
高 知 県

道 路 局



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道32号 大豊町 板木野防災 20

改築 国道33号 高知市～いの町 高知西バイパス 131

改築 国道33号 越知町 越知道路（２工区） 3,181

改築 国道55号 高知市～南国市 高知南国道路 22

改築 国道55号 南国市～芸西村 南国安芸道路 2,439

改築 国道55号 芸西村～安芸市 南国安芸道路（芸西西～安芸西） 4,729

改築 国道55号 東洋町 海部野根道路 587

改築 国道55号 安田町～安芸市 奈半利安芸道路（安田～安芸） 50

改築 国道55号 安芸市 安芸道路 3,318

改築 国道56号 四万十町～黒潮町 窪川佐賀道路 7,910

改築 国道56号 黒潮町 佐賀大方道路 2,096

改築 国道56号 黒潮町～四万十市 大方四万十道路 690

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道56号 宿毛市 宿毛内海道路（宿毛新港～一本松） 50

改築 国道493号 東洋町～北川村 野根安倉道路 551



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

旭町交差点改良（高知市） 38

日下歩道整備（日高村） 30

岩目地歩道整備（日高村） 20

川内ヶ谷橋視距改良（佐川町） 89

引地橋側道橋整備（仁淀川町） 98

吉良川歩道整備（室戸市） 156

川北自歩道整備（安芸市） 226

382交通安全 国道55号 室戸市、安芸市 高知55号交通安全対策

275

路線名 備考

交通安全 国道33号
高知市、日高村、
佐川町、
仁淀川町

高知33号交通安全対策



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

百石西交差点改良（高知市） 1

石立交差点改良（高知市） 98

朝倉甲交差点改良（高知市） 20

蓮池交差点改良（土佐市） 75

北地歩道整備（土佐市） 24

久礼歩道整備（中土佐町） 10

下呉地歩道整備（四万十町） 15

古市町交差点改良（四万十町） 36

拳ノ川歩道整備（黒潮町） 39

512高知56号交通安全対策交通安全 国道56号

高知市、土佐市、
中土佐町、
四万十町、
黒潮町、
四万十市



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

小黒ノ川視距改良（黒潮町） 89

佐賀歩道整備（黒潮町） 84

荒川歩道整備（四万十市） 21

高知56号交通安全対策 512交通安全 国道56号

高知市、土佐市、
中土佐町
四万十町、
黒潮町、
四万十市



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道32号 高知市 高知32号電線共同溝 8 高須地区電線共同溝 8

百石地区電線共同溝 242

大原町・朝倉南地区電線共同溝 5

路線名 備考

電線共同溝 国道56号 高知市 247高知56号電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道493号 北川村 北川道路2-2工区 2,045 阿南安芸自動車道

改築 国道493号 北川村 北川道路1工区 270 阿南安芸自動車道

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道194号 いの町 いの工区 56

土砂災害対策 (主) 高知本山線 高知市 薊野～高川 80

土砂災害対策 (主) 土佐清水宿毛線 土佐清水市 下ノ加江 100

土砂災害対策 (主) 足摺岬公園線 土佐清水市 以布利～窪津 60

土砂災害対策 (主) 南国伊野線 高知市 菖蒲～鏡今井 30

土砂災害対策 (一) 畑山栃ノ木線 安芸市 畑山～栃ノ木 1

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 高知県 高知県通学路緊急対策推進計画 886

室戸小学校、岡豊小学校、久礼田小学校、大篠小学
校、長岡小学校、北原小学校、下ノ加江小学校、清
水小学校、香我美小学校、野市小学校、片地小学
校、神谷小学校、川内小学校、池川小学校、加茂小
学校、尾川小学校、窪川小学校、米奥小学校、大月
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 土佐市 高知県土佐市通学路緊急対策推進計画 60 高石小学校、新居小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宿毛市 高知県宿毛市通学路緊急対策推進計画 6 小筑紫小学校、平田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 香美市 高知県香美市通学路緊急対策推進計画 3 楠目小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐川町 高知県佐川町通学路緊急対策推進計画 26 佐川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日高村 高知県日高村通学路緊急対策推進計画 2 日下小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津野町 高知県津野町通学路緊急対策推進計画 51 葉山小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 高知県 橋梁長寿命化修繕計画 2,855 別紙参照

道路メンテナンス事業 高知県 トンネル長寿命化修繕計画 755 別紙参照

道路メンテナンス事業 高知県 道路附属物等長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 高知市 橋梁長寿命化修繕計画 232 別紙参照

道路メンテナンス事業 高知市 道路附属物等長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 室戸市 橋梁長寿命化修繕計画 262 別紙参照

道路メンテナンス事業 安芸市 橋梁長寿命化修繕計画 531 別紙参照

道路メンテナンス事業 南国市 橋梁長寿命化修繕計画 51 別紙参照

道路メンテナンス事業 土佐市 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 須崎市 橋梁長寿命化修繕計画 258 別紙参照

道路メンテナンス事業 宿毛市 橋梁長寿命化修繕計画 129 別紙参照

道路メンテナンス事業 土佐清水市 橋梁長寿命化修繕計画 117 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 四万十市 橋梁長寿命化修繕計画 568 別紙参照

道路メンテナンス事業 四万十市 トンネル長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 香南市 橋梁長寿命化修繕計画 74 別紙参照

道路メンテナンス事業 香美市 橋梁長寿命化修繕計画 150 別紙参照

道路メンテナンス事業 東洋町 橋梁長寿命化修繕計画 50 別紙参照

道路メンテナンス事業 奈半利町 橋梁長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 田野町 橋梁長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 安田町 橋梁長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 北川村 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 馬路村 橋梁長寿命化修繕計画 30 別紙参照

道路メンテナンス事業 芸西村 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 本山町 橋梁長寿命化修繕計画 80 別紙参照

道路メンテナンス事業 大豊町 橋梁長寿命化修繕計画 206 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 土佐町 橋梁長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 いの町 橋梁長寿命化修繕計画 244 別紙参照

道路メンテナンス事業 仁淀川町 橋梁長寿命化修繕計画 59 別紙参照

道路メンテナンス事業 仁淀川町 トンネル長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 中土佐町 橋梁長寿命化修繕計画 94 別紙参照

道路メンテナンス事業 佐川町 橋梁長寿命化修繕計画 94 別紙参照

道路メンテナンス事業 佐川町 トンネル長寿命化修繕計画 31 別紙参照

道路メンテナンス事業 越知町 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 越知町 道路附属物等長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 梼原町 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 梼原町 トンネル長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 日高村 橋梁長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 津野町 橋梁長寿命化修繕計画 81 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：高知県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 四万十町 橋梁長寿命化修繕計画 265 別紙参照

道路メンテナンス事業 大月町 橋梁長寿命化修繕計画 111 別紙参照

道路メンテナンス事業 三原村 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 黒潮町 橋梁長寿命化修繕計画 125 別紙参照

道路メンテナンス事業 黒潮町 トンネル長寿命化修繕計画 14 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
高知県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

