
高 知 県

水管理・国土保全局



令和２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 227　 南国市
な ん こ く し

、香美市
か み し

仁淀川 仁淀川 一般河川改修事業 1,063　 土佐市
と さ し

渡川 四万十川 一般河川改修事業 845　 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 6,384　 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 60　 土佐市
と さ し

吉野川 総合水系環境整備事業 133　
≪徳島県

とくしまけん

≫鳴門市
な る と し

、藍住
あいずみ

町
ちょう

≪高知県
こ う ち け ん

≫土佐町
と さ ち ょ う

仁淀川 総合水系環境整備事業 17　 日高村
ひ だ か む ら

渡川 総合水系環境整備事業 96　 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２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

仁淀川 日下川 床上浸水対策特別緊急事業 728　 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 544　 いの町
ちょう

国分川
下田川

国分川、舟入川
下田川、介良川

事業間連携河川事業 4,430　 高知市
こ う ち し

吉野川 地蔵寺川 大規模特定河川事業 110　 土佐町
と さ ち ょ う

仁淀川 日下川 大規模特定河川事業 130　 日高村
ひだかむら

安芸川 安芸川 大規模特定河川事業 64　 安芸市
あ き し

国分川 志奈弥川 大規模特定河川事業 60　 高知市
こ う ち し



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 620 661

渡川中筋川ダム 102 117

水資源開発事業 吉野川早明浦ダム再生 414 620



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。

( 836)

河川整備事業費 804 

　河川総合開発事業費補助

( 836)

　　建設工事 804 

( 360)

和食ダム 343 

( 476) 春遠第１ダム、春遠第2ダム

春遠ダム 461 生活貯水池

事項 備　　　　考ダム名



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（高知県　１／３）
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 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 吉野川水系 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

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 324
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 167
よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう てんじんだに てんじんだにさぼうえんてい あがわぐん いのちょう わきのやま

吉野川水系 吉野川上流 天神谷 天神谷砂防堰堤 吾川郡 いの町 脇ノ山 砂防堰堤工 165
よしのがわすいけい 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 ながさわ

吉野川水系 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 146
よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう つえだにがわ つえだにさんぷくこう とさぐん おおかわむら かわさき

吉野川水系 吉野川上流 つえ谷川 つえ谷山腹工 土佐郡 大川村 川崎 山腹工 5
よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう おおきたがわ 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

吉野川水系 吉野川上流 大北川 大北谷砂防堰堤 土佐郡 大川村 大北川 砂防堰堤工 5
よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう いのかわたに 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

吉野川水系 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
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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
よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう よもぎだに よもぎだにさぼうえんてい とさぐん とさちょう かわなろ

吉野川水系 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 309
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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 4
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 うりゅうの

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 330
よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう やどころだに やどころだにうしさぼうえんてい ながおかぐん もとやまちょう やどころ

吉野川水系 吉野川上流 屋所谷 屋所谷右支砂防堰堤 長岡郡 本山町 屋所 砂防堰堤工 41
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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 288
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 90
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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 8

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



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（高知県　２／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

よしのがわすいけい 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

四国山地砂防 砂防 吉野川水系 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 5
よしのがわすいけい みなみこがわ はいのきょうだに はいのき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

吉野川水系 南小川 ハイノキョウ谷 ハイノキョウ谷砂防堰堤 長岡郡 大豊町 西峯 砂防堰堤工 124
砂防

合計 ２０箇所 2,036
よしのがわすいけい 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 吉野川水系 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 346
よしのがわすいけい 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

吉野川水系 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 195
よしのがわすいけい よしのがわじょうりゅう くりのきがわしせん くりのきか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

吉野川水系 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 90
特定緊急砂防

合計 ３箇所 631

合計 ２３箇所 2,667

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



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（高知県　３／３）
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 1,060

合計 １箇所 1,060

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



令和2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 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

よこ　　　　　　　　　　　こう

横ボーリング工 336

１箇所 336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 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

砂防等事業 吉野川 柳野谷川 長岡郡 大豊町 柳野 砂防堰堤工 38
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 83
さかもとがわ すさきし うらのうちはいがた さぼうえんていこう

坂本川 須崎市 浦ノ内灰方 砂防堰堤工 95
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 103
やすだがわ              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

安田川 セトガ谷川 安芸郡 安田町 内京坊 砂防堰堤工 43
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 さぼうえんていこう

仁淀川 上能津谷川 高岡郡 日高村 本村 砂防堰堤工 33
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

安田川 下町谷川 安芸郡 安田町 安田 砂防堰堤工 43
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 33
ものべかわ よしのたにかわ かみし よしの さぼうえんていこう

