 PK3へ移行

1-A'79-014 道路 四万十市 6 PK3へ移行

1-C'79-001 計画･調査 四万十市 4 PK3へ移行

1-C'79-002 計画･調査 四万十市 3 PK3へ移行

1-C'79-003 計画･調査 四万十市 2 PK3へ移行

1-A'80-204 道路 黒潮町 5 PK3へ移行

1-A'80-205 道路 黒潮町 1 PK3へ移行

1-A'80-206 道路 黒潮町 14 PK3へ移行

1-A'80-207 道路 黒潮町 2 PK3へ移行

（他）安並ユウショウカク線・北カ谷橋工区 四万十市

（他）神ノ川線・奥神ノ川工区 四万十町

（２）用井昭和線・用井工区 四万十市

（１）白岩用井線・江川崎～用井工区 四万十市

四万十市

（他）小崎線外　・小崎沈下橋　外工区 四万十市

（他）江川崎吉野生線・大江橋工区 四万十市

（他）鵜ノ江久保川線・勝間橋工区 四万十市

（他）岩田線・岩田橋工区 四万十市

（他）東谷線・化粧坂橋工区 梼原町

（他）下井桑線・下井桑橋工区 梼原町

路面性状調査 梼原町

法面・盛土・擁壁等点検 梼原町

（他）竹ノ谷線・竹ノ谷橋工区 津野町

（他）船野白河瀬線・舞ノ川橋工区 津野町

トンネル点検 津野町

路面性状調査 四万十市

トンネル点検 四万十市

法面・盛土・擁壁等点検 四万十市

（２）熊ノ浦海岸線・熊野浦工区 黒潮町

（１）荷稲鈴線・鈴工区 黒潮町

（２）拳ノ川橘川線・拳ノ川工区 黒潮町

（２）馬地中角線・佐賀工区 黒潮町

（他）奥屋内楠山線・本村橋工区 四万十市

（他）香月が丘中央線他10路線・香月が丘工区 四万十町

（１）榊山線　外・日乃出橋　外工区 四万十町

（他）松谷線・曲渕橋工区 梼原町

（他）町西路線・築池橋工区 梼原町

（他）折渡線・折渡橋工区 梼原町

（他）光岩線・川栗屋橋工区 梼原町

（他）上本村向薮線・うるしがの橋工区 梼原町

（他）上本村横貝線・横貝橋工区 梼原町

（他）大向線・大向橋工区 梼原町

（他）松谷線・竹ノ奈路橋工区 梼原町

（他）東谷線・化粧坂第二橋工区 梼原町



1-A'80-208 道路 黒潮町 2 PK3へ移行

1-C’80-004 計画･調査 黒潮町 2 PK3へ移行

1-A’81-001 道路 宿毛市 49 PK3へ移行

1-A’81-002 道路 宿毛市 92 PK3へ移行

1-A’81-003 道路 宿毛市 15 PK3へ移行

1-C’81-001 計画･調査 宿毛市 40 PK3へ移行

1-A'82-001 道路 大月町 20 PK3へ移行

1-A'82-002 道路 大月町 80 PK3へ移行

1-A'82-003 道路 大月町 70 PK3へ移行

1-A'82-004 道路 大月町 10 PK3へ移行

1-C'82-001 計画･調査 大月町 1 PK3へ移行

1-C'82-002 計画･調査 大月町 5 PK3へ移行

1-A'83-003 道路 三原村 295 PK3へ移行

1-A'83-004 道路 三原村 55 PK3へ移行

1-C'83-001 計画･調査 三原村 2 PK3へ移行

1-C'83-002 計画･調査 三原村 2 PK3へ移行

1-C'83-003 計画･調査 三原村 1 PK3へ移行

1-C'83-004 計画･調査 三原村 17 PK3へ移行

1-A’84-003 道路 土佐清水市 88 PK3へ移行

1-A’84-004 道路 土佐清水市 15 PK3へ移行

1-A’84-005 道路 土佐清水市 15 PK3へ移行

1-A’84-007 道路 土佐清水市 15 PK3へ移行

1-A’84-008 道路 土佐清水市 30 PK3へ移行

1-A’84-009 道路 土佐清水市 7 PK3へ移行

1-A’84-010 道路 土佐清水市 15 PK3へ移行

1-C’84-001 計画･調査 土佐清水市 17 PK3へ移行

1-C’84-002 計画･調査 土佐清水市
2 PK3へ移行

1-C’84-003 計画･調査 土佐清水市
2 PK3へ移行

1-C’84-004 計画･調査 土佐清水市
5 PK3へ移行

1-C’84-005 計画･調査 土佐清水市
2 PK3へ移行

Ａ’ 0 百万円 Ｂ’ 0 百万円 Ｃ’ 0 百万円 Ｄ’ 0 百万円 1%

法面・盛土・擁壁等点検 三原村

（２）芝明神線・佐賀工区 黒潮町

（1）弘見中央線・弘見工区 大月町

三原村

道路付属物点検 三原村

道路附属物点検 土佐清水市

（１）長野市野々線・市野々第2橋工区 土佐清水市

（他）久百々中央線・久百々橋工区 土佐清水市

（他）船場長野線・下ノ加江橋工区 土佐清水市

（１）竜串平ノ段城ノ峯線・瀬合橋工区 土佐清水市

（他）鍵掛灘山線・鍵掛橋工区 土佐清水市

長寿命化修繕計画 土佐清水市

路面性状調査 土佐清水市

トンネル点検 土佐清水市

法面・盛土・擁壁等点検 土佐清水市

長寿命化修繕計画 三原村

（他）立石1号線　外・立石橋　外工区 土佐清水市

（１）長野市野々線・市野々第１橋工区 土佐清水市

法面・盛土・擁壁等点検 黒潮町

（１）山田芳奈線・芳奈工区 宿毛市

（１）大島北線・大島工区 宿毛市

（１）大海湊線　外・大海湊線橋　外工区 宿毛市

長寿命化修繕計画 宿毛市

（１）田城線・弘見工区 大月町

（１）古満目線・浦尻橋工区 大月町

（他）橘浦地区内線・橘浦3号橋工区 大月町

路面性状調査 大月町

法面・盛土・擁壁等点検 大月町

（他）上長谷狼内線外・上長谷工区 三原村

（他）上長谷狼内線支１号線　・道之地橋工区 三原村

路面性状調査

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



Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発
現状況（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

　平成28年度末に完了に至らなかった事業については、社会資本総合整備計画「１．大規模自然災害に備え、県民の命と暮らしを守る道づくり（防災・安全）（計画期間平成29年度～平成33年度）」「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）（計画期間平成27年度～平成31年度）」「５．点検及び個別施設計画等に基づく道路施設の計画的な修繕・更新の推進（防災・安全）（計画期間平成28年度～平成30年度）」にそれぞれ位置付けて引き続き実
施する。

２．事業評価の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ定量的指標の達成状況

・県道南国インター線（下末松工区）など通学路の安全対策を実施し緊急合同点検の要対策箇所を整備することで、歩行者や児童の安全な通行な確保された。