高知県橋梁長寿命化修繕計画
高知県 須崎市 県道野見港線 大峰橋 橋梁 修繕
高知県 大月町 県道安満地福良線 泊浦川橋 橋梁 修繕
高知県 いの町 県道伊野仁淀線 上八川口橋 橋梁 修繕
高知県 いの町 県道奥の谷日比原線 公会堂橋 橋梁 修繕
高知県 土佐市 県道横浪公園線 宇佐大橋 橋梁 修繕
高知県 佐川町 県道下山越知線 宮の原橋 橋梁 修繕
高知県 四万十市 県道間崎布堂ケ谷線 初崎橋 橋梁 修繕
高知県 馬路村 県道魚梁瀬公園線 魚梁瀬大橋 橋梁 修繕
高知県 四万十町 県道興津窪川線 東又橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 御倉橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 御倉橋歩道橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 新川川橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 梅ノ辻橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 無名橋１１６ 橋梁 修繕
高知県 香南市 県道高知安芸自転車道線 無名３号橋４６ 橋梁 修繕
高知県 土佐町 県道高知伊予三島線 五味谷橋 橋梁 修繕
高知県 大川村 県道高知伊予三島線 大川橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道高知南インター線 坂本橋（上り線） 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道高知南国線 新平田橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道高知本山線 中の橋 橋梁 修繕
高知県 本山町 県道坂瀬吉野線 無名橋１５８ 橋梁 修繕
高知県 本山町 県道坂瀬吉野線 無名橋１６０ 橋梁 修繕
高知県 室戸市 県道室戸公園線 第二室戸岬橋 橋梁 修繕
高知県 四万十市 県道宗呂中村線 中島橋 橋梁 修繕
高知県 黒潮町 県道秋丸佐賀線 稲川橋 橋梁 修繕
高知県 黒潮町 県道住次郎佐賀線 市野々川橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 県道宿毛宗呂下川口線 新下川口橋 橋梁 修繕
高知県 宿毛市 県道宿毛津島線 山田橋 橋梁 修繕
高知県 香南市 県道春野赤岡線 物部川大橋 橋梁 修繕
高知県 四万十市 県道昭和中村線 長尾橋 橋梁 修繕
高知県 四万十町 県道松原窪川線 無名橋１８５ 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道須崎仁ノ線 仁淀川河口大橋 橋梁 修繕
高知県 いの町 県道西津賀才日比原線 小川橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 県道川之江大豊線 上名橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 県道川之江大豊線 片桟道橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 県道川之江大豊線 片桟道橋 橋梁 修繕
高知県 香美市 県道前浜植野線 土生川橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 県道足摺岬公園線 厚生橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 県道足摺岬公園線 新窪津橋 橋梁 修繕
高知県 安芸市 県道大久保伊尾木線 美舞橋 橋梁 修繕
高知県 土佐町 県道大川土佐線 南川橋 橋梁 修繕
高知県 黒潮町 県道大方大正線 中尾橋 橋梁 修繕
高知県 四万十市 県道中村下ノ加江線 四万十川橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 県道土佐岩原停車場線 大岩橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道南国伊野線 穴川橋 橋梁 修繕
高知県 高知市 県道南国伊野線 大穴上橋 橋梁 修繕
高知県 土佐町 県道本川大杉線 下川橋 橋梁 修繕
高知県 土佐町 県道本川大杉線 上吉野川橋 橋梁 修繕
高知県 土佐町 県道本川大杉線 上津川橋 橋梁 修繕
高知県 香南市 県道龍河洞公園線 東野橋歩道橋 橋梁 修繕
高知県 香美市 県道龍河洞公園線 無名橋１０１ 橋梁 修繕
高知県 いの町 国道１９４号 宮ノ瀬橋 橋梁 修繕
高知県 いの町 国道１９４号 小倉橋 橋梁 修繕
高知県 いの町 国道１９４号 新大森橋 橋梁 修繕
高知県 いの町 国道１９４号 神谷橋 橋梁 修繕
高知県 香美市 国道１９５号 塩橋 橋梁 修繕
高知県 津野町 国道１９７号 杉の川桟道橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 国道３２１号 下の加江大橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 国道３２１号 下川口大橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 国道３２１号 鍵掛橋歩道橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 国道３２１号 五郎丸橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 国道３２１号 小脇の川橋 橋梁 修繕
高知県 宿毛市 国道３２１号 松田川橋 橋梁 修繕
高知県 土佐清水市 国道３２１号 中の谷橋 橋梁 修繕
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高知県 土佐清水市 国道３２１号 片粕大橋 橋梁 修繕
高知県 四万十市 国道３２１号 北川橋 橋梁 修繕
高知県 四万十町 国道３８１号 下岡橋 橋梁 修繕
高知県 四万十町 国道３８１号 窪川新橋 橋梁 修繕
高知県 四万十町 国道３８１号 新久保川橋 橋梁 修繕
高知県 四万十町 国道３８１号 北の川橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 ただれ谷橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 よめしわ橋 橋梁 修繕
高知県 梼原町 国道４３９号 芦川橋 橋梁 修繕
高知県 土佐町 国道４３９号 伊勢川橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 葛谷橋 橋梁 修繕
高知県 四万十市 国道４３９号 後川橋 橋梁 修繕
高知県 四万十市 国道４３９号 後川橋歩道橋 橋梁 修繕
高知県 いの町 国道４３９号 西津賀才橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 青谷橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 川井大橋 橋梁 修繕
高知県 仁淀川町 国道４３９号 泉川橋 橋梁 修繕
高知県 仁淀川町 国道４３９号 長者川橋 橋梁 修繕
高知県 仁淀川町 国道４３９号 長者川橋歩道橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 天神とびうめ橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 東浦橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 福寿草橋 橋梁 修繕
高知県 大豊町 国道４３９号 無名１号橋２３ 橋梁 修繕
高知県 東洋町 国道４９３号 押野橋 橋梁 修繕
高知県 仁淀川町 国道４９４号 釜乃渕橋 橋梁 修繕
高知県 仁淀川町 国道４９４号 無名２号橋２０ 橋梁 修繕
高知県 四万十市 県道間崎布堂ヶ谷線（旧道） 初崎橋 橋梁 撤去
高知県 点検計画

高知県トンネル長寿命化修繕計画
高知県 須崎市 県道須崎仁ノ線 浦ノ内トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十市 国道441号 塩塚トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十市 国道441号 網代トンネル トンネル 修繕
高知県 越知町 県道伊野仁淀線 今成トンネル トンネル 修繕
高知県 香美市 県道間宮ﾉ口線 間トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 県道窪川船戸線 呼坂トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 県道窪川中土佐線 大野見トンネル トンネル 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 宇津野隧道 トンネル 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 新宇津野トンネル トンネル 修繕
高知県 高知市 県道弘瀬高知線 網川トンネル トンネル 修繕
高知県 高知市 県道高知南環状線 六泉寺トンネル トンネル 修繕
高知県 高知市 県道高知本山線 日ノ浦トンネル トンネル 修繕
高知県 高知市 県道春野赤岡線 日出野トンネル トンネル 修繕
高知県 須崎市 県道上分多ﾉ郷線 田ノ道トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐市 県道新居中島線 本村トンネル トンネル 修繕
高知県 大豊町 県道川之江大豊線 笹ヶ峰トンネル トンネル 修繕
高知県 大豊町 県道川之江大豊線 川口南トンネル トンネル 修繕
高知県 黒潮町 県道大方大正線 佛ヶ森隧道 トンネル 修繕
高知県 中土佐町 県道中土佐佐賀線 押岡トンネル トンネル 修繕
高知県 宿毛市 県道土佐清水宿毛線 黒川トンネル トンネル 修繕
高知県 宿毛市 県道土佐清水宿毛線 梅ノ木トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 県道南国伊野線 琴平トンネル トンネル 修繕
高知県 香美市 県道龍河洞公園線 龍河洞トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道194号 つばやぶトンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道194号 荷瀧トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道194号 皆又トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道194号 戸中トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道194号 山王トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道194号 名の谷トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道194号 立橋トンネル トンネル 修繕
高知県 香美市 国道195号 四ツ足峠トンネル トンネル 修繕
高知県 香美市 国道195号 津々呂第二トンネル トンネル 修繕
高知県 香美市 国道195号 木床第二トンネル トンネル 修繕
高知県 津野町 国道197号 桂トンネル トンネル 修繕
高知県 須崎市 国道197号 高保木トンネル トンネル 修繕
高知県 津野町 国道197号 天忠トンネル トンネル 修繕
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高知県 津野町 国道197号 堂海トンネル トンネル 修繕
高知県 梼原町 国道197号 飯母第二トンネル トンネル 修繕
高知県 津野町 国道197号 壁地トンネル トンネル 修繕
高知県 津野町 国道197号 野越トンネル トンネル 修繕
高知県 津野町 国道197号 羊腸トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐清水市 国道321号 下川口トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐清水市 国道321号 貝ノ川トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐清水市 国道321号 叶崎トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐清水市 国道321号 歯朶ノ浦トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐清水市 国道321号 西叶崎トンネル トンネル 修繕
高知県 大月町 国道321号 姫ノ井第一トンネル トンネル 修繕
高知県 大月町 国道321号 姫ノ井第二トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐清水市 国道321号 片粕トンネル トンネル 修繕
高知県 土佐清水市 国道321号 脇ノ川トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 国道381号 広瀬トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 国道381号 十和トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 国道381号 津賀トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 国道381号 田野々トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 国道439号 江師第２トンネル トンネル 修繕
高知県 いの町 国道439号 高岩トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十町 国道439号 小石トンネル トンネル 修繕
高知県 四万十市 国道439号 大用トンネル トンネル 修繕
高知県 仁淀川町 国道439号 長者トンネル トンネル 修繕
高知県 仁淀川町 国道439号 富岡トンネル トンネル 修繕
高知県 梼原町 国道440号 芹川トンネル トンネル 修繕
高知県 仁淀川町 国道494号 境野隧道 トンネル 修繕

高知県道路附属物等長寿命化修繕計画
高知県 高知市 国道195号 舟戸歩道橋 道路附属物等 修繕
高知県 高知市 県道桂浜はりまや線 桟橋通歩道橋 道路附属物等 修繕
高知県 南国市 県道前浜植野線 高知空港地下道 道路附属物等 修繕
高知県 高知市 国道195号 高須歩道橋 道路附属物等 撤去

高知市橋梁長寿命化修繕計画
高知市 高知市 市道旭街601号線 旭街601号線1号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道旭街3号線 いかたつ橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道下知58号線 下知58号線1号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道鴨田１号線 紅葉橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道鏡9号線 宮谷橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道高須162号線 高須162号線1号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町142号線 石ヶ谷5号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町323号線 国道ノ上橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町359号線 東高新畑橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町407号線 北大津橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町637号線 下窒屋橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町641号線 上窒屋橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町710号線 隅田橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町710号線 弐反田東橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町78号線 中小路東橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町89号線 古市ノ前橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道春野町91号線 川窪屋敷橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道大津16号線 大津16号線1号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道朝倉38号線 朝倉38号線1号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道朝倉831号線 朝倉831号線1号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道潮江2号線 潮江2号線2号橋 橋梁 修繕
高知市 高知市 市道長浜４号線 中ノ橋左歩道橋 橋梁 修繕
高知市 点検計画

高知市道路附属物等長寿命化修繕計画
高知市 高知市 市道江ノ口2号線 道路標識 道路附属物等 修繕
高知市 高知市 市道下知33号線 道路標識 道路附属物等 修繕

室戸市橋梁長寿命化修繕計画
室戸市 室戸市 市道岩戸元線 元橋 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道岩戸元線 元橋（歩道橋） 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道河内線 河内橋 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道北村線 後ヶ谷橋 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道行当新村線 新村谷橋 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道佐喜浜本線 佐喜浜橋 橋梁 修繕
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室戸市 室戸市 市道滝山線 沖良川橋 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道西山中尾線 西山西宮橋 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道三津本線 ヤナゴ谷橋 橋梁 修繕
室戸市 室戸市 市道大平線 東ノ川橋 橋梁 更新
室戸市 点検計画

