
（様式－１）

平成２０年度　第１回　高知県公共事業再評価委員会
　　　　　　  再評価の審議対象事業一覧表(平成２０年度に対象となった事業）

箇　　　所　　　名 事業採択 経過 区 過年度再評価年月 対応方針
路河川名等 市町村名 箇所名 工事着手 年数 分 対応方針 （案）

広域営農団地農道整備 事業延長 Ｓ５８ 工事進捗率＝95.8％ H16.2.17
1 事業 高知東部 安田町他 唐浜他 　Ｌ＝８，１２４ｍ Ｓ５８ 用地進捗率＝100％ 事業継続
農林漁業用揮発油税財 事業延長 Ｓ６３ 工事進捗率＝91.6％ H16.2.17
2 源身替農道整備事業 南国西南 南国市 十市、稲生 　Ｌ＝２，６１５ｍ Ｓ６３ 用地進捗率＝100％ 事業継続

Ｓ５７ 工事進捗率＝90.7％ 平成25年度完成予定 H15.9.1
3 地すべり防止事業 吉野川 大豊町 岩原 Ｓ５７ 地元より強い要望有り 事業継続

Ｓ４８ 工事進捗率＝94.4％ 平成22年度完成予定 H15.9.1
4 地すべり防止事業 吉野川 大川村 中切 Ｓ４８ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ５７ 工事進捗率＝41.8％ 平成30年度完成予定 H15.9.1
5 森林基幹道開設事業 小川線 室戸市 Ｌ＝１３,４００ｍ Ｓ５８ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｈ５ 工事進捗率＝92.8％ 平成26年度完成予定 H15.9.1
6 森林基幹道開設事業 東又佐喜浜線 室戸市 Ｌ＝１５,３００ｍ Ｈ５ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ５６ 工事進捗率＝89.1％ 平成25年度完成予定 H15.9.1
7 森林基幹道開設事業 西谷朝日出線 Ｌ＝１５,６９９ｍ Ｓ５７ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ５８ 工事進捗率＝52.0％ 平成30年度完成予定 H15.9.1
8 森林基幹道開設事業 赤野川線 Ｌ＝１６,６８２ｍ Ｓ５９ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｈ２ 工事進捗率＝50.2％ 平成30年度完成予定 H15.9.1
9 森林基幹道開設事業 河口落合線 香美市 Ｌ＝３１,１００ｍ Ｈ３ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ６３ 工事進捗率＝56.1％ 平成30年度完成予定 H15.9.1
10 森林基幹道開設事業 奥大田三谷線 大豊町 Ｌ＝２０,７４２ｍ Ｈ元 地元より強い要望有り 事業継続

11 森林基幹道開設事業 寒風大座礼東線 大川村

工事進捗率＝24.5％

事業延長 Ｓ６０ 工事進捗率＝89.1％ 平成26年度完成予定 H15.9.1
12 森林基幹道開設事業 寒風大座礼西線 Ｌ＝２５,６８０ｍ Ｓ６１ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ６３ 工事進捗率＝66.8％ 平成30年度完成予定 H15.9.1
13 森林基幹道開設事業 下土居桧谷線 仁淀川町 Ｌ＝１８,０００ｍ Ｈ元 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ５５ 工事進捗率＝76.3％ 平成29年度完成予定 H15.9.1
14 森林管理道開設事業 島日浦線 北川村 Ｌ＝８,０００ｍ Ｓ５５ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ５８ 工事進捗率＝84.9％ 平成28年度完成予定 H15.9.1
15 森林管理道開設事業 中芸北上線 Ｌ＝１５,５００ｍ Ｓ５８ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ５５ 工事進捗率＝88.7％ 平成25年度完成予定 H15.9.1
16 森林管理道開設事業 立花南池線 香美市 Ｌ＝９,４００ｍ Ｓ５５ 地元より強い要望有り 事業継続

事業延長 Ｓ４７ 工事進捗率＝86.8％ 平成25年度完成予定 H15.9.1
17 森林管理道開設事業 岡ノ内別府線 香美市 Ｌ＝１２,０９２ｍ Ｓ４７ 地元より強い要望有り 事業継続

