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四万十川の詳細年表 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、台風により渡川で洪水（渡川水系河川整備計画
14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

昭和4年度 1929 4月、内務省神戸土木出張所渡川改修事務所が発足
（中村工事事務所六十年のあゆみ58頁）

昭和4年度 1929 4月、渡川の直轄河川改修事業（戦前の渡川改修工
事[高知64]）に着手（中村工事事務所六十年のあゆ
み58頁）

昭和5年度 1930 四万十市（中村市） 具同掘削工事に着手（中村工事事務所70年のあゆみ96頁）

昭和5年度 1930 四万十市（中村市） 具同人力掘削工事（渡川改修四十年史110頁）

昭和6年度 1931 四万十市（中村市） 具同人力掘削工事（渡川改修四十年史122頁）

昭和6年度 1931 四万十市（中村市） 中村地先築堤工事に着手（中村工事事務所70年のあゆみ96頁）

昭和6年度 1931 四万十市（中村市） 中村（渡川）人力掘削工事（渡川改修四十年史122頁）

昭和6年度 1931 四万十市（中村市） 中村（後川）人力掘削工事（渡川改修四十年史122-123頁）

昭和6年度 1931 四万十市（中村市） 具同第一護岸工事（渡川改修四十年史123頁）

昭和6年度 1931 四万十市（中村市） 中村（後川）築堤工事（渡川改修四十年史123頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 中村（渡川）人力掘削工事（渡川改修四十年史135頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 中村（後川）人力掘削工事（渡川改修四十年史135頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 入田人力掘削工事（渡川改修四十年史135頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 入田機械掘削工事（渡川改修四十年史135頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 佐岡第一人力掘削工事（渡川改修四十年史135頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 入田第二人力掘削工事（渡川改修四十年史136頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 入田第三人力掘削工事（渡川改修四十年史136頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 大用寺護岸工事（渡川改修四十年史136頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 中村（後川）築堤工事（渡川改修四十年史136-137頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 具同地先築堤工事に着手（中村工事事務所70年のあゆみ96頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史137頁）

昭和7年度 1932 四万十市（中村市） 中村揚水機新設工事（渡川改修四十年史137頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 中村（渡川）人力掘削工事（渡川改修四十年史142頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 入田機械掘削工事（渡川改修四十年史142頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 佐岡第一人力掘削工事（渡川改修四十年史142頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 入田第三人力掘削工事（渡川改修四十年史142頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 入田第四人力掘削工事（渡川改修四十年史142-143頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 大芝人力掘削工事（渡川改修四十年史143頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 中村（後川）築堤工事（渡川改修四十年史143頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史143頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史143頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 入田築堤工事（渡川改修四十年史143頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 入田護岸工事（渡川改修四十年史144頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 入田第二護岸工事（渡川改修四十年史144頁）

昭和8年度 1933 四万十市（中村市） 中村揚水機新設工事（渡川改修四十年史144頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 岩崎堤防の拡策工事（中村工事事務所70年のあゆみ96頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 中村（渡川）人力掘削工事（渡川改修四十年史150頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 入田機械掘削工事（渡川改修四十年史150頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 佐岡第一人力掘削工事（渡川改修四十年史150頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 大芝人力掘削工事（渡川改修四十年史150頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 佐岡第二人力掘削工事（渡川改修四十年史150頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 不破大門人力掘削工事（渡川改修四十年史150頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 中村（後川）築堤工事（渡川改修四十年史150-151頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史151頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史151頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 入田築堤工事（渡川改修四十年史151頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 中村岩崎築堤工事（渡川改修四十年史151-152頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 入田第二護岸工事（渡川改修四十年史152頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 長畑護岸工事（渡川改修四十年史152頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 西仲沢護岸工事（渡川改修四十年史152頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 入田第三護岸工事（渡川改修四十年史153頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 中村岩崎護岸工事（渡川改修四十年史153頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 具同第二護岸工事（渡川改修四十年史153頁）