安芸市橋梁長寿命化修繕計画
安芸市 安芸市 市道アイダ線 アイダ線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道ケイノ上1号線 ケイノ上橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道ゴニウド線 ゴニウド線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道シゲ丸線 シゲ丸線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道ノボリ線 ノボリ線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道ムネカネ線 ムネカネ線9号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道ﾓﾄﾊﾁﾏﾝ線 モトハチマン線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道安明寺古井線 伊御渕橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道伊条尻線 伊条尻線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道井地線 井地線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道浦クルミ線 浦クルミ線2号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道下尾川線 横堰橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道花園188号線 花園188号線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道岩戸線 岩戸線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道岩戸線 岩戸線2号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道桐ヶ内線 桐ヶ内線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井学校線 古井学校線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井学校線 古井学校前橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井別役線 古井別役線2号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井別役線 古井別役線4号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井別役線 古井別役線6号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井別役線 小股橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井別役線 水神橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道古井別役線 別役橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道根野1号線 仁井田橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道車田横1号線 車田横1号線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道小久保線 小久保線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道小川名線 小川名線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道小谷線 小谷橋１ 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道小谷線 小谷線2号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道小谷線 小谷線3号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道床持北線 床持北線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道森寄線 森寄線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道仁井田1前線 久礼岩橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道石神線 石神線2号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道赤野和食線 叶岡橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道川又線 丸石橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道沢の平線 沢の平橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道谷口線 谷口線3号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道中屋敷線 嶋橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道中郷線 中郷線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道貯木場線 貯木場線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道貯木場線 貯木場線2号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道長田線 政久橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道東平線 東平線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道藤内線 藤内橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道奈比賀古井線 大井谷橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道奈比賀古井線 奈比賀古井線4号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道奈比賀古井線 奈比賀古井線5号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道奈比賀古井線 奈比賀古井線6号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道八ノ谷線 八ノ谷線3号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道稗尻線 ニコンバ橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道稗尻線 岩瀧1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道稗尻線 岩瀧2号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道北芝線 北芝線1号橋 橋梁 修繕
安芸市 安芸市 市道名綱線 にしじばし 橋梁 修繕
安芸市 点検計画

南国市橋梁長寿命化修繕計画
南国市 南国市 市道県道物部川線 南岡西橋１ 橋梁 修繕
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南国市 南国市 市道南国126号線 領石川橋 橋梁 修繕
南国市 南国市 市道笠の川１号線 池尻橋 橋梁 修繕
南国市 南国市 市道後免永田線 宇田橋 橋梁 修繕
南国市 南国市 市道黒滝中の川線 足谷橋 橋梁 修繕
南国市 南国市 市道中川線 後川橋２ 橋梁 修繕
南国市 南国市 市道南国２１６号線 ホトケ橋 橋梁 修繕
南国市 南国市 市道明見住吉野線 植村橋 橋梁 修繕
南国市 点検計画

土佐市橋梁長寿命化修繕計画
土佐市 土佐市 市道積善寺光明線 芝川橋 橋梁 修繕
土佐市 土佐市 市道浅井東線 久保橋 橋梁 修繕
土佐市 土佐市 市道土佐環状線 大前橋 橋梁 修繕
土佐市 土佐市 市道北吹越白石土居線 川久保橋 橋梁 修繕
土佐市 点検計画

須崎市橋梁長寿命化修繕計画
須崎市 須崎市 市道下郷大谷1号線 下郷大谷1号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道河原中ノ島線 中の島大橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道灰方2号線 灰方2号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道角谷1号線 角谷1号線3号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道宮ノ川内９号線 宮ノ中橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道轟1号線 轟1号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道国見１号線 国見橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道坂内16号線 坂内16号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道出見5号線 出見5号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道千々川１号線 竹の花橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道千々川6号線 千々川6号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道多ノ郷和田１号線 和田橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道大浦12号線 大浦12号線2号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道大間本町６号線 つのくま橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道竹ノ川堂ヶ奈路線 竹ノ川堂ヶ奈路線5号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道天神芝１号線 天神芝１号線１号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道堂ノ浦2号線 堂ノ浦2号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道波介１号線 波介１号線１号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道波介1号線 波介1号線2号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道波介２号線 波介２号線１号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道波介2号線 波介2号線2号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道板谷1号線 板谷1号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道畔ノ川2号線 畔ノ川2号線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道百々川線 下百々川橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道平野桧生線 平野桧生線1号橋 橋梁 修繕
須崎市 須崎市 市道落合神母野線 落合神母野線3号橋 橋梁 修繕
須崎市 点検計画

宿毛市橋梁長寿命化修繕計画
宿毛市 宿毛市 市道高石高津線 高津橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道山北線 小向川橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道栄喜線 栄喜下橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道久礼ﾉ川線 久礼乃川橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道京法線 田村橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道桜町沖須賀線 沖須賀２号橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道宿毛都賀の川線 荒瀬橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道石ヶ尾線 石ヶ尾橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道大城山線 長尾橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道田ノ浦都賀ノ川線 一の橋 橋梁 修繕
宿毛市 宿毛市 市道平田山田2号線 五反田橋 橋梁 修繕
宿毛市 点検計画

土佐清水市橋梁長寿命化修繕計画
土佐清水市 土佐清水市 市道ウトノ川線 宇都の川２号橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道浦尻尻貝線 中山谷橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道下川口松山横峯小脇ノ川線 松山第２床版橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道貝ノ川郷1号線 奥ノ谷橋２ 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道貝ノ川港谷線 港谷橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道鍵掛灘山線 鍵掛橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道菜畑線 第2菜畑橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道歯朶ノ浦線 ノマノミゾ谷橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道歯朶ノ浦線 第１歯朶ノ浦橋 橋梁 修繕
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土佐清水市 土佐清水市 市道歯朶ノ浦線 第２歯朶ノ浦橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道川端線 第1菜畑橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道大ナロ市野々線 市野々第2橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道中央町1号線 局前橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道東谷線 東谷川橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道斧積上ノ段線 フヂ谷橋 橋梁 修繕
土佐清水市 土佐清水市 市道船場長野線 下ノ加江橋 橋梁 更新
土佐清水市 点検計画

四万十市橋梁長寿命化修繕計画
四万十市 四万十市 市道中半北ノ川線 北の川橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 今成2号線 今成2号橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道カソノ川線 カソノ2号橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道コクハンザコ線 コクハンザコ橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道ヒヨミネ線 ヒヨミネ第2橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道奥屋内楠山線 本村橋１ 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道押谷線押谷支線 押谷橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道岡道線 川登3号橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道九樹谷ノ前線 ミヤバラ橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道具同三里線 三里橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道古尾小川線 小川口橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道口屋内宇和島線 口屋内大橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道江ノ村本線 江ノ村大橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道高瀬線 高瀬橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道佐田今成線 今成橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道山路線 中芝橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道手洗川勝間線 勝間大橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道秋田４号線 宮岡橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道勝間川線 勝間川橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道小市橋線 小原橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道上分橋線 上分橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道白岩用井線 西土佐大橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道片魚中通線 中通橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道名鹿山ノ手2号線 ハソ橋 橋梁 修繕
四万十市 四万十市 市道和田ノ芝高知谷線 池田橋 橋梁 修繕
四万十市 点検計画

四万十市トンネル長寿命化修繕計画
四万十市 四万十市 市道口屋内宇和島線 口屋内トンネル トンネル 修繕

香南市橋梁長寿命化修繕計画
香南市 香南市 市道岩鍋線 松本橋 橋梁 修繕
香南市 香南市 市道切石大谷線 切石大谷線2号橋 橋梁 修繕
香南市 香南市 市道千舞・戸坂谷線 末清橋 橋梁 修繕
香南市 香南市 市道梅ヶ瀬・別當線 カンザコ橋 橋梁 修繕
香南市 点検計画

香美市橋梁長寿命化修繕計画
香美市 香美市 市道久保影線 影橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道ヒヨダ東線 曽我部川1号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道沖ノ谷線 沖の谷橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道間牛造り2号線 間3号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道岩積6号線 岩積2号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道桑ノ川線 桑ノ川線1号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道桑ノ川線 峯の川橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道桑ノ川中平線 中平橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道原東舟入川線 山田7号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道庚申通り 西本町1号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道山田島2号線 山田島2号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道秋月丸1号線 土佐山田17号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道新改天行寺線 新改7号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道西臼井1号線 土佐山田19号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道川口津々呂線 こおれ谷橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道大後入線 大後入1号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道大荒の滝線 うぐいす橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道中組6号線 土佐山田21号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道中野北岩積線 中野5号橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道日ノ地影仙頭線 有宮橋 橋梁 修繕
香美市 香美市 市道立花柳瀬線 柳瀬橋 橋梁 修繕
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香美市 点検計画
東洋町橋梁長寿命化修繕計画

東洋町 東洋町 町道野根1号幹線 野根川橋 橋梁 修繕
東洋町 点検計画

奈半利町橋梁長寿命化修繕計画
奈半利町 奈半利町 町道須川湯線 須川湯橋 橋梁 修繕
奈半利町 奈半利町 町道大除法恩寺線 中川原橋 橋梁 修繕
奈半利町 奈半利町 町道中川原２号線 中川２号橋 橋梁 修繕
奈半利町 点検計画

田野町橋梁長寿命化修繕計画
田野町 田野町 町道田野線 田野橋 橋梁 修繕
田野町 田野町 町道立岡桃山線 西立岡橋 橋梁 修繕
田野町 田野町 町道立岡桃山線 大阪谷川橋 橋梁 修繕

安田町橋梁長寿命化修繕計画
安田町 安田町 町道正弘線 正弘橋 橋梁 修繕
安田町 安田町 町道東西島線 東西島橋 橋梁 修繕
安田町 点検計画

北川村橋梁長寿命化修繕計画
北川村 北川村 村道島線 島橋 橋梁 修繕
北川村 点検計画

馬路村橋梁長寿命化修繕計画
馬路村 馬路村 村道東川線 螢篭橋 橋梁 修繕
馬路村 馬路村 村道安田川線 宮ノ谷橋 橋梁 修繕
馬路村 点検計画

芸西村橋梁長寿命化修繕計画
芸西村 芸西村 村道大谷口線 大谷口橋 橋梁 修繕
芸西村 芸西村 村道流畑線 二反田橋 橋梁 修繕
芸西村 芸西村 村道猪ノ尻線 猪ノ尻２号橋 橋梁 修繕
芸西村 芸西村 村道西谷線 西谷１号橋 橋梁 更新

