
７月豪雨後のダメージへの対応 進捗確認表
※網掛け欄は、第１回豪雨災害対策推進本部会議（９月14日）以降に進捗したもの H30.11.1現在

全数 完了 実施中 未着手

孤立集落への対応 早期の道路啓開 完了 2 2 県道は道路啓開済み。しかし、市町村道等の被災により車両通行不可の地区が2町3地区（孤立者：０人） 土木部

長期避難者に対し、公営住宅などを提供 提供中

提供可能：358戸（うち入居済15戸：宿毛市8、本山町2、大豊町3、梼原町1、大月町1）

（内訳）・県営住宅、県職員・教職員住宅：206戸（うち入居済2戸）

　　　　・市町村営住宅：142戸（うち入居済11戸）

　　　　・空き家活用住宅：10戸（うち入居済2戸）

土木部

上水道・簡易水道の復旧

（仮復旧含む）
完了 12 12

６市町村(12箇所)2,118戸の断水は復旧済。うち、大月町(1箇所)1,178戸については仮復旧済で、H31年１月に「平成30年

7月豪雨に係る水道施設等の災害復旧事業」の査定を受検予定（平成32年３月完了予定）
健康政策部

上記以外 実施中 6 6 高知県中山間地域生活支援総合補助金により本格復旧に向けた支援を実施中（3月末完了予定） 中山間振興・交通部

県税の災害減免等の制度を周知 完了 HP掲載、チラシを作成し各県税事務所や市町村役場の窓口で配布済 総務部

住家被害認定調査の支援 完了 宿毛市、大月町へ延べ21名派遣済 総務部

園芸用ハウス 実施中 4 4 園芸用ハウス整備事業費補助金を活用したハウス本体等の復旧（4棟が事業を活用。3月末完了予定） 農業振興部

農業用施設・機械 実施中 85 85
被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金を活用した農業用施設・機械の復旧（3月末完了予定）。事前着工可能なため、

