
高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策 ○

平成27年度　～　令和元年度　（5年間） 高知県、高知市

・近年災害または慢性的な浸水など浸水被害の大きい流域における浸水の恐れがある戸数の軽減（111戸）
・南海トラフ地震の際、堤防沈下による津波浸水の恐れがある区域の軽減（720ha）
・河川管理施設の地震対策の実施（2施設）
・大規模な河川管理施設の延命化対策の実施（10施設）
・ダムの老朽化等、機能低下に伴い洪水調節機能が十分に発揮できなくなった場合、想定氾濫区域内に暮らす183,000人の住民の安全安心な生活が確保できなくなる。　
　このため、事業を実施することで想定氾濫区域内の住民全ての安全安心な生活を確保する。
・ダムの適正な維持管理のための長寿命化計画策定（6施設）

（H27当初） （H29末） （H31末）

A１　河川事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

A1-2-4(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 広域河川2 50 － H31当初から一般に移行

A1-2-2(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 広域河川2 110 － H31当初から一般に移行

A1-2-5(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 広域河川2 150 － H31当初から一般に移行

A1-2-3(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 広域河川2 50 － H31当初から一般に移行

A1-1-5(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 広域河川1 250 － H31当初から一般に移行

A1-1-1 河川 一般 高知県 直接 高知県 流対河川1 650 － H30当初から一般に移行

A1-3-3(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 高潮2 250 － H30当初から重点化

A1-3-7(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 高潮2 1,150 － H30当初から重点化

A1-3-1(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 高潮2 2,650 － H30当初から重点化

A1-3-4(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 高潮2 1,550 － H30当初から重点化

A1-3-6(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 高潮2 1,450 － H30当初から重点化

A1-3-5(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 高潮2 1,450 － H30当初から重点化

A1-3-9(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 高潮2 300 － H30当初から重点化

A1-2-1 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構1 100 策定済

A1-2-2 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 750 策定済

A1-2-3 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 700 策定済

A1-2-4 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 900 策定済

A1-2-5 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構1 550 策定済

A1-2-6 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 400 策定済

A1-2-7 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 270 策定済

A1-5-4(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 180 策定済 H30当初から重点化

A1-5-1(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 100 策定済 H30当初から重点化

A1-5-2(重) 河川 一般 高知県 直接 高知県 特構2 200 策定済 H30当初から重点化

A1-3-1 河川 一般 高知県 直接 日高村 50 2 － H30当初から一般に移動

小計（河川事業） 14,260
A2　ダム事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

A2-1-1 ダム 一般 高知県 直接 高知県 堰堤改良 1,113 策定済

A2-2-1 ダム 一般 高知県 直接 高知県 堰堤改良 870 策定済

A2-3-1 ダム 一般 高知県 直接 高知県 堰堤改良 187 策定済

A2-1-1(重) ダム 一般 高知県 直接 高知県 堰堤改良 496 策定済 H30当初から重点化

A2-2-1(重) ダム 一般 高知県 直接 高知県 堰堤改良 1,715 策定済 H30当初から重点化

A2-3-1(重) ダム 一般 高知県 直接 高知県 情報基盤 165 策定済 H30当初から重点化

小計（ダム事業） 4,546

B　関連社会資本整備事業
B1　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

B1-1-1 河川 一般 高知市 直接 高知市 100

小計 100

番号 一体的に実施することにより期待される効果

交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成30年度は、決算額が確定でき次第記載。

高知地区地震・高潮対策河川事業（新川川） 堤防地震対策（L=0.1km）、水門地震対策1基 高知市

日下川流域治水対策河川改修事業 築堤、護岸、掘削、橋梁（L=0.3km） 日高村

高知中部圏域総合流域防災事業（日下川） 嵩上工（5戸）、周囲堤擁壁工（L=266m） 日高村

舟入川特定構造物改築事業（鹿児第二排水機場） 延命化措置 高知市

江ノ口川特定構造物改築事業（江ノ口川排水機場） 延命化措置 高知市

舟入川特定構造物改築事業（鹿児川排水機場） 延命化措置 高知市

中筋川広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削（L=0.4km） 宿毛市

高知地区地震・高潮対策河川事業（介良川） 堤防地震対策（L=1.1km） 高知市

高知地区地震・高潮対策河川事業（下田川） 堤防地震対策（L=2.6km）、排水機場地震対策1基 高知市・南国市

志奈弥川広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削、橋梁(L=0.3km) 高知市

新川川広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削、橋梁（L=0.7km） 高知市

奈半利川広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削（L=0.5km） 奈半利町・田野町

備考

203 259 63

事業実施期間（年度）
備考

工種

高知地区地震・高潮対策河川事業（舟入川） 排水機場耐震化　N=1基 高知市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

鏡ダム貯水池保全事業 貯砂ダム施設改良 高知市

堰堤改良事業（長寿命化計画の策定） 長寿命化計画策定（N=6箇所） 高知市他

永瀬ダム貯水池保全事業 貯砂ダム施設改良 香美市

備考番号 事業者
事業及び
施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名 費用便益比

備考

本江田川特定構造物改築事業（本江田川排水機場） 延命化措置 高知市

下田川特定構造物改築事業（下田川排水機場） 延命化措置 南国市

奥田川特定構造物改築事業（奥田川排水機場） 延命化措置 いの町

費用便益比

鏡川広域河川改修事業 築堤、護岸、掘削（L=0.2km） 高知市

高知地区地震・高潮対策河川事業（鏡川） 堤防地震対策（L=1.0km） 高知市

高知地区地震・高潮対策河川事業（久万川） 堤防地震対策（L=1.7km） 高知市

高知地区地震・高潮対策河川事業（国分川） 堤防地震対策（L=2.4km）

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

番号 事業者
事業及び
施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

百万円 Ｂ 100 Ｃ 百万円全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
18,906 百万円 Ａ 18,806

