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仁淀川の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ：関連する主な法制度、計画

緑：主要な自然災害

市町村名 内容

明治23年度 1890 9月、台風により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川整備
計画19頁）

明治29年度 1896 4月、河川法公布

明治29年度 1896 明治30年3月、砂防法公布

明治32年度 1899 7月、台風により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川整備
計画19頁）

明治32年度 1899 9月、台風により波川千本杉堤防決壊（仁淀川水系河
川整備計画19頁）

明治44年度 1911 8月、台風により波川千本杉堤防決壊（仁淀川水系河
川整備計画19頁）

昭和6年度 1931 9月、台風により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川整備
計画19頁）

昭和14年度 1939 8月、仁淀川分水[高知61]着手（早明浦ダム工事誌
13-14頁）

昭和16年度 1941 高知市（春野町） 高知県が仁淀川河口部左岸の仁ノ箇所で導流堤工事に着手（高知工
事事務所四十年史388頁）

昭和20年度 1945 9月、枕崎台風により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

昭和21年度 1946 7月、洪水により大内堤防の大半が破堤（高知工事事
務所四十年史411頁）

昭和23年度 1948 8月、仁淀川直轄改修工事開始（高知工事事務所昭
和62年度事業概要）

高知市（春野町） 高知県が仁淀川河口部左岸の仁ノ箇所で導流堤300ｍを完成（高知工
事事務所四十年史388頁）

昭和23年度 1948 11月、仁淀川が旧河川法の指定を受け、直轄施行河
川となった（高知工事事務所四十年史279頁）

いの町（伊野町） 大内築堤工事（大内箇所の改修工事[高知38]）に着手（高知工事事務
所四十年史411頁、423頁）

昭和23年度 1948 土佐市 北山開削工事（中島箇所の改修工事[高知36]）に着手（高知工事事務
所四十年史423頁）

昭和24年度 1949 6月、水防法公布 土佐市 新居箇所で高知県からの委託を受けて建設省が築堤工事（新居箇所の
改修工事[高知35]）に着手（高知工事事務所四十年史403頁）

昭和24年度 1949 土佐市 京間堤築堤工事（高知県委託）（高岡箇所の改修工事[高知37]）に着手
（高知工事事務所四十年史408頁、423頁）

昭和24年度 1949 土佐市 京間護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和24年度 1949 いの町（伊野町） 大内築堤工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和24年度 1949 いの町（伊野町） 大内護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和24年度 1949 土佐市 天崎護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和24年度 1949 いの町（伊野町） 大内堤防災害復旧工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和25年度 1950 高知市（春野町） 弘岡堤防の築造に着手（高知工事事務所四十年史391頁）

昭和25年度 1950 いの町（伊野町） 伊野堤防上流（11.7km付近）の改修工事に着手（高知工事事務所四十
年史397頁）

昭和25年度 1950 土佐市 中島堤防（高石堤防）の築造（中島箇所の改修工事[高知36]）に着手
（高知工事事務所四十年史406頁）

昭和25年度 1950 高知市（春野町） 弘岡堤防根固工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和25年度 1950 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）に着手（高知工事事務
所四十年史423頁）

昭和25年度 1950 高知市（春野町） 弘岡堤防工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）に着手（高知工事事務
所四十年史423頁）

昭和25年度 1950 いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和25年度 1950 土佐市 高石堤防工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 土佐市 中島堤防（高石堤防）（中島箇所の改修工事[高知36]）概成（高知工事
事務所四十年史406頁）

昭和26年度 1951 土佐市 鶴若堤防の補強工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）に着手（高知工
事事務所四十年史408頁）

昭和26年度 1951 いの町（伊野町） 大内築堤工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和26年度 1951 高知市（春野町） 弘岡築堤工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和26年度 1951 土佐市 用石築堤工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 いの町（伊野町） 伊野築堤工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和26年度 1951 土佐市 高石築堤工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 土佐市 高岡堤防根固工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 いの町（伊野町） 伊野護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 いの町（伊野町） 大内護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 土佐市 高石護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 高知市（春野町） 弘岡護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和26年度 1951 いの町（伊野町） 大内堤防災害復旧工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和27年度 1952 高知市（春野町） 西畑箇所で築堤工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）に着手（高知工
事事務所四十年史389頁）

昭和27年度 1952 いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和27年度 1952 高知市（春野町） 弘岡堤防工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和27年度 1952 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和27年度 1952 高知市（春野町） 西畑堤防工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和27年度 1952 土佐市 用石護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

年度 西暦 全体
市町村別
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昭和28年度 1953 高知市（春野町） 西畑箇所で約600ｍの霞堤を完成（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高
知工事事務所四十年史389頁）

昭和28年度 1953 高知市（春野町） 弘岡堤防約700ｍ延伸した所で中止（弘岡箇所の改修工事[高知31]）
（高知工事事務所四十年史391頁）

昭和28年度 1953 いの町（伊野町） 高知県が宇治川箇所で地盤沈下対策事業に着手（高知工事事務所四
十年史400頁）

昭和28年度 1953 土佐市 中島背割堤約1.2km新設（中島箇所の改修工事[高知36]）（高知工事事
務所四十年史406頁）

昭和28年度 1953 高知市（春野町） 西畑堤防工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和28年度 1953 高知市（春野町） 弘岡堤防工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和28年度 1953 いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和28年度 1953 土佐市 用石堤防工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和28年度 1953 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和28年度 1953 いの町（伊野町） 大内護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和28年度 1953 土佐市 用石護岸工事（高知工事事務所四十年史423頁）

昭和29年度 1954 9月、台風により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川整備
計画19頁）

高知市（春野町） 森山堤防工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史391頁、423頁）

昭和29年度 1954 いの町（伊野町） 高知県が宇治川放水路の施工に着手（昭和41年度完成）（高知工事事
務所四十年史397頁）

昭和29年度 1954 いの町（伊野町） 高知県が宇治川箇所で地盤沈下対策事業に着手

昭和29年度 1954 いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史423頁）

昭和29年度 1954 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和29年度 1954 高知市（春野町） 西畑水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和29年度 1954 土佐市 高岡水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和29年度 1954 土佐市 高岡低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和29年度 1954 土佐市 高岡護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和30年度 1955 7月、水防法改正（洪水予報及び水防警報の実施の
義務付け）

いの町（伊野町） 伊野堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和30年度 1955 いの町（伊野町） 大内堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和30年度 1955 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和30年度 1955 高知市（春野町） 森山堤防工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史424頁）

昭和30年度 1955 高知市（春野町） 弘岡水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和30年度 1955 土佐市 高岡水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和30年度 1955 高知市（春野町） 森山水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和30年度 1955 土佐市 高岡護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 5月、海岸法公布 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 9月、台風12号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史424頁）

