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平成２０年度　第２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 事業着手 年数 分 対応方針 （案）

改修延長 S50 工事進捗率52.3% H15.11
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
全体計画延長 S62 工事進捗率＝58.5％ Ｈ３２年度完成予定 H15.6.10
Ｌ＝１,２３２ｍ S62 地元より強い要望有り 事業継続

全体計画延長 H16 Ｈ２３年度完成予定

Ｌ＝８５１ｍ H16 工事進捗率76.1% 地元より強い要望有り
防波堤　L=1,060m S55 工事進捗率＝77.9％ Ｈ２５年度完成予定 H16.2.17
航路（-4.5ｍ）　A=19,000㎡ S55 用地進捗率＝0.0％ 地元より強い要望有り 事業継続

面積：2.0ｈａ H3 工事進捗率＝38％ H15.9.1
多目的広場、運動広場 H3 用地進捗率＝50 ％ 継　続

処理面積　 S55 工事進捗率＝62.7％ Ｈ７０年度完成予定 H10.12.4
A= 6,297ha S55 用地進捗率＝100 ％ 地元より強い要望有り 事業継続

須崎市公共下水道事業 処理面積　 S51 工事進捗率＝31.0％ Ｈ５４年度完成予定 H11.3.26
（須崎処理区） A= 415ha S51 用地進捗率＝100.0％ 概ね協力的 事業継続
須崎市公共下水道事業 排水面積　 S51 工事進捗率＝81.8％ Ｈ３５年度完成予定 H11.3.26
（多ノ郷排水区他） A= 182ha S51 用地進捗率＝ - ％ 地元より要望有り 事業継続

須崎市公共下水道事業 排水面積　 S51 工事進捗率＝80.5％ Ｈ３５年度完成予定 H11.3.26
（須崎排水区他） A= 64ha S51 用地進捗率＝100.0％ 地元より要望有り 事業継続

須崎市公共下水道事業 排水面積　 S51 工事進捗率＝87.0％ Ｈ３５年度完成予定 H11.3.26
（須崎西部排水区他） A= 35ha S51 用地進捗率＝100.0％ 地元より要望有り 事業継続

須崎市公共下水道事業 排水面積　 S51 工事進捗率＝53.7％ Ｈ３５年度完成予定 H11.3.26
（大間排水区他） A= 46ha S51 用地進捗率＝100.0％ 地元より要望有り 事業継続

須崎市公共下水道事業 排水面積　 S51 工事進捗率＝53.8％ Ｈ３５年度完成予定 H11.3.26
（浜町排水区他） A= 16ha S51 用地進捗率＝100.0％ 地元より要望有り 事業継続

香南市公共下水道事業 処理面積　 H2 工事進捗率＝64.0％ Ｈ３７年度完成予定 H11.3.26
（野市処理区） A=  230ha H2 用地進捗率＝100.0％ 住民から早期整備要望有り 事業継続
香美市公共下水道事業 処理面積　 S58 工事進捗率＝48.5％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
（浦戸湾東部処理区） A=  443ha S58 用地進捗率＝ - ％ 地元より強い要望有り 事業継続

香美市公共下水道事業 排水面積　 S58 工事進捗率＝58.7％ Ｈ４０年度完成予定 H11.3.26
（中央排水区他） A=  219ha S58 用地進捗率＝ - ％ 地元よりで要望強い 事業継続

南国市公共下水道事業 浦戸湾 処理面積　 S57 工事進捗率＝26.1％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
（浦戸湾東部処理区） 東部処理区 A=  888ha S57 用地進捗率＝ - ％ 地元よりで要望強い 事業継続
南国市公共下水道事業 排水面積　 H10 工事進捗率＝64.1％ Ｈ２８年度完成予定
（新川排水区） A=   89ha H10 用地進捗率＝ - ％ 地元よりで要望強い

四万十市公共下水道事業 処理面積　 S50 工事進捗率＝46.6％ Ｈ４６年度完成予定 H11.3.26
(中部処理区) A= 682ha S50 用地進捗率＝96.3％ 地元より要望有り 事業継続
四万十市公共下水道事業 排水面積　 S50 工事進捗率＝93.3％ Ｈ２３年度完成予定 H11.3.26
(八反原排水区他) A= 224ha S50 用地進捗率＝100.0％ 地元より要望有り 事業継続

いの町公共下水道事業 処理面積　 S53 工事進捗率＝46.1％ Ｈ６７年度完成予定 H11.3.26
（伊野処理区） A=  417ha S53 用地進捗率＝100.0％ 地元よりで要望強い 事業継続
いの町公共下水道事業 排水面積　 S53 工事進捗率＝57.2％ Ｈ３０年度完成予定 H11.3.26
（駅前排水区他） A=  499ha S53 用地進捗率＝0.0％ 浸水地区地元よりで要望強い 事業継続
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29 ④ 特になし

変化なし 継続Ｂ 高知市

21 ④

17 ④

特になし 継続Ａ
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進捗見込み

事業実施
主体

高知県

高知県

事　　業　　名 基　本　諸　元 社会経済情勢等の変化 進捗状況(H20末)