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値
・高知県強靱化計画に基づき実施される要素事業：A1～A3全て

浸水の恐れがある戸数の減少数（戸）＝
（浸水が解消される区域にある浸水の恐れがある全体戸数）×（計画期間の事業費）／（浸水が解消される区域の全体事業費）

0戸 9戸 111戸

想定氾濫区域内人口：189,000人。
ダム施設の適切な更新及び機能の回復等により、区域内住民の安全安心な生活を確保する。

189,000人 － 0人

県管理ダムの長寿命化計画策定数：6施設 0施設 6施設 6施設

大規模な河川管理施設の延命化対策の着手施設数：10施設 0施設 10施設 10施設

別紙５－２

社会資本総合整備計画 令和２年１月９日

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　高知県は約８割が急峻な山地であり、山から海までの距離が短いため、降雨になれば急流となって一気に海に流れ注ぐ地形的特徴があり、また台風の経路上にあるため全国的にも有数の多雨地帯であり気象条件は非常に厳しい。一方、県都高知市などが位置する下
流平野部は地盤標高が極めて低く、河川勾配も緩やかな地形のため度々浸水被害を被っており、また近い将来に発生が予測されている南海トラフ地震では堤防沈下による津波浸水被害が懸念される。このため各河川流域が一体となって浸水対策を実施し、水害に強い
都市づくりを行うとともに、環境を保全するため、豊かな自然、水利用に配慮した川づくりを進める。