昭和31年度 1956 昭和32年3月、特定多目的ダム法公布 土佐市 天崎堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 土佐市 中島堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 いの町（伊野町） 八田水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 高知市（春野町） 森山水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和31年度 1956 高知市（春野町） 森山低水護岸並びに水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424
頁）

昭和31年度 1956 高知市（春野町） 西畑護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和32年度 1957 仁淀川水系割石川に面河ダムを設け、道前道後水
利総合開発事業（農業水利事業は農林省、発電と工
業用水事業は愛媛県）に着工（高知工事事務所四十
年史462頁）

土佐市 鶴若堤防の補強工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）完了（高知工事
事務所四十年史408頁）

昭和32年度 1957 昭和33年3月、地すべり等防止法公布 いの町（伊野町） 大内堤防の八田堰上流約1.5kmを概成（大内箇所の改修工事[高知38]）
（高知工事事務所四十年史411頁）

昭和32年度 1957 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和32年度 1957 土佐市 天崎堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和32年度 1957 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和32年度 1957 土佐市 中島堤防工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和32年度 1957 高知市（春野町） 森山堤防工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史424頁）

昭和32年度 1957 いの町（伊野町） 大内護岸工事（高知工事事務所四十年史424頁）

昭和32年度 1957 高知市（春野町） 森山低水護岸並びに水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史424
頁）

昭和33年度 1958 いの町（伊野町） 大内護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和34年度 1959 9月、台風6号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

いの町（伊野町） 音竹低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和34年度 1959 8月、仁淀川分水[高知61]完成（早明浦ダム工事誌
13-14頁）

いの町（伊野町） 大内低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和34年度 1959 昭和35年3月、治山治水緊急措置法公布
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昭和34年度 1959 昭和35年3月、治水特別会計法公布

昭和35年度 1960 第1次治水事業五箇年計画（昭和35～39年度）の策
定

いの町（伊野町） 音竹低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和35年度 1960 4月、低気圧風雨により仁淀川で洪水（仁淀川水系河
川整備計画19頁）

土佐市 高岡低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和35年度 1960 10月、四国地方開発促進計画（第1次）の策定 いの町（伊野町） 八田根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和35年度 1960 いの町（伊野町） 羽根低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和35年度 1960 高知市（春野町） 西畑低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 4月、大渡ダム予備調査を含む仁淀川の総合開発事
業調査を開始（四国地方建設局三十年史730頁）

高知市（春野町） 森山築堤工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史425頁）

昭和36年度 1961 9月、台風18号（第二室戸台風）により仁淀川で洪水
（仁淀川水系河川整備計画19頁）

いの町（伊野町） 大内護岸工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 11月、水資源開発促進法・水資源開発公団法公布 土佐市 天崎築堤工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 土佐市 十文字堤防工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事事務所四十
年史425頁）

昭和36年度 1961 いの町（伊野町） 八田水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 日高村 江尻低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 高知市（春野町） 行当低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 いの町（伊野町） 音竹低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 高知市（春野町） 新川低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 土佐市 中島低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 いの町（伊野町） 大内低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 土佐市 高岡水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和36年度 1961 高知市（春野町） 西畑低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和37年度 1962 10月、全国総合開発計画の策定 土佐市 十文字堤防工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和37年度 1962 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事事務所四十
年史425頁）

昭和37年度 1962 土佐市 天崎築堤工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和37年度 1962 高知市（春野町） 森山築堤工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史425頁）

昭和37年度 1962 日高村 江尻低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和37年度 1962 いの町（伊野町） 八田水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史425頁）

昭和38年度 1963 8月、台風9号により仁淀川で災害（高知工事事務所
四十年史419頁）

高知市（春野町） 12月、西畑地区の締切に着手（四国地方建設局三十年史736頁）

昭和38年度 1963 高知市（春野町） 田の浦築堤工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四
十年史426頁）

昭和38年度 1963 土佐市 中島堤防工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和38年度 1963 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事事務所四十
年史426頁）

昭和38年度 1963 土佐市 京間堤防工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和38年度 1963 土佐市 中島低水護岸災害復旧工事（昭和38年の台風9号災害の復旧工事[高
知41]）（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和38年度 1963 土佐市 天崎堤防災害復旧工事（昭和38年の台風9号災害の復旧工事[高知
41]）（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和38年度 1963 いの町（伊野町） 伊野低水護岸災害復旧工事（昭和38年の台風9号災害の復旧工事[高
知41]）（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和38年度 1963 いの町（伊野町） 大内堤防災害復旧工事（昭和38年の台風9号災害の復旧工事[高知
41]）（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 7月、新河川法公布（治水・利水の体系的な制度の整
備）

いの町（伊野町） 12月、宇治川樋門増築工事着手（四国地方建設局三十年史738頁）

昭和39年度 1964 9月、台風20号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

いの町（伊野町） 昭和40年3月、宇治川樋門増築を完了（四国地方建設局三十年史740
頁）

昭和39年度 1964 昭和40年2月、四国地方開発促進計画（第2次）の策
定

いの町（伊野町） 池尻樋門改築工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 いの町（伊野町） 宇治川樋門改築工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 高知市（春野町） 田の浦堤防工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四
十年史426頁）

昭和39年度 1964 土佐市 十文字堤防工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 土佐市 中島堤防工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事事務所四十
年史426頁）

昭和39年度 1964 高知市（春野町） 西畑堤防工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 高知市（春野町） 行当低水護岸復旧工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 いの町（伊野町） 南ノ谷護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 土佐市 中島低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和39年度 1964 土佐市 中島災害復旧工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和40年度 1965 第2次治水事業五箇年計画（昭和40～44年度）の策
定

土佐市 十文字堤防工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和40年度 1965 9月、台風24号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

いの町（伊野町） 池尻樋門改築工事（高知工事事務所四十年史426頁）

昭和40年度 1965 高知市（春野町） 西畑堤防工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工事事務所四十
年史426頁）
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昭和40年度 1965 いの町（伊野町） 池尻堤防工事（高知工事事務所四十年史426-427頁）

昭和40年度 1965 いの町（伊野町） 宇治川樋門改築工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和40年度 1965 いの町（伊野町） 音竹根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和40年度 1965 高知市（春野町） 行当根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和41年度 1966 4月、仁淀川水系が一級水系となる（四国地方建設局
三十年史744頁）

いの町（伊野町） 12月、宇治川樋門増設を完成（四国地方建設局三十年史744頁）

昭和41年度 1966 4月、大渡ダム[高知50]の実施計画調査を開始（四国
地方建設局三十年史744頁）

土佐市 中島堤防工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和41年度 1966 7月、仁淀川工事実施基本計画の策定（四国地方建
設局三十年史744頁）

