
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年01月31日

計画の名称 ４．地域振興を支援し災害に強い安全安心な道づくり

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０４年度 (3年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 高知県

計画の目標 高知県では幹線道路網の整備の遅れにより、県内生産力の低迷を招き、地域振興や交流連携を阻害する要因となっている。さらに、南海トラフ地震発災時には緊急輸送道路として地域の輸送を支えるための道路整備が十分でないことから、

以下の重点目標を掲げ、地域振興を支援し災害に強い安全安心な道づくりを進める。

　・工業、林業、水産業、農業などの地域産業を支援する道路整備を図る。

　・点在する中山間の道路整備を図る。

　・県内広域に点在する観光施設を支援する道路整備を図る。

　・避難や救援活動及び復旧活動を支援するために、災害に強い道路網の構築を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              10,351  Ａ              10,313  Ｂ                  38  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

R2当初 R4末 R4末

   1 移動時間の短縮に伴って交流・物流・緊急輸送できるエリアの拡大

エリア拡大範囲 0km 4km 4km

短縮時間×現況旅行速度　　※「短縮時間」＝（整備延長／現況旅行速度）－（整備延長／要素事業の設計速度）

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： 0000155642



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

道路事業 A01-001 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-001（主）安田東洋

線・久木工区

現道拡幅　L=0.30km 北川村  ■  ■  ■         800 －

A01-002 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-002（主）安田東洋

線・与床工区

現道拡幅　L=0.48km 安田町  ■  ■  ■         510 －

A01-003 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-003（主）高知本山

線・立割工区

現道拡幅　L=1.15km 土佐町  ■  ■  ■         510 －

A01-004 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-004（主）高知本山

線・薊野工区

現道拡幅　L=0.36km 高知市  ■  ■  ■         538 －

A01-005 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-005（主）窪川船戸

線・岩土工区

バイパス整備　L=0.70km 津野町  ■  ■  ■         500 －

A01-006 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-006（主）窪川中土

佐線・跡川工区

現道拡幅　L=1.60km 中土佐町  ■  ■  ■         625 －

1 案件番号： 0000155642



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

道路事業 A01-007 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-007（主）窪川中土

佐線・床鍋工区

現道拡幅　L=0.89km 四万十町  ■  ■  ■         646 －

A01-008 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-008（一）大久保伊

尾木線・伊尾木工区

現道拡幅　L=1.00km 安芸市  ■  ■         640 －

A01-009 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-A01-009（一）安芸中イ

ンター線・土居～東浜工

区

現道拡幅　L=0.80km 安芸市  ■  ■  ■         500 －

A01-010 道路 一般 高知県 直接 高知県 国道 改築 4-A02-001（国）４９３号

・北川拡幅工区

現道拡幅　L=0.70km 北川村  ■  ■  ■       1,502 －

A01-011 道路 一般 高知県 直接 高知県 国道 改築 4-A02-002（国）１９５号

・大栃工区

現道拡幅　L=0.52km 香美市  ■  ■  ■         710 －

A01-012 道路 一般 高知県 直接 高知県 国道 改築 4-A02-003（国）１９７号

・野越バイパス工区

バイパス　L=1.97km 津野町～梼原町  ■  ■  ■       1,122 －

2 案件番号： 0000155642



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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

道路事業 A01-013 道路 一般 高知県 直接 高知県 国道 改築 4-A02-004（国）４３９号

・津野～大正拡幅（影野

地）工区

現道拡幅　L=0.43km 梼原町  ■  ■  ■         710 －

A01-014 道路 一般 高知県 直接 高知県 国道 改築 4-A02-005（国）４３９号

・木屋ヶ内バイパス第二

工区

バイパス　L=0.94km 四万十町  ■  ■  ■         500 －

A01-015 道路 一般 高知県 直接 高知県 国道 改築 4-A02-006（国）３２１号

・山路～実崎工区

現道拡幅　L=0.31km 四万十市  ■  ■  ■         500 －

 小計      10,313

合計      10,313

3 案件番号： 0000155642



B 関連社会資本整備事業

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 R02 R03 R04 R05 R06 （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

道路事業 B01-001 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-B01-001 交通安全対策

事業

信号移設　N=8本 安芸市  ■  ■          25 －

交通の円滑化と自転車・歩行者の安全確保を図るため、基幹事業に合わせて信号柱を移設する。

基幹事業：4-A01-008（一）大久保伊尾木線・伊尾木工区

B01-002 道路 一般 高知県 直接 高知県 都道府

県道

改築 4-B01-002 交通安全対策

事業

信号移設　N=8本 安芸市  ■  ■  ■          13 －

交通の円滑化と自転車・歩行者の安全確保を図るため、基幹事業に合わせて信号柱を移設する。

基幹事業：4-A01-009（一）安芸中インター線・土居～東浜工区

 小計          38

合計          38

1 案件番号： 0000155642



（参考図面）社会資本総合整備計画 NO.1
計画の名称 ４．地域振興を支援し災害に強い安全安心な道づくり

高知県計画の期間 　令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 交付団体

（参考様式３）

高知高知高知

位置図

県事業

市町村事業