昭和9年度 1934 四万十市（中村市） 四万十川橋継足橋梁工事（渡川改修四十年史153-154頁）

昭和10年度 1935 5月、渡川改修工事起工式挙行（中村工事事務所六
十年のあゆみ58頁）

四万十市（中村市） 佐岡第一人力掘削工事（渡川改修四十年史164頁）

年度 西暦 全体
市町村別
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四万十川の詳細年表 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
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市町村名 内容
年度 西暦 全体

市町村別

昭和10年度 1935 8月、渡川で計画洪水流量を大幅に上回る大洪水が
発生（渡川改修四十年史95頁、171-172頁）

四万十市（中村市） 入田第四人力掘削工事（渡川改修四十年史164頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 大芝人力掘削工事（渡川改修四十年史164-165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 不破大門人力掘削工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 東原人力掘削工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 古津賀人力掘削工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 不破大門人力掘削災害手戻工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 入田機械掘削工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 入田機械掘削災害手戻工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史165頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 入田築堤工事（渡川改修四十年史165-166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 長畑築堤工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 入田築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 具同築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 佐岡築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 長畑護岸工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 西仲沢護岸工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 入田第三護岸工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 具同第二護岸工事（渡川改修四十年史166頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 佐岡護岸工事（渡川改修四十年史167頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 入田第四護岸工事（渡川改修四十年史167頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 具同第三護岸工事（渡川改修四十年史167頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 入田第三護岸災害手戻工事（渡川改修四十年史167頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 四万十川橋継足橋梁工事（渡川改修四十年史167頁）

昭和10年度 1935 四万十市（中村市） 佐岡橋新設工事（渡川改修四十年史167-168頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 佐岡第一人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田第四人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 不破大門人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 東原人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 古津賀人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 不破新割人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 不破八幡前人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 山路島人力掘削工事（渡川改修四十年史180頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 東原人力掘削災害手戻工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田機械掘削工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 不破機械掘削工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田機械掘削災害手戻工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田築堤工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 長畑築堤工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史181頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 具同築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 佐岡築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 長畑護岸工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 西中沢護岸工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田第三護岸工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 佐岡護岸工事（渡川改修四十年史182頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田第四護岸工事（渡川改修四十年史183頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 公文名護岸工事（渡川改修四十年史183頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田第三護岸災害手戻工事（渡川改修四十年史183頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 佐岡橋新設工事（渡川改修四十年史183頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 竹島堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史184頁）

昭和11年度 1936 四万十市（中村市） 入田堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史184頁）

昭和12年度 1937 11月、全体計画変更（中村工事事務所六十年のあゆ
み58頁）

四万十市（中村市） 11月、全体計画変更により、中筋川背割堤2,650ｍ延長、坂本背割堤工
事（中筋川付替工事[高知7]）に着手（中村工事事務所六十年のあゆみ
58頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 佐岡第一人力掘削工事（渡川改修四十年史191頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 佐岡第二人力掘削工事（渡川改修四十年史191頁）
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昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 古津賀人力掘削工事（渡川改修四十年史191頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 不破新割人力掘削工事（渡川改修四十年史191頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 不破八幡前人力掘削工事（渡川改修四十年史191頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 山路島人力掘削工事（渡川改修四十年史191頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 右山掘削工事（渡川改修四十年史191-192頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 不破機械掘削工事（渡川改修四十年史192頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 不破低水路掘削工事（渡川改修四十年史192頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史192頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史192頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 入田築堤工事（渡川改修四十年史192頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 長畑築堤工事（渡川改修四十年史193頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史193頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史193頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史193頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 入田築堤増補工事（渡川改修四十年史193頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史193頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 入田築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史193-195頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 具同築堤災害手戻工事（渡川改修四十年史195頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 西仲沢護岸工事（渡川改修四十年史195頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 公文名護岸工事（渡川改修四十年史195頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 具同第四護岸工事（渡川改修四十年史195頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史195頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 仲瀬護岸工事（渡川改修四十年史195頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 亀ノ甲護岸工事（渡川改修四十年史195-196頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 馬渡護岸工事（渡川改修四十年史196頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 古津賀水門工事（渡川改修四十年史196頁）