いの町（伊野町） 大内堤防工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和41年度 1966 いの町（伊野町） 宇治川樋門改築工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和41年度 1966 高知市（春野町） 西畑堤防工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工事事務所四十
年史427頁）

昭和41年度 1966 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和42年度 1967 12月、波介川河口導流計画決定（四国地方建設局三
十年史746頁）

高知市（春野町） 西畑堤防工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工事事務所四十
年史427頁）

昭和42年度 1967 昭和43年1月、仁淀川直轄管理区間の砂利採取全面
禁止（四国地方建設局三十年史748頁）

土佐市 天崎堤防工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）（高知工事事務所四十
年史427頁）

昭和42年度 1967 いの町（伊野町） 伊野築堤工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事事務所四十
年史427頁）

昭和42年度 1967 いの町（伊野町） 宇治川堤防工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和42年度 1967 いの町（伊野町） 八田堤防工事（八田箇所の改修工事[高知32]）に着手（高知工事事務
所四十年史427頁）

昭和43年度 1968 第3次治水事業五箇年計画（昭和43～47年度）の策
定

いの町（伊野町） 八田堤防工事（八田箇所の改修工事[高知32]）（高知工事事務所四十
年史427頁）

昭和43年度 1968 8月、台風10号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

高知市（春野町） 西畑堤防工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工事事務所四十
年史427頁）

昭和43年度 1968 高知市（春野町） 森山水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和43年度 1968 いの町（伊野町） 大内水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和43年度 1968 高知市（春野町） 西畑根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史427頁）

昭和44年度 1969 5月、新全国総合開発計画の策定 高知市（春野町） 西畑堤防工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工事事務所四十
年史428頁）

昭和44年度 1969 7月、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律公布

いの町（伊野町） 八田堤防工事（八田箇所の改修工事[高知32]）（高知工事事務所四十
年史428頁）

昭和44年度 1969 土佐市 京間根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和45年度 1970 道前道後水利総合開発事業（農業水利事業は農林
省、発電と工業用水事業は愛媛県）が完成（高知工
事事務所四十年史462頁）

いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史428頁）

昭和45年度 1970 8月、台風10号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

いの町（伊野町） 八田堤防工事（八田箇所の改修工事[高知32]）（高知工事事務所四十
年史428頁）

昭和45年度 1970 いの町（伊野町） 大内低水護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和45年度 1970 いの町（伊野町） 八田堤防災害復旧工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和46年度 1971 高知県が桐見川ダム建設に着工（高知工事事務所
四十年史459頁）

いの町（伊野町） 大内堤防護岸工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和46年度 1971 8月、台風23号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史428頁）

昭和46年度 1971 いの町（伊野町） 波川低水護岸工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和46年度 1971 いの町（伊野町） 八田堤防護岸工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和47年度 1972 第4次治水事業五箇年計画（昭和47～51年度）の策
定

いの町（伊野町） 10月、宇治川排水機場新設工事着手（四国地方建設局三十年史756
頁）

昭和47年度 1972 6月、河川法改正（流況調整河川制度の創設、準用
河川制度の拡大）

いの町（伊野町） 大内堤防工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事事務所四十
年史428頁）

昭和47年度 1972 高知市（春野町） 菅堤防工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和47年度 1972 いの町（伊野町） 宇治川排水機場新設工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和47年度 1972 土佐市 新居堤防工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和47年度 1972 いの町（伊野町） 大内根固工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和47年度 1972 いの町（伊野町） 伊野低水護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和47年度 1972 土佐市 高岡水制根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和48年度 1973 4月、仁淀川支川宇治川を直轄区域に編入（四国地
方建設局三十年史760頁）

高知市（春野町） 菅堤防工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和48年度 1973 10月、水資源地域対策特別措置法公布 いの町（伊野町） 宇治川排水機場新設工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事
事務所四十年史428頁）

昭和49年度 1974 4月、仁淀川本川上流部（加田、神田地区）、支川宇
治川上流部を直轄区域に編入（四国地方建設局三
十年史762頁）

いの町（伊野町） 宇治川排水機場新設工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）（高知工事
事務所四十年史428頁）

昭和49年度 1974 9月、台風16号により仁淀川で災害（高知工事事務所
四十年史420頁）

土佐市 新居堤防工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和49年度 1974 日高村 神母樋門改良工事（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和49年度 1974 高知市（春野町） 田の裏堤防災害復旧工事（昭和49年の台風16号災害の復旧工事[高知
43]）（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和49年度 1974 土佐市 高岡水制災害復旧工事（昭和49年の台風16号災害の復旧工事[高知
43]）（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和49年度 1974 いの町（伊野町） 伊野根固水制災害復旧工事（昭和49年の台風16号災害の復旧工事[高
知43]）（高知工事事務所四十年史428頁）

昭和49年度 1974 いの町（伊野町） 八田堤防災害復旧工事（昭和49年の台風16号災害の復旧工事[高知
43]）（高知工事事務所四十年史429頁）
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昭和49年度 1974 土佐市 十文字護岸根固災害復旧工事（昭和49年の台風16号災害の復旧工事
[高知43]）（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和49年度 1974 高知市（春野町） 仁ノ低水護岸災害復旧工事（昭和49年の台風16号災害の復旧工事[高
知43]）（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 8月、台風5号により仁淀川で災害（高知工事事務所
四十年史420頁）

いの町（伊野町） 8月、宇治川排水機場の第一工事（伊野箇所の改修工事[高知33]）を完
成（四国地方建設局三十年史766頁）

昭和50年度 1975 土佐市 新居樋門改築工事（新居箇所の改修工事[高知35]）（高知工事事務所
四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 新居堤防工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 用石堤防工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 高知市（春野町） 菅低水護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 用石水制根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 鶴若根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 天崎低水護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 いの町（伊野町） 伊野護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 高岡低水護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 高知市（春野町） 森山堤防災害復旧応急工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 いの町（伊野町） 八田堤防災害復旧応急工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 高岡堤防災害復旧応急工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 万願寺堤防災害復旧応急工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 用石堤防災害復旧応急工事（昭和50年の台風5号災害の復旧工事[高
知45]）（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 用石橋堤防災害復旧応急工事（昭和50年の台風5号災害の復旧工事
[高知45]）（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 高知市（春野町） 森山護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 いの町（伊野町） 八田堤防災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 中島護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 いの町（伊野町） 大内護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 高知市（春野町） 田の裏堤防災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 天崎低水護岸水制災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 いの町（伊野町） 伊野護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和50年度 1975 土佐市 鶴若護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史429頁）

