
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 高知県 仁淀川町 直轄地すべり対策事業 高瀬 9,600         

排水路工L=2.3km
水抜ボーリング工L=10.0km
排水トンネル工L=1.8km
アンカー工304本
杭打工238本 ほか

1.91           800                 
基本計画の変更による主
要工事計画及び費用対効
果(B/C)等の改訂

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回の公表内容から変更
がある継続事業の場合の

変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 高知県 大川村、いの町 直轄治山事業 早明浦 11,359        山腹工 12ha、渓間工 241基 1.88           97                   

3 高知県 北川村 直轄治山事業 奈半利川 5,300         山腹工 6ha、渓間工 54基 2.74           431                 

4 高知県 大豊町 直轄地すべり防止事業 南小川 14,925        
集水井工 35基、山腹工
9ha、渓間工 168基

3.39           381                 

5 高知県 いの町 復旧治山事業 長又 91             渓間工3基 - 31                   

6 高知県 香美市 復旧治山事業 西熊山 1,860         山腹工8.00ha、渓間工8基 2.27           85                   

7 高知県 中土佐町 復旧治山事業 島ノ川山1 103            渓間工4基 - 33                   事業着手

8 高知県 四万十町 復旧治山事業 大道 145            渓間工6基 - 23                   

9 高知県 いの町 復旧治山事業 白猪谷山 51             山腹工0.05ha、渓間工1基 - 26                   事業着手

10 高知県 北川村 復旧治山事業 栃谷山 200            山腹工0.29ha、渓間工4基 - 33                   

11 高知県 本山町 復旧治山事業 奥白髪山 340            山腹工0.20ha、渓間工8基 - 50                   

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回の公表内容から変更
がある継続事業の場合の

変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回の公表内容から変更
がある継続事業の場合の

変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

12 高知県 四万十町 復旧治山事業 佐川山2 32             渓間工1基 - 32                   事業着手

13 高知県 土佐清水市 復旧治山事業 十八川山 334            山腹工0.10ha、渓間工12基 - 43                   

14 高知県 北川村 復旧治山事業 矢筈谷山2 150            渓間工3基、山腹工0.35ha - 55                   

15 高知県 本山町 復旧治山事業 牛蒡谷山 94             渓間工3基 - 41                   

16 高知県 北川村 復旧治山事業 笹谷山 20             山腹工0.07ha - 20                   事業着手

17 高知県 香美市 水源地域整備事業 別府山 186            山腹工1.50ha、渓間工5基 - 75                   

18 高知県 馬路村 保安林整備事業 赤檜曽 3               森林整備12ha - 3                    

19 高知県 安芸市 保安林整備事業 裏正山 2               森林整備9ha - 2                    

20 高知県 安芸市 保安林整備事業 西ノ川山 7               森林整備31ha - 7                    

21 高知県 四万十市 保安林整備事業 大成川山 2               森林整備10ha - 2                    
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回の公表内容から変更
がある継続事業の場合の

変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

22 高知県 四万十市 保安林整備事業 久保川 4               森林整備16ha - 4                    

23 高知県 宿毛市 保安林整備事業 大物川山(1) 25             森林整備17ha - 25                   

24 高知県 宿毛市 保安林整備事業 大物川山(2) 6               森林整備24ha - 6                    

25 高知県 中土佐町 保安林整備事業 日ノ平山 7               森林整備30ha - 7                    

26 高知県 中土佐町 保安林整備事業 伊勢川山 2               森林整備9ha - 2                    

27 高知県 四万十町 保安林整備事業 大佐古山 10             森林整備8ha - 10                   

28 高知県 四万十町 保安林整備事業 岡崎木屋山 13             森林整備11ha - 13                   

29 高知県 仁淀川町 保安林整備事業 椿山 4               森林整備17ha - 4                    

30 高知県 土佐町 保安林整備事業 一ノ谷山 0.3             森林整備1ha - 0.3                  

31 高知県 いの町 保安林整備事業 休場ヶ谷山 3               森林整備12ha - 3                    
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回の公表内容から変更
がある継続事業の場合の

変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

32 高知県 いの町 保安林整備事業 根須木藪山 3               森林整備12ha - 3                    

33 高知県 四万十市 保安林整備事業 川奥山 7               森林整備32ha - 7                    

34 高知県 四万十市 保安林整備事業 市ノ又 17             森林整備11ha - 17                   

35 高知県 香美市 保安林整備事業 猪野々山 2               森林整備11ha - 2                    

36 高知県 香美市 保安林整備事業 成山 3               森林整備18ha - 3                    

37 高知県
本山町、大豊町
ほか

森林環境保全整備事
業

嶺北仁淀 4,090         
更新面積260ha、保育面積
3,743ha、路網開設延長
14.0km

4.76           353                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

