
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年01月15日

計画の名称 活力ある土佐のみなとづくり

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 高知県

計画の目標 県内港湾の施設整備や老朽化対策を実施し、安全で使いやすい施設を提供することにより、物流機能の維持・強化による地域産業の振興を図るとともに、港湾利用者の避難場所、憩いの場を提供することにより、安全で快適な港湾空間を形成するこ

とを目的とする。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,040  Ａ               2,040  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 護岸（防波）の外郭施設により安全で安定的に利用できる施設を提供する。　　施設整備延長　0ｍ（H27）から90m（H31）

外郭施設の整備延長 0m 0m 90m

   2 老朽化する港湾施設の改良を図ることにより、港湾利用者の安全で使いやすい施設を提供する。　　施設数0施設（H27）から19施設（H31）

早期（5ヶ年）に改良が必要な老朽化施設の改良施設数 0施設 1施設 19施設

   3 港湾利用者の避難場所、憩いの場など安全で快適な港湾空間を形成する緑地面積を増加させる。　　緑地面積0ha（H27）から2.4ha（H31）

港湾利用者の避難場所、憩いの場となる緑地面積 0m2 17000m2 24000m2

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

1 案件番号： 0000056650



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-001 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 建設 護岸(防波)Ⅰ整備 護岸(防波)L=90m 高知港・三里地

区

 ■  ■         300 －

H26以前 3-A1-19

A02-002 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 潮江4号岸壁(-7.5m)の改

良

上部工補修、被覆・電気防食

L=26m

高知港・潮江地

区

 ■  ■  ■          39 －

新規（統合）

A02-003 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 東潮江第7岸壁(-7.5m)の

改良

被覆・電気防食L=260m 高知港・潮江地

区

 ■  ■  ■         120 －

新規（統合）

A02-004 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 東潮江第8岸壁(-4.5m)の

改良

被覆・電気防食L=180m 高知港・潮江地

区

 ■  ■          72 －

新規（統合）

A02-005 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 仁井田北1号岸壁(-7.5m)

の改良

被覆・電気防食等L=130m 高知港・仁井田

地区

 ■  ■  ■          57 －

新規（統合）

A02-006 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 仁井田北2号岸壁(-5m)の

改良

被覆・電気防食等L=140m 高知港・仁井田

地区

 ■  ■          57 －

新規（統合）

1 案件番号： 0000056650



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-007 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 仁井田南岸壁(-4.5m)の改

良

エプロン補修L=280m 高知港・仁井田

地区

 ■  ■  ■          51 －

H26以前 3-A2-36（統合）

A02-008 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 弘化台2号物揚場(-3m)の

改良

上部工補修L=242m 高知港・弘化台

地区

 ■  ■          57 －

新規（統合）

A02-009 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 南吸江物揚場(-4m)の改良 電気防食L=270m 高知港・南吸江

地区

 ■          24 －

新規（統合）

A02-010 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 藻洲潟2号物揚場(-2m)の

改良

エプロン補修L=222m 高知港・藻洲潟

地区

 ■  ■          21 －

新規（統合）

A02-011 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 港町-7.5M2号岸壁の改良 電気防食L=130m 須崎港・港町地

区

 ■  ■          30 －

新規（統合）

A02-012 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 港町-10.0M号岸壁の改良 被覆・電気防食L=185m 須崎港・港町地

区

 ■  ■         150 －

新規（統合）

2 案件番号： 0000056650



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-013 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 港町-5.0M号岸壁の改良 電気防食L=10m 須崎港・港町地

区

 ■          12 －

新規（統合）

A02-014 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 大間桟橋(-3.0m)の改良 上部工補修、電気防食工L=23

0m

須崎港・大間地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         141 －

新規（統合）

A02-015 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 丸島埋立物揚場(-4.0m)の

改良

被覆、電気防食L=136m 宿毛湾港・片島

地区

 ■  ■  ■  ■  ■          99 －

新規（統合）

A02-016 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 丸島第1岸壁(-4.5m)の改

良

上部工補修L=105m 宿毛湾港・丸島

地区

 ■  ■  ■           9 －

新規（統合）

A02-017 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 大島岸壁(-4.5m)の改良 エプロン補修等L=40m 宿毛湾港・大島

地区

 ■  ■          21 －

新規（統合）

A02-018 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 小筑紫岸壁(-4.5m)の改良 エプロン補修等L=180m 宿毛湾港・小筑

紫地区

 ■  ■  ■  ■          69 －

新規（統合）

3 案件番号： 0000056650



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-019 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 緑地護岸の改良 緑地護岸補修L=21m 宿毛湾港・小筑

紫地区

 ■          21 －

新規（統合）

A02-020 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 建設 高知新港高台緑地の整備 緑地A=2.4ha 高知港・三里地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         190 －

新規

A02-021 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 港町-7.5M2号岸壁の改良 岸壁耐震補強L=130m 須崎港・港町地

区

 ■         500 －

新規（統合）

 小計       2,040

合計       2,040

4 案件番号： 0000056650



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29

配分額 (a)                      65                     137                     103

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      65                     137                     103

前年度からの繰越額 (d)                      40                      49                      72

支払済額 (e)                      56                     114                     162

翌年度繰越額 (f)                      49                      72                      13

うち未契約繰越額(g)                      24                      14                       1

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   22.85                    7.52                    0.57

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

計画調整に日数を要したた

め

1 案件番号： 0000056650



（参考様式３）　（参考図面）　
計画の名称 活力ある土佐のみなとづくり
計画の期間 平成27年度～平成31年度　（5年間） 交付対象 高知県

高知港

宿毛湾港

A02-001 高知港・三里地区 護岸（防波）Ⅰの整備

A02-020 高知港・三里地区 高知新港高台緑地の整備

A02-002 高知港・潮江地区 潮江4号岸壁（-7.5ｍ）の改良

A02-003 高知港・潮江地区 東潮江第7岸壁（-7.5ｍ）の改良

A02-004 高知港・潮江地区 東潮江第8岸壁（-4.5ｍ）の改良

A02-005 高知港・仁井田地区 仁井田北1号岸壁（-7.5ｍ）の改良

A02-006 高知港・仁井田地区 仁井田北2号岸壁（-5ｍ）の改良

A02-007 高知港・仁井田地区 仁井田南岸壁（-4.5ｍ）の改良

A02-008 高知港・弘化台地区 弘化台2号物揚場（-3ｍ）の改良

A02-009 高知港・南吸江地区 南吸江物揚場（-4ｍ）の改良

A02-010 高知港・藻洲潟地区 藻洲潟2号物揚場（-2ｍ）の改良

須崎港

A02-011,021 須崎港・港町地区 港町-7.5Ｍ2号岸壁の改良

A02-012 須崎港・港町地区 港町-10.0Ｍ号岸壁の改良

A02-013 須崎港・港町地区 港町-5.0Ｍ号岸壁の改良

A02-014 須崎港・大間地区 大間桟橋(-3.0m)の改良

A02-015 宿毛湾港・片島地区 丸島埋立物揚場(-4.0m）の改良

A02-016 宿毛湾港・丸島地区 丸島第１岸壁(-4.5m)の改良

A02-017 宿毛湾港・大島地区 大島岸壁(-4.5m)の改良

A02-018 宿毛湾港・小筑紫地区 小筑紫岸壁(-4.5m）の改良

A02-019 宿毛湾港・小筑紫地区 緑地護岸の改良
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