本山町橋梁長寿命化修繕計画
本山町 本山町 町道上関線 白髪橋 橋梁 修繕
本山町 本山町 町道川又線 川又線3号橋 橋梁 修繕
本山町 本山町 町道木能津上関線 本山東大橋 橋梁 修繕
本山町 点検計画

大豊町橋梁長寿命化修繕計画
大豊町 大豊町 馬瀬橋線 旧馬瀬橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道岩原周志線 岩見橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道葛原地吉線 英気橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道葛原地吉線 堀越橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道谷相線 川又橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道津家市之内線 堂々谷川橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道戸手野線 戸手野橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道西庵谷線 西庵谷１号橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道穴内オキナレ線 椿谷下橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 町道東土居岩原線 八川大橋 橋梁 修繕
大豊町 大豊町 目付大田口線 大田口橋 橋梁 修繕
大豊町 点検計画

土佐町橋梁長寿命化修繕計画
土佐町 土佐町 町道井口線 井口線1号橋 橋梁 修繕
土佐町 土佐町 町道駒野5号線 古摩野三の橋 橋梁 修繕
土佐町 点検計画

いの町橋梁長寿命化修繕計画
いの町 いの町 町道泉ノ本線 泉ノ本橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道越裏門小川線 越裏門橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道境谷線 境谷橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道次郎丸徳永線 次郎丸橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道漉地～土居線 新下八川橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道登川線 登川橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道ごみ谷線 ごみ谷橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道高岩休場線 高岩橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道長沢中央線 長沢橋 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道東谷線 小谷橋1 橋梁 修繕
いの町 いの町 町道日比原線 日比原橋 橋梁 更新
いの町 点検計画

仁淀川町橋梁長寿命化修繕計画



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
高知県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

仁淀川町 仁淀川町 町道大野線 新栄保橋 橋梁 修繕
仁淀川町 仁淀川町 町道舟形線 鏡橋 橋梁 修繕
仁淀川町 点検計画

仁淀川町トンネル長寿命化修繕計画
仁淀川町 仁淀川町 町道高瀬線 高瀬トンネル トンネル 修繕
仁淀川町 仁淀川町 町道高瀬線 戸崎第二トンネル トンネル 修繕

中土佐町橋梁長寿命化修繕計画
中土佐町 中土佐町 町道笹場9号線 浜田橋 橋梁 修繕
中土佐町 中土佐町 町道山内線 島の宮橋 橋梁 修繕
中土佐町 中土佐町 町道上ノ加江浦1号線 古土居2号橋 橋梁 修繕
中土佐町 中土佐町 町道上ノ加江押岡線 上ノ加江橋 橋梁 修繕
中土佐町 中土佐町 町道大窪線 高樋橋２ 橋梁 修繕
中土佐町 点検計画

佐川町橋梁長寿命化修繕計画
佐川町 佐川町 町道キヤグロ線 小奥橋 橋梁 修繕
佐川町 佐川町 町道スエミツ線 壱丁田橋 橋梁 修繕
佐川町 佐川町 町道引地１号線 新寺橋 橋梁 修繕
佐川町 佐川町 町道狩場川の内線 上クヨウ橋 橋梁 修繕
佐川町 佐川町 町道狩場川の内線 白玉谷橋 橋梁 修繕
佐川町 佐川町 町道深瀬線 深瀬橋 橋梁 修繕
佐川町 佐川町 町道田城２号線 上神母ノ川橋 橋梁 修繕
佐川町 佐川町 町道楠谷襟野々線 大根二号橋 橋梁 修繕
佐川町 点検計画

佐川町トンネル長寿命化修繕計画
佐川町 佐川町 町道斗賀野西山線 久喜坂随道 トンネル 修繕

越知町橋梁長寿命化修繕計画
越知町 越知町 町道鎌井田浅尾線 浅尾橋 橋梁 修繕
越知町 越知町 町道小日浦線 小日浦一号橋 橋梁 修繕
越知町 越知町 町道中央線 坂折橋 橋梁 修繕
越知町 越知町 町道野老山本線 堀切橋 橋梁 修繕
越知町 点検計画

越知町道路附属物等長寿命化修繕計画
越知町 越知町 町道鎌井田横畠線 放水口洞門 道路附属物等 修繕

梼原町橋梁長寿命化修繕計画
梼原町 梼原町 町道440号線 井の谷橋２ 橋梁 修繕
梼原町 梼原町 町道影野地下線 無名橋２０ 橋梁 修繕
梼原町 梼原町 町道川井仲久保線 川井谷橋 橋梁 修繕
梼原町 梼原町 町道川口川井線 川口橋 橋梁 修繕
梼原町 梼原町 町道太郎川線 無名橋２３ 橋梁 修繕
梼原町 梼原町 町道町西路線 六根の橋 橋梁 修繕
梼原町 梼原町 町道松谷上屋敷線 上屋敷橋 橋梁 更新
梼原町 点検計画

梼原町トンネル長寿命化修繕計画
梼原町 梼原町 町道初瀬東西線 初瀬東西トンネル トンネル 修繕

日高村橋梁長寿命化修繕計画
日高村 日高村 村道宮ノ谷西屋敷線 日浦橋 橋梁 修繕
日高村 日高村 村道宮谷鹿児線 鹿児橋 橋梁 修繕
日高村 日高村 村道今市石田線 柿ノ窪橋 橋梁 修繕
日高村 日高村 村道杉ノ端今市線 今市上橋 橋梁 修繕
日高村 点検計画

津野町橋梁長寿命化修繕計画
津野町 津野町 町道中島線 中島橋1 橋梁 修繕
津野町 津野町 町道古味口日野地線 長谷橋 橋梁 修繕
津野町 津野町 町道宮木線 宮谷第4号橋 橋梁 修繕
津野町 津野町 町道宮木線 宮谷第5号橋 橋梁 修繕
津野町 点検計画

四万十町橋梁長寿命化修繕計画
四万十町 四万十町 町道替坂本影野線 替坂本橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道北ノ川上宮線 上宮橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道榊山線 日之出橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 大道日吉線 古屋口橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 大道日吉線 仁井田又口橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 大道日吉線 番所谷橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道烏手相去線 松尾橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道沖内大元線 山口橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
高知県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

四万十町 四万十町 町道下向線 下向1号橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道葛籠川1号線 押川橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道金上野汢ノ川線 大平橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道見付焼木線 焼木橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道古城線 長沢橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道小室浜線 小袖岩橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道上岡線 日の地橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道相互線 一の又橋2 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道打井川3号線 柿ノ木橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道日野地線 日野地橋 橋梁 修繕
四万十町 四万十町 町道野々川三の又線 市の又橋 橋梁 修繕
四万十町 点検計画

大月町橋梁長寿命化修繕計画
大月町 大月町 内平古泊線 内平1号橋 橋梁 修繕
大月町 大月町 才角西の地線 とりくび橋 橋梁 修繕
大月町 大月町 坪の後線 坪の後2号橋 橋梁 修繕
大月町 大月町 坪の後線 坪の後3号橋 橋梁 修繕
大月町 大月町 成畑内平線 成畑橋 橋梁 修繕
大月町 大月町 春遠中央線 春遠中央橋 橋梁 修繕
大月町 大月町 姫ノ井駄馬線 姫ノ井駄馬1号橋 橋梁 修繕
大月町 大月町 町道渡場線 柏島橋 橋梁 修繕
大月町 点検計画

三原村橋梁長寿命化修繕計画
三原村 三原村 村道中切線 中切橋 橋梁 修繕
三原村 三原村 村道亀ノ川線本線 仲畑橋 橋梁 修繕
三原村 三原村 村道川平郷線 川平郷橋 橋梁 修繕
三原村 点検計画

黒潮町橋梁長寿命化修繕計画
黒潮町 黒潮町 町道拳ノ川横木宮前線 大地橋 橋梁 修繕
黒潮町 黒潮町 町道芝両町線 竹の下橋 橋梁 修繕
黒潮町 黒潮町 町道松木線 松木橋 橋梁 修繕
黒潮町 黒潮町 町道新田線 新田橋 橋梁 修繕
黒潮町 黒潮町 町道大向浜畑線 松の下橋 橋梁 修繕
黒潮町 黒潮町 町道湯屋線 湯屋橋 橋梁 修繕
黒潮町 黒潮町 町道湊川支1号線 入次橋 橋梁 修繕
黒潮町 黒潮町 町道柳の川線 五本松橋 橋梁 修繕
黒潮町 点検計画

黒潮町トンネル長寿命化修繕計画
黒潮町 黒潮町 中角熊井線 熊井隧道 トンネル 修繕



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：高知県 単位：百万円

豊かな自然と心を次世代につなぐまちづくり計画 いの町 25

地域資源を活かした魅力あふれるまちづくり計画 安芸市 6

豊かな自然を活かしたむらづくり計画 大川村 15

津野町の特色を活かす道づくり整備計画 津野町 71

豊かな資源を活かしたまちづくり計画 室戸市 24

「仁淀ブルー」のまち仁淀川町の山・川を活かした地域活性化計画 仁淀川町 8

　小　計 149

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



高 知 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・高知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

物部川 物部川 一般河川改修事業 327　 香美市
かみし

仁淀川 仁淀川 一般河川改修事業 842　 高知市
こうちし

、土佐市
とさし

、日高村
ひだかむら

渡川 四万十川 一般河川改修事業 913　 四万十市
しまんとし

仁淀川 仁淀川 床上浸水対策特別緊急事業 737　 いの町
ちょう

、日高村
ひだかむら

仁淀川 仁淀川 河川工作物関連応急対策事業 130　 土佐市
と さ し

、いの町
ちょう

渡川 四万十川 河川工作物関連応急対策事業 155　 四万十市
し ま ん と し

吉野川 総合水系環境整備事業 142　
≪徳島県
とく しまけん

≫鳴門市
な る と し

、藍住町
あいずみちょう

≪高知県
こ う ち けん

≫土佐町
と さ ち ょ う

、大川村
おおかわむら

仁淀川 総合水系環境整備事業 38　 日高村
ひだかむら

、いの町
ちょう

渡川 総合水系環境整備事業 130　 四万十市
し　ま　ん　と　し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和４年度当初予算　河川事業（補助・高知県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