38 高知県
四万十市、四万
十町ほか

森林環境保全整備事
業

四万十川 7,178         
更新面積712ha、保育面積
9,585ha、路網開設延長
13.9km

6.72           1,632               
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

39 高知県
南国市、香美市
ほか

森林環境保全整備事
業

高知（嶺北署） 150            
更新面積69ha、保育面積
252ha

- 41                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

40 高知県 南国市、香美市
森林環境保全整備事
業

高知（高知中部
署）

1,281         
更新面積83ha、保育面積
1.773ha、路網開設延長
5.9km

7.61           162                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映
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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回の公表内容から変更
がある継続事業の場合の

変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

41 高知県
安芸市、馬路村
ほか

森林環境保全整備事
業

安芸 2,182         
更新面積431ha、保育面積
5,734ha、路網開設延長
9.1km

5.10           900                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 高知県 四万十市
農業競争力強化基盤整備
事業

入田 950            - 100                    

2 高知県 室戸市 農村地域防災減災事業 西山 300            - 72                      

3 高知県 宿毛市 農村地域防災減災事業 宿毛東 147            - 30                      

4 高知県 大月町 農村地域防災減災事業 大月 767            - 3                        

5 高知県 室戸市 農村地域防災減災事業 西山２期 300            - 1                        

6 高知県 四万十町 農村地域防災減災事業 窪川 300            - 2                        

7 高知県 四万十町 農村地域防災減災事業 興津 1,437         2.90           30                      

8 高知県 仁淀川町 農村地域防災減災事業 吾川 620            - 1                        

9 高知県 梼原町 農村地域防災減災事業 梼原北 500            - 2                        

10 高知県 土佐町 農村地域防災減災事業 松ヶ丘 590            - 1                        

11 高知県
津野町、中土
佐町

農村地域防災減災事業 津野 480            - 10                      

12 高知県 安芸市 農村地域防災減災事業 伊尾木 870            - 271                    

 当該予算の
事業費

前回の公表内容から変更が
ある継続事業の場合の変更

理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回の公表内容から変更が
ある継続事業の場合の変更

理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 高知県 いの町 農村地域防災減災事業 横野 70             - 10                      

14 高知県 安芸市 農村地域防災減災事業 六丁池 190            - 0.5                     事業着手

15 高知県 南国市 農村地域防災減災事業 南国市中部１期 460            - 1                        事業着手

16 高知県 四万十市 農村地域防災減災事業 四万十１期 286            - 1                        事業着手

17 高知県 香南市 農村地域防災減災事業 香南南部 500            - 21                      事業着手

18 高知県 黒潮町 農村地域防災減災事業 大方西部 495            - 11                      事業着手

19 高知県 安芸市 農村地域防災減災事業 赤野 25             - 10                      事業着手

20 高知県 仁淀川町 農村地域防災減災事業 別枝２期 905            - 3                        

21 高知県 梼原町 農村地域防災減災事業 梼原北部 505            - 2                        

22 高知県 仁淀川町 農村地域防災減災事業 泉３期 501            - 3                        

23 高知県 土佐町 農村地域防災減災事業 下地２期 417            - 3                        

24 高知県 越知町 農村地域防災減災事業 稲村３期 502            - 3                        
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回の公表内容から変更が
ある継続事業の場合の変更

理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

25 高知県 大豊町 農村地域防災減災事業 粟生３期 997            - 100                    事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