昭和51年度 1976 5月、激甚災害対策特別緊急事業が創設され、仁淀
川水系の波介川、宇治川、日下川の各事業が採択さ
れる（四国地方建設局三十年史766頁）

日高村 昭和52年1月、日下川放水路トンネル工事（日下川の激甚災害対策特
別緊急事業[高知47]）に着手（四国地方建設局三十年史768頁）

昭和51年度 1976 9月、台風17号により仁淀川で災害（高知工事事務所
四十年史421頁）

いの町（伊野町） 昭和52年1月、日下川放水路トンネル工事（日下川の激甚災害対策特
別緊急事業[高知47]）に着手（四国地方建設局三十年史768頁）

昭和51年度 1976 土佐市 昭和52年3月、昭和50年台風5号の洪水により破堤した用石堤防の復旧
改築を完成（昭和50年の台風5号災害の復旧工事[高知45]）（四国地方
建設局三十年史768頁）

昭和51年度 1976 土佐市 鶴若止水工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 高岡護岸工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 新居堤防工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）（高知工事事務所四十
年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 新居樋門改築工事（新居箇所の改修工事[高知35]）（高知工事事務所
四十年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 鶴若堤防工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 用石堤防工事（中島箇所の改修工事[高知36]）（高知工事事務所四十
年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 万願寺樋門改築工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 高知市（春野町） 菅護岸根固災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 高知市（春野町） 西畑根固災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 高知市（春野町） 西畑護岸災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 高岡護岸災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 いの町（伊野町） 伊野水制根固災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高
知46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 いの町（伊野町） 伊野根固災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 いの町（伊野町） 波川護岸根固災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高
知46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 鶴若堤防災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 いの町（伊野町） 八田護岸災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 いの町（伊野町） 伊野根固災害復旧工事（昭和51年の台風17号災害の復旧工事[高知
46]）（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和51年度 1976 土佐市 新居護岸工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和52年度 1977 第5次治水事業五箇年計画（昭和52～56年度）の策
定

いの町（伊野町） 7月、激特事業（宇治川の激甚災害対策特別緊急事業[高知48]）による
宇治川排水機場のポンプ増設20㎥／sを完成（四国地方建設局三十年
史770頁）

copyright@2017四国社会資本アーカイブス



仁淀川6 / 11 ページ

仁淀川の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ：関連する主な法制度、計画

緑：主要な自然災害

市町村名 内容
年度 西暦 全体

市町村別

昭和52年度 1977 11月、第三次全国総合開発計画の策定 日高村 9月、日下川激特事業におけるトンネル工事（日下川の激甚災害対策特
別緊急事業[高知47]）の全工区に着工（四国地方建設局三十年史770
頁）

昭和52年度 1977 いの町（伊野町） 9月、日下川激特事業におけるトンネル工事（日下川の激甚災害対策特
別緊急事業[高知47]）の全工区に着工（四国地方建設局三十年史770
頁）

昭和52年度 1977 いの町（伊野町） 12月、南の谷川排水機場に着工（大内箇所の改修工事[高知38]）（四国
地方建設局三十年史770頁）

昭和52年度 1977 土佐市 12月、波介川水門本体工事に着工（四国地方建設局三十年史770頁）

昭和52年度 1977 土佐市 鶴若堤防工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）（高知工事事務所四十
年史430頁）

昭和52年度 1977 高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和52年度 1977 土佐市 高岡堤防工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）（高知工事事務所四十
年史430頁）

昭和52年度 1977 いの町（伊野町） 南の谷排水機場新設工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和52年度 1977 いの町（伊野町） 大内堤防工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和52年度 1977 いの町（伊野町） 谷水門工事（高知工事事務所四十年史430頁）

昭和52年度 1977 高知市（春野町） 仁野護岸水門工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和52年度 1977 高知市（春野町） 西畑護岸災害復旧工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和52年度 1977 土佐市 鶴若止水工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和52年度 1977 土佐市 天崎護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和52年度 1977 日高村 江尻護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 昭和54年3月、四国地方開発促進計画（第3次）の策
定

高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 土佐市 鶴若堤防工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）（高知工事事務所四十
年史431頁）

昭和53年度 1978 いの町（伊野町） 大内堤防工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 いの町（伊野町） 谷水門工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 いの町（伊野町） 南の谷排水機場新設工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事
事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 いの町（伊野町） 奥田川排水樋門改築工事（八田箇所の改修工事[高知32]）（高知工事
事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 土佐市 新居堤防工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 土佐市 鶴若堤防第1工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 土佐市 鶴若堤防第2工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 土佐市 用石排水機場新設工事（中島箇所の改修工事[高知36]）（高知工事事
務所四十年史431頁）

昭和53年度 1978 いの町（伊野町） 南の谷排水機場新設第2工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和54年度 1979 4月、波介川の直轄管理区間を0.13km延長（四国地
方建設局三十年史772頁）

日高村 昭和55年1月、日下川放水路第一工区、第二工区貫通式（四国地方建
設局三十年史774頁）

昭和54年度 1979 9月、仁淀川直轄管理区間の砂利採取全面禁止を一
部解除（四国地方建設局三十年史774頁）

土佐市 昭和55年3月、波介川激特事業（波介川の激甚災害対策特別緊急事業
[高知49]）が完成（四国地方建設局三十年史頁774頁）

昭和54年度 1979 いの町（伊野町） 南の谷排水機場新設工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事
事務所四十年史431頁）

昭和54年度 1979 土佐市 用石排水機場新設工事（中島箇所の改修工事[高知36]）（高知工事事
務所四十年史431頁）

昭和54年度 1979 いの町（伊野町） 南の谷排水機場新設第2工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和54年度 1979 いの町（伊野町） 奥田川排水樋門改築工事（八田箇所の改修工事[高知32]）（高知工事
事務所四十年史431頁）

昭和54年度 1979 土佐市 新居堤防工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和54年度 1979 高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和54年度 1979 土佐市 鶴若堤防工事（高岡箇所の改修工事[高知37]）（高知工事事務所四十
年史431頁）

昭和54年度 1979 高知市（春野町） 吾南水門新設工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和55年度 1980 土佐市 5月、波介川激特事業竣工式（四国地方建設局三十年史頁776頁）

昭和55年度 1980 土佐市 7月、用石排水機場改築（中島箇所の改修工事[高知36]）完成（四国地
方建設局三十年史776頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 9月、奥田川樋門改築（八田箇所の改修工事[高知32]）完成（四国地方
建設局三十年史776頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 12月、宇治川上流部改修を激特事業に引き続き着工（四国地方建設局
三十年史776頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 昭和56年3月、宇治川激特事業完成（四国地方建設局三十年史776頁）

昭和55年度 1980 土佐市 新居堤防工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和55年度 1980 高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和55年度 1980 高知市（春野町） 森山堤防第2工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 奥田川排水樋門改築工事（高知工事事務所四十年史431頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 奥田川排水樋門改築第2工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 奥田川排水樋門改築第3工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 大内堤防工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 南の谷排水機場新設工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高知工事
事務所四十年史432頁）