国分川、下田川

国分川、舟入川、
久万川、久安川、
大谷川、金谷川、
江ノ口川、下田
川、介良川

事業間連携河川事業 330　 高知市
こ う ち し

吉野川 地蔵寺川 大規模特定河川事業 20　 土佐
と さ

町
ちょう

仁淀川 日下川 大規模特定河川事業 180　 日高
ひだか

村
むら

安芸川 安芸川 大規模特定河川事業 180　 安芸市
あ き し

国分川 志奈弥川 大規模特定河川事業 70　 高知市
こ う ち し

下田川 下田川 河川メンテナンス事業 316　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・高知県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

南国市
な ん こ く し

下田川 下田川 下田川排水機場

高知市
こ う ち し

国分川 鹿児川 鹿児川排水機場

特定構造物更新事業

高知県



高知県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

堰堤改良事業 仁淀川大渡ダム 384 409

渡川中筋川ダム 347 409

水資源開発事業 吉野川早明浦ダム再生 499 745



高知県

　補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 2,304)

河川整備事業費 2,203 

　河川総合開発事業費補助

( 2,304)

　　建設工事 2,203 

( 1,754)

和食ダム 1,670 

( 550) 春遠第１ダム、春遠第2ダム

春遠ダム 533 生活貯水池

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・高知県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 香美市、高知市、越知町、香南市 178 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・高知県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

香美市 物部川 物部川 永瀬ダム

高知市 鏡川 鏡川 鏡ダム

越知町 仁淀川 坂折川 桐見ダム

香南市 香宗川 鎌井谷川 鎌井谷ダム

高知県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわ よしのがわじょうりゅう おみながわ おみながわさんぷくこう とさぐん おおかわむら しもおみながわ

四国山地砂防 砂防 吉野川 吉野川上流 小南川 小南川山腹工 土佐郡 大川村 下小南川 山腹工 5
よしのがわ よしのがわじょうりゅう しもなかぎり しもなかぎりさんぷくこう とさぐん おおかわむら なかぎり

吉野川 吉野川上流 下中切 下中切山腹工 土佐郡 大川村 中切 山腹工 221
よしのがわ よしのがわじょうりゅう いじり いじりさんぷくこう とさぐん とさちょう いじり

吉野川 吉野川上流 井尻 井尻山腹工 土佐郡 土佐町 井尻 山腹工 210
よしのがわ よしのがわじょうりゅう たにおくだに たにおくだにさぼうえんていぐん あがわぐん いのちょう ながざわ

吉野川 吉野川上流 谷奥谷 谷奥谷砂防堰堤群 吾川郡 いの町 長沢 砂防堰堤工 266
よしのがわ よしのがわじょうりゅう とちゅうだに とちゅうだにさぼうえんてい あがわぐん いのちょう とちゅう

吉野川 吉野川上流 戸中谷 戸中谷砂防堰堤 吾川郡 いの町 戸中 砂防堰堤工 3
よしのがわ よしのがわじょうりゅう つえだに つえだにさんぷこう とさぐん おおかわむら かわさき

吉野川 吉野川上流 つえ谷 つえ谷山腹工 土佐郡 大川村 川崎 山腹工 30
よしのがわ よしのがわじょうりゅう おおきただに おおきただにさぼうえんてい とさぐん おおかわむら おおきたがわ

吉野川 吉野川上流 大北谷 大北谷砂防堰堤 土佐郡 大川村 大北川 砂防堰堤工 5
よしのがわ よしのがわじょうりゅう いのかわだに いのかわだいにさぼうえんてい とさぐん おおかわむら いのかわ

吉野川 吉野川上流 井野川谷 井野川第２砂防堰堤 土佐郡 大川村 井野川 砂防堰堤工 5
よしのがわ よしのがわじょうりゅう たかのだに たかのだいにさぼうえんてい とさぐん おおかわむら たかの

吉野川 吉野川上流 高野谷 高野第２砂防堰堤 土佐郡 大川村 高野 砂防堰堤工 5
よしのがわ よしのがわじょうりゅう よもぎだに よもぎたにさぼうえんてい とさぐん とさちょう かわなろ

吉野川 吉野川上流 ヨモギ谷 ヨモギ谷砂防堰堤 土佐郡 土佐町 川奈路 砂防堰堤工 192
よしのがわ よしのがわじょうりゅう やいちだに やいちだにさぼうえんてい とさぐん とさちょう あいかわ

吉野川 吉野川上流 ヤイチ谷 ヤイチ谷砂防堰堤 土佐郡 土佐町 相川 砂防堰堤工 5
よしのがわ よしのがわじょうりゅう にしたにがわ にしたにさぼうえんていぐん ながおかぐん もとやまちょう うりうの

吉野川 吉野川上流 西谷川 西谷砂防堰堤群 長岡郡 本山町 瓜生野 砂防堰堤工 21
よしのがわ みなみこがわ みなみこがわ みなみこがわさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう なかうち

吉野川 南小川 南小川 南小川砂防堰堤 長岡郡 大豊町 中内 砂防堰堤工 5
よしのがわ みなみこがわ さかいたにがわ さかいたにさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう ゆのき

吉野川 南小川 境谷川 境谷砂防堰堤 長岡郡 大豊町 柚木 砂防堰堤工 230
よしのがわ みなみこがわ かしけだに かしけだにさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう みなみだいおう

吉野川 南小川 カシケ谷 カシケ谷砂防堰堤 長岡郡 大豊町 南大王 砂防堰堤工 5
よしのがわ みなみこがわ おおたにがわ おおたにがわさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう ようね

吉野川 南小川 大谷川 大谷川砂防堰堤 長岡郡 大豊町 八畝 砂防堰堤工 5
よしのがわ みなみこがわ おちあいだに おちあいだにさぼうえんていぐん ながおかぐん おおとよちょう おちあい

吉野川 南小川 落合谷 落合谷砂防堰堤群 長岡郡 大豊町 落合 砂防堰堤工 25
よしのがわ みなみこがわ さがやまがわ さがやまがわだいよんさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう さがやま

吉野川 南小川 佐賀山川 佐賀山川第４砂防堰堤 長岡郡 大豊町 佐賀山 砂防堰堤工 10
よしのがわ みなみこがわ すくちょうだに すくちょうだにさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう にしみね

吉野川 南小川 漉長谷 漉長谷砂防堰堤 長岡郡 大豊町 西峰 砂防堰堤工 275

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（高知県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわ みなみこがわ みつこのだに みつこのだにさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう みつこの

四国山地砂防 砂防 吉野川 南小川 三津子野谷 三津子野谷砂防堰堤 長岡郡 大豊町 三津子野 砂防堰堤工 3
砂防
合計 20 箇所 1,526

よしのがわ よしのがわじょうりゅう たちかわがわ たちかわがわさぼうえんていぐん ながおかぐん おおとよちょう たじかわかみみょう

特定緊急砂防 吉野川 吉野川上流 立川川 立川川砂防堰堤群 長岡郡 大豊町 立川上名 砂防堰堤工 125
よしのがわ よしのがわじょうりゅう かわおくだにがわ かわおくだにがわさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう たじかわしもみょう

吉野川 吉野川上流 川奥谷川 川奥谷川砂防堰堤 長岡郡 大豊町 立川下名 砂防堰堤工 213
よしのがわ よしのがわじょうりゅう たちかわがわ におがうちさぼうえんてい ながおかぐん おおとよちょう におがうち

吉野川 吉野川上流 立川川 仁尾ヶ内砂防堰堤 長岡郡 大豊町 仁尾ヶ内 砂防堰堤工 226
よしのがわ よしのがわじょうりゅう なめかわ なめかわさぼうえんていぐん ながおかぐん もとやまちょう しもぜき

吉野川 吉野川上流 行川 行川砂防堰堤群 長岡郡 本山町 下関 砂防堰堤工 438
よしのがわ よしのがわじょうりゅう くりのきがわしせん くりのきがわしせんさぼうえんてい ながおかぐん もとやまちょう きたやま

吉野川 吉野川上流 栗ノ木川支川 栗ノ木川支川砂防堰堤 長岡郡 本山町 北山 砂防堰堤工 20
特定緊急砂防
合計 5 箇所 1,022

合計 25 箇所 2,548

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（高知県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和４年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（高知県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ぬた・ようね ながおかぐん おおとよちょう ぬた・ようね

四国山地砂防 地すべり対策 怒田・八畝 長岡郡 大豊町 怒田・八畝 横ボーリング工 286

１箇所 286合計

所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 やすだがわ したまちたにかわ あきぐん やすだちょう やすだ さぼうえんていこう