26 高知県 大豊町 地すべり防止事業 柚ノ木 110            - 32                      

27 高知県 北川村 復旧治山事業 二タ又 152            - 39                      

28 高知県 いの町 復旧治山事業 西川 577            - 33                      

29 高知県 大豊町 地すべり防止事業 岩原 443            - 53                      

30 高知県 仁淀川町 地すべり防止事業 潰溜 236            - 45                      

31 高知県 いの町 地すべり防止事業 葛 170            - 78                      

32 高知県 安芸市 水源森林再生対策事業 別役 570            - 101                    

33 高知県 宿毛市 復旧治山事業 久保浦 540            - 80                      

34 高知県 土佐町 復旧治山事業 東石原 172            - 28                      

35 高知県 梼原町 復旧治山事業 上本村 145            - 30                      

36 高知県 いの町 復旧治山事業 払川No.3 110            - 34                      

37 高知県 室戸市 復旧治山事業 白壁 133            - 57                      

 当該予算の
事業費

前回の公表内容から変更が
ある継続事業の場合の変更

理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回の公表内容から変更が
ある継続事業の場合の変更

理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

38 高知県 東洋町 復旧治山事業 日曾谷 290            - 47                      事業着手

39 高知県 北川村 復旧治山事業 野川 318            - 28                      事業着手

40 高知県 安田町 復旧治山事業 東谷 74             - 74                      事業着手

41 高知県 本山町 復旧治山事業 古田 87             - 42                      事業着手

42 高知県 大豊町 復旧治山事業 立川三谷 223            - 49                      事業着手

43 高知県 佐川町 復旧治山事業 山本 172            - 65                      事業着手

44 高知県 仁淀川町 復旧治山事業 戸立 75             - 42                      事業着手

45 高知県 大川村 水源森林再生対策事業 大川 800            - 119                    事業着手

46 高知県 馬路村 林業専用道整備事業 亀谷小石川線 210            - 61                      

47 高知県 いの町 林業専用道整備事業 戸中程野線 141            - 50                      

48 高知県 いの町 林業専用道整備事業 程野敷槙線 135            - 47                      

49 高知県 檮原町 林業専用道整備事業 うばが滝白谷線 588            - 84                      
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
事業費

前回の公表内容から変更が
ある継続事業の場合の変更

理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

50 高知県 檮原町 林業専用道整備事業 広野九十九曲支線 161            - 21                      

51 高知県 津野町 林業専用道整備事業 馬場山線 219            - 84                      

52 高知県
大豊町、本山
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

嶺北仁淀 3,199         6.66           542                    

53 高知県
須崎市、中土
佐町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

四万十川 4,002         3.93           678                    

54 高知県
香南市、香美
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

高知 1,338         4.73           227                    

55 高知県
東洋町、室戸
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

安芸 916            - 155                    

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

高知　補助 - 6



補助事業（平成２７年度当初予算）

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

56 高知県 黒潮町 水産流通基盤整備事業 佐賀 6,360         2.19           10                      

57 高知県 黒潮町 漁港施設機能強化事業 佐賀 360            - 18                      

58 高知県 土佐清水市 漁港施設機能強化事業 清水 740            - 19                      

59 高知県 宿毛市 漁港施設機能強化事業 田ノ浦 710            - 130                    

60 高知県 宿毛市 漁港施設機能強化事業 沖の島 110            - 63                      

61 高知県 高知市 漁港施設機能強化事業 高知市 1,420         3.13           101                    

62 高知県
高知市、黒潮
町　ほか

水産環境整備事業 高知西部 1,913         1.79           706                    
事業計画の変更に伴う全体
事業費の減及び費用対効果
（B/C）の変更

63 高知県 安芸市 水産生産基盤整備事業 安芸 3,680         1.57           30                      

64 高知県 東洋町 水産生産基盤整備事業 東洋 3,493         1.12           316                    
事業計画の変更に伴う全体
事業費の増及び費用対効果
（B/C）の変更

65 高知県 土佐市 漁港海岸事業 宇佐 4,792         2.19           433                    
東日本大震災復興特別会計
（全国防災分）を含む額：449
百万円

66 高知県 須崎市 漁港海岸事業 野見 1,200         2.39           180                    
事業計画の変更に伴う全体
事業費の増及び費用対効果
（B/C）等の変更

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

 当該予算の
事業費

前回の公表内容から変更が
ある継続事業の場合の変更

理由及び内容
番号

実　　施
都道府県名・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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交付金等（平成２７年度当初予算）

（単位：百万円）

1 高知県 農山漁村地域整備交付金 1,259                   

（注）「当該予算の配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名

 当該予算の
配分額（国費）

高知　交付金 - 1



（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

直-37 高知県 森林環境保全整備事業 嶺北仁淀 本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町

直-38 高知県 森林環境保全整備事業 四万十川
須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十
町、大月町、三原村、黒潮町

直-39 高知県 森林環境保全整備事業 高知（嶺北署） 高知市、南国市、香美市

直-41 高知県 森林環境保全整備事業 安芸 室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村

補-52 高知県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

嶺北仁淀
大豊町、本山町、土佐町、大川村、土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、越知
町、日高村

補-53 高知県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

四万十川
須崎市、中土佐町、四万十町、津野町、檮原町、黒潮町、大月町、三原村、四万
十市、 宿毛市、土佐清水市

補-54 高知県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

高知 香南市、香美市、高知市、南国市

補-55 高知県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

安芸 東洋町、室戸市、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、安芸市、芸西村

補-62 高知県 水産環境整備事業 高知西部
高知市、黒潮町、四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市、香南市、南国市、
土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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