　　計画の成果目標（定量的指標）

重点計画の該当

H27 H28 H29 H30 H31

配分額
（a）

285 446 159

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0

交付額
（c=a+b）

285 446 159

未契約繰越＋不用率が10％を超えてい
る場合その理由

計画調整等に日
時を要したため

計画調整等に日
時を要したため

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

52.9% 14.7% 6.9%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0

翌年度繰越額
（f）

うち未契約繰越額
（g）

176 95 29

前年度からの繰越額
（d）

48 202 259

支払済額
（e）

130 389 355

津波による浸水の恐れがある区域の解消面積（ha）＝
（対策により浸水が解消される区域の全体面積）×（計画期間の整備延長）／（浸水が解消される区域の全体整備延長）

0ha 0ha 720ha

河川管理施設の地震対策実施数：2施設 0施設 2施設 2施設

香宗川特定構造物改築事業（香宗川水門） 延命化措置 香南市

後川特定構造物改築事業（後川水門） 延命化措置 南国市

新川川特定構造物改築事業（新川川甲殿水門） 延命化措置 高知市

和食川特定構造物改築事業（和食川水門） 延命化措置 芸西村

高知市

高知地区地震・高潮対策河川事業（舟入川） 堤防地震対策（L=2.4km）、排水機場地震対策1基 高知市

永瀬ダム堰堤改良事業 管理用制御処理装置更新・放流設備更新 香美市

鏡ダム堰堤改良事業 情報処理装置更新 高知市

高知西部圏域総合流域防災事業（坂本ダム） 情報処理装置更新 宿毛市



（参考図面）

計画の名称 1 高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策

計画の期間 平成27年度 ～ 令和元年度 （5年間） 交付対象 高知県

室戸岬

33

197

56

194

195

55

32

至宇和島

至松山

至西条
至川之江

至高松

高知自動車道

至徳島

至徳島

至松山

至大洲

物
部
川

仁
淀
川

吉野川

四万十川

安芸市

安田町

芸西村

香南市

南
国
市

高知市

須崎市

中土佐町

黒潮町

土佐清水市
大月町

三原村

梼原町

佐川町

本山町

北川村

馬路村

土佐町

大川村

仁淀川町

越知町

津野町

大豊町

香美市

奈半利町

室戸市

四万十町

東洋町

いの町

日高村

足摺岬

土佐市

宿毛市

四万十市

田野町

A1-1-1 日下川流域治水対策河川改修事業

A1-2-6 新川川特定構造物改築事業（新川川甲殿水門）

A1-2-3 本江田川特定構造物改築事業（本江田川排水機場）

A2-3-1 堰堤改良事業（鎌井谷ダム：長寿命化計画の策定）

A1-2-1 奥田川特定構造物改築事業（奥田川排水機場）

A2-3-1 堰堤改良事業（桐見ダム：長寿命化計画の策定）

A2-3-1 堰堤改良事業（以布利川ダム：長寿命化計画の策定）

A1-2-4 和食川特定構造物改築事業（和食川水門）

A1-2-5 後川特定構造物改築事業（後川水門）

A2-3-1 堰堤改良事業（坂本ダム：長寿命化計画の策定）
A2-3-1 （重） 高知西部圏域総合流域防災事業（坂本ダム）

A2-2-1 鏡ダム貯水池保全事業
A2-3-1 堰堤改良事業（鏡ダム：長寿命化計画の策定）
A2-2-1 （重） 鏡ダム堰堤改良事業

A2-1-1 永瀬ダム貯水池保全事業
A2-3-1 堰堤改良事業（永瀬ダム：長寿命化計画の策定）
A2-1-1（重） 永瀬ダム堰堤改良事業

A1-2-2 下田川特定構造物改築事業（下田川排水機場）

A1-2-7 香宗川特定構造物改築事業（香宗川水門）

A1-3-1 高知中部圏域総合流域防災事業（日下川）

A1-2-4(重) 鏡川広域河川改修事業

A1-2-2(重) 志奈弥川広域河川改修事業

A1-2-5(重) 新川川広域河川改修事業

A1-2-3(重) 奈半利川広域河川改修事業

A1-1-5(重) 中筋川広域河川改修事業

A1-5-4(重) 舟入川特定構造物改築事業（鹿児第二排水機場）

A1-5-1(重) 江ノ口川特定構造物改築事業（江ノ口川排水機場）

A1-5-2(重) 舟入川特定構造物改築事業（鹿児川排水機場）



（参考図面）

計画の名称 1 高知県における流域一体となった総合的な浸水対策の推進（防災・安全）緊急対策

計画の期間 平成27年度 ～ 令和元年度 （5年間） 交付対象 高知県、高知市

室戸岬

33

197

56

194

195

55

32

至宇和島

至松山

至西条
至川之江

至高松

高知自動車道

至徳島

至徳島

至松山

至大洲

物
部
川

仁
淀
川

吉野川

安芸市

安田町

芸西村

香南市

南
国
市

高知市

須崎市

中土佐町

黒潮町

土佐清水市
大月町

三原村

梼原町

佐川町

本山町

北川村

馬路村

土佐町

大川村

仁淀川町

越知町

津野町

大豊町

香美市

奈半利町

室戸市

四万十町

東洋町

いの町

日高村

足摺岬

土佐市

宿毛市

四万十市

田野町

四万十川
Ｂ1-1-1 高知地区地震・高潮対策関連事業（舟入川）

A1-3-6(重) 高知地区地震・高潮対策事業（介良川）

A1-3-5(重) 高知地区地震・高潮対策事業（下田川）

A1-3-1(重) 高知地区地震・高潮対策事業（国分川）

A1-3-3(重) 高知地区地震・高潮対策事業（鏡川）

A1-3-4(重) 高知地区地震・高潮対策事業（舟入川）

A1-3-7(重) 高知地区地震・高潮対策事業（久万川）

A1-3-9(重) 高知地区地震・高潮対策事業（新川川）



様式－１

１．圏域名

２．事業主体

３．関係事業主体

４．計画の範囲

５．目標

６．計画期間 ７．全体事業費 5161.7百万円

種別 細別 事業費（百万円）

（１）河川 改修 274.5

改修 248.2

河道掘削・樹木伐採 1,250.0

河道掘削・樹木伐採 350.0

改修 100.0

小計 2,222.7

（２）砂防 - 880.0

（３）地すべり対策

（４）急傾斜地崩壊対策 - 50.0

（５）雪崩対策

（６）情報基盤総合整備 河川情報基盤 210.5

ダム情報基盤 -

砂防情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 12.5

砂防相互通報 -

急傾斜情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 25.0

急傾斜相互通報 -

小計 248.0

（７）砂防基礎調査等 砂防基礎調査 382.0

急傾斜地基礎調査 1,239.0

小計 1,621.0

（８）浸水想定区域等調査 浸水想定区域図 120

ハザードマップ 20.0

小計 140.0

5,161.7

９．協議会の構成員

１０．情報伝達、避難計画等に関する事項

１１．水防に関する事項

１２．氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

１３．河川管理施設等の整備に関する事項

奈半利川ほか浸水想定区域図

砂防設備の長寿命化計画策定、琵琶ヶ谷川及び山崎川等の緊急改築等

圏域市町村

合　計

９：協議会の構成員
　　　四国地方整備局（高知河川国道事務所長）
　　　気象庁（高知地方気象台長）
　　　高知県（土木部長、危機管理部長）
　　　高知市長、南国市長、香南市長、香美市長、
１０～１３：ハード対策
　　　　　　・洪水を河川内で安全に流す対策
　　　　　　・危機管理型ハード対策
　　　　　　・内水被害軽減対策
　　　　　　・避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
　　　　　　ソフト対策
　　　　　　・円滑かつ迅速な避難行動のための取組
　　　　　　・洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動の取組
　　　　　　・社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

急傾斜地崩壊防止施設の長寿命化計画策定

河川監視カメラ　11箇所、水位計設置　43箇所

765箇所

2,478箇所

二級河川和食川（西谷地区の築堤・掘削・護岸等）

二級河川奈半利川（平鍋地区の環境整備等）

二級河川安田川ほか（3ヶ年緊急対策）

二級河川安田川（築堤・護岸等）

二級河川安芸川ほか

平成２７年度～令和元年度まで

８．事業内容

箇所名（主な目標）

総合流域防災事業計画総括表
高知東部圏域

高知県

室戸市､安芸市､香南市、東洋町､奈半利町､田野町､安田町､北川村､馬路村､芸西村　　　（一部対象）南国市､香美市

一級河川物部川流域及び当該流域と同一の自然特性、社会特性を持つ圏域

浸水対策としては、和食川等で築堤・掘削・護岸等を施工し、浸水の防止を目指す。
土砂災害対策としては住民の生命、財産を土砂災害から保全することを目標とする。土砂災害
警戒区域等の指定のための基礎調査は、１巡目を完了させる。