昭和55年度 1980 土佐市 鶴若堤防工事（高知工事事務所四十年史432頁）
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昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 宇治川河道掘削工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 宇治川掘削護岸工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和55年度 1980 いの町（伊野町） 宇治川上流河道掘削工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和55年度 1980 土佐市 小野橋改築第1、第2工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 6月、仁淀川直轄管理区間の河川区域を変更（四国
地方建設局三十年史776頁）

日高村 昭和57年2月、日下川激特事業（日下川の激甚災害対策特別緊急事業
[高知47]）による日下川放水路竣工式を挙行（四国地方建設局三十年
史778頁）

昭和56年度 1981 12月、仁淀川砂利採取規制計画変更（禁止区域変
更）（四国地方建設局三十年史778頁）

いの町（伊野町） 昭和57年3月、南の谷排水機場完成（大内箇所の改修工事[高知38]）
（四国地方建設局三十年史778頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 奥田低水護岸工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 宇治川護岸工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 是友樋門工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 宇治川掘削護岸工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 中の川樋門工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 土佐市 新居堤防工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 大内堤防工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 南の谷川護岸工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 羽根堤防工事（高知工事事務所四十年史432頁）

昭和56年度 1981 土佐市 波介川護岸工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和56年度 1981 いの町（伊野町） 沖田2号排水樋門工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 第6次治水事業五箇年計画（昭和57～61年度）の策
定

いの町（伊野町） 8月、激特事業に引き続き、宇治川上流部の国鉄等3線交差部の河道付
替工事（宇治川上流河道改修工事[高知34]）起工式を挙行（四国地方
建設局三十年史780頁）

昭和57年度 1982 4月、日下川放水路を直轄管理区間に編入（高知工
事事務所昭和62年度事業概要）

日高村 昭和58年3月、神母樋門改築工事に着工（江尻箇所の改修工事[高知
40]）（四国地方建設局三十年史782頁）

昭和57年度 1982 6月、仁淀川砂利規制計画変更（禁止区域解除）（四
国地方建設局三十年史780頁）

いの町（伊野町） 宇治川堤防工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 8月、台風13号により仁淀川で災害（高知工事事務所
四十年史422頁）

高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 8月、台風19号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

土佐市 中島背割堤防工事（中島箇所の改修工事[高知36]）（高知工事事務所
四十年史433頁）

昭和57年度 1982 土佐市 高岡堤防工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 土佐市 中島背割堤防第2工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 いの町（伊野町） 南の谷川排水機場ポンプ増設工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高
知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 日高村 神母樋門改築第1工事（江尻箇所の改修工事[高知40]）（高知工事事務
所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 日高村 江尻根固災害復旧工事（昭和57年の台風13号災害の復旧工事[高知
26]）（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 土佐市 新居堤防災害復旧工事（昭和57年の台風13号災害の復旧工事[高知
26]）（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 土佐市 新居堤防災害復旧第3工事（昭和57年の台風13号災害の復旧工事[高
知26]）（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 土佐市 中島根固災害復旧工事（昭和57年の台風13号災害の復旧工事[高知
26]）（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 高知市（春野町） 西畑堤防災害復旧工事（昭和57年の台風13号災害の復旧工事[高知
26]）（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 高知市（春野町） 西畑堤防災害復旧第2工事（昭和57年の台風13号災害の復旧工事[高
知26]）（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 高知市（春野町） 仁ノ箇所の改修工事[高知29]着手（高知工事事務所四十年史388頁）

昭和57年度 1982 いの町（伊野町） 宇治川堤防災害合併工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和57年度 1982 いの町（伊野町） 宇治川堤防災害合併第2工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 いの町（伊野町） 6月、南の谷川排水機場のポンプ増設を完成（大内箇所の改修工事[高
知38]）（四国地方建設局三十年史782頁）

昭和58年度 1983 日高村 神母樋門改築第1工事（江尻箇所の改修工事[高知40]）（高知工事事務
所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 いの町（伊野町） 南の谷川排水機場ポンプ増設工事（大内箇所の改修工事[高知38]）（高
知工事事務所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 いの町（伊野町） 宇治川堤防工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 高知市（春野町） 西畑排水機場樋門新設工事（西畑箇所の改修工事[高知30]）（高知工
事事務所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 いの町（伊野町） 羽根堤防工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 高知市（春野町） 田ノ裏堤防工事（高知工事事務所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 高知市（春野町） 仁ノ堤防工事（仁ノ箇所の改修工事[高知29]）（高知工事事務所四十年
史433頁）

昭和58年度 1983 土佐市 中島背割堤防工事（中島箇所の改修工事[高知36]）（高知工事事務所
四十年史433頁）

昭和58年度 1983 日高村 神母樋門改築第2工事（江尻箇所の改修工事[高知40]）（高知工事事務
所四十年史433頁）

昭和58年度 1983 高知市（春野町） 西畑低水護岸根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和58年度 1983 土佐市 高岡根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和59年度 1984 いの町（伊野町） 宇治川上流堤防工事（宇治川上流河道改修工事[高知34]）（高知工事
事務所四十年史434頁）

copyright@2017四国社会資本アーカイブス



仁淀川8 / 11 ページ

仁淀川の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ：関連する主な法制度、計画

緑：主要な自然災害

市町村名 内容
年度 西暦 全体

市町村別

昭和59年度 1984 いの町（伊野町） 宇治川堤防工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和59年度 1984 いの町（伊野町） 宇治川上流河道改修工事[高知34]（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和59年度 1984 日高村 神母樋門第2工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和59年度 1984 高知市（春野町） 森山・田裏堤防工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和59年度 1984 土佐市 中島背割堤防工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和59年度 1984 高知市（春野町） 仁ノ堤防工事（仁ノ箇所の改修工事[高知29]）（高知工事事務所四十年
史434頁）

昭和59年度 1984 日高村 神母樋門第3工事（江尻箇所の改修工事[高知40]）（高知工事事務所四
十年史434頁）

昭和59年度 1984 いの町（伊野町） 羽根堤防工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和59年度 1984 いの町（伊野町） 宇治川護岸工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 6月、宇治川上流河道付替（宇治川上流河道改修工事[高知34]）の通水
式を挙行（四国地方建設局三十年史頁788頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 宇治川上流河道改修工事[高知34]（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 狭間樋門工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 日高村 日下川放水路トンネル調査工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 宇治川上流改修工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 大内地区河床整正工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 宇治川護岸工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 高知市（春野町） 森山・田裏堤防工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 高知市（春野町） 仁ノ堤防工事（仁ノ箇所の改修工事[高知29]）（高知工事事務所四十年
史434頁）