防止区域面積 Ｓ５３ 工事進捗率＝95.0％ H15.12.4
18 地すべり対策事業 吉野川水系 大豊町 大砂子 Ａ＝３１１．３ｈａ Ｓ５３ 事業継続

吉野川水系 防止区域面積 Ｓ３９ 工事進捗率＝91.9％ H15.12.4
19 地すべり対策事業 南小川 大豊町 佐賀山 Ａ＝２１８．１ｈａ Ｓ５５ 事業継続

吉野川水系 防止区域面積 Ｓ４１ 工事進捗率＝88.7％ H15.12.4
20 地すべり対策事業 南小川 大豊町 川井 Ａ＝６９．５ｈａ Ｓ６３ 事業継続

吉野川水系 防止区域面積 Ｓ５１ 工事進捗率＝87.8％ H15.12.4
21 地すべり対策事業 地蔵寺川 土佐町 相川 Ａ＝３４５．４ｈａ Ｓ５１ 事業継続

吉野川水系 防止区域面積 Ｓ５４ 工事進捗率＝64.5％ H15.12.4
22 地すべり対策事業 地蔵寺川 土佐町 高須 Ａ＝８５．１ｈａ Ｓ５４ 事業継続

平成30年度完成予定
地元より強い要望有り

H16.11.1
事業継続

事業延長
Ｌ＝１６,９２０ｍ

Ｈ１１
Ｈ１２

いの町
大川村

安田町
北川村

37 ④ 特になし

20 ④ 特になし

28 ④

安田町・北川
村・馬路村

安芸市・芸西
村・香南市

29 ④ 特になし 継続Ａ 高知県

高知県

32 ④

29 ④ 特になし
平成21年度完成予定
地元より強い要望有り

特になし

高知県

高知県

平成24年度完成予定
地元より強い要望有り

継続Ａ

特になし
平成22年度完成予定
地元より強い要望有り

平成24年度完成予定
地元より強い要望有り

継続Ａ

継続Ａ 高知県

継続Ａ

継続Ａ 高知県24 ④ 特になし

高知県30 ④

特になし

継続Ａ 高知県

10 ⑤

他事業による作業道の
設置及び残土用地の確
保困難による事業の遅
延

継続Ａ 高知県

21 ④

19 ④ 特になし 継続Ａ

継続Ａ

高知県

16 ④ 特になし 継続Ａ 高知県

高知県28 ④

④ 特になし 継続Ａ

継続Ａ

特になし 継続Ａ
平成21年度完成予定
地元より強い要望有り

高知県

高知県

特になし

高知県

高知県

高知県継続Ａ

21 ④ 特になし 継続Ａ

高知県

26 ④ 特になし 継続Ａ

高知県

27 ④ 特になし

36

27 ④ 特になし 継続Ａ

④ 特になし 継続Ａ

29 ④ 特になし 継続Ａ

26

事　　業　　名 基　本　諸　元 社会経済情勢等の変化 進捗状況(H20末) 備　考

特になし

高知県

地元情勢及び
進捗見込み

事業実施
主体

特になし 継続Ａ

高知県

高知県継続Ａ

平成22年度完成予定
地元より強い要望有り

④

26 ④

21
平成22年度完成予定
地元より強い要望有り



箇　　　所　　　名 事業採択 経過 区 過年度再評価年月 対応方針
路河川名等 市町村名 箇所名 工事着手 年数 分 対応方針 （案）

事　　業　　名 基　本　諸　元 社会経済情勢等の変化 進捗状況(H20末) 備　考
地元情勢及び
進捗見込み

事業実施
主体

仁淀川水系 防止区域面積 Ｓ３３ 工事進捗率＝58.9％ H15.12.4
23 地すべり対策事業 谷の内川 越知町 谷ノ内 Ａ＝１３１．２ｈａ Ｓ３３ 事業継続