様式－２

１．圏域名 高知東部圏域
２．事業主体 高知県

室戸市 安芸市 香南市
東洋町 奈半利町 田野町 安田町
北川村 馬路村 芸西村

南国市 中ノ川、黒滝、桑ノ川、大改野、中谷、奈路、上倉を除く全域

香美市 旧香北町・旧物部村全域、旧土佐山田町 繁藤、樫谷、北滝本、上穴内を除く全域

４．圏域概要図（主要事業の位置を記入のこと）

凡例　： 　　　砂防事業
　　　急傾斜対策事業
　　　河川事業

総  合  流  域  防  災  計  画  圏  域  概  要  図

３．対象市区町村

全域が対
象となる
市区町村

一部区域
が対象と
なる市区
町村

高知東部圏域

和食川

琵琶ヶ谷川

山崎川

安田川

奈半利川

安芸川



様式－１

１．圏域名

２．事業主体

３．関係事業主体

４．計画の範囲

５．目標

６．計画期間 ７．全体事業費 5053百万円

種別 細別 事業費（百万円）

（１）河川

改修 700.0

氾濫域対策 250.0

堤防補強 158.0

移動排水 300.0

河道掘削・樹木伐採 750.0

河道掘削・樹木伐採 50.0

小計 2,208.0

（２）砂防 － 680.0

（３）地すべり対策 －

（４）急傾斜地崩壊対策 － 50.0

（５）雪崩対策 －

（６）情報基盤総合整備 河川情報基盤 253.5

ダム情報基盤 －

砂防情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 12.5

砂防相互通報 －

急傾斜情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 25.0

急傾斜相互通報 －

小計 291.0

（７）砂防基礎調査等 砂防基礎調査 434.0

急傾斜地基礎調査 1,290.0

小計 1,724.0

（８）浸水想定区域等調査 浸水想定区域図 80.0

ハザードマップ 20.0

小計 100.0

5,053.0

９．協議会の構成員

１０．情報伝達、避難計画等に関する事項

１１．水防に関する事項

１２．氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

１３．河川管理施設等の整備に関する事項

圏域市町村

合　計

９：協議会の構成員
　　　四国地方整備局（高知河川国道事務所長・大渡ダム管理所長）
　　　気象庁（高知地方気象台長）
　　　高知県（土木部長、危機管理部長）
　　　高知市長、土佐市長、いの町長、佐川町長、日高村長
１０～１３：ハード対策
　　　　　　・洪水を河川内で安全に流す対策
　　　　　　・危機管理型ハード対策
　　　　　　・内水被害軽減対策
　　　　　　・避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
　　　　　　ソフト対策
　　　　　　・円滑かつ迅速な避難行動のための取組
　　　　　　・洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動の取組
　　　　　　・社会経済活動を取り戻すための排水活動及び施設運用の強化

急傾斜地崩壊防止施設の長寿命化計画策定

河川監視カメラ　9箇所、水位計設置　40箇所、国交省-県庁多重無線回線IP化

1,296箇所

3,856箇所

国分川ほか想定浸水区域図

一級河川波介川（堤防補強）

一級河川波介川（移動式ポンプ車１台）

二級河川鏡川ほか（3ヶ年緊急対策）

一級河川勝賀瀬川ほか

砂防設備の長寿命化計画策定、中部圏域総合流域の流木対策等

平成２７年度～令和元年度まで

８．事業内容

箇所名（主な目標）

一級河川奥田川（八田地区の築堤・掘削・護岸等）

一級河川日下川（下分地区等の浸水防止壁・嵩上げ等）

総合流域防災事業計画総括表
高知中部圏域

高知県、日高村

高知市、土佐市、佐川町、越知町、仁淀川町、日高村　　（一部対象）いの町

一級河川仁淀川流域及び当該流域と同一の自然特性、社会特性を持つ圏域

浸水対策としては、奥田川等で築堤・掘削・護岸等を施工し、浸水の防止を目指す。
土砂災害対策としては住民の生命、財産を土砂災害から保全することを目標とする。土砂災害
警戒区域の指定のための基礎調査は、１巡目の調査を完了させる。



様式－２

１．圏域名 高知中部圏域
２．事業主体 高知県 日高村

高知市 土佐市
佐川町 越知町 仁淀川町
日高村

いの町 旧本川村を除く全域

４．圏域概要図（主要事業の位置を記入のこと）

凡例　： 　　　砂防事業
　　　急傾斜対策事業
　　　河川事業

総  合  流  域  防  災  計  画  圏  域  概  要  図

３．対象市区町村

全域が対
象となる
市区町村

一部区域
が対象と
なる市区
町村

高知中部圏域

奥田川

日下川

鏡川

波介川

勝賀瀬川



様式－１

１．圏域名

２．事業主体

３．関係事業主体

４．計画の範囲

５．目標

６．計画期間 ７．全体事業費 7615.5百万円

種別 細別 事業費（百万円）

（１）河川 改修 600.0

改修 200.0

改修 74.5

改修 500.0

堤防補強 150.0

河道掘削・樹木伐採 750.0

河道掘削・樹木伐採 450.0

小計 2,724.5

（２）砂防 - 1,090.0

（３）地すべり対策

（４）急傾斜地崩壊対策 - 50.0

（５）雪崩対策

（６）情報基盤総合整備 河川情報基盤 225.5

ダム情報基盤 情報収集設備の整備（坂本ダム） 196.0

砂防情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 12.5

砂防相互通報 －

急傾斜情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 25.0

急傾斜相互通報 －

小計 459.0

（７）砂防基礎調査等 砂防基礎調査 793.0

急傾斜地基礎調査 2,379.0

小計 3,172.0

（８）浸水想定区域等調査 浸水想定区域図 100

ハザードマップ 20.0

小計 120.0

7,615.5

９．協議会の構成員

１０．情報伝達、避難計画等に関する事項

１１．水防に関する事項

１２．氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

１３．河川管理施設等の整備に関する事項

圏域市町村

合　計

９：協議会の構成員
　　　四国地方整備局（中村河川国道事務所長・中筋川総合開発工事事務所長）
　　　気象庁（高知地方気象台長）
　　　高知県（河川課長、幡多土木事務所長）
　　　四万十市長
１０～１３：ハード対策
　　　　　　・洪水を河川内で安全に流す対策
　　　　　　・堤防構造の工夫による被害を軽減するための対策
　　　　　　・避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
　　　　　　ソフト対策
　　　　　　・逃げ遅れゼロに向けた迅速な避難行動のための取組
　　　　　　・洪水氾濫による被害の軽減及び避難時間の確保のための水防活動の取組
　　　　　　・社会経済活動を取り戻すための排水活動等の取組