昭和60年度 1985 高知市（春野町） 仁ノ堤防第2工事（仁ノ箇所の改修工事[高知29]）（高知工事事務所四
十年史434頁）

昭和60年度 1985 日高村 神母樋門改築第3工事（江尻箇所の改修工事[高知40]）（高知工事事務
所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 羽根堤防工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 土佐市 仁淀川河口導流堤災害復旧工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 土佐市 新居堤防根固災害復旧工事（高知工事事務所四十年史434頁）

昭和60年度 1985 高知市（春野町） 森山堤防工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 八田堤防漏水対策工事（八田箇所の改修工事[高知32]）（高知工事事
務所四十年史435頁）

昭和60年度 1985 日高村 旧神母樋門撤去工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 宇治川上流河付替改修工事（宇治川上流河道改修工事[高知34]）完了
（高知工事事務所昭和62年度事業概要）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 波川箇所の改修工事[高知39]着手（高知工事事務所四十年史414頁）

昭和60年度 1985 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]着手（平成22年度第1回事業評価監視委
員会資料1頁）

昭和60年度 1985 いの町（伊野町） 昭和61年3月、宇治川の激甚災害対策特別緊急事業[高知48]完成（高
知工事事務所四十年史440頁、444-447頁）

昭和61年度 1986 11月、大渡ダム[高知50]が完成（四国地方建設局三
十年史794頁）

高知市（春野町） 仁ノ堤防工事（仁ノ箇所の改修工事[高知29]）（高知工事事務所四十年
史435頁）

昭和61年度 1986 日高村 日下川護岸工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和61年度 1986 いの町（伊野町） 伊野堤防低水護岸工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和61年度 1986 高知市（春野町） 田裏堤防工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和61年度 1986 高知市（春野町） 弘岡堤防工事（弘岡箇所の改修工事[高知31]）（高知工事事務所四十
年史435頁）

昭和61年度 1986 いの町（伊野町） 伊野堤防工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和61年度 1986 いの町（伊野町） 宇治川旧河道改修工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和61年度 1986 高知市（春野町） 田裏排水樋門工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和61年度 1986 高知市（春野町） 弘岡低水護岸工事（高知工事事務所四十年史435頁）

昭和62年度 1987 第7次治水事業五箇年計画（昭和62～平成3年度）の
策定

いの町（伊野町） 7月、神母樋門竣工式を挙行（四国地方建設局三十年史796頁）

昭和62年度 1987 4月、仁淀川の河川環境整備事業に着手（四国地方
建設局三十年史796頁）

いの町（伊野町） 波川地先の堤防補強に着手（高知工事事務所昭和62年度事業概要）

昭和62年度 1987 5月、河川法改正（市町村施行制度の創設） 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所昭和62年度事業概要）

昭和62年度 1987 6月、第四次全国総合開発計画の策定 いの町（伊野町） 仁淀川の河川環境整備事業着手（高知工事事務所平成元年度事業概
要）

昭和63年度 1988 平成元年3月、仁淀川水系工事実施基本計画改定
（高知工事事務所平成元年度事業概要）

平成元年度 1989 高知市（春野町） 弘岡地先の堤防補強（高知工事事務所平成元年度事業概要）

平成元年度 1989 いの町（伊野町） 波川地先の堤防補強（高知工事事務所平成元年度事業概要）

平成元年度 1989 日高村 江尻地先の堤防補強（高知工事事務所平成元年度事業概要）

平成元年度 1989 いの町（伊野町） 伊野堤防下流部の堤防補強（高知工事事務所平成元年度事業概要）

平成元年度 1989 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成元年度事業概要）

平成元年度 1989 いの町（伊野町） 波川地先の低水護岸整備（高知工事事務所平成元年度事業概要）

平成2年度 1990 5月、四国地方開発促進計画（第4次）の策定
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平成3年度 1991 5月、河川法改正（高規格堤防特別区域制度の創設） いの町（伊野町） 仁西、弘岡地先の堤防補強（高知工事事務所平成3年度事業概要）

平成3年度 1991 土佐市 鶴若地先の堤防補強（高知工事事務所平成3年度事業概要）

平成3年度 1991 いの町（伊野町） 南ノ谷樋門改築工事着手（高知工事事務所平成3年度事業概要）

平成3年度 1991 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成3年度事業概要）

平成3年度 1991 いの町（伊野町） 波川地先の低水護岸整備（高知工事事務所平成3年度事業概要）

平成3年度 1991 高知市（春野町） 左岸河口導流堤災害復旧工事（高知工事事務所平成3年度事業概要）

平成4年度 1992 第8次治水事業五箇年計画（平成4～8年度）の策定

平成4年度 1992 8月、台風11号により仁淀川で被災（高知工事事務所
平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 8月、台風7号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

土佐市 鶴若地先の堤防補強（高知工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 いの町（伊野町） 仁西、西畑地先の堤防補強（高知工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 いの町（伊野町） 奥田川排水機場工事に着手（高知工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 高知市（春野町） 仁ノの左岸導流堤の改築工事に着手（高知工事事務所平成5年度事業
概要）

平成5年度 1993 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 いの町（伊野町） 宇治川の多自然型川作りによる河道改修（高知工事事務所平成5年度
事業概要）

平成5年度 1993 いの町（伊野町） 南の谷樋門改築工事（高知工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 いの町（伊野町） 宇治川の礫間接接触酸化法による河川浄化事業に着手（高知工事事
務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 土佐市 用石地先災害復旧工事（高知工事事務所平成5年度事業概要）

平成5年度 1993 高知市（春野町） 西畑地先災害復旧工事（高知工事事務所平成5年度事業概要）

平成6年度 1994 高知市（春野町） 仁西の高潮堤防工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 高知市（春野町） 仁ノの河口導流堤の補強工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 いの町（伊野町） 伊野の桜づつみ工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 高知市（春野町） 西畑堤防工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 いの町（伊野町） 波川堤防工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 いの町（伊野町） 宇治川の河道改修工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 いの町（伊野町） 奥田川排水機場工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 いの町（伊野町） 南の谷樋門改築工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 いの町（伊野町） 宇治川の河川浄化事業（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 土佐市 新居地先で災害復旧工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 高知市（春野町） 森山地先で災害復旧工事（高知工事事務所平成6年度事業概要）

平成7年度 1995 4月、河川法改正（河川立体区域制度の創設） いの町（伊野町） 4月、宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]に着手（高知工事事
務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 高知市（春野町） 仁西の高潮堤防工事（高知工事事務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 いの町（伊野町） 伊野の桜づつみ工事（高知工事事務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 高知市（春野町） 仁ノの河口導流堤の補強工事（高知工事事務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 いの町（伊野町） 宇治川の河道改修工事（高知工事事務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 いの町（伊野町） 奥田川排水機場の新設工事（ポンプ設備）（高知工事事務所平成7年度
事業概要）