昭和12年度 1937 四万十市（中村市） 佐岡橋新設工事（渡川改修四十年史196頁）

昭和13年度 1938 8月、低気圧による豪雨のため、渡川で坂本背割堤
が流失するなどの工事被害（渡川改修四十年史207
頁）

四万十市（中村市） 6月、甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）に着手（中村工事事務
所六十年のあゆみ58頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 古津賀人力掘削工事（渡川改修四十年史202頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 不破新割人力掘削工事（渡川改修四十年史202頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 不破八幡前人力掘削工事（渡川改修四十年史202-203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 山路島人力掘削工事（渡川改修四十年史203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 不破機械掘削工事（渡川改修四十年史203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 不破低水路掘削工事（渡川改修四十年史203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 長畑築堤工事（渡川改修四十年史203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史203頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 入田築堤増補工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 西仲沢護岸工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 仲瀬護岸工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 亀ノ甲護岸工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 馬渡護岸工事（渡川改修四十年史204-205頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 右山護岸工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 坂本低水護岸工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和13年度 1938 四万十市（中村市） 古津賀水門工事（渡川改修四十年史204頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 山路背割堤工事に着手（中村工事事務所六十年のあゆみ58頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 古津賀水門、横堤樋管新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ58
頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 不破八幡前人力掘削工事（渡川改修四十年史211頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 山路島人力掘削工事（渡川改修四十年史211頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 右山掘削工事（渡川改修四十年史211頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史211-212
頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 鍋島人力掘削工事（渡川改修四十年史212頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史212頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史212頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 不破機械掘削工事（渡川改修四十年史212頁）
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昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 不破低水路掘削工事（渡川改修四十年史212頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史212-213頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 中村（後川）築堤工事（渡川改修四十年史213頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史213頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 長畑築堤工事（渡川改修四十年史213頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史213頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史213頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史213頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史213-214頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 山路背割堤工事（渡川改修四十年史214頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 西仲沢護岸工事（渡川改修四十年史214頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史214頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 仲瀬護岸工事（渡川改修四十年史214頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 亀ノ甲護岸工事（渡川改修四十年史214頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 馬渡護岸工事（渡川改修四十年史214頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 坂本低水護岸工事（渡川改修四十年史215頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 竹島護岸工事（渡川改修四十年史215頁）

昭和14年度 1939 四万十市（中村市） 古津賀水門工事（渡川改修四十年史215頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 古津賀人力掘削工事（渡川改修四十年史222頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 不破八幡前人力掘削工事（渡川改修四十年史222頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 山路島人力掘削工事（渡川改修四十年史222頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 鍋島人力掘削工事（渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 不破低水路掘削工事（渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） （渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 不破第二機械掘削工事（渡川改修四十年史223頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 山路掘削災害復旧工事（渡川改修四十年史223-224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 中村（後川）築堤工事（渡川改修四十年史224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 長畑築堤工事（渡川改修四十年史224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 山路瀬割堤工事（渡川改修四十年史224頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 坂本瀬割堤工事（渡川改修四十年史225頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 坂本瀬割堤護岸工事（渡川改修四十年史225頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 坂本低水護岸工事（渡川改修四十年史225頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 竹島護岸工事（渡川改修四十年史225頁）