砂防等事業 安田川 下町谷川 安芸郡 安田町 安田 砂防堰堤工 75
あきかわ ひさきよたにかわ あきし いのくちこう さぼうえんていこう

安芸川 久清谷川 安芸市 井ノ口甲 砂防堰堤工 35
よしのがわ やなぎのたにかわ ながおかぐん おおとよちょう やなぎの さぼうえんていこう

吉野川 柳野谷川 長岡郡 大豊町 柳野 砂防堰堤工 39.6
ものべかわ よしのたにかわ（１） かみし かほくちょうよしの さぼうえんていこう

物部川 吉野谷川（１） 香美市 香北町吉野 砂防堰堤工 5
によどがわ しんべちしもはらがわ あがわぐん いのちょう こがわしんべち さぼうえんていこう

仁淀川 新別下腹川 吾川郡 いの町 小川新別 砂防堰堤工 40
によどがわ かみのうづたにかわ たかおかぐん ひだかむら ほんむら けいりゅうほぜんこう

仁淀川 上能津谷川 高岡郡 日高村 本村 渓流保全工 1
そのた さかもとがわ すさきし うらのうちはいがた けいりゅうほぜんこう

その他 坂本川 須崎市 浦ノ内灰方 渓流保全工 6
わたりかわ にいだたにかわ たかおかぐん しまんとちょう にいだ さぼうえんていこう

渡川 仁井田谷川 高岡郡 四万十町 仁井田 砂防堰堤工 5
あしずりせいがん たちばなうらがわ はたぐん おおつきちょう たちばなうら さぼうえんていこう

足摺西岸 橘浦川 幡多郡 大月町 橘浦 砂防堰堤工 1.5
さくらかわ あんたにかわ すさきし おしおか さぼうえんていこう

桜川 安谷川 須崎市 押岡 砂防堰堤工 10
みたらいかわ みたらいかわ（２） すさきし あかざきまち さぼうえんていこう

御手洗川 御手洗川（２） 須崎市 赤崎町 砂防堰堤工 10
おきつえんがん あおきざきたにかわ たかおかぐん なかとさちょう あおきの さぼうえんていこう

興津沿岸 青木崎谷川 高岡郡 中土佐町 青木野 砂防堰堤工 10
わたりかわ いぬがたにかわ たかおかぐん つのちょう よしうのおつ さぼうえんていこう

渡川 犬ヶ谷川 高岡郡 津野町 芳生野乙 砂防堰堤工 10

13箇所 248.1合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　1/5）

所在地事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 さがやま ながおかぐん おおとよちょう さがやま しゅうすいせいこう

砂防等事業 佐賀山 長岡郡 大豊町 佐賀山 集水井工 16
かわい ながおかぐん おおとよちょう かわい よこぼーりんぐこう

川井 長岡郡 大豊町 川井 横ボーリング工 42
みなみだいおう ながおかぐん おおとよちょう みなみだいおう あんかーこう

南大王 長岡郡 大豊町 南大王 アンカー工 4
ひうらした ながおかぐん おおとよちょう ひうらした あんかーこう

日浦下 長岡郡 大豊町 日浦下 アンカー工 18
たにのうち たかおかぐん おちちょう たにのうち しゅうすいせいこう

谷ノ内 高岡郡 越知町 谷ノ内 集水井工 45
くすがみ たかおかぐん おちちょう くすがみ しゅうすいせいこう

楠神 高岡郡 越知町 楠神 集水井工 25
ゆのき たかおかぐん おちちょう ゆのき しゅうすいせいこう

柚ノ木 高岡郡 越知町 柚ノ木 集水井工 7
ちょうじゃ あがわぐん によどがわちょう ちょうじゃ しゅうすいせいこう

長者 吾川郡 仁淀川町 長者 集水井工 40

８箇所 197

事業区分 水系名 渓流名

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　2/5）

所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 なきり こうちし はるのちょうこうどの ようへきこう

砂防等事業 菜切 高知市 春野町甲殿 擁壁工 33
のくぼ あがわぐん いのちょう のくぼ ようへきこう

野久保 吾川郡 いの町 野久保 擁壁工 3
いのくぼ ながおかぐん もとやまちょう いのくぼ ようへきこう

井窪 長岡郡 本山町 井窪 擁壁工 19
ひろせ あがわぐん いのちょう しもやかわこう ようへきこう

広瀬 吾川郡 いの町 下八川甲 擁壁工 10
くまだ たかおかぐん さかわちょう くまだ ようへきこう

久万田 高岡郡 佐川町 久万田 擁壁工 33
もりがさき（1） たかおかぐん さかわちょう もりがさき ようへきこう

森ヶ崎（1） 高岡郡 佐川町 森ヶ崎 擁壁工 18
しまじゅう（２） たかおかぐん ゆすはらちょう しまじゅう ようへきこう

島中（２） 高岡郡 梼原町 島中 擁壁工 39

７箇所 155
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名 渓流名

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　3/5）

所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス なめかわかわ　ほか こうちし　ほか なめがわ　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 行川川　外 高知市　外 行川　外 老朽化対策 218

１箇所 218
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　4/5）

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

こうちし なめかわかわ なめかわだむ

高知県 高知市　 行川川　 行川ダム　 砂防堰堤工 改築　
しまんとちょう のじかわ のじのかわだむ

四万十町 野地川 野地の川ダム 砂防堰堤工 改築　

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



四国地方整備局（高知県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 高知海岸 高知市
こ う ち し

1,379

高知県　計 1,379

備考

令和４年度当初　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費



高知県 （単位：百万円）

海岸メンテナンス事業 松崎海岸 香南市
こ う な ん し

、須崎市
す さ き し

、宿毛市
す く も し

　等
と う

28 ※個別内容については、別紙参照

高知県　計 28

令和４年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



令和４年度当初予算　海岸メンテナンス事業（補助・高知県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村 海岸 施設 備　　　　　考

高知県
香南市、須崎市、宿毛市、中土佐町、
大月町

松崎海岸メンテナンス事業 堤防



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：高知県 （単位：千円）

中部排水区下知ポンプ場大規模雨水
処理施設整備事業

高知市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

924,702 462,351

下知潮江地区大規模雨水処理施設整
備事業

高知市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

48,932 24,466

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 973,634 486,817



高　知　県

都市局



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 高知県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

140,000

高知市 高知市 継続 中心市街地地区 1/2 70,000

598,600

南国市 南国市 継続 南国中央地区 1/2 299,300

519,000

須崎市 須崎市 継続 須崎地区 1/2 259,500

1,510,000

四万十市 四万十市 継続 四万十地区（中村・具同） 1/2 755,000

2,767,600

合計 1,383,800

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:高知県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 高知県 高知県通学路緊急対策推進計画 886

室戸小学校、岡豊小学校、久礼田小学校、大篠小学
校、長岡小学校、北原小学校、下ノ加江小学校、清
水小学校、香我美小学校、野市小学校、片地小学
校、神谷小学校、川内小学校、池川小学校、加茂小
学校、尾川小学校、窪川小学校、米奥小学校、大月
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 土佐市 高知県土佐市通学路緊急対策推進計画 60 高石小学校、新居小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宿毛市 高知県宿毛市通学路緊急対策推進計画 6 小筑紫小学校、平田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 香美市 高知県香美市通学路緊急対策推進計画 3 楠目小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐川町 高知県佐川町通学路緊急対策推進計画 26 佐川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 日高村 高知県日高村通学路緊急対策推進計画 2 日下小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 津野町 高知県津野町通学路緊急対策推進計画 51 葉山小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:高知県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（一）椎名室戸線　浮津工区 室戸市 高知県

（主）前浜植野線　植田～久礼田工区 南国市 高知県

（主）南国インター線　下末松工区 南国市 高知県

（主）南国インター線　大埇工区 南国市 高知県

（主）八幡大津線　常通寺島～中島工区 南国市 高知県

（主）土佐佐川線　甲原工区 土佐市 高知県

一般国道321号　下ノ加江工区 土佐清水市 高知県

（主）足摺岬公園線　津呂工区 土佐清水市 高知県

（主）香北赤岡線　山北工区 香南市 高知県

（主）龍河洞公園線　西野工区 香南市 高知県

（一）山北岸本停車場線　徳王子工区 香南市 高知県

（主）龍河洞公園線　佐古藪工区 香美市 高知県

（主）龍河洞公園線　片地工区 香美市 高知県

一般国道194号　加田工区 いの町 高知県

（主）土佐伊野線　大内工区 いの町 高知県

一般国道439号　土居～田村工区 仁淀川町 高知県

（一）岩目地西佐川停車場線　加茂工区 佐川町 高知県

（一）長者佐川線　本郷耕工区 佐川町 高知県

一般国道381号　大井野～口神ノ川工区 四万十町 高知県

（一）松原窪川線　米奥工区 四万十町 高知県

一般国道321号　弘見工区 大月町 高知県

（市）土佐環状線　高石小工区 土佐市 土佐市

（市）立石池ノ浦中央線　新居小工区 土佐市 土佐市

（市）小筑紫大海線　小筑紫工区 宿毛市 宿毛市

（市）平田線　平田1工区 宿毛市 宿毛市

（市）平田線　平田2工区 宿毛市 宿毛市

高知県香美市通学路緊急対策推進計画 （市）商店街通り線　百石町2丁目工区 香美市 香美市

高知県佐川町通学路緊急対策推進計画 （町）虎杖野柳瀬線　虎杖野工区 佐川町 佐川町

（村）今市石田線　落合工区 日高村 日高村

（村）日下駅前江尻線　木屋ヶ谷工区他 日高村 日高村

（町）樺ノ川線　樺ノ川工区 津野町 津野町

（町）久保川西線　久保川工区 津野町 津野町

（町）姫野々線　姫野々工区 津野町 津野町

高知県津野町通学路緊急対策推進計画

高知県通学路緊急対策推進計画

高知県土佐市通学路緊急対策推進計画

高知県宿毛市通学路緊急対策推進計画

高知県日高村通学路緊急対策推進計画



高 知 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 高知県
地区名 事業名 事業費 備考

高知市 空き家対策総合支援事業 243,710
室戸市 空き家対策総合支援事業 21,160
安芸市 空き家対策総合支援事業 23,600
南国市 空き家対策総合支援事業 38,500
土佐市 空き家対策総合支援事業 35,000
須崎市 空き家対策総合支援事業 28,578
宿毛市 空き家対策総合支援事業 10,838
土佐清水市 空き家対策総合支援事業 104,016
四万十市 空き家対策総合支援事業 111,304
香南市 空き家対策総合支援事業 30,864
香美市 空き家対策総合支援事業 38,980
東洋町 空き家対策総合支援事業 30,000
奈半利町 空き家対策総合支援事業 8,000
田野町 空き家対策総合支援事業 56,600
安田町 空き家対策総合支援事業 31,508
北川村 空き家対策総合支援事業 27,000
馬路村 空き家対策総合支援事業 9,324