平成7年度 1995 いの町（伊野町） 南の谷樋門改築工事（高知工事事務所平成7年度事業概要）

平成7年度 1995 いの町（伊野町） 宇治川の河川浄化事業（高知工事事務所平成7年度事業概要）

平成8年度 1996 高知市（春野町） 仁西の高潮堤防工事（高知工事事務所平成8年度事業概要）

平成8年度 1996 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成8年度事業概要）

平成8年度 1996 いの町（伊野町） 奥田川排水機場の新設工事（ポンプ設備）（高知工事事務所平成8年度
事業概要）

平成8年度 1996 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]（高知工事事務所平成8年
度事業概要）

平成8年度 1996 いの町（伊野町） 宇治川の河川浄化事業（高知工事事務所平成8年度事業概要）

平成9年度 1997 第9次治水事業七箇年計画（平成9～15年度）の策定 高知市（春野町） 西畑堤防の堤防補強工事（高知工事事務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 6月、河川法改正（治水・利水・環境の総合的な河川
制度の整備）

いの町（伊野町） 波川堤防の堤防補強工事（高知工事事務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 9月、台風19号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

いの町（伊野町） 伊野堤防の堤防補強工事（高知工事事務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 平成10年3月、21世紀の国土のグランドデザインの策
定

土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]（高知工事事務所平成9年
度事業概要）

平成9年度 1997 いの町（伊野町） 宇治川の河川浄化事業（高知工事事務所平成9年度事業概要）
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仁淀川の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ：関連する主な法制度、計画

緑：主要な自然災害

市町村名 内容
年度 西暦 全体

市町村別

平成10年度 1998 平成11年3月、四国地方開発促進計画（第5次）の策
定

平成11年度 1999 7月、台風5号により仁淀川で被災（高知工事事務所
平成12年度事業概要）

いの町（伊野町） 伊野堤防の県道合併区間の工事（高知工事事務所平成11年度事業概
要）

平成11年度 1999 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成11年度事業概要）

平成11年度 1999 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]（高知工事事務所平成11
年度事業概要）

平成11年度 1999 いの町（伊野町） 平成12年3月、宇治川排水機場（ポンプ増設10㎥／s）完成（宇治川の激
甚災害対策特別緊急事業[高知48]）（平成23年度第5回事業評価監視
委員会資料8頁）

平成12年度 2000 4月、河川法改正（河川管理への市町村参画の促進） いの町（伊野町） 伊野堤防の県道合併区間の工事（高知工事事務所平成12年度事業概
要）

平成12年度 2000 5月、土砂災害防止法公布 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]（高知工事事務所平成12
年度事業概要）

平成12年度 2000 高知市（春野町） 仁ノ地先で漏水対策の災害復旧工事（高知工事事務所平成12年度事
業概要）

平成12年度 2000 いの町（伊野町） 波川地先で根固の災害復旧工事（高知工事事務所平成12年度事業概
要）

平成12年度 2000 高知市（春野町） 仁ノ地先で根固、水制工の設置（高知工事事務所平成12年度事業概
要）

平成12年度 2000 いの町（伊野町） 波川地先で河道拡幅及び護岸工（高知工事事務所平成12年度事業概
要）

平成12年度 2000 いの町（伊野町） 宇治川河道改修完了（平成23年度第5回事業評価監視委員会資料8
頁）

平成13年度 2001 6月、水防法改正（洪水予報河川の拡充、浸水想定
区域の公表など）

いの町（伊野町） 伊野堤防の県道合併区間（伊野町天神～音竹地先）の工事（高知工事
事務所平成13年度事業概要）

平成13年度 2001 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成13年度事業概要）

平成13年度 2001 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]（高知工事事務所平成13
年度事業概要）

平成13年度 2001 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]のトンネル第一工事（呑口
側）着手（平成16年度第1回事業評価監視委員会資料9頁）

平成13年度 2001 いの町（伊野町） 八田低水護岸工事が完了（高知工事事務所平成14年度事業概要）

平成13年度 2001 いの町（伊野町） 仁淀外水系総合水系環境整備事業（相生川）（相生川水質浄化事業[高
知83]）着手（平成21年度第4回事業評価監視委員会資料1頁）

平成13年度 2001 いの町（伊野町） 仁淀川河川環境整備事業[高知96]着手（高知河川国道事務所事業概
要2008）

平成13年度 2001 いの町（伊野町） 平成14年3月、新宇治川放水路工事起工式（宇治川床上浸水対策特別
緊急事業[高知72]）（高知工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 いの町（伊野町） 奥田川排水機場のポンプ増設（高知工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 高知市（春野町） 春野地区の低水護岸工事（高知工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 土佐市 天崎地区の低水護岸工事（高知工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 いの町（伊野町） 新宇治川放水路の建設工事（高知工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]のトンネル第二工事（吐口
側）着手（平成16年度第1回事業評価監視委員会資料9頁）

平成14年度 2002 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]の吐口側導水路工事着手
（平成16年度第1回事業評価監視委員会資料9頁）

平成15年度 2003 4月、高知河川国道事務所に名称変更 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所平成15年度事業
概要）

平成15年度 2003 10月、第1次社会資本整備重点計画（平成15～19年
度）の策定

いの町（伊野町） 新宇治川放水路の建設工事（高知河川国道事務所平成15年度事業概
要）

平成15年度 2003 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]の呑口側導水路工事着手
（平成16年度第1回事業評価監視委員会資料9頁）

平成15年度 2003 いの町（伊野町） 仁淀川・宇治川・相生川清流ルネッサンスⅡ事業（相生川水質浄化事業
[高知83]）（四国の治水関係事業概要2003）

平成15年度 2003 土佐市 平成16年3月、波介川河口導流事業[高知77]起工式（高知河川国道事
務所平成16年度事業概要）

平成16年度 2004 10月、台風23号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河
川整備計画19頁）

高知市（春野町） 西畑地区の漏水対策工の整備（高知河川国道事務所平成16年度事業
概要）

平成16年度 2004 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所平成16年度事業
概要）

平成16年度 2004 いの町（伊野町） 新宇治川放水路の建設工事（高知河川国道事務所平成16年度事業概
要）

平成16年度 2004 いの町（伊野町） 仁淀川・宇治川・相生川清流ルネッサンスⅡ事業（相生川水質浄化事業
[高知83]）（四国の治水関係事業概要2004）

平成16年度 2004 いの町（伊野町） 宇治川床上浸水対策特別緊急事業[高知72]（四国の治水関係事業概
要2004）

平成17年度 2005 5月、水防法改正（浸水想定区域及び洪水ハザード
マップの作成促進など）

土佐市 新居根固災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2005）

平成17年度 2005 9月、台風14号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

高知市（春野町） 西畑地先の堤防補強建設工事（高知河川国道事務所事業概要2005）

平成17年度 2005 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所事業概要2005）

平成17年度 2005 いの町 新宇治川放水路の建設工事（高知河川国道事務所事業概要2005）

平成18年度 2006 高知市（春野町） 西畑箇所の災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2007）