防止区域面積 Ｓ５９ 工事進捗率＝60.9％ H15.12.4
24 地すべり対策事業 仁淀川水系 越知町 楠神 Ａ＝２７．０ｈａ Ｓ５９ 事業継続

仁淀川水系 防止区域面積 Ｓ３３ 工事進捗率＝82.5％ H15.12.4
25 地すべり対策事業 長者川 仁淀川町 長者 Ａ＝６８．６ｈａ Ｓ４５ 事業継続

重力式コンクリートダム Ｈ６ 工事進捗率24.3% Ｈ27年度完成予定 Ｈ15.11

26 貝ﾉ川川 大月町 春遠 堤高：33.0ｍ Ｈ６ 用地進捗率92.0% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ４５ 工事進捗率76.9% H16.2

27 高潮対策事業 国分川 高知市 Ｌ＝4,230m Ｓ４５ 用地進捗率99.0% 地元より要望有り 事業継続 継続Ａ
改修延長 Ｓ４６ 工事進捗率75.0% H18より中断中 H16.2

28 高潮対策事業 舟入川 高知市 Ｌ＝4,800m Ｓ４６ 用地進捗率100.0% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ５２ 工事進捗率63.7% H11より中断中 H16.2

29 高潮対策事業 薊野川 高知市 Ｌ＝827m Ｓ５２ 用地進捗率50.3% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ５８ 工事進捗率85.8% H16より中断中 H16.2

30 高潮対策事業 紅水川 高知市 Ｌ＝2,110m Ｓ５８ 用地進捗率61.4% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ４６ 工事進捗率38.1% H15より中断中 H15.11

31 高潮対策事業 鏡川 高知市 Ｌ＝3,000m Ｓ４６ 用地進捗率64.4% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ２７ 工事進捗率57.1% H19より中断中 H15.11

32 広域基幹河川改修事業 波介川 土佐市 Ｌ＝6,660m Ｓ２７ 用地進捗率99.9% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ４８ 工事進捗率65.2% H16より中断中 H15.11

33 広域基幹河川改修事業 長池川 土佐市 Ｌ＝1,000m Ｓ４８ 用地進捗率48.4% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
越知町 改修延長 Ｓ５３ 工事進捗率7.0% H17より中断中 H16.2

34 広域基幹河川改修事業 柳瀬川 佐川町 Ｌ＝6,090m Ｓ５３ 用地進捗率17.4% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ５５ 工事進捗率82.5% H10より中断中 H16.2

35 広域基幹河川改修事業 坂折川 越知町 Ｌ＝2,900m Ｓ５５ 用地進捗率95.2% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
四万十市 改修延長 Ｓ４２ 工事進捗率77.7% H11より中断中 H16.2

36 広域基幹河川改修事業 中筋川 宿毛市 Ｌ＝7,759m Ｓ４２ 用地進捗率89.6% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ６０ 工事進捗率0.0% H9より中断中 H16.2

37 広域基幹河川改修事業 奈半利川 Ｌ＝6,800m Ｓ６０ 用地進捗率13.1% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
南国市 改修延長 Ｓ２６ 工事進捗率53.3% H16.2

38 広域基幹河川改修事業 国分川 香美市 Ｌ＝2,600m Ｓ２６ 用地進捗率82.7% 地元より要望有り 事業継続 継続Ａ
改修延長 Ｓ５５ 工事進捗率59.4% H15.11

39 広域基幹河川改修事業 鏡川 高知市 Ｌ＝8,926m Ｓ５５ 用地進捗率91.4% 地元より要望有り 事業継続 継続Ａ
改修延長 Ｓ５６ 工事進捗率34.2% H18より中断中 H15.11

40 広域基幹河川改修事業 前田川 高知市 Ｌ＝1,300m Ｓ５６ 用地進捗率40.6% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ４２ 工事進捗率63.4% H12より中断中 H16.2

41 広域基幹河川改修事業 江ノ口川 高知市 Ｌ＝3,280m Ｓ４２ 用地進捗率- 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｈ２ 工事進捗率51.3% H19より中断中 H16.2

42 広域基幹河川改修事業 久万川 高知市 Ｌ＝1,320m Ｈ２ 用地進捗率66.6% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ５０ 工事進捗率22.9% H19より中断中 H15.11

43 広域基幹河川改修事業 松田川 宿毛市 Ｌ＝7,500m Ｓ５０ 用地進捗率95.7% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ４９ 工事進捗率21.2% H19より中断中 H16.2