急傾斜地崩壊防止施設の長寿命化計画策定

河川監視カメラ　9箇所、水位計設置　52箇所

2,569箇所

5,162箇所

松田川ほか浸水想定区域図

一級河川相ノ沢川（楠島川の放水路施工等）

二級河川松田川（堤防補強）

一級河川中筋川ほか（3ヶ年緊急対策）

二級河川松田川ほか

砂防設備の長寿命化計画策定、長沢川及び雁ヶ池川、大津川、城谷川等の緊急改築等

平成２７年度～令和元年度まで

８．事業内容

箇所名（主な目標）

二級河川久礼川（久礼地区の築堤・掘削・護岸等）

二級河川与市明川（新田地区の築堤・掘削・護岸等）

一級河川内川川（蕨岡地区の築堤・掘削・護岸等）

総合流域防災事業計画総括表
高知西部圏域

高知県

須崎市､四万十市､宿毛市､土佐清水市､津野町､檮原町､中土佐町､四万十町､黒潮町､大月町､三原村

一級河川四万十川流域及び当該流域と同一の自然特性、社会特性を持つ圏域

浸水対策としては、久礼川、与市明川、内川川等で築堤・掘削・護岸等を施工し、浸水の防止
を目指す。土砂災害対策としては住民の生命、財産を土砂災害から保全することを目標とす
る。土砂災害警戒区域の指定のための基礎調査は、１巡目の調査を完了させる。また、緊急改
築事業においては、保全人家２４戸を保全する。



様式－２

１．圏域名 高知西部圏域
２．事業主体 高知県

須崎市 四万十市 宿毛市 土佐清水市
津野町 檮原町 中土佐町 四万十町 黒潮町 大月町
三原村

４．圏域概要図（主要事業の位置を記入のこと）

凡例　： 　　　砂防事業
　　　急傾斜対策事業
　　　河川事業

総  合  流  域  防  災  計  画  圏  域  概  要  図

３．対象市区町村

全域が対
象となる
市区町村

一部区域
が対象と
なる市区
町村

高知西部圏域

久礼川

与市明川
内川川

雁ケ池川

長沢川

大津川

城谷川

相ノ沢川

中筋川

松田川



様式－１

１．圏域名

２．事業主体

３．関係事業主体

４．計画の範囲

５．目標

６．計画期間 ７．全体事業費 2610.5百万円

種別 細別 事業費（百万円）

（１）河川 改修 345.5

小計 345.5

（２）砂防 - 680.0

（３）地すべり対策

（４）急傾斜地崩壊対策 - 50.0

（５）雪崩対策

（６）情報基盤総合整備 河川情報基盤 22.5

ダム情報基盤 -

砂防情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 12.5

砂防相互通報 －

急傾斜情報基盤 土砂災害監視システム、砂防情報システム 25.0

急傾斜相互通報 －

小計 60.0

（７）砂防基礎調査等 砂防基礎調査 178.0

急傾斜地基礎調査 1,277.0

小計 1,455.0

（８）浸水想定区域等調査 浸水想定区域図

ハザードマップ 20.0

小計 20.0

2,610.5

９．協議会の構成員

１０．情報伝達、避難計画等に関する事項

１１．水防に関する事項

１２．氾濫水の排水、施設運用等に関する事項

１３．河川管理施設等の整備に関する事項

圏域市町村

合　計

急傾斜地崩壊防止施設の長寿命化計画策定

河川監視カメラ　2箇所、水位計設置　4箇所

222箇所

1,588箇所

砂防設備の長寿命化計画策定、吉野川上流圏域総合流域の流木対策等

平成２７年度～令和元年度まで

８．事業内容

箇所名（主な目標）

一級河川地蔵寺川（田井地区の護岸等）

総合流域防災事業計画総括表
吉野川上流圏域

高知県

大豊町、本山町、土佐町、大川村　　（一部対象）南国市、香美市、いの町

一級河川吉野川上流域及び当該流域と同一の自然特性、社会特性を持つ圏域

浸水対策としては、地蔵寺川で築堤・掘削・護岸等を施工し、浸水の防止を目指す。
土砂災害対策としては、住民の生命、財産を土砂災害から保全することを目標とする。土砂災
害警戒区域の指定のための基礎調査は、１巡目の調査を完了させる。



様式－２

１．圏域名 吉野川上流圏域
２．事業主体 高知県

大豊町 本山町 土佐町
大川村

南国市 中ノ川、黒滝、桑ノ川、大改野、中谷、奈路、上倉

香美市 旧土佐山田町 繁藤、樫谷、北滝本、上穴内

いの町 旧本川村の全域

４．圏域概要図（主要事業の位置を記入のこと）

凡例　： 　　　砂防事業
　　　急傾斜対策事業
　　　河川事業

総  合  流  域  防  災  計  画  圏  域  概  要  図

３．対象市区町村

全域が対
象となる
市区町村

一部区域
が対象と
なる市区
町村

吉野川上流圏域
地蔵寺川



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】（河川総括表） 都道府県名：高知県　　　　
様式－情－１ 単位：百万円