概ね着工済み。国の予算の一部が2次補正対応となるため、計画申請（妥当性協議）が12月末～1月上旬以降の予定。
農業振興部

農業 完了 6 6 各種融資制度により支援済 農業振興部

漁業・養殖共済 完了 5 5 漁業・養殖共済加入者に対する共済金の支払い（５件71,901千円） 水産振興部

被災者生活支援 実施中 5 5

被災者の生活再建を支援中（９月補正、12月補正）。現在、被災者生活再建緊急支援事業の対象となる４世帯（12月補正を

含めると５世帯）のうち、１世帯（梼原町）の基礎補助金を交付決定（11/7）。今後は市町村より申請があり次第、随時、

交付決定を行う。

危機管理部

生活援護資金 完了 災害援護資金貸付金の受付終了（申請なし） 地域福祉部

高知自動車道 実施中 1 1 2019年の夏休み前までの全面復旧を目指し、西日本高速道路(株)や国土交通省と連携して取り組み中 土木部

道路（県） 実施中 125 125 0 災害査定が終了した箇所から、順次復旧工事の発注準備中 土木部

河川（県） 実施中 283 283 0
災害査定が終了した箇所から、順次復旧工事の発注準備中

※安芸川については、災害査定が終了し、現在本復旧工事の入札準備中。次年度出水期前(H31年6月)に完了予定
土木部

砂防等施設（県） 実施中 7 7 0 災害査定が終了した箇所から、順次復旧工事の発注準備中 土木部

港湾施設（県） 実施中 1 1 0 12月中旬に災害査定を実施予定 土木部

海岸施設（県） 実施中 3 3 0 災害査定が終了した箇所から、順次復旧工事の発注準備中 土木部

災害関連緊急事業 実施中 3 3 0 災害関連緊急事業として採択された箇所について、施設整備に向けた工法協議や区域指定等の資料作成中 土木部

農地 実施中 161 4 157 0

安芸市４箇所でユズ園地の土砂等撤去を実施済。宿毛市１箇所でブンタン園地の土砂撤去の応急工事を実施中。

全箇所で測量設計が完了し、84箇所は災害査定を終了、残り73箇所は12月の災害査定申請に向けて準備中。

市町村の準備が整ったものから順次復旧工事に着手する予定。

（ユズ園地、ブンタン園地は収穫後（ユズ１月、ブンタン２月）から復旧工事に着手予定）

農業振興部

営農 未着手 31 31 果樹経営支援対策事業費補助金（9月補正）により、果樹の改植対策を園地復旧後、改植適期（3月以後）に順次実施予定 農業振興部

農業用施設 実施中 127 127 0

７箇所の水路の土砂撤去等の応急工事は実施済。

全箇所で測量設計が完了し、46箇所は災害査定を終了、残り81箇所は12月の災害査定申請に向けて準備中。

市町村の準備が整ったものから順次復旧工事に着手する予定。

農業振興部

林地荒廃 実施中 81 0 21 60
国補助や県単事業により復旧工事や測量を実施中（81箇所のほか、国直轄対応5箇所、土木部対応10箇所有り）

その他の箇所は、順次、発注準備を進めていく
林業振興・環境部

林道災害 実施中 216 58 158 0
県が支援する応急工事や市町村単独により主に小規模被害58箇所の復旧が完了

その他158箇所は、県支援により市町村工事・測量等を実施中。
林業振興・環境部

漁港施設 実施中 8 5 1 2
4漁港8施設が被災。漁業活動に支障がある箇所から優先的に着手し3漁港5施設が完了。1漁港1施設が実施中（平成30年11

月完了予定）
水産振興部

災害廃棄物処理の支援 実施中 5 2 3 0 安芸市、宿毛市、大月町では被災家屋の撤去などの処理に向けて国の補助金に係る手続き等の支援を継続中 林業振興・環境部

復旧活動に係る県職員の派遣 完了 安芸市、宿毛市などへ応急対策を含めて延べ395人を派遣済 総務部

1,177 94 990 93

対応必要箇所数

復旧・復興対策 合計

項目 内容
現在の

状況

特記事項

（補足事項、今後の予定など）
担当部

生活用水の確保

早期の営農、漁業再開に向けた支援

生活再建の支援

農林水産業の被災箇所の早期復旧

被災者支援

復旧活動

公共土木施設の被災箇所の復旧等

資料１
（７月豪雨後の）復旧・復興対策



７月豪雨後のダメージへの対応 進捗確認表
※網掛け欄は、第１回豪雨災害対策推進本部会議（９月14日）以降に進捗したもの H30.11.1現在

全数 完了 実施中 未着手

被害状況調査・点検 完了 県管理河川において、巡視による被害状況調査・点検を完了 土木部

応急対策 完了 周辺人家等への影響がある箇所は、土のう等により応急対策を実施済 土木部

②安芸川堤防の応急復旧 瀬替、堤防補強 完了
浸食部に流水が直接当たらないよう瀬替工、堤防補強の応急復旧を実施済。

【再掲】災害査定が終了し、現在本復旧工事の入札準備中。次年度出水期前(H31年6月)に完了予定
土木部

土木 実施中 25 23 2 0 県管理河川の流木、堆積土砂の状況調査を実施し優先度を付け撤去中（H31年6月完了予定） 土木部

林業 完了 24 24 0 0 河川への立木流出を防止するため、24箇所において渓流の流木除去を完了 林業振興・環境部

④土のう等の資機材の点検、確保 完了 資機材の在庫点検を行い、各事務所において確保済 土木部

⑤海岸漂着物の除去 完了 再び流れ出すことで漁業活動に影響の恐れがある漂着物は、撤去済 土木部

道路 実施中 85 83 2 0 応急対策が必要な85箇所のうち83箇所完了、残る２箇所についても早期復旧に向け対策を実施中（H30年11月完了予定） 土木部

鉄道 完了 2 2 被災箇所（2区間）、既に復旧済 中山間振興・交通部

点検 完了 災害調査に併せて危険箇所の有無について点検を実施済 土木部

応急対策 完了 確認された異常箇所については、応急対策を実施済 土木部

③異常気象時道路通行規制区間の規制基準の検討 完了 規制値変更（4路線）、規制区間追加（１路線） 土木部

①被災箇所の二次災害防止 緊急点検 完了 土砂災害発生箇所で、二次災害のおそれについて緊急点検を実施済。今後の復旧や早めの避難対策に活用 土木部

②がけ崩れのおそれの高まった箇所の確認 完了
被災していない箇所も、特に雨の多く降った地域、市町村から指摘のあった箇所を中心に目視し、で市町村と連携して住民

の皆様へ注意を喚起済
土木部

用排水路 完了 土砂等による用排水路の埋塞を土地改良区等と連携して復旧済 農業振興部

林地荒廃 実施中 2 0 2 0
被害が甚大で住民生活や経済活動に支障のある箇所の応急復旧を実施中（応急復旧は大豊町立川地区はH31.2完了予定、宿

毛市大島はH30.12完了予定）
林業振興・環境部

林道応急復旧 完了 25 25 0 0 崩土除去など住民生活や林業生産活動に影響が大きい箇所の復旧が完了 林業振興・環境部

水産（関係機関との体制構築） 完了 養殖魚の被害が発生した場合に死魚処理が迅速に行えるよう、事前に関係機関との間で体制構築予定 水産振興部

漁港施設 完了 1 1 人家に隣接し被害拡大の恐れがある箇所について、応急復旧が完了 水産振興部

①県民の皆様へ防災について啓発 完了 チラシ作成、HP掲載、Twitter、新聞広告 危機管理部

各施設（高齢、障害、児童） 完了 「防災対策ﾏﾆｭｱﾙ」の再確認等について、改めて周知徹底済 地域福祉部

病院、有床診療所 完了 災害への備えについて再確認を依頼済 健康政策部

①市町村に対して管内の災害ﾘｽｸを把握するよう依頼 完了 台風接近前など、その都度連絡実施済 危機管理部

②大雨の初期の段階からﾘｴｿﾞﾝを派遣 完了 ７月豪雨後、これまでの台風時に延べ35人を派遣 危機管理部

県立学校、市町村教育委員会 完了 学校の避難所対応マニュアルや教職員の役割分担等の再確認を依頼済 教育委員会

私立学校 完了 危機管理対応マニュアルや教職員の役割分担等の再確認を依頼済 文化生活スポーツ部

④備蓄品や資機材の点検・準備 防災行政無線等点検・操作訓練 完了 電話が不通になることに備え、防災行政無線や衛星携帯電話の点検、操作訓練を実施済 危機管理部

164 158 6 0

対応必要箇所数

次の台風・大雨への備え 合計

項目 内容
現在の

状況

特記事項

（補足事項、今後の予定など）
担当部

①河川の堤防や護岸の点検と応急対応

③河川内の流木、土砂撤去

Ⅱ　道路など交通網の対策

①被災した交通網の応急復旧

②橋梁・擁壁等における危険箇所点検

Ⅲ　がけ崩れなど土砂災害の対策

Ⅳ　産業分野での対応 ①農業、林業、漁業での被災箇所を応急復旧

Ⅴ　啓発
②社会福祉施設等への防災対策を周知徹底

Ⅵ　その他
③避難所となる学校での対応や役割を再確認

Ⅰ　河川などの治水対策

次の台風・大雨への備え