44 広域一般河川改修事業 江ノ川 安芸市 Ｌ＝2,000m Ｓ４９ 用地進捗率36.4% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ
改修延長 Ｓ５７ 工事進捗率38.5% H15.11

45 広域一般河川改修事業 仁井田川 四万十町 Ｌ＝2,560m Ｓ５７ 用地進捗率79.1% 地元より要望有り 事業継続 継続Ａ
改修延長 Ｓ５３ 工事進捗率52.5% H11より中断中 H15.11

46 総合流域防災事業 十市川 高知市 Ｌ＝3,700m Ｓ５３ 用地進捗率56.1% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ

田野町・奈半
利町・北川村

生活貯水池ダム建設事
業

14 ④

④ 特になし

特になし

高知県

30 ④ 特になし 高知県

特になし

33 ④ 特になし 高知県

18 ④ 特になし 高知県

41 ④ 特になし 高知県

27 ④ 特になし 高知県

28 ④ 特になし 高知県

23 ④ 特になし 高知県

41 ④ 特になし 高知県

28 ④ 特になし 高知県

高知県

30 ④ 特になし 高知県

高知県35 ④ 特になし

56 ④ 特になし

37 ④ 特になし 高知県

25 ④ 特になし 高知県

31 ④ 特になし 高知県

38 ④ 特になし 高知県

高知県

継続Ａ 高知県

38 ④ 特になし
平成29年度完成予定
地元より強い要望有り

継続Ａ 高知県

平成24年度完成予定
地元より強い要望有り

継続Ａ 高知県
平成24年度完成予定
地元より強い要望有り

34 ④ 特になし 高知県

26 ④

37 ④ 特になし 高知県

24 ④ 特になし

50

特になし 高知県57 ④



箇　　　所　　　名 事業採択 経過 区 過年度再評価年月 対応方針
路河川名等 市町村名 箇所名 工事着手 年数 分 対応方針 （案）

事　　業　　名 基　本　諸　元 社会経済情勢等の変化 進捗状況(H20末) 備　考
地元情勢及び
進捗見込み

事業実施
主体

改修延長 Ｓ５０ 工事進捗率52.3% H15.11 第２回で
47 総合流域防災事業 日下川 日高村 Ｌ＝8,950m Ｓ５０ 用地進捗率95.1% 地元より要望有り 事業継続 継続Ａ 審議

改修延長 Ｓ５７ 工事進捗率51.5% H19より中断中 H15.11
48 総合流域防災事業 久礼川 中土佐町 Ｌ＝1,440m Ｓ５７ 用地進捗率91.3% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ

改修延長 Ｓ４５ 工事進捗率47.0% H16より中断中 H15.11
49 総合流域防災事業 与市明川 宿毛市 Ｌ＝2,424m Ｓ４５ 用地進捗率89.5% 地元より要望有り 事業継続 継続Ｂ

改修延長 Ｓ５４ 工事進捗率86.3% H10より中断中 H16.2
50 総合流域防災事業 小篭川 南国市 Ｌ＝1,293m Ｓ５４ 用地進捗率91.6% 事業継続 中止Ｃ

注）
凡例　区分欄　①：事業採択後５年間経過した後も未着工の事業
　　　　　　　②：事業採択後１０年間を経過した時点で継続中の事業
　　　　　　　③：事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業　
　　　　　　　④：再評価実施後一定期間（５年～１０年）が経過している事業
　　　　　　　⑤：社会経済情勢の急激な変化等により見直し事業の必要が生じた事業

　　　対応方針（案）
　　　　継続 Ａ：継続の意向大

・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要請も強い
・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実etc.

　　　　継続 Ｂ：継続
・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

　　　　中止 Ｃ：中止
・暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
・用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難（事業の概成等の前提）etc.

　　　　中止 Ｄ：中止の意向大
・情勢変化により、事業の必要性が無くなった
・情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった     etc.

特になし 南国市

高知県

38 ④ 特になし 高知県

26 ④ 特になし

高知県33 ④ 特になし

30 ④