・一般国道１９４号（いの工区）や県道昭和中村線（古尾工区）等において法面防災・落石対策工事を実施し、南海トラフ地震等の大規模自然災害による道路法面の崩壊を未然に防止す
ることで、災害に強い道路網の構築と避難・救援活動及び復旧活動の効率化、円滑化を図った。

指標③
対策完了箇所数／
落石・崩壊等危険
箇所（要対策箇
所）数

最終目標値 24.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

補正予算などを活用して予算確保をおこなうことで事業の進捗が図れ、目標値を満足することができた。

最終実績値 24.8%

指標②
修繕完了橋梁数／
橋梁長寿命化修繕
計画のうち５年内
に事業着手する橋
梁数

最終目標値 60.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

修繕計画の見直しや通行規制等の調整により、対策の実施に遅れが生じたため。

最終実績値 48.5%

指標①
対策済み箇所数／
対策必要箇所数

最終目標値 60%
目標値と実績値
に差が出た要因

補正予算などを活用して予算確保をおこなうことで事業の進捗が図れ、目標値を満足することができた。

最終実績値 80%



NO.1
計画の名称 １．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）

高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、
安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、
奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

計画の期間 　平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付団体

（参考資料）

高知高知高知

位置図

県事業

市町村事業



NO.2
計画の名称 １．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）

計画の期間 　平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付団体
高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、
安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、
奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

（参考資料）

高知高知高知

県事業

市町村事業

位置図



NO.3
計画の名称 １．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）

計画の期間 　平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付団体
高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、
安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、
奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

（参考資料）

高知高知高知

位置図

県事業

市町村事業



NO.4
計画の名称 １．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）

計画の期間 　平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付団体
高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、
安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、
奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

（参考資料）

高知高知高知

位置図

県事業

市町村事業



NO.5
計画の名称 １．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）

計画の期間 　平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付団体
高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、
安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、
奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

（参考資料）

高知高知高知

位置図

県事業

市町村事業



NO.6
計画の名称 １．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）

計画の期間 　平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付団体
高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、
安田町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、
奈半利町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

高知高知高知

（参考資料）

位置図

県事業

市町村事業



計画の名称 １．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）

計画の期間 　平成24年度　～　平成28年度　（5年間） 交付団体
高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、須崎市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田
町、越知町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梼原町、本山町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利
町、日高村、三原村、馬路村、芸西村、大川村、北川村、大豊町、田野町

（参考資料）

◆主要な整備箇所整備前 国道１９４号 いの（吾川郡いの町）

整備後

整備後

整備後 県道昭和中村線 古尾（四万十市）

県道南国インター線 下末松（南国市）
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