工種 種別 単位 備　考

数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費

水文観測 雨量計 箇所 4 23.9 35 163.9 39 187.8

水位計 箇所 7 101.2 4 57.6 2 20.1 5 10.0 11 87.7 11 87.7 139 506.0 157 694.9

潮位計 箇所

流速計 箇所

工事 水質計 箇所

中継局 局 12 86.3 12 86.3

監視局 局 7 99.9 1.0 25.4 1 25.4 1 25.4 6 334 14 459.3

統括局 局 3 204.1 3 204.1

情報関連 光ファイバ ｋｍ 22 289.6 0.2 3.2 0.2 3.2 0.2 3.2 4.8 79.9 27 372.7

情報コンセント 箇所

遠隔操作 箇所 1 21.9 1 173.1 2 195.0

ＣＣＴＶカメラ 箇所 12 131.5 3 19.2 7 39.9 6 39.8 16 98.9 16 98.9 25 166.0 53 396.4

光ファイバセンサ 箇所

浸水センサ 箇所 1 8.0 4 32.0 5 40.0

河川情報表示板 箇所

雨量情報表示板 箇所

多重無線設備 式

情報処理装置 式 1 88.4 1 6.8 41.4 1 108.0 2 156.2 2 156.2 1 74.1 1 318.7

洪水予測 洪水予測システム 箇所 1 30.0 1 15.0 2 45.0

情報ネットワーク 気象台 箇所

国土交通省 箇所 3 80.0 3 80.0

市町村、水防団 箇所 3 10.0 3 10.0

工事費　計 998.5 93.0 39.3 81.3 157.8 371.4 371.4 1,720.3 3,090.2

測量試験費（航空レーザ測量を含む） 式 60.6 13.9 13.9 13.9 23.4 97.9

用地費 式

補償費 式

間接費・事務費 式 52.5 0.5 0.2 0.4 0.8 1.9 1.9 8.2 62.6

合計 1,111.6 13.9 93.5 39.5 81.7 158.6 387.2 387.2 1,751.9 3,250.7

　 備　考

記載にあたっての留意事項
※１　平成26年度まで 計画段階　平成21年度までに整備した数量・事業費を記載する
※２　進捗状況 進捗管理　総合流域防災事業計画に基づく整備状況を把握するため、整備状況の進捗状況を年度毎に随時記載する
※３　平成22～26年度５カ年計 計画段階　平成22～26年度の５カ年の整備計画を記載する。なおこの記載項目は総合流域防災事業計画書　様式１総合流域防災事業計画総括表の、（６）情報基盤総合整備の河川情報基盤の事業費と一致する。
※４　平成27年度以降 計画段階　平成27年度以降の数量・事業費を記載する。
※５　全体計画 計画段階　情報基盤総合整備事業の全体計画の数量・事業費を記載する。（平成21年度まで＋平成22年～26年度５カ年計＋平成27年度以降）
※水色部分　 計算式が入力されているので数値を直接入力しないで下さい。

平成21年度まで
※１

進　　捗　　状　　況　　　　※２

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度

平成22～26年度
５カ年計
※３

平成27年度
以降
※４

全体計画
※５実施計平成22年度



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】（河川総括表） 都道府県名：高知県　　　　圏域名：高知東部圏域　　　　　　　　　　　　　　
様式－情－１ 単位：百万円

工種 種別 単位 備　考

数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費

水文観測 雨量計 箇所 15 69.9 15 69.9

水位計 箇所 3 42.0 1 16.4 4 58.4 4 58.4 43 148.0 47 206.4

潮位計 箇所

流速計 箇所

工事 水質計 箇所

中継局 局 3 21.4 3 21.4

監視局 局

統括局 局 1 11.0 1 11.0 ＣＣＴＶ1局

情報関連 光ファイバ ｋｍ 5 9.2 5 9.2

情報コンセント 箇所

遠隔操作 箇所

ＣＣＴＶカメラ 箇所 2 23.0 4 24.9 2 14.5 6 39.4 6 39.4 8 45.0 16 107.4

光ファイバセンサ 箇所

浸水センサ 箇所

河川情報表示板 箇所

雨量情報表示板 箇所

多重無線設備 式

情報処理装置 式

洪水予測 洪水予測システム 箇所

情報ネットワーク 気象台 箇所

国土交通省 箇所

市町村、水防団 箇所

工事費　計 43.2 42.0 16.4 24.9 14.5 97.8 97.8 284.3 425.3

測量試験費（航空レーザ測量を含む） 式 5.2 10.9 10.9 5.2

用地費 式

補償費 式

間接費・事務費 式 3.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 1.4 5.5

合計 52.0 10.9 42.2 16.5 25.0 14.6 109.2 98.3 285.7 436.0

　 備　考

記載にあたっての留意事項
※１　平成26年度まで 計画段階　平成21年度までに整備した数量・事業費を記載する
※２　進捗状況 進捗管理　総合流域防災事業計画に基づく整備状況を把握するため、整備状況の進捗状況を年度毎に随時記載する
※３　平成22～26年度５カ年計 計画段階　平成22～26年度の５カ年の整備計画を記載する。なおこの記載項目は総合流域防災事業計画書　様式１総合流域防災事業計画総括表の、（６）情報基盤総合整備の河川情報基盤の事業費と一致する。
※４　平成27年度以降 計画段階　平成27年度以降の数量・事業費を記載する。
※５　全体計画 計画段階　情報基盤総合整備事業の全体計画の数量・事業費を記載する。（平成21年度まで＋平成22年～26年度５カ年計＋平成27年度以降）
※水色部分　 計算式が入力されているので数値を直接入力しないで下さい。

平成22～26年度
５カ年計
※３

平成27年度
以降
※４

全体計画
※５実施計平成22年度

平成21年度まで
※１

進　　捗　　状　　況　　　　※２

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】（河川総括表） 都道府県名：高知県　　　　圏域名：高知中部圏域　　　　　　　　　　　　　
様式－情－１ 単位：百万円