昭和15年度 1940 四万十市（中村市） 古津賀水門工事（渡川改修四十年史225頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削（中筋川付替工事[高知7]）土を山路川上流に埋め立て（無
償民地捨土）（中村工事事務所六十年のあゆみ59頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 古津賀人力掘削工事（渡川改修四十年史233頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 不破新割人力掘削工事（渡川改修四十年史233頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 不破八幡前人力掘削工事（渡川改修四十年史233頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史233-234
頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 鍋島人力掘削工事（渡川改修四十年史234頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史234頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史234頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 山路島第二人力掘削工事（渡川改修四十年史234頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 坂本掘削工事（渡川改修四十年史234頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 山路島人力掘削工事（渡川改修四十年史234頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 不破低水路掘削工事（渡川改修四十年史234-235頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史235頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 不破第二機械掘削工事（渡川改修四十年史235頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 不破第二低水路掘削工事（渡川改修四十年史235頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史235頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史235頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 坂本瀬割堤工事（渡川改修四十年史235-236頁）

copyright@2017四国社会資本アーカイブス



四万十川5 / 23 ページ

四万十川の詳細年表 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16年度 1941 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史236頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 山路背割堤工事（渡川改修四十年史236頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 長畑築堤増補工事（渡川改修四十年史236頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史236頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 右山護岸工事（渡川改修四十年史236頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 坂本低水護岸工事（渡川改修四十年史236-237頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 鍋島護岸工事（渡川改修四十年史237頁）

昭和16年度 1941 四万十市（中村市） 南川原護岸工事（渡川改修四十年史237頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 不破新割人力掘削工事（渡川改修四十年史244頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史244頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 鍋島人力掘削工事（渡川改修四十年史244頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史244-245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 不破第二機械掘削工事（渡川改修四十年史245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 山路島第二人力掘削工事（渡川改修四十年史245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 坂本掘削工事（渡川改修四十年史245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 不破第二低水路掘削工事（渡川改修四十年史245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 山路第二掘削工事（渡川改修四十年史245頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 南川原掘削工事（渡川改修四十年史246頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史246頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史246頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 坂本掘削堤工事（渡川改修四十年史246頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史246頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 山路掘削堤工事（渡川改修四十年史246頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 長畑築堤増補工事（渡川改修四十年史246頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史246-247頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 亀ノ甲護岸工事（渡川改修四十年史247頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 馬渡護岸工事（渡川改修四十年史247頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 右山護岸工事（渡川改修四十年史247頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 竹島護岸工事（渡川改修四十年史247頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 鍋島護岸工事（渡川改修四十年史247頁）

昭和17年度 1942 四万十市（中村市） 南川原護岸工事（渡川改修四十年史247頁）

昭和18年度 1943 7月、台風による出水のため被害（渡川改修四十年
史259頁）

四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）一時休止（中村工事事務所
六十年のあゆみ59頁）

昭和18年度 1943 11月、内務省中国四国土木出張所渡川工事事務所
と名称変更（中村工事事務所六十年のあゆみ59頁）

四万十市（中村市） 古津賀人力掘削工事（渡川改修四十年史252頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 不破新割人力掘削工事（渡川改修四十年史252頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 鍋島人力掘削工事（渡川改修四十年史252頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史252頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史252頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 不破第二機械掘削工事（渡川改修四十年史252頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 山路島第二機械掘削工事（渡川改修四十年史252頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 坂本掘削工事（渡川改修四十年史252-253頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 不破第二低水掘削工事（渡川改修四十年史253頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 山路第二掘削工事（渡川改修四十年史253頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 南川原掘削工事（渡川改修四十年史253頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史253頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史253頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史253頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史253-254頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 山路瀬割堤工事（渡川改修四十年史254頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 長畑築堤増補工事（渡川改修四十年史254頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 入田築堤災害復旧工事（渡川改修四十年史254頁、260-261頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 右山築堤災害復旧工事（渡川改修四十年史254頁、260頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 長畑築堤災害復旧工事（渡川改修四十年史254頁、260頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 佐田築堤工事（渡川改修四十年史254頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 角崎築堤工事（渡川改修四十年史254頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史254-255頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 竹島護岸工事（渡川改修四十年史255頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 鍋島護岸工事（渡川改修四十年史255頁）
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昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 南川原護岸工事（渡川改修四十年史255頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 角崎護岸工事（渡川改修四十年史255頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 坂本背割堤築堤復旧工事（渡川改修四十年史261頁）