芸西村 空き家対策総合支援事業 18,766
本山町 空き家対策総合支援事業 12,190
大豊町 空き家対策総合支援事業 43,096
土佐町 空き家対策総合支援事業 10,880
いの町 空き家対策総合支援事業 22,500
仁淀川町 空き家対策総合支援事業 30,972
中土佐町 空き家対策総合支援事業 15,000
佐川町 空き家対策総合支援事業 11,872
越知町 空き家対策総合支援事業 6,150
梼原町 空き家対策総合支援事業 46,500
日高村 空き家対策総合支援事業 53,292
津野町 空き家対策総合支援事業 61,212
四万十町 空き家対策総合支援事業 125,234
大月町 空き家対策総合支援事業 74,226
三原村 空き家対策総合支援事業 40,000
黒潮町 空き家対策総合支援事業 138,666

1,559,538合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 高知県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 655,919
655,919合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

高知県
高知県
高知県重 要 港 湾 高 知 高 知 県 小 計 1,000
高知県 直 轄 1,000
高知県
高知県 須 崎 高 知 県 小 計 284
高知県 直 轄 284
高知県
高知県 宿 毛 湾 高 知 県 小 計 186
高知県 直 轄 186
高知県
高知県地 方 港 湾 室 津 高 知 県 小 計 639 避難港
高知県 直 轄 639 避難港
高知県
高知県統 合 補 助 統 合 補 助 高 知 県 小 計 51
高知県 補 助 51
高知県
高知県

2,160

港湾管理者

高 知 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計

港　　格　　等 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

津 波 対 策 高 知 高 知 県 小 計 2,035

直 轄 1,575

補 助 460

奈 半 利 高 知 県 小 計 200

補 助 200

老 朽 化 対 策 須 崎 高 知 県 小 計 2

補 助 2

佐 喜 浜 高 知 県 小 計 1

補 助 1

久 礼 高 知 県 小 計 2

補 助 2

2,240

高 知 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名 海岸管理者
令和4年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

合　　　　計



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 317 庁舎改修、無線施設整備、気象施設整備等

羽 田 47,275
人工地盤整備、空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改
良、誘導路改良、エプロン改良、建築施設整備、無線施設整備、照明施設
整備、気象施設整備、教育施設・住宅防音工事補助等

新 潟 3,763
浸水対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,863
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、気象施
設整備等

高 松 566 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

松 山 1,578
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 3,277 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

福 岡 27,456
滑走路増設、CIQ施設整備、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施
設・住宅防音工事補助等

北 九 州 448 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 3,217 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

熊 本 3,356 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

大 分 1,771
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 3,979
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整
備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

鹿 児 島 1,673
誘導路新設、浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備、住宅防音工事補助等

成 田 2,224 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備、環境整備事業等

中 部 881 庁舎改修、無線施設整備等

関 西 2,598 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 2,165 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 613
滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備等

山 形 242 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 94 浸水対策、無線施設整備等

青 森 525 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、気象施設整備等

花 巻 935 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

大 館 能 代 562 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

地 方 管 理 空 港

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 450 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備

福 島 719 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備等

富 山 301 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

能 登 51 滑走路端安全区域整備、耐震対策、無線施設整備

福 井 98 無線施設整備、気象施設整備

松 本 110 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

静 岡 430 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

神 戸 335 浸水対策、無線施設整備等

南 紀 白 浜 299 滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良等

鳥 取 181 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

出 雲 908 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 1,571 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備

岡 山 130 無線施設整備等

佐 賀 578 滑走路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 224 照明施設整備等

百 里 154 無線施設整備等

小 松 504 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、照明施設整備等

美 保 758 エプロン改良、照明施設整備等

岩 国 71 浸水対策等

徳 島 251 浸水対策、滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,692
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

稚 内 140 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

釧 路 563 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

函 館 1,872
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施
設整備、移転補償等事業等

旭 川 1,176 誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,080 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 118 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 63 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 97 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

紋 別 76 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

女 満 別 167 庁舎改修、無線施設整備等

札 幌 253 滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 78 耐震対策、無線施設整備

新 島 13 無線施設整備

神 津 島 13 無線施設整備

三 宅 島 204 無線施設整備

八 丈 島 398 無線施設整備

隠 岐 14 無線施設整備

対 馬 159 無線施設整備、照明施設整備

福 江 109 庁舎改修、無線施設整備

小 値 賀 6 照明施設整備

上 五 島 6 照明施設整備

壱 岐 3 浸水対策

種 子 島 100 滑走路端安全区域整備

屋 久 島 122 気象施設整備

（奄美）

奄 美 154 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備

喜 界 200 滑走路改良

徳 之 島 423 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

那 覇 9,572
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

南 大 東 137 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

宮 古 113 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等

4 / 4 
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



令和４年度予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 2,195 1.329

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

22 724 2.488

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

16 461 1.138

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

16 1,770 2.805

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

29 759 2.040

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

27 2,586 1.268

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

53 1,860 2.934

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

53 2,343 1.532

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

17 596 1.669

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

11 618 2.888

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

16 2,390 0.623

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

12 771 0.543

合　　　　　　　　計 271　※ 17,075 1.276

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。
※管区間等の重複事業箇所２箇所減算。

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

松前港船舶交通安全基盤整備事業(北海道) 1
恵山岬船舶交通安全基盤整備事業 1
葛登支岬船舶交通安全基盤整備事業 1
蛯谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
札刈漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
弁慶岬船舶交通安全基盤整備事業 1
襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1
室蘭港船舶交通安全基盤整備事業 1
十勝大津船舶交通安全基盤整備事業 1
釧路港船舶交通安全基盤整備事業 1
焼尻島船舶交通安全基盤整備事業 1
増毛港船舶交通安全基盤整備事業 1
鴛泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1
石埼船舶交通安全基盤整備事業 1
能取岬船舶交通安全基盤整備事業 1
紋別船舶交通安全基盤整備事業 1
登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
落石岬船舶交通安全基盤整備事業 1
納沙布岬船舶交通安全基盤整備事業 1
苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 22
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1
高野埼船舶交通安全基盤整備事業 1
大間港船舶交通安全基盤整備事業 1
三厩漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八木港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
長渡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
気仙沼港船舶交通安全基盤整備事業 1
入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
小良ケ浜船舶交通安全基盤整備事業 1
塩屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1
勝浦船舶交通安全基盤整備事業 1
大原漁港船舶交通安全基盤整備事業(千葉県) 1
浜行川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
太東漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1
川奈埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊豆岬船舶交通安全基盤整備事業 1
稲取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
第二海堡船舶交通安全基盤整備事業 1
三崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
福江港船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
栄生漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
角石船舶交通安全基盤整備事業 1
錦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
甫母漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦中ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
桃取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥羽港船舶交通安全基盤整備事業 1
的矢港船舶交通安全基盤整備事業 1
退治埼八十島船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
一色港沖船舶交通安全基盤整備事業 1
東ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
錦波カブリ船舶交通安全基盤整備事業 1
長島イ島船舶交通安全基盤整備事業 1
尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1
宿田曾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
住吉ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
カツオビラシ船舶交通安全基盤整備事業 1
吉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
丸山出シ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 29
五 大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

佐野漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
下荘漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
育波漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
湊港船舶交通安全基盤整備事業 1
津名港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
坊勢漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
雑賀埼船舶交通安全基盤整備事業 1
足摺岬船舶交通安全基盤整備事業 1
奈半利港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤岡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
室戸岬漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐喜浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1
洲本沖船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
垂水漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
播磨灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
堺漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
文里港船舶交通安全基盤整備事業 1
田辺灘島船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 27
六 広島港船舶交通安全基盤整備事業 1

六島船舶交通安全基盤整備事業 1
高島漁港船舶交通安全基盤整備事業(岡山県) 1
柱島港船舶交通安全基盤整備事業 1
久賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
大多府島船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島漁港船舶交通安全基盤整備事業(広島県) 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
山口港船舶交通安全基盤整備事業 1
地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
高松港船舶交通安全基盤整備事業 1
庵治白石礁船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
松山港船舶交通安全基盤整備事業 1
汐出磯船舶交通安全基盤整備事業 1
油トリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
今治港船舶交通安全基盤整備事業 1
ウズ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
鹿川港船舶交通安全基盤整備事業 1
大畠航路船舶交通安全基盤整備事業 1
広島湾船舶交通安全基盤整備事業 1
大砠船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
小アジワ島船舶交通安全基盤整備事業 1
備後灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
ワンワン瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
馬立ノ鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
城出シ磯船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
宇多津港船舶交通安全基盤整備事業 1
詫間港船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
薑鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
オーソノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島甲埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄港船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄東港船舶交通安全基盤整備事業 1
百尋磯船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横枕礁船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東予港船舶交通安全基盤整備事業 1
坂手港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
七 佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑後川沖船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
角島港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑前相ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
志賀島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
戸ヶ里漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
両開漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
呼子港船舶交通安全基盤整備事業 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
崎瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
平戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
田助漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
前津吉漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小田助瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
上県船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1
亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小祝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関港船舶交通安全基盤整備事業 1
津久見港船舶交通安全基盤整備事業 1
保戸島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大分港船舶交通安全基盤整備事業 1
深川湾船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
長門水島船舶交通安全基盤整備事業 1
海士ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
一ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
オノマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
地ノ島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
博多港船舶交通安全基盤整備事業 1
日比水道北曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
姫島曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
ワリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
樺島水道楫懸船舶交通安全基盤整備事業 1
金剛曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
柱瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
五島神浦出シ東船舶交通安全基盤整備事業 1
干切瀬沖船舶交通安全基盤整備事業 1
片島水道中ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
臼ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ六ツ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
安岐埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
長瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
入津船舶交通安全基盤整備事業 1
備前碆船舶交通安全基盤整備事業 1
豊後大瀬船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
網代漁港船舶交通安全基盤整備事業(鳥取県) 1
出雲日御碕船舶交通安全基盤整備事業 1
麦山鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
大社漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
西郷港姫島船舶交通安全基盤整備事業 1
泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宇竜漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
温泉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖俎岩船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
中海大グリ船舶交通安全基盤整備事業 1
中海丸グリ船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 17
九 粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1
佐渡大埼船舶交通安全基盤整備事業 1
姫津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
椎泊漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1
禄剛埼船舶交通安全基盤整備事業 1
鵜浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
金沢港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11