工種 種別 単位 備　考

数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費

水文観測 雨量計 箇所 4 23.9 6 28.0 10 51.9

水位計 箇所 7 101.2 40 148.0 47 249.2

潮位計 箇所

流速計 箇所

工事 水質計 箇所

中継局 局 1 7.6 1 7.6

監視局 局 7 99.9 6 334 13 433.9 テレメータ6局、ＣＣＴＶ1局

統括局 局 2 193.1 2 193.1 ＣＣＴＶ1局

情報関連 光ファイバ ｋｍ 17 280.4 0.2 3.2 0.2 3.2 0.2 3.2 4.8 79.9 22 363.5

情報コンセント 箇所

遠隔操作 箇所 1 21.9 1 173.1 2 195.0

ＣＣＴＶカメラ 箇所 10 108.5 3 19.2 3 15.0 1 8.8 7 43.0 7 43.0 7 43.0 24 194.5

光ファイバセンサ 箇所

浸水センサ 箇所 1 8.0 4 32.0 5 40.0

河川情報表示板 箇所

雨量情報表示板 箇所

多重無線設備 式

情報処理装置 式 1 88.4 1 6.8 41.4 1 108.0 2 156.2 2 156.2 1 74.1 1 318.7

洪水予測 洪水予測システム 箇所 1 30.0 1 15.0 2 45.0

情報ネットワーク 気象台 箇所

国土交通省 箇所 3 80.0 3 80.0

市町村、水防団 箇所 3 10.0 3 10.0

工事費　計 955.3 10.0 19.2 56.4 116.8 202.4 202.4 1,024.7 2,182.4

測量試験費（航空レーザ測量を含む） 式 55.4 3.0 3.0 23.4 78.8

用地費 式

補償費 式

間接費・事務費 式 48.9 0.1 0.1 0.3 0.6 1.1 1.1 5.0 55.0

合計 1,059.6 3.0 10.1 19.3 56.7 117.4 206.5 203.5 1,053.1 2,316.2

　 備　考

記載にあたっての留意事項
※１　平成26年度まで 計画段階　平成21年度までに整備した数量・事業費を記載する
※２　進捗状況 進捗管理　総合流域防災事業計画に基づく整備状況を把握するため、整備状況の進捗状況を年度毎に随時記載する
※３　平成22～26年度５カ年計 計画段階　平成22～26年度の５カ年の整備計画を記載する。なおこの記載項目は総合流域防災事業計画書　様式１総合流域防災事業計画総括表の、（６）情報基盤総合整備の河川情報基盤の事業費と一致する。
※４　平成27年度以降 計画段階　平成27年度以降の数量・事業費を記載する。
※５　全体計画 計画段階　情報基盤総合整備事業の全体計画の数量・事業費を記載する。（平成21年度まで＋平成22年～26年度５カ年計＋平成27年度以降）
※水色部分　 計算式が入力されているので数値を直接入力しないで下さい。

平成21年度まで
※１

進　　捗　　状　　況　　　　※２

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度

平成22～26年度
５カ年計
※３

平成27年度
以降
※４

全体計画
※５実施計平成22年度



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】（河川総括表） 都道府県名：高知県　　　　圏域名：高知西部圏域　　　　　　　　　　　　　　
様式－情－１ 単位：百万円

工種 種別 単位 備　考

数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費

水文観測 雨量計 箇所 14 66.0 14 66.0

水位計 箇所 1 15.6 1 3.7 5 10.0 7 29.3 7 29.3 52 194.0 59 223.3

潮位計 箇所

流速計 箇所

工事 水質計 箇所

中継局 局 7 49.7 7 49.7

監視局 局 1.0 25.4 1 25.4 1.0 25.4 1 25.4

統括局 局

情報関連 光ファイバ ｋｍ

情報コンセント 箇所

遠隔操作 箇所

ＣＣＴＶカメラ 箇所 3 16.5 3 16.5 3 16.5 8 68.0 11 84.5

光ファイバセンサ 箇所

浸水センサ 箇所

河川情報表示板 箇所

雨量情報表示板 箇所

多重無線設備 式

情報処理装置 式

洪水予測 洪水予測システム 箇所

情報ネットワーク 気象台 箇所

国土交通省 箇所

市町村、水防団 箇所

工事費　計 41.0 3.7 26.5 71.2 71.2 377.7 448.9

測量試験費（航空レーザ測量を含む） 式

用地費 式

補償費 式

間接費・事務費 式 0.2 0.1 0.3 0.3 1.7 2.0

合計 41.2 3.7 26.6 71.5 71.5 379.4 450.9

　 備　考

記載にあたっての留意事項
※１　平成26年度まで 計画段階　平成21年度までに整備した数量・事業費を記載する
※２　進捗状況 進捗管理　総合流域防災事業計画に基づく整備状況を把握するため、整備状況の進捗状況を年度毎に随時記載する
※３　平成22～26年度５カ年計 計画段階　平成22～26年度の５カ年の整備計画を記載する。なおこの記載項目は総合流域防災事業計画書　様式１総合流域防災事業計画総括表の、（６）情報基盤総合整備の河川情報基盤の事業費と一致する。
※４　平成27年度以降 計画段階　平成27年度以降の数量・事業費を記載する。
※５　全体計画 計画段階　情報基盤総合整備事業の全体計画の数量・事業費を記載する。（平成21年度まで＋平成22年～26年度５カ年計＋平成27年度以降）
※水色部分　 計算式が入力されているので数値を直接入力しないで下さい。

平成22～26年度
５カ年計
※３

平成27年度
以降
※４

全体計画
※５実施計平成22年度

平成21年度まで
※１

進　　捗　　状　　況　　　　※２

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】（河川総括表） 都道府県名：高知県　　　　圏域名：吉野川上流圏域　　　　　　　　　　　　　　
様式－情－１ 単位：百万円