昭和18年度 1943 四万十市（中村市） 具同築堤災害復旧工事（渡川改修四十年史261頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 鍋島人力掘削工事（渡川改修四十年史264頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史264頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史264頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 不破第二機械掘削工事（渡川改修四十年史264頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 坂本掘削工事（渡川改修四十年史264-265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 不破第二低水路掘削工事（渡川改修四十年史265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 鍋島第二掘削工事（渡川改修四十年史265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 具同築堤工事（渡川改修四十年史265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 佐田築堤工事（渡川改修四十年史265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 角崎築堤工事（渡川改修四十年史265頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史265-266頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 山路背割堤工事（渡川改修四十年史266頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 古津賀築堤工事（渡川改修四十年史266頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史266頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 佃築堤工事（渡川改修四十年史266頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史266頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 鍋島護岸工事（渡川改修四十年史266頁）

昭和19年度 1944 四万十市（中村市） 角崎護岸工事（渡川改修四十年史266頁）

昭和20年度 1945 9月、枕崎台風により渡川で出水、被害（渡川改修四
十年史270頁）

四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史270頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史271頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 坂本掘削工事（渡川改修四十年史271頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 不破第二低水路掘削工事（渡川改修四十年史271頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史271頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 佐田築堤工事（渡川改修四十年史271頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 角崎築堤工事（渡川改修四十年史271頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 山路背割堤工事（渡川改修四十年史271頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（渡川改修四十年史271-272頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史272頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 佃築堤工事（渡川改修四十年史272頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史272頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 坂本低水護岸工事（渡川改修四十年史272頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 佐田護岸工事（渡川改修四十年史272頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 古津賀水門工事（渡川改修四十年史272頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 坂本背割堤災害復旧工事（渡川改修四十年史274頁）

昭和20年度 1945 四万十市（中村市） 佃築堤災害復旧工事（渡川改修四十年史274頁）

昭和21年度 1946 7月、台風により渡川で洪水、被害（渡川改修四十年
史276頁、283頁）

四万十市（中村市） 山路背割堤工事一時休止（中村工事事務所六十年のあゆみ59頁）

昭和21年度 1946 12月、南海大地震により渡川で四万十川橋の落橋、
堤防の亀裂、沈下の被害が発生（渡川改修四十年史
95頁、276頁）

四万十市（中村市） 山路第二掘削工事（渡川改修四十年史278頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 川原畑掘削工事（渡川改修四十年史278頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 鍋島第二掘削工事（渡川改修四十年史278頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 角崎堤掘削工事（渡川改修四十年史278頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 不破第三機械掘削工事（渡川改修四十年史278頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 高橋掘削工事（渡川改修四十年史278頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 高橋第二掘削工事（渡川改修四十年史279頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史279頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史279頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 角崎築堤工事（渡川改修四十年史279頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 佃築堤工事（渡川改修四十年史279頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 佐岡築堤工事（渡川改修四十年史279頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 角崎背割堤工事（渡川改修四十年史279頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 右山第二築堤工事（渡川改修四十年史279-280頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 佐田第二築堤工事（渡川改修四十年史280頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史280頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 坂本掘削災害復旧工事（渡川改修四十年史283頁）
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昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 入田護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史283頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 佃築堤災害復旧工事（渡川改修四十年史283-284頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 右山築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史284頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 入田築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史284頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 山路背割堤震災復旧工事（渡川改修四十年史284頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 竹島築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史284頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 佐田築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史284頁）