④33日高村総合流域防災事業 日下川

浦戸湾東部
流域下水道事業

高知市,南国
市,香美市

浦戸湾東部
処理区

28 ④ 特になし 継続Ａ 高知県

須崎市 須崎処理区 32 ④ 財政が緊迫 継続Ａ 須崎市

須崎市 多ノ郷排水区他 32 ④ 財政が緊迫 継続Ａ 須崎市

須崎市 須崎排水区他 32 ④ 財政が緊迫 継続Ａ 須崎市

須崎市 須崎西部排水区他 32 ④ 財政が緊迫 継続Ａ 須崎市

須崎市 大間排水区他 32 ④ 財政が緊迫 継続Ａ 須崎市

須崎市 浜町排水区他 32 ④ 財政が緊迫 継続Ａ 須崎市

継続Ａ 香南市

香美市 土佐山田処理分区 25 ④ 特になし 継続Ａ 香美市

香南市

25 ④

特になし野市処理区 18 ④

特になし 継続Ａ 香美市

南国市 26 ④ 特になし 継続Ａ 南国市

香美市 中央排水区他

南国市 新川排水区 10 ② 特になし － 継続Ａ 南国市

四万十市 中部処理区 33 ④ 特になし 継続Ａ 四万十市

四万十市 八反原排水区他 33 ④ 特になし 継続Ａ 四万十市

いの町 伊野処理区 30 ④ 財政状況が悪化 継続Ａ いの町

いの町 駅前排水区他 30 ④ 財政状況が悪化 継続Ａ いの町
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枝川第１ 排水面積　 S58 工事進捗率＝79.5％ Ｈ２４年度完成予定 H11.3.26
都市下水路事業 A=   95ha S58 用地進捗率＝100.0％ 浸水地区地元よりで要望強い 事業継続
枝川第２ 排水面積　 S62 工事進捗率＝100.0％ Ｈ１３年度完成 H11.3.26
都市下水路事業 A=   38ha S62 用地進捗率＝ - ％ 設備更新工事Ｈ２４年予定 事業継続

処理面積　 S25 工事進捗率＝65.4％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A= 1,812ha S25 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
処理面積　 S44 工事進捗率＝59.1％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A= 1,413ha S44 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
処理面積　 S48 工事進捗率＝54.3％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A= 1,742ha S48 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
処理面積　 S44 工事進捗率＝93.4％ Ｈ３６年度完成予定 H11.3.26
A=  292ha S44 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S23 工事進捗率＝39.9％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A=  443ha S23 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S48 工事進捗率＝77.3％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A=  265ha S48 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S35 工事進捗率＝60.9％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A=  809ha S35 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S48 工事進捗率＝65.5％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A=  715ha S48 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S49 工事進捗率＝61.9％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A=  144ha S49 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S44 工事進捗率＝62.1％ Ｈ７０年度完成予定 H11.3.26
A=  145ha S44 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S50 工事進捗率＝99.7％ Ｈ３０年度完成予定 H12.10.20
A=  167ha S50 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S53 工事進捗率＝99.5％ Ｈ３０年度完成予定 H11.3.26
A=  179ha S53 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S53 工事進捗率＝99.9％ Ｈ３０年度完成予定 H11.3.26
A=  159ha S53 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S54 工事進捗率＝99.7％ Ｈ３０年度完成予定
A=   53ha S54 用地進捗率＝100％ 概ね協力的
排水面積　 S55 工事進捗率＝99.7％ Ｈ３０年度完成予定 H12.10.20
A=   68ha S55 用地進捗率＝100％ 概ね協力的 事業継続
排水面積　 S56 工事進捗率＝98.7％ Ｈ３０年度完成予定
A=   86ha S56 用地進捗率＝100％ 概ね協力的

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的 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.

いの町 枝川第１ 25 ④ 財政状況が悪化 継続Ａ いの町

いの町 枝川第２ 21 ④ 財政状況が悪化 継続Ａ いの町

高知市公共下水道事業
（浦戸湾東部処理区）

高知市 下知潮江処理分
区（その１）

58 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（浦戸湾東部処理区）

高知市 下知潮江処理分
区（その２）

39 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（浦戸湾東部処理区）

高知市 浦戸湾東部処理
分区

35 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（瀬戸処理区）

高知市
瀬戸
処理区

39 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（中部排水区）

高知市 中部排水区 60 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（北部排水区）

高知市 北部排水区 35 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（南部排水区）

高知市 南部排水区 48 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（東部排水区）

高知市 東部排水区 35 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（長浜排水区）

高知市 長浜排水区 34 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

高知市公共下水道事業
（瀬戸排水区）

高知市 瀬戸排水区 39 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

長浜原
都市下水路事業

高知市 長浜原 33 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

米田
都市下水路事業

高知市 米田 30 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

初月
都市下水路事業

高知市 初月 30 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

特になし － 継続Ａ
米田古川
都市下水路事業

高知市 米田古川 29 高知市

仁井田
都市下水路事業

高知市 仁井田 28 ④ 特になし 継続Ａ 高知市

②

針木
都市下水路事業

高知市 針木 27 高知市② 特になし － 継続Ａ
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　　　　　　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.



（様式－１）

備　考






