
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年01月09日

計画の名称 安全・安心な土佐のみなとづくり（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６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、災害に強く、安全で使いやすい施設を提供することにより、利便性・安全性を向上し、地域産業の振興、地域住民の安心・安全を図ることを目的とする。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,010  Ａ               4,110  Ｂ                   0  Ｃ                 900  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）     17.96 ％

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） （R6末）

   1 外殻施設、水域施設の整備により、安全で安定的に利用できる水域施設、係留施設を提供する。　施設数 0施設（R2）から 37施設（R6）

安全性、利便性が向上する係留、水域施設数 0施設 0施設 37施設

   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（R2）から 31施設（R6）

早期（５ヶ年）に改良が必要な老朽化施設の施設数 0施設 0施設 31施設

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

高知県強靱化計画に基づき実施される要素事業　A02-001～037

1 案件番号： 0000146401



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

港湾事業 A02-001 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 建設 防波堤(Ⅱ)(改良)の整備 防波堤(改良)(Ⅱ)L=5m 佐喜浜港・佐喜

浜地区

 ■  ■  ■  ■         130 －

R1以前 A02-001

A02-002 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 建設 防波堤(Ⅱ)(改良)の整備 防波堤(改良)(Ⅱ)L=95m(39m) 奈半利港・奈半

利地区

 ■  ■  ■  ■  ■         600 －

R1以前 A02-002

A02-003 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 建設 防波堤の整備 防波堤L=43m、波除堤1基(10m

)

下田港・港口地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         120 －

R1以前 A02-003

A02-004 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 建設 沖防波堤の整備 L=100m(30m) 下田港・港口地

区

 ■  ■  ■  ■         600 －

R1以前 A02-004

A02-005 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 建設 航路(-4.5m)護岸の整備 護岸L=75m 下田港・港口地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         200 －

R1以前 A02-005

A02-006 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 建設 航路(-4.5m)の整備 A=19,000m2、V=130,000m3 下田港・港口地

区

 ■  ■  ■  ■         700 －

R1以前 A02-006

1 案件番号： 0000146401



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

港湾事業 A02-007 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 唐人ヶ鼻防波堤の改良 防波堤基礎補修L=16m 甲浦港・甲浦地

区

 ■  ■  ■  ■          12 策定済

R1以前 A02-007（統合）

A02-008 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 新内港西物揚場の改良 被覆・電気防食L=128m 佐喜浜港・佐喜

浜地区

 ■  ■  ■  ■          60 策定済

新規（統合）

A02-009 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 市場前物揚場の改良 被覆・電気防食L=38m 佐喜浜港・佐喜

浜地区

 ■  ■  ■  ■          27 策定済

新規（統合）

A02-010 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 東物揚場の改良 エプロン補修等L=125m 佐喜浜港・佐喜

浜地区

 ■  ■  ■  ■          10 策定済

新規（統合）

A02-011 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 西物揚場の改良 エプロン補修等L=39m 佐喜浜港・佐喜

浜地区

 ■  ■  ■  ■          21 策定済

新規（統合）

A02-012 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 新内港西岸壁(-4.5m)の改

良

エプロン補修等L=81m 奈半利港・奈半

利地区

 ■  ■  ■  ■          10 策定済

R1以前 A02-008（統合）

2 案件番号： 0000146401



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

港湾事業 A02-013 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 新内港東岸壁(-4.5m)の改

良

エプロン補修等L=45m 奈半利港・奈半

利地区

 ■  ■  ■  ■          10 策定済

R1以前 A02-009（統合）

A02-014 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 新内港東物揚場(-2.0m)の

改良

鋼矢板補修等L=128m 奈半利港・奈半

利地区

 ■  ■  ■  ■  ■         116 策定済

R1以前 A02-011（統合）

A02-015 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 新内港西物揚場(-4.0m)の

改良

エプロン補修等L=41m 奈半利港・奈半

利地区

 ■  ■  ■  ■          20 策定済

R1以前 A02-021（統合）

A02-016 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 物揚場(-3.0m)の改良 上部工補修、防舷材取換等L=