昭和21年度 1946 四万十市（中村市） 坂本背割堤震災復旧工事（渡川改修四十年史284頁）

昭和22年度 1947 7月、長雨により渡川で被災（渡川改修四十年史296
頁）

四万十市（中村市） 角崎掘削工事（渡川改修四十年史288頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 不破第三機械掘削工事（渡川改修四十年史288頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 高橋第二掘削工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 甲ヶ峯第二掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史289
頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 竹島築堤工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 右山第二築堤工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 佐田第二築堤工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 井沢築堤工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 鍋島護岸工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 角崎護岸工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 佐岡橋新設工事（渡川改修四十年史289頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 坂本掘削災害復旧工事（渡川改修四十年史295頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 入田護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史295頁、297頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史295、297頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 入田護岸工事（渡川改修四十年史295頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 坂本背割堤災害復旧工事（渡川改修四十年史296-297頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 右山築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史297頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 入田築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史297頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 山路背割堤震災復旧工事（渡川改修四十年史297-298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 坂本背割堤震災復旧工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 竹島築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 角崎築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 渡川震災復旧入田築堤工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 中村佐岡築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 渡川震災復旧中村佐岡築堤拡張工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 具同築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和22年度 1947 四万十市（中村市） 中村築堤護岸震災復旧工事（渡川改修四十年史298頁）

昭和23年度 1948 7月、建設省中国四国地方建設局渡川工事事務所と
名称変更（中村工事事務所六十年のあゆみ59頁）

四万十市（中村市） 角崎掘削工事（渡川改修四十年史302-303頁）

昭和23年度 1948 7月、大雨により渡川で出水、被害（渡川改修四十年
史301頁）

四万十市（中村市） 不破第三機械掘削工事（渡川改修四十年史303頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史303頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 坂本掘削第三工事（渡川改修四十年史303頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史303頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 佐田第二築堤工事（渡川改修四十年史303頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 井沢築堤工事（渡川改修四十年史303頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 佐田第三築堤工事（渡川改修四十年史304頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 坂本背割堤災害復旧工事（渡川改修四十年史305-306頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 入田護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史306頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 入田護岸第二工事（渡川改修四十年史306頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 坂本背割堤第一、第二、第三工事（渡川改修四十年史306-307頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 震災復旧坂本掘削工事（渡川改修四十年史307頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 右山築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史307頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 山路背割堤震災復旧工事（渡川改修四十年史307頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 竹島築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史307頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 渡川震災復旧入田築堤工事（渡川改修四十年史307-308頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 渡川震災復旧中村佐岡築堤拡張工事（渡川改修四十年史308頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 具同築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史308頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 古津賀築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史308頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 入田築堤震災復旧第二工事（渡川改修四十年史308頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 具同築堤震災復旧第二、第三、第四工事（渡川改修四十年史308-309
頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 震災復旧竹島築堤第二工事（渡川改修四十年史308頁）
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昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 岩崎築堤震災復旧工事（渡川改修四十年史309頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 竹島築堤震災復旧第三工事（渡川改修四十年史309頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 中村築堤護岸震災復旧工事（渡川改修四十年史309頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸震災復旧工事（渡川改修四十年史309頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 佐岡護岸震災復旧工事（渡川改修四十年史309頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 入田護岸震災復旧工事（渡川改修四十年史309頁）