物部川 吉野谷川(１) 香美市 吉野 砂防堰堤工 18
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 19

１０箇所 504

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　1/4）

合計

事業区分 所在地水系名 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 よしのがわ さがやま ながおかぐん おおとよちょう さがやま よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 吉野川 佐賀山 長岡郡 大豊町 佐賀山 横ボーリング工 25
よしのがわ かわい ながおかぐん おおとよちょう かわい よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 川井 長岡郡 大豊町 川井 横ボーリング工 25
よしのがわ 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 よこ　　　　　　　　　　　こう

吉野川 南大王 長岡郡 大豊町 南大王 横ボーリング工 24
よしのがわ ひうらした ながおかぐん おおとよちょう ひうら 　　　　　　　　　こう

吉野川 日浦下 長岡郡 大豊町 日浦 アンカー工 93
によどがわ 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

仁淀川 谷ノ内 高岡郡 越知町 谷ノ内 集水井工 85
によどがわ 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

仁淀川 楠神 高岡郡 越知町 楠神 集水井工 25
によどがわ ゆのき たかおかぐん おちちょう ゆのき よこ　　　　　　　　　　　こう

仁淀川 柚ノ木 高岡郡 越知町 柚ノ木 横ボーリング工 35
によどがわ ちょうじゃ あがわぐん によどかわちょう ちょうじゃ よこ　　　　　　　　　　　こう

仁淀川 長者 吾川郡 仁淀川町 長者 横ボーリング工 35

８箇所 347

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　2/4）



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 けらこう こうちし けら まちうけようへきこう

砂防等事業 介良甲 高知市 介良 待受擁壁工 46
なきり こうちし はるのちょうこうどの まちうけようへきこう

菜切 高知市 春野町甲殿 待受擁壁工 10
のくぼ あがわぐん いのちょう のくぼ まちうけようへきこう

野久保 吾川郡 いの町 野久保 待受擁壁工 67
いのくぼ ながおかぐん もとやまちょう いのくぼ まちうけようへきこう

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

広瀬 吾川郡 いの町 下八川甲 待受擁壁工 24
くまだ たかおかぐん さかわちょう くまだ まちうけようへきこう

久万田 高岡郡 佐川町 久万田 待受擁壁工 27
もりがさき たかおかぐん さかわちょう もりがさき まちうけようへきこう

森ヶ崎（1） 高岡郡 佐川町 森ヶ崎 待受擁壁工 36
うのえ しまんとし うのえ まちうけようへきこう

鵜ノ江 四万十市 鵜ノ江 待受擁壁工 24
うのえかみ しまんとし うのえ まちうけようへきこう

鵜ノ江上 四万十市 鵜ノ江 待受擁壁工 5
ながのした とさしみずし しものかえ まちうけようへきこう

長野下（2） 土佐清水市 下ノ加江 待受擁壁工 54

１０箇所 311
※急傾斜の事業費は補助基本額である

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（高知県　3/4）



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 わたりかわ かわぬしたにかわ たかおかぐん ゆすはらちょう にしのかわ けいりゅうほぜんこう

