
高 知 県

水管理・国土保全局



令和2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 260　
かみし こうなんし

香美市、香南市

仁淀川 仁淀川 一般河川改修事業 830　
こうちし

高知市

渡川 四万十川 一般河川改修事業 1,965　
しまんとし

四万十市

仁淀川 仁淀川 床上浸水対策特別緊急事業 2,000　
ひだかむら

日高村

物部川 物部川 河川維持修繕事業 221　
かみし かこう

香美市～河口

仁淀川 仁淀川 河川維持修繕事業 214　
ちょう ひだかむら かこう

いの町、日高村～河口

渡川 四万十川 河川維持修繕事業 361　
しまんとし かこう

四万十市～河口

（※）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 大規模特定河川事業 80　
ひだかむら

日高村

安芸川 安芸川 大規模特定河川事業 40　
あ き し

安芸市

国分川 志奈弥川 大規模特定河川事業 40　
こ う ち し

高知市



高知県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 渡川中筋川ダム 130

渡川横瀬川ダム 80

水資源開発事業 吉野川早明浦ダム再生 50

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



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 しもなかぎり しもなかぎりさんぷくこう とさぐん おおかわそん なかぎり

四国山地砂防 砂防 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 200
よしのがわ よしのがわじょうりゅう あからぎだにがわ あからぎだにさぼうえんてい とさぐん おおかわそん ふなと

吉野川 吉野川上流 アカラギ谷川 アカラギ谷砂防堰堤 土佐郡 大川村 船戸 砂防堰堤工 180
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 124
よしのがわ よしのがわじょうりゅう かみのどい かみのどいさぼうえんてい とさぐん とさちょう どい

吉野川 吉野川上流 上ノ土居 上ノ土居砂防堰堤 土佐郡 土佐町 土居 砂防堰堤工 46
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 うりゅうの

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 170

合計 5 箇所 720

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（高知県　１／１）

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２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 43

１箇所 43

所在地

合計



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 によどかわ 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

砂防等事業 仁淀川 谷ノ内 高岡郡 越知町 谷ノ内 集水井工 50

1箇所 50合計

令和２年度　第３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）

所在地事業区分 水系名 箇所名



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 土佐市
と さ し

、高知市
こ う ち し

、南国市
な ん こ く し

290

高知県　計 290

令和2年度第3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2年度補正予算（ゼロ国債）　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

仁淀川 仁淀川 一般河川改修事業 400　
とさし こうちし

土佐市、高知市

渡川 四万十川 一般河川改修事業 250　
しまんとし

四万十市

（※）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。



防災・安全交付金（河川事業）

高知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

A1-2-10舟入川特定構造物
改築事業（鹿児第二排水機

1,000

A1-2-4下田川特定構造物
改築事業（下田川排水機場）

13,000

A1-2-7後川特定構造物改
築事業（後川水門）

21,000

A1-2-13舟入川特定構造物
改築事業（鹿児川排水機場）

1,000

A1-2-11江ノ口川特定構造
物改築事業（江ノ口川排水

3,000

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）

5,000

A1-2-5本江田川特定構造
物改築事業（本江田川排水
機場）

1,000

A1-2-12松田川特定構造物
改築事業（河戸堰）

17,000

A1-1-5高知地区地震・高潮
対策河川事業（国分川）

400,000

A1-1-1高知地区地震・高潮
対策河川事業（久万川）

100,000

A1-1-8高知地区地震・高潮
対策河川事業（下田川）

203,000

A1-1-7高知地区地震・高潮
対策河川事業（介良川）

12,000

永瀬ダム堰堤改良事業 47,000
鏡ダム堰堤改良事業 70,000
高知西部圏域総合流域防災
事業（坂本ダム）

70,000

以布利川ダム堰堤改良事業 50,000
桐見ダム堰堤改良事業 94,000
鎌井谷ダム堰堤改良事業 34,000
- 計 1,143,000
A1-1-4仁井田川広域河川
改修事業