200m

手結港・手結地

区

 ■  ■  ■  ■          21 策定済

R1以前 A02-013（統合）

A02-017 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

 ■  ■  ■  ■          33 策定済

R1以前 A02-011（社会・統合）

A02-018 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 港町-7.5M1号岸壁の改良 岸壁耐震補強L=130m 須崎港・港町地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         490 策定済

R1以前 A02-021（社会・統合）

3 案件番号： 0000146401



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

港湾事業 A02-019 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 港町-10.0M岸壁の改良 被覆・電気防食L=185m 須崎港・港町地

区

 ■  ■  ■  ■         158 策定済

R1以前 A02-012（社会・統合）

A02-020 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 港町-5.0M岸壁の改良 電気防食L=10m 須崎港・港町地

区

 ■  ■  ■  ■          13 策定済

R1以前 A02-013（社会・統合）

A02-021 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、電気防食等L=23

0m

須崎港・大間地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         150 策定済

R1以前 A02-014（社会・統合）

A02-022 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 東市場前物揚場の改良 エプロン補修L=61m 久礼港・久礼地

区

 ■  ■  ■  ■          22 策定済

R1以前 A02-014（統合）

A02-023 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 鹿島防波堤(Ⅱ)の改良 消波工L=20m 佐賀港・佐賀地

区

 ■  ■  ■  ■          70 策定済

新規（統合）

A02-024 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 厳島防波堤(Ⅱ)の改良 消波工L=50m 佐賀港・佐賀地

区

 ■  ■  ■  ■          30 策定済

新規（統合）

4 案件番号： 0000146401



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

港湾事業 A02-025 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 -4.5m岸壁の改良 防舷材取換N=20基 下田港・内港地

区

 ■  ■  ■  ■          30 策定済

R1以前 A02-015（統合）

A02-026 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

エプロン補修L=143m、被覆・

電気防食L=57m

宿毛湾港・片島

地区

 ■  ■  ■  ■  ■          75 策定済

R1以前 A02-015（社会・統合）

A02-027 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

エプロン補修L=165m、上部工

補修L=105m

宿毛湾港・丸島

地区

 ■  ■  ■  ■          85 策定済

R1以前 A02-016（社会・統合）

A02-028 港湾 一般 高知県 直接 高知県 重要 改良 丸島第2岸壁(-6.0m)の改

良

エプロン補修L=105m 宿毛湾港・丸島

地区

 ■  ■  ■  ■          40 策定済

新規（統合）

A02-029 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 策定済

R1以前 A02-017（社会・統合）

A02-030 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

 ■  ■  ■  ■          30 策定済

R1以前 A02-018（社会・統合）

5 案件番号： 0000146401



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

港湾事業 A02-031 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 策定済

R1以前 A02-019（社会・統合）

A02-032 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 鹿島第2防波堤の改良 本体工補修L=30m 清水港・鹿島地

区

 ■  ■  ■  ■  ■          10 策定済

R1以前 A02-016（統合）

A02-033 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 鹿島物揚場の改良 本体工補修L=50m 清水港・鹿島地

区

 ■  ■  ■  ■          42 策定済

R1以前 A02-017（統合）

A02-034 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 西元町第2物揚場の改良 電気防食L=76m 清水港・元町地

区

 ■  ■  ■  ■          18 策定済

R1以前 A02-019（統合）

A02-035 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 防波堤Ⅳの改良 基礎補修L=10m あじずり港・養

老地区

 ■  ■  ■  ■           0 策定済

R1以前 A02-020（統合）

A02-036 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 内港第1物揚場の改良 本体工補修L=42m 下ノ加江港・下

ノ加江地区

 ■  ■  ■  ■  ■          15 策定済

R1以前 A02-022（統合）

6 案件番号： 0000146401



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

港湾事業 A02-037 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 改良 以布利1号臨港道路の改良 橋梁補修N=1橋 以布利港・以布