砂防事業 渡川 河主谷川 高岡郡 梼原町 西の川 渓流保全工 25

１箇所 25

事業区分 水系名 渓流名 所在地

令和２年度　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（高知県　4/4）

合計



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

1,814

高知県　計 1,814

令和２年度　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 備考事業費



令和２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）

464,450 232,225

計 464,450 232,225

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



高知県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

A1-1-1高知地区地震・高潮対
策河川事業（久万川）

15,000

A1-2-1鏡川特定構造物改築
事業（廓中堰）

3,000

A1-2-2鏡川特定構造物改築
事業（鏡川堰）

3,000

A1-2-4下田川特定構造物改
築事業（下田川排水機場）

123,000

A1-2-5本江田川特定構造物
改築事業（本江田川排水機
場）

2,000

A1-2-6和食川特定構造物改
築事業（和食川水門）

87,000

A1-2-7後川特定構造物改築
事業（後川水門）

50,000

A1-2-8新川川特定構造物改
築事業（新川川甲殿水門）

1,000

A1-2-9香宗川特定構造物改
築事業（香宗川水門）

6,000

A1-2-10舟入川特定構造物改
築事業（鹿児第二排水機場）

2,000

A1-2-11江ノ口川特定構造物
改築事業（江ノ口川排水機場）

11,000

A1-2-12松田川特定構造物改
築事業（河戸堰）

3,000

A1-2-13舟入川特定構造物改
築事業（鹿児川排水機場）

1,000

B1-1-1高知地区地震・高潮対
策河川事業（舟入川）

高知市 12,000

A2-1-1永瀬ダム貯水池保全
事業

12,700

A2-2-1鏡ダム貯水池保全事
業

9,300

A2-2-2鏡ダム堰堤改良事業 24,600 12,000

A2-3ｰ1高知西部圏域総合流
域防災事業（坂本ダム）

3,300

A2-4-1以布利川ダム堰堤改
良事業

11,200

A2-1-3永瀬ダム堰堤改良事
業

4,900

A2-2-3鏡ダム堰堤改良事業 12,000

A2-1-2永瀬ダム堰堤改良事
業

30,000 30,000

427,000 42,000

1,339,000 1,156,000

1,766,000 1,198,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
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）緊急対策

小計

[一般計画]
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）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

高知県

福岡県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



高知県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

14,000

14,000 0

[一般計画]　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

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



高知県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

十二所谷川通常砂防事業 31,250 31,125

城山谷川支川通常砂防事業 36,250

瀬戸ヶ谷川通常砂防事業 2,250

汐満川2通常砂防事業 36,250

伊与喜谷川3通常砂防事業 26,250 26,250

フドウ滝谷川通常砂防事業 26,250

中島谷川通常砂防事業 21,250

本山川通常砂防事業 35,000

超願寺谷川1通常砂防事業 6,250

超願寺谷川2通常砂防事業 6,250

黒石川通常砂防事業 6,250

緊急改築事業（東部圏域） 120,000

緊急改築事業(吉野川上流圏
域）

42,500

緊急改築事業(中部圏域） 30,500

緊急改築事業(西部圏域） 141,000

上間下急傾斜地崩壊対策事
業

9,000

寺内急傾斜地崩壊対策事業 14,375

東境急傾斜地崩壊対策事業 9,000

寺ヶ谷急傾斜地崩壊対策事
業

22,500

谷地東（上）急傾斜地崩壊対
策事業

1,425

長沢（西）急傾斜地崩壊対策
事業

11,250

奈呂（久保）急傾斜地崩壊対
策事業

14,250

大八十急傾斜地崩壊対策事
業

14,000

南込山（北）急傾斜地崩壊対
策事業

22,500

南込山（南）急傾斜地崩壊対
策事業

15,200

西山急傾斜地崩壊対策事業 14,250

森ヶ崎（２）急傾斜地崩壊対策
事業

16,000

大崎(1)－1急傾斜地崩壊対策
事業

7,600

大崎(1)－2急傾斜地崩壊対策
事業

18,000

久喜急傾斜地崩壊対策事業 9,000

吉野急傾斜地崩壊対策事業 5,450 5,450

中平（２工区）急傾斜地崩壊対
策事業

950

弥生町急傾斜地崩壊対策事
業

8,000

高知県[重点計画]
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）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費



内京坊急傾斜地崩壊対策事
業

7,125

細川急傾斜地崩壊対策事業 4,750

飯母急傾斜地崩壊対策事業 7,125

長寿命化計画策定 7,500

806,750 62,825

562,275 103,175

4,000

1,373,025 166,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　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「犠牲者ゼロを
目指す対策」（Mission「０」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）　【第２期】　（防災・安全）

小計

[一般計画]　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）

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



SP作成イメージ

高知県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

新田海岸高潮対策事業 155,000 155,000

鹿岡海岸他９海岸津波・高潮
危機管理対策緊急事業

28,000 0

河川海岸海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

2,000 0

185,000 155,000

328,000 130,000

513,000 285,000

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
海と暮らす土佐の海岸づくり【第２期】（防災・安全）

高知県

小計

[一般計画]　人と自然を結ぶ土佐のコーストライン【第２期】（防災・安全）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。



高知県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
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

371,764 23,260

香南市 63,500 39,960

四万十町 80,250 56,150

高知県 31,800 0

計 175,550 96,110

[一般計画]　自然災害に備え安全・安心のまちづくり（防災・安全） 高知市 837,225 93,000

[一般計画]　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 51,000 0

[重点計画]
いの町再度災害防止に向けた下水道の浸水対策（防災・安全）（重点）

いの町 72,475 50,545

1,508,014 262,915

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

[重点計画]
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）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



高知県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

香南市 75,000 0

香美市 74,000 0

いの町 75,000 0

四万十市 15,000 0

高知県 17,500 0

計 256,500 0

[重点計画]　高知県の再生可能エネルギーを促進する下水道事業（重点計画） 高知県 548,000 0

[一般計画]　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 高知市 10,000 0

[重点計画]
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 455,000 0

1,269,500 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

計画名 事業実施主体

想定国費

合計

[重点計画]
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）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]