15,000

A1-1-8奈半利川広域河川
改修事業

30,000

A1-1-9新川川広域河川改
修事業

50,000

A1-1-1宇治川広域河川改
修事業

5,000

A1-1-2波介川広域河川改
修事業

20,000

A1-1-6烏川広域河川改修
事業

18,000

A1-4-1十市川特定構造物
改築事業（十市川排水機場）

11,000

A1-5-2高知中部圏域総合
流域防災事業（奥田川他）

166,000

A1-5-3高知西部圏域総合
流域防災事業（久礼川他）

358,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

高知県

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



A1-5-1高知東部圏域総合
流域防災事業（安田川他）

393,000

A1-3-2高知地区地震・高潮
対策河川事業（後川）

5,000

A1-3-3高知地区地震・高潮
対策河川事業（浜改田川）

5,000

A1-3-1高知地区地震・高潮
対策河川事業（松田川）

75,000

高知中部圏域総合流域防災
事業（奥田川他）

15,000

- 計 1,166,000

2,309,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

高知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

瀬戸ヶ谷川通常砂防事業 高知県 15,000
岩村川通常砂防事業 高知県 10,000
青木崎谷川通常砂防事業 高知県 10,000
御手洗川（２）通常砂防事業 高知県 10,000
黒石川通常砂防事業 高知県 5,000

細川地区急傾斜地崩壊対策事
業

高知県 14,250

大崎地区急傾斜地崩壊対策事
業

高知県 14,250

栂ノ川地区急傾斜地崩壊対策
事業

高知県 4,750

新田地区急傾斜地崩壊対策事
業

高知県 4,750

高知県東部圏域総合流域防災
事業（砂防事業等）

高知県 318,000

高知県吉野川上流圏域総合流
域防災事業（砂防事業等）

高知県 106,000

高知県中部圏域総合流域防災
事業（砂防事業等）

高知県 326,125

高知県西部圏域総合流域防災
事業（砂防事業等）

高知県 530,000

- 計 1,368,125
安谷川通常砂防事業 高知県 15,000
犬ヶ谷川通常砂防事業 高知県 12,500
網代川通常砂防事業 高知県 12,500

入木地区急傾斜地崩壊対策事
業

高知県 4,750

仁西地区急傾斜地崩壊対策事
業

高知県 4,750

南浦東地区急傾斜地崩壊対策
事業

高知県 7,125

古江上地区急傾斜地崩壊対策
事業

高知県 7,125

竹の倉地区急傾斜地崩壊対策
事業

高知県 4,750

島中（２）地区急傾斜地崩壊対
策事業

高知県 4,750

川崎地区急傾斜地崩壊対策事
業

高知県 7,125

高知県東部圏域総合流域防災
事業（情報基盤）

高知県 12,500

- 計 92,875

1,461,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異
なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

高知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

鹿岡海岸外9海岸津波・高潮
危機管理対策緊急事業

高知県 7,000

河川海岸海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

高知県 5,000

－ 計 12,000
野根海岸高潮対策事業 高知県 310,000
岸本海岸高潮対策事業 高知県 250,000
岩戸海岸侵食対策事業 高知県 250,000

－ 計 810,000

822,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

海と暮らす土佐の海岸づくり【第2期】（防
災・安全）

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

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

高知県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

浦戸湾東部流域　浦戸湾東
部処理区　処理場　地震対
策

高知県 72,070

安芸市　安芸処理区　処理
場　地震対策

安芸市 5,900

宿毛市　宿毛処分区　処理
場　地震対策

宿毛市 8,380

宿毛市　南高砂排水区　ポ
ンプ場　老朽化対策

宿毛市 1,620

香南市　岸本・夜須処理区
管渠等　地震対策

香南市 3,300

香南市　岸本・夜須処理区
処理場　地震対策

香南市 3,000

香南市　野市処理区　管渠
等　地震対策

香南市 4,950

香南市　野市処理区　処理
場　地震対策

香南市 2,000

東洋町　甲浦処理区　処理
場　地震対策

東洋町 5,000

いの町　伊野処理区　管渠
等　地震対策

いの町 13,000

いの町　伊野処理区　処理
場　地震対策

いの町 13,900

いの町　伊野処理区　処理
場　流域治水対策

いの町 4,400

越知町　越知処理区　管渠
等　地震対策

越知町 1,875

越知町　越知処理区　処理
場　地震対策

越知町 5,125

- 計 144,520
浦戸湾東部流域　浦戸湾東
部処理区　処理場　地震対
策

高知県 10,133

安芸市　安芸処理区　管渠
等　地震対策

安芸市 3,500

- 計 13,633
高知市　下知潮江処理区
管渠等　老朽化対策

高知市 41,500

高知市　下知潮江処理区
処理場　地震対策

高知市 58,500

- 計 100,000

258,153

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

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）

自然災害に備え安全・安心のまちづくり
（防災・安全）

合計