利地区

 ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

新規（統合）

 小計       4,110

合計       4,110

7 案件番号： 0000146401



C 効果促進事業

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

港湾事業 C02-001 港湾 一般 高知県 直接 高知県 地方 － 砂州保全対策 A=34,000m2、V=180,000m3 下田港・港口地

区

 ■  ■  ■  ■  ■         900 －

下田港・港口地区の基幹事業と一体的に行うことで、水域施設（航路・泊地）の安定利用が可能となるよう砂州の保全対策を実施する。

R1以前 C02-001

 小計         900

合計         900

1 案件番号： 0000146401



（参考様式３）　（参考図面）　
計画の名称 安全・安心な土佐のみなとづくり（防災・安全）
計画の期間 令和２年度～令和６年度　（5年間） 交付対象 高知県

甲浦港
奈半利港

久礼港

下田港

あしずり港

清水港

佐喜浜港

手結港

下ノ加江港

宿毛湾港

須崎港

佐賀港

A02-017 須崎港・港町地区 港町-7.5Ｍ2号岸壁の改良

A02-018 須崎港・港町地区 港町-7.5M1号岸壁の改良

A02-019 須崎港・港町地区 港町-10.0Ｍ岸壁の改良

A02-020 須崎港・港町地区 港町-5.0Ｍ岸壁の改良

A02-021 須崎港・大間地区 大間桟橋（-3.0m）の改良

A02-007 甲浦港・甲浦地区 唐人ヶ鼻防波堤の改良

A02-012 奈半利港・奈半利地区 新内港西岸壁（-4.5m）の改良

A02-013 奈半利港・奈半利地区 新内港東岸壁（-4.5m）の改良

A02-014 奈半利港・奈半利地区 新内港東物揚場（-2.0m）の改良

A02-015 奈半利港・奈半利地区 新内港西物揚場（-4.0m）の改良

A02-002 奈半利港・奈半利地区 防波堤(Ⅱ)(改良)の整備

A02-016 手結港・手結地区 物揚場（-3.0ｍ）の改良

A02-008 佐喜浜港・佐喜浜地区 新内港西物揚場の改良

A02-009 佐喜浜港・佐喜浜地区 市場前物揚場の改良

A02-010 佐喜浜港・佐喜浜地区 東物揚場の改良

A02-011 佐喜浜港・佐喜浜地区 西物揚場の改良

A02-001 佐喜浜港・佐喜浜地区 防波堤(Ⅱ)(改良)の整備

以布利港

A02-036 下ノ加江港・下ノ加江地区 内港第1物揚場の改良

A02-023 佐賀港・佐賀地区 鹿島防波堤(Ⅱ)の改良

A02-024 佐賀港・佐賀地区 厳島防波堤(Ⅱ)の改良

A02-037 以布利港・以布利地区 以布利1号臨港道路の改良

A02-032 清水港・鹿島地区 鹿島第2防波堤の改良

A02-033 清水港・鹿島地区 鹿島物揚場の改良

A02-034 清水港・元町地区 西元町第2物揚場の改良

A02-035 あしずり港・養老地区 防波堤Ⅳの改良

A02-026 宿毛湾港・片島地区 丸島埋立物揚場（-4.0m）の改良

A02-027 宿毛湾港・丸島地区 丸島第1岸壁（-4.5m）の改良

A02-028 宿毛湾港・丸島地区 丸島第2岸壁（-6.0m）の改良

A02-029 宿毛湾港・大島地区 大島岸壁（-4.5m）の改良

A02-030 宿毛湾港・小筑紫地区 小筑紫岸壁（-4.5m）の改良

A02-031 宿毛湾港・小筑紫地区 緑地護岸の改良

A02-022 久礼港・久礼地区 東市場前物揚場の改良

A02-003 下田港・港口地区 防波堤の整備

A02-004 下田港・港口地区 沖防波堤の整備

A02-005 下田港・港口地区 航路（-4.5m）護岸の整備

A02-006 下田港・港口地区 航路（-4.5m）の整備

C02-001 下田港・港口地区 砂州保全対策

A02-025 下田港・内港地区 -4.5m岸壁の改良