工種 種別 単位 備　考

数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費 数量 事業費

水文観測 雨量計 箇所

水位計 箇所 4 16.0 4 16.0

潮位計 箇所

流速計 箇所

工事 水質計 箇所

中継局 局 1 7.6 1 7.6

監視局 局

統括局 局

情報関連 光ファイバ ｋｍ

情報コンセント 箇所

遠隔操作 箇所

ＣＣＴＶカメラ 箇所 2 10.0 2 10.0

光ファイバセンサ 箇所

浸水センサ 箇所

河川情報表示板 箇所

雨量情報表示板 箇所

多重無線設備 式

情報処理装置 式

洪水予測 洪水予測システム 箇所

情報ネットワーク 気象台 箇所

国土交通省 箇所

市町村、水防団 箇所

工事費　計 33.6 33.6

測量試験費（航空レーザ測量を含む） 式

用地費 式

補償費 式

間接費・事務費 式 0.1 0.1

合計 33.7 33.7

　 備　考

記載にあたっての留意事項
※１　平成26年度まで 計画段階　平成21年度までに整備した数量・事業費を記載する
※２　進捗状況 進捗管理　総合流域防災事業計画に基づく整備状況を把握するため、整備状況の進捗状況を年度毎に随時記載する
※３　平成22～26年度５カ年計 計画段階　平成22～26年度の５カ年の整備計画を記載する。なおこの記載項目は総合流域防災事業計画書　様式１総合流域防災事業計画総括表の、（６）情報基盤総合整備の河川情報基盤の事業費と一致する。
※４　平成27年度以降 計画段階　平成27年度以降の数量・事業費を記載する。
※５　全体計画 計画段階　情報基盤総合整備事業の全体計画の数量・事業費を記載する。（平成21年度まで＋平成22年～26年度５カ年計＋平成27年度以降）
※水色部分　 計算式が入力されているので数値を直接入力しないで下さい。

平成21年度まで
※１

進　　捗　　状　　況　　　　※２

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度

平成22～26年度
５カ年計
※３

平成27年度
以降
※４

全体計画
※５実施計平成22年度



情報基盤総合整備事業　【計画】（河川総括説明図）
様式－情－２

都道府県名 高知県

圏　域　名 全域

［観測局及びネットワーク配置図]

遠

洪

高知西部圏域

吉野川上流圏域

高知中部圏域

高知東部圏域

＜凡例＞

雨量計 ●H21まで

●H22～H26（5ヵ年計画）

●H27以降

水位計 ▲ H21まで
▲H22～H26（5ヵ年計画）
▲H27以降

中継局 ◆H27以降

監視局 ■H17～H21（5ヵ年計画）
河川CCTV ▼H21まで

▼H22～H26（5ヵ年計画）

▼H27以降

光ファイバー H21まで
光ファイバー H22～H26（5ヵ年計画）
光ファイバー H27以降
遠隔操作 H27以降(5ヶ年計画)

洪水予測システム H27以降

遠

洪



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】　(各河川表)
様式－情－３ 都道府県名 高知県

圏　域　名 全域

河川名
※１

水防警報
指定河川
※２

洪水予報
指定河川
※３

水位情報
周知河川
※４

平成１６年度
まで完成
※５

平成２１年度
まで完成
※６

平成２２年度
以降
※７

完成年
※８

国分川水系国分川 ○ 〇H22年以降 ○ ○
鏡川水系鏡川 ○ 〇H22年以降 ○ ○
松田川水系松田川 ○ 〇H22年以降 ○ ○

計　３河川 3 3 3

記載にあたっての留意事項
※１　河川名 対象河川は情報基盤総合整備計画対象河川とする。
※２　水防警報指定河川 現在水防警報指定河川となっているもの→○　及び平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※３　洪水予報指定河川 現在洪水予報指定河川となっているもの→○　及び平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※４　水位情報周知河川 平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※５　平成１６年度まで完成 平成１６年度までに情報基盤総合整備事業が完成している場合→○
※６　平成２１年度まで完成 平成２１年度までに情報基盤総合整備事業を完成予定している場合→○Ｈ・・予定
※７　平成２２年度以降 平成２２年度以降に情報基盤総合整備事業が完成している場合→○
※８　完成年 情報基盤総合整備事業が完成した年を随時記載する



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】　(各河川表)
様式－情－３ 都道府県名 高知県

圏　域　名 高知西部圏域

河川名
※１

水防警報
指定河川
※２

洪水予報
指定河川
※３

水位情報
周知河川
※４

平成１６年度
まで完成
※５

平成２１年度
まで完成
※６

平成２２年度
以降
※７

完成年
※８

松田川水系松田川 ○ 〇H22年以降 ○ ○
計　１河川 1 1 1

記載にあたっての留意事項
※１　河川名 対象河川は情報基盤総合整備計画対象河川とする。
※２　水防警報指定河川 現在水防警報指定河川となっているもの→○　及び平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※３　洪水予報指定河川 現在洪水予報指定河川となっているもの→○　及び平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※４　水位情報周知河川 平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※５　平成１６年度まで完成 平成１６年度までに情報基盤総合整備事業が完成している場合→○
※６　平成２１年度まで完成 平成２１年度までに情報基盤総合整備事業を完成予定している場合→○Ｈ・・予定
※７　平成２２年度以降 平成２２年度以降に情報基盤総合整備事業が完成している場合→○
※８　完成年 情報基盤総合整備事業が完成した年を随時記載する



情報基盤総合整備事業　【計画・整備状況報告】　(各河川表)
様式－情－３ 都道府県名 高知県

圏　域　名 高知中部圏域

河川名
※１

水防警報
指定河川
※２

洪水予報
指定河川
※３

水位情報
周知河川
※４

平成１６年度
まで完成
※５

平成２１年度
まで完成
※６

平成２２年度
以降
※７

完成年
※８

国分川水系国分川 ○ 〇H22年以降 ○ ○
鏡川水系鏡川 ○ 〇H22年以降 ○ ○

計　２河川 2 2 2

記載にあたっての留意事項
※１　河川名 対象河川は情報基盤総合整備計画対象河川とする。
※２　水防警報指定河川 現在水防警報指定河川となっているもの→○　及び平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※３　洪水予報指定河川 現在洪水予報指定河川となっているもの→○　及び平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※４　水位情報周知河川 平成２１年度までに指定予定がある場合→○Ｈ・・年予定
※５　平成１６年度まで完成 平成１６年度までに情報基盤総合整備事業が完成している場合→○
※６　平成２１年度まで完成 平成２１年度までに情報基盤総合整備事業を完成予定している場合→○Ｈ・・予定
※７　平成２２年度以降 平成２２年度以降に情報基盤総合整備事業が完成している場合→○
※８　完成年 情報基盤総合整備事業が完成した年を随時記載する