昭和23年度 1948 四万十市（中村市） 地盤沈下復旧竹島築堤工事、第二、第三工事（渡川改修四十年史310
頁）

昭和24年度 1949 6月、水防法公布 四万十市（中村市） 角崎掘削第二工事（渡川改修四十年史314頁）

昭和24年度 1949 6月、デラ台風により渡川で出水、被害（渡川改修四
十年史312頁）

四万十市（中村市） 鍋島掘削第三、第四工事（渡川改修四十年史314頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削第三工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史314
頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 古津賀築堤第二工事（渡川改修四十年史314頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 佐岡築堤第三工事（渡川改修四十年史315頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 鍋島築堤第二工事（渡川改修四十年史315頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤第二工事（渡川改修四十年史315頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 具同築堤第二、第三、第四工事（渡川改修四十年史315頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 高橋築堤工事（渡川改修四十年史315頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤第六工事（渡川改修四十年史315頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 鍋島築堤第三工事（渡川改修四十年史315頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤第三、第四、第五工事（渡川改修四十年史316頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸第二工事（渡川改修四十年史316頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 鍋島護岸第二工事（渡川改修四十年史316頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史318-319頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史319頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 入田護岸第三工事（渡川改修四十年史319頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤杭出水制工事（渡川改修四十年史319頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 竹島築堤第四、第五工事（渡川改修四十年史319-320頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事（渡川改修四十年史320頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 井沢築堤工事（渡川改修四十年史320頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 右山築堤工事（渡川改修四十年史320頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 佃築堤工事（渡川改修四十年史320頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本掘削工事（渡川改修四十年史320-321頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤第二工事（渡川改修四十年史321頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史321頁）

昭和24年度 1949 四万十市（中村市） 渡川導流堤復旧工事（高知県より受託）（渡川改修四十年史321頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削（中筋川付替工事[高知7]）休止（中村工事事務所六十年の
あゆみ59頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 坂本瀬割堤防工事（渡川改修四十年史325頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 高橋堤防工事（渡川改修四十年史325頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 佃堤防工事（渡川改修四十年史325-326頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（渡川改修四十年史326頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 井沢堤防工事（渡川改修四十年史326頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 下田堤防工事（渡川改修四十年史326頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 災害復旧坂本瀬割堤防工事、第二工事（渡川改修四十年史327頁、331
頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 竹島鍋島堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史327頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 竹島堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史331頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 鍋島堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史332頁）

昭和25年度 1950 四万十市（中村市） 渡川導流堤復旧工事（高知県より受託）（渡川改修四十年史332頁）

昭和26年度 1951 7月、ケイト台風により渡川で工事被害（渡川改修四
十年史339-340頁）

四万十市（中村市） 後川上流左岸秋田、安並地先の築堤に着工（中村工事事務所六十年
のあゆみ59頁）

昭和26年度 1951 10月、ルース台風により渡川で工事被害（渡川改修
四十年史340頁）

四万十市（中村市） 坂本瀬割堤防工事（渡川改修四十年史336頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 坂本掘削工事（渡川改修四十年史336頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 坂本背割堤護岸工事（渡川改修四十年史336頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史336頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 中山築堤工事（渡川改修四十年史336頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 中山掘削工事（渡川改修四十年史337頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 安並築堤工事（渡川改修四十年史337頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 安並掘削工事（渡川改修四十年史337頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 古津賀築堤工事（渡川改修四十年史337-338頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 下田護岸工事（渡川改修四十年史338頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 実崎水門工事（渡川改修四十年史338頁）
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昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 鍋島築堤工事、第二工事（渡川改修四十年史341頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史342-343頁）

昭和26年度 1951 四万十市（中村市） 中村護岸工事（渡川改修四十年史342頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 実崎水門工事に着手（中村工事事務所六十年のあゆみ60頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 坂本背割堤防工事（渡川改修四十年史346頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 中山堤防工事（渡川改修四十年史347頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史347頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 下田堤防工事（渡川改修四十年史348頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 古津賀築堤工事（渡川改修四十年史348頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 実崎水門工事（渡川改修四十年史348頁）

