
高 知 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　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 350　 南国市
な ん こ く し

、香南市
こ う な ん し

仁淀川 仁淀川 一般河川改修事業 630　 土佐市
と さ し

、いの町
ちょう

渡川 四万十川 一般河川改修事業 400　 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 620　 日高村
ひだかむら

物部川 物部川 河川維持修繕事業 474　 香美市
か み し

～河口
か こ う

仁淀川 仁淀川 河川維持修繕事業 1,048　 いの町
ちょう

、日高村
ひだかむら

～河口
か こ う

渡川 四万十川 河川維持修繕事業 981　 四万十市
し ま ん と し

～河口
か こ う

（※）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。



令和元年度補正予算　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

仁淀川 日下川 床上浸水対策特別緊急事業 100　 日高村
ひだかむら

仁淀川 宇治川 床上浸水対策特別緊急事業 50　 いの町
ちょう

仁淀川 日下川 大規模特定河川事業 86　 日高村
ひだかむら



高知県

　令和元年度補正予算補助ダム事業
（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。

( 37)

河川整備事業費 36 

　河川総合開発事業費補助

( 37)

　　建 設 工 事 36 

( 37)

春遠ダム 36 生活貯水池

事項 ダム名 備　　　　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（高知県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう すいしゃだに すいしゃだにさぼうえんていかいちく あがわぐん いのちょう わきのやま

四国山地砂防 砂防 吉野川水系 吉野川上流 水車谷 水車谷砂防堰堤改築 吾川郡 いの町 脇ノ山 砂防堰堤工 250
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 吉野川上流 井尻 井尻山腹工 土佐郡 土佐町 井尻 山腹工 100
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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 281
よしのがわすいけい みなみこがわ さかいたにかわ 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

吉野川水系 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 260
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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 260

合計 ５箇所 1,151

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）

備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（高知県　２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

なはりがわすいけい なはりがわ おおたにがわ おおたにがわさぼうえんていぐん あきぐん きたがわむら ひらなべ

四国山地砂防 特定緊急砂防 奈半利川水系 奈半利川 大谷川 大谷川砂防堰堤群 安芸郡 北川村 平鍋 砂防堰堤工 100

合計 １箇所 100

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）

備　考



令和元年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（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 しゅうすいせいこう

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 集水井工

ひょうめんはいすいろこう

表面排水路工 20

１箇所 20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 せとがたにがわ あきぐん やすだちょう ないきょうぼう さぼうえんていこう

砂防等事業 安田川 セトガ谷川 安芸郡 安田町 内京坊 砂防堰堤工 100

1箇所 100

令和元年度　第１次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　1/1）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



四国地方整備局（高知県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 高知海岸 高知市
こ う ち し

、南国市
な ん こ く し

520

高知県　計 520

令和元年度第１次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（高知県１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわすいけい 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

四国山地砂防 砂防 吉野川水系 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 186

合計 １箇所 186

工　種
事業費
（百万円）

備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名