平成18年度 2006 いの町 八田箇所の災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2007）

平成18年度 2006 高知市（春野町） 仁西箇所の災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2007）
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仁淀川の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ：関連する主な法制度、計画

緑：主要な自然災害

市町村名 内容
年度 西暦 全体

市町村別

平成18年度 2006 土佐市 用石箇所の災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2007）

平成18年度 2006 土佐市 天崎箇所の災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2007）

平成18年度 2006 いの町 仁淀川相生水質浄化施設着手（平成26年度第2回事業評価監視委員会
資料17頁）

平成18年度 2006 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（四国の治水関係事業概要2006）

平成18年度 2006 いの町 平成19年3月、新宇治川放水路完成（宇治川床上浸水対策特別緊急事
業[高知72]完成）（平成23年度第5回事業評価監視委員会資料8頁）

平成19年度 2007 7月、台風4号により仁淀川で洪水（仁淀川水系河川
整備計画19頁）

土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所事業概要2007）

平成19年度 2007 平成20年3月、仁淀川水系河川整備方針策定 土佐市 4月、波介川床上浸水対策特別緊急事業[高知85]着手（平成22年度第1
回事業評価監視委員会資料9頁）

平成19年度 2007 高知市（春野町） 仁淀川左岸箇所（春野町仁ノ及び仁西地先）の高潮堤防の整備（高知
河川国道事務所事業概要2007）

平成19年度 2007 いの町（伊野町） 仁淀川・宇治川・相生川清流ルネッサンスⅡ事業（相生川水質浄化事業
[高知83]）（四国の治水関係事業概要2007）

平成20年度 2008 7月、国土形成計画（全国計画）の策定 高知市 仁西箇所の災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2008）

平成20年度 2008 平成21年3月、第2次社会資本整備重点計画（平成20
～24年度）の策定

いの町 谷箇所の災害復旧工事（高知河川国道事務所事業概要2008）

平成20年度 2008 高知市 仁淀川左岸箇所（春野町仁ノ及び仁西地先）の高潮堤防の整備（高知
河川国道事務所事業概要2008）

平成20年度 2008 いの町 仁淀川河川環境整備事業[高知96]（高知河川国道事務所事業概要
2008）

平成20年度 2008 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所事業概要2008）

平成20年度 2008 土佐市 波介川床上浸水対策特別緊急事業[高知85]（高知河川国道事務所事
業概要2008）

平成21年度 2009 8月、四国圏広域地方計画の策定 高知市 仁淀川左岸高潮堤防の整備（高知河川国道事務所事業概要2009）

平成21年度 2009 8月、四国ブロックの社会資本の重点整備方針の策
定

いの町 仁淀川河川環境整備事業[高知96]（高知河川国道事務所事業概要
2009）

平成21年度 2009 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所事業概要2009）

平成21年度 2009 土佐市 波介川床上浸水対策特別緊急事業[高知85]（四国の治水関係事業概
要2009）

平成22年度 2010 11月、土砂災害防止法改正（緊急調査、土砂災害緊
急情報の通知・周知など）

いの町 仁淀川河川環境整備事業[高知96]（高知河川国道事務所事業概要
2010）

平成22年度 2010 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所事業概要2010）

平成22年度 2010 いの町 平成23年3月、仁淀川相生浄化施設（相生川水質浄化事業[高知83]）完
成（高知河川国道事務所事業概要2014）

平成23年度 2011 土佐市 仁淀川河口部右岸高潮区間の堤防のかさ上げ及び高潮護岸の整備
（高知河川国道事務所事業概要2011）

平成23年度 2011 土佐市 波介川河口導流事業[高知77]（高知河川国道事務所事業概要2011）

平成23年度 2011 土佐市 波介川床上浸水対策特別緊急事業[高知85]（四国の治水関係事業概
要2011）

平成24年度 2012 8月、第3次社会資本整備重点計画（平成24～28年
度）の策定

土佐市 5月、波介川河口導流路の通水開始（高知河川国道事務所事業概要
2014）

平成24年度 2012 いの町 加田箇所で仁淀川河川改修事業（高知河川国道事務所事業概要2012）

平成25年度 2013 土佐市 高岡箇所の漏水対策工事着手（高知河川国道事務所事業概要2014）

平成25年度 2013 土佐市 新居箇所の河道掘削着手（高知河川国道事務所事業概要2014）

平成25年度 2013 いの町 加田箇所の堤防事業（高知河川国道事務所事業概要2013）

平成25年度 2013 高知市 弘岡箇所の漏水対策工事（高知河川国道事務所事業概要2013）

平成26年度 2014 10月、土砂災害防止法改正（基礎調査制度の拡充、
警戒避難体制の提供など）

いの町 加田箇所の築堤工事（高知河川国道事務所事業概要2014）

平成26年度 2014 土佐市 高岡箇所の漏水対策工事（高知河川国道事務所事業概要2014）

平成26年度 2014 土佐市 新居箇所の河道掘削（高知河川国道事務所事業概要2014）

平成27年度 2015 8月、新たな国土形成計画（全国計画）の策定 いの町 4月、仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（宇治川）[高知97]に着手（高
知河川国道事務所事業概要2015）

平成27年度 2015 平成28年3月、四国圏広域地⽅計画の策定 日高村 4月、仁淀川床上浸水対策特別緊急事業（日下川）[高知98]に着手（高
知河川国道事務所事業概要2015）

平成27年度 2015 平成28年3月、四国ブロックにおける社会資本整備重
点計画の策定

日高村 4月、江尻地区かわまちづくり[高知91]に着手（高知河川国道事務所事
業概要2015）

平成27年度 2015 いの町 加田箇所の堤防事業（高知河川国道事務所事業概要2015）

平成27年度 2015 土佐市 新居・用石箇所の河道掘削（高知河川国道事務所事業概要2015）

資料

1. 高知工事事務所編「高知工事事務所四十年史」（1987年）

2. 建設省高知工事事務所「事業概要」、国土交通省高知河川国道事務所「事業概要」（各年度）

3. 四国の建設のあゆみ編纂委員会編「四国の建設のあゆみ」（1990年）

4. 建設省四国地方建設局監修「四国地方建設局三十年史」（1988年）

5. 建設省四国地方建設局河川部「事業概要」、国土交通省四国地方整備局河川部「事業概要」（各年度）

6. 国土交通省四国地方整備局「事業評価監視委員会資料」（該当分）

7. 国土交通省四国地方整備局・高知県編「仁淀川水系河川整備計画」（2013年）
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