管区 事業箇所名 事業箇所数
十 三角港船舶交通安全基盤整備事業 1

宮田漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
貝場漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
佐多岬船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業（鹿児島県出水市） 1
竜郷港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深港船舶交通安全基盤整備事業 1
水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1
熊本港船舶交通安全基盤整備事業 1
田浦七ッ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
八代港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
古仁屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
十一 那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

粟国島船舶交通安全基盤整備事業 1
伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1
久米島船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1
津堅島船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
合　　　　計 271※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算





令和４年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

高知県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 宿毛海上保安署 宿毛市 5 新営事業

土佐清水海上保安署 土佐清水市 5 新営事業

合　　計 9

※各箇所の計数は単位未満四捨五入のため、合計において合致しない。



高 知 県

不動産・建設経済局



高知県

事業費

13.960

10.866

高知県 24.826計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 安芸市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 東洋町

事業名 事業主体 備考

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

（単位：百万円）



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（高知県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

高知県の河川における良好な河
川環境の再生に向けた推進

高知県 25,000 

世界初の営業運行となるDMVを軸
とした観光による徳島県南部及
び高知県東部地域活性化計画

高知県 45,450 

高知県の公園整備 高知県,高知市,日高村,宿毛市 83,900 

高知県の公衆衛生を向上させ、
水環境を守る下水道事業（重点
計画）

南国市,香南市,香美市,いの町,安芸市,四万
十市,越知町,高知県

194,000 

高知県における安全・安心なす
まいづくり・まちづくりと活力
ある地域づくり(第二期）

馬路村,佐川町,高知市,室戸市,土佐市,須崎
市,芸西村,四万十町,黒潮町,田野町,土佐
町,中土佐町,越知町,日高村,津野町,大月
町,高知県,安芸市,南国市,土佐清水市,四万
十市,香美市,奈半利町,いの町,梼原町,宿毛
市,香南市,仁淀川町,東洋町,安田町

768,032 

活力ある土佐のみなとづくり
（重点）

高知県 240,000 

活力ある土佐のみなとづくり 高知県 48,000 

１．産業と県民の暮らしを支え
る道づくり

高知県,室戸市,安芸市,奈半利町,安田町,芸
西村,南国市,香南市,香美市,本山町,土佐
町,大川村,高知市,土佐市,いの町,日高村,
越知町,佐川町,仁淀川町,中土佐町,梼原町,
津野町,四万十町,四万十市,黒潮町,宿毛市,
大月町,土佐清水市

2,392,340 

２　市街地における安全・安心
で快適に暮らせる都市環境づく
り

高知県,南国市 62,500 

健やかでいきいきとした快適な
くらしの実現に向けた下水道事
業（重点計画）

高知市 575,000 

健やかでいきいきとした快適な
くらしの実現に向けた下水道事
業【第2期】

高知市 25,685 



（高知県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

篠原地区における安全・安心・
快適な生活空間の創出（重点）

南国市 43,000 

4,502,907 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（高知県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

高知県における土砂災害警戒区
域等の指定による土砂災害対策
の推進（Mission「０」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ）【第２期】（防災・安全）

高知県 4,000 

高知県における流域一体となっ
た総合的な浸水対策の推進（防
災・安全）

高知県,日高村 178,000 

第２期　南海地震に備えた下水
道の地震・津波対策事業（防
災・安全）

安芸市,南国市,須崎市,宿毛市,四万十市,香
南市,香美市,東洋町,いの町,越知町,梼原
町,高知県,芸西村,四万十町

591,273 

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）

高知県,高知市,香美市 1,977,085 

人と自然を結ぶ土佐のコースト
ライン【第2期】（防災・安全）

高知県 162,000 

海と暮らす土佐の海岸づくり
【第2期】（防災・安全）

高知県 461,700 

高知県における住宅・建築物の
防災性の向上による住民の安
全・安心の確保（防災・安全）
(第二期）

高知県,高知市,室戸市,安芸市,南国市,土佐
市,須崎市,宿毛市,土佐清水市,四万十市,香
南市,香美市,東洋町,奈半利町,田野町,安田
町,北川村,馬路村,芸西村,本山町,大豊町,
土佐町,大川村,いの町,仁淀川町,中土佐町,
佐川町,越知町,梼原町,日高村,津野町,四万
十町,大月町,三原村,黒潮町

1,127,746 

安全・安心な土佐のみなとづく
り（防災・安全）（重点）

高知県 121,000 

安全・安心な土佐のみなとづく
り（防災・安全）

高知県 111,000 

１．安全で安心な公園整備の推
進（防災・安全）（第２期）

高知県,高知市,土佐清水市,四万十市,安芸
市

177,390 

高知県における総合的な土砂災
害対策の推進「犠牲者ゼロを目
指す対策」（Mission「０」ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ）　【第３期】　（防災・
安全）

高知県 562,485 

2．都市公園における長寿命化対
策の推進（防災・安全）

高知県,四万十市,土佐清水市,高知市 110,000 



（高知県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

高知県における総合的な土砂災
害対策の推進「犠牲者ゼロを目
指す対策」（Mission「０」ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ）　【第３期】　（防災・
安全）(重点）

高知県 321,525 

４．通学路の要対策箇所におけ
る安全・安心の確保（第２期）
（防災・安全）

高知県,東洋町,安芸市,奈半利町,田野町,安
田町,南国市,香美市,高知市,土佐市,いの
町,佐川町,須崎市,津野町,四万十町,四万十
市,黒潮町,土佐清水市

548,834 

６．災害に負けない強靱な土佐
の道づくり（防災・安全）

高知県,香南市,大川村,高知市,日高村,津野
町,四万十町,宿毛市

2,075,447 

１．大規模自然災害に備え、県
民の命と暮らしを守る道づくり
（防災・安全）（第２期）

高知県,高知市,室戸市,安芸市,南国市,土佐
市,須崎市,四万十市,香美市,東洋町,奈半利
町,田野町,安田町,北川村,馬路村,芸西村,
土佐町,いの町,佐川町,越知町,梼原町,日高
村,津野町,四万十町,大月町,三原村,黒潮町

4,485,894 

第２期　南海地震に備えた下水
道の地震・津波対策事業（防
災・安全）（重点計画）

南国市,香南市,香美市,中土佐町,四万十町,
高知県,安芸市,越知町

37,550 

自然災害に備え安全・安心のま
ちづくり　（防災・安全）【第2
期】

高知市 1,025,855 

旭駅周辺地区の安全・安心まち
づくり（重点）（防災・安全）

高知市,高知県 363,360 

室戸市南海トラフ巨大地震等に
よる大規模災害に強い地域づく
りの推進(第2期)（防災・安全）

室戸市 4,000 

安芸市災害に強いまちづくりの
推進（防災・安全）

安芸市 2,118 

安芸市災害に負けない安全・安
心のまちづくりの推進(第２
期)(防災・安全)

安芸市 348,500 

南国市災害に強いまちづくりの
推進（第2期）（防災・安全）

南国市 800 

災害に備えたまちづくりのため
の下水道事業（防災・安全）

須崎市 130,000 

須崎市災害に強いまちづくりの
推進（第2期）（防災・安全）

須崎市 16,000 



（高知県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

須崎市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

須崎市 3,330 

宿毛市災害に備えた安心安全な
まちづくりの推進（防災・安
全）

宿毛市 9,630 

宿毛市南海トラフ地震等広域災
害に備えた誰もが安全安心に暮
らせる地域づくりの推進（防
災・安全）

宿毛市 3,150 

土佐清水市災害に強いまちづく
りの推進（防災・安全）

土佐清水市 3,510 

四万十市災害に強いまちづくり
の推進（第２期）（防災・安
全）

四万十市 26,600 

香南市災害に備えた安心安全な
まちづくりの推進（第２期）
（防災・安全）

香南市 12,700 

北川村南海トラフ地震等の広域
災害に備えた誰もが安全安心に
暮らせる地域づくりの推進（防
災・安全）

北川村 1,674 

馬路村災害に強いむらづくりの
推進(防災・安全)

馬路村 1,800 

いの町災害に強いまちづくりの
推進（第２期）（防災・安全）

いの町 4,300 

いの町大規模地震に備えたまち
づくりの推進（防災・安全）

いの町 2,250 

佐川町災害に強いまちづくりの
推進（防災・安全）

佐川町 1,712 

梼原町災害に弱い地域が生き残
るための防災まちづくり（第2
期）（防災・安全）

梼原町 7,000 

梼原町災害に強いまちづくりの
推進（防災・安全）

梼原町 1,800 

津野町災害に強いまちづくりの
推進（防災・安全）

津野町 2,000 



（高知県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

津野町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

津野町 1,800 

四万十町宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

四万十町 1,800 

三原村災害に強い村づくり計画
（防災・安全）

三原村 1,800 

黒潮町防災子ども安全まちづく
りの推進（重点）（防災・安
全）

黒潮町 10,000 

黒潮町災害に強いまちづくりの
推進（防災・安全）

黒潮町 2,700 

15,043,118 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


