
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年01月20日

計画の名称 ６　市街地における通学路の安全性確保等による安全・安心な都市環境づくり（第２期）（防災・安全）

計画の期間   令和０４年度 ～   令和０８年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 高知県,高知市,香美市

計画の目標 　高知県は、北に四国山地、南に太平洋と自然環境に恵まれた地形を有している反面、狭い平野部に形成された市街地では住宅等が密集し、様々な問題が発生している。

　また、今後高い確率で発生が予測される南海地震による甚大な災害も懸念されている。

　このため、人々が安全で快適な都市生活を営むために必要となる幹線道路ネットワークの整備・充実を図り、にぎわい空間の創出や災害に強い都市環境づくりを行うとともに、

通学路交通安全プログラムに基づく対策として歩行空間の安全性を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               9,256  Ａ               9,223  Ｂ                  33  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

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

（R4当初） （R6末） （R8末）

   1 安全・安心で快適な歩行空間を確保する。

整備箇所における安全・安心な歩行空間の確保率（％） 29% 49% 98%

（整備後における歩行空間確保延長＋令和３年度における歩行空間確保延長）／全体延長

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000359272



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 R04 R05 R06 R07 R08 （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

道路事業 A01-001 街路 一般 高知県 直接 高知県 S街路 改築 A-1（都）高知駅秦南町線

（南工区）

街路築造　L=260m 高知市  ■  ■         714 －

A01-002 街路 一般 高知県 直接 高知県 S街路 改築 A-2（都）旭駅城山町線（

旭町工区）

街路築造　L=286m 高知市  ■  ■  ■  ■  ■       2,331 －

A01-003 街路 一般 高知県 直接 高知県 S街路 改築 A-3（都）朝倉駅針木線（

中工区）

街路事業　L=662m 高知市  ■  ■  ■         495 －

A01-004 街路 一般 高知県 直接 高知県 S街路 改築 A-4（都）はりまや町一宮

線（はりまや工区）

街路築造　L=283m 高知市  ■  ■  ■  ■       3,419 －

A01-005 街路 一般 高知県 直接 高知県 S街路 改築 A-5（都）右山角崎線 街路築造　L=970m 四万十市  ■  ■  ■  ■  ■         199 －

A01-006 街路 一般 高知市 直接 高知市 S街路 改築 A-6（都）曙町西横町線（

中工区）

街路事業　L=430m 高知市  ■  ■  ■  ■  ■         569 －

A01-007 街路 一般 高知市 直接 高知市 S街路 改築 A-7（都）愛宕町北久保線

（愛宕町工区）

街路築造　L=315m 高知市  ■  ■  ■  ■  ■         909 －

1 案件番号： 0000359272



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 R04 R05 R06 R07 R08 （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

道路事業 A01-008 街路 一般 高知市 直接 高知市 S街路 改築 A-8（都）鴨部北城山線（

第２工区）

街路築造　L=450m 高知市  ■  ■  ■  ■  ■         344 －

A01-009 街路 一般 香美市 直接 香美市 S街路 改築 A-9（都）新町西町線 街路築造　L=500m 香美市  ■  ■         243 －

 小計       9,223

合計       9,223

2 案件番号： 0000359272



B 関連社会資本整備事業

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 R04 R05 R06 R07 R08 （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

道路事業 B01-001 街路 一般 高知県 直接 高知県 － 交安 B-1　交通安全対策事業 信号柱移設 高知市  ■          33 －

街路事業（A-1、A-3）と一体となって交通安全施設を整備することにより、交通の円滑化と自転車・歩行者の安全性向上を図る。

A-1、A-3関連

 小計          33

合計          33

1 案件番号： 0000359272



（参考様式３）（参考図面）社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称 ６　市街地における通学路の安全性確保等による安全・安心な都市環境づくり（第２期）（防災・安全）

計画の期間 令和４年度～令和８年度（５年間） 高知県、高知市、香美市交付対象

A-9 （都）新町西町線

高知広域都市計画区域

高知広域都市計画区域 拡大図

A-1 （都）高知駅秦南町線（南工区）

A-4 （都）はりまや町一宮線（はりまや工区）

A-2 （都）旭駅城山町線（旭町工区）

A-3 （都）朝倉駅針木線（中工区）

A-5（都）右山角崎線

A-7 （都）愛宕町北久保線（愛宕町工区）

A-6 （都）曙町西横町線（中工区）

A-8 （都）鴨部北城山線（第２工区）

中村都市計画区域

B-1 交通安全対策事業