昭和27年度 1952 四万十市（中村市） 坂本瀬割堤防工事（渡川改修四十年史350頁）

昭和28年度 1953 昭和28年度以降総体計画策定（中村工事事務所六
十年のあゆみ60頁）

四万十市（中村市） 下田港口に5カ年計画で導流堤（400ｍ）を施工（中村工事事務所六十年
のあゆみ60頁）

昭和28年度 1953 6月、梅雨前線による集中豪雨のため、渡川で洪水
被害（渡川改修四十年史366頁）

四万十市（中村市） 楠島揚水ポンプ場新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ60頁）

昭和28年度 1953 8月、台風5号により渡川で洪水被害（渡川改修四十
年史366頁）

四万十市（中村市） 実崎水門工事に着手（中村工事事務所六十年のあゆみ60頁）

昭和28年度 1953 9月、台風12号により渡川で洪水被害（渡川改修四十
年史366頁）

四万十市（中村市） 坂本背割堤防工事、第二、第三工事（渡川改修四十年史354-355頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 中山堤防工事、第二工事（渡川改修四十年史355-356頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 楠島堤防工事（渡川改修四十年史356頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 下田堤防工事、第二工事（渡川改修四十年史356頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 安並堤防工事、第二工事（渡川改修四十年史356頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 実崎築堤工事（渡川改修四十年史356-357頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 中村護岸工事（渡川改修四十年史357頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 実崎水門工事（渡川改修四十年史357頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 井上水門工事（渡川改修四十年史357頁）

昭和28年度 1953 四万十市（中村市） 楠島揚水ポンプ新設工事（渡川改修四十年史357頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 楠島堤防工事（渡川改修四十年史362-363頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 下田堤防工事（渡川改修四十年史363頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 実崎築堤工事（渡川改修四十年史363頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（渡川改修四十年史364頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 井沢堤防工事（渡川改修四十年史364頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史364頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 坂本掘削堤防工事（渡川改修四十年史365頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 中山築堤工事（渡川改修四十年史365頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 井上水門工事（渡川改修四十年史365頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 清水水門工事（渡川改修四十年史365-366頁）

昭和29年度 1954 四万十市（中村市） 楠島揚水ポンプ新設工事（渡川改修四十年史366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）

四万十市（中村市） 楠島堤防工事（渡川改修四十年史371頁）

昭和30年度 1955 9月、台風22号により渡川で出水、被害（渡川改修四
十年史373頁）

四万十市（中村市） 清水水門工事（渡川改修四十年史371頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（渡川改修四十年史371頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 下田護岸工事（渡川改修四十年史371頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（渡川改修四十年史371-372頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史372頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 井沢堤防工事（渡川改修四十年史372頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 中村護岸工事（渡川改修四十年史372頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 楠島道路付替工事（渡川改修四十年史372頁）

昭和30年度 1955 四万十市（中村市） 実崎護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史373-374頁）

昭和31年度 1956 5月、海岸法公布 四万十市（中村市） 山路背割堤、甲ヶ峯開削（中筋川付替工事[高知7]）再着工（中村工事
事務所六十年のあゆみ60頁）

昭和31年度 1956 昭和32年3月、特定多目的ダム法公布 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（渡川改修四十年史378頁）

昭和31年度 1956 四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史378頁）

昭和31年度 1956 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史378頁）

昭和31年度 1956 四万十市（中村市） 楠島築堤工事（渡川改修四十年史378頁）

昭和31年度 1956 四万十市（中村市） 中山堤防工事（渡川改修四十年史378-379頁）

昭和31年度 1956 四万十市（中村市） 清水水門工事（渡川改修四十年史379頁）

昭和31年度 1956 四万十市（中村市） 川家川樋門工事（渡川改修四十年史379頁）

昭和32年度 1957 昭和33年3月、地すべり等防止法公布 四万十市（中村市） 秋田樋門に着工（中村工事事務所六十年のあゆみ60頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史385-386頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 楠島堤防工事（渡川改修四十年史386頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 中山堤防工事（渡川改修四十年史386頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 秋田堤防工事（渡川改修四十年史386頁）
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昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 竹島整地工事（渡川改修四十年史386頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 高橋水門及堤防工事（渡川改修四十年史386頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） （渡川改修四十年史386-387頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 具同根固工事（渡川改修四十年史387頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 川家川樋門工事（渡川改修四十年史387頁）

昭和32年度 1957 四万十市（中村市） 秋田樋門工事（渡川改修四十年史387頁）

昭和33年度 1958 建設省四国地方建設局渡川工事事務所に名称変更
（中村工事事務所六十年のあゆみ59頁）

四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史392-393頁）

昭和33年度 1958 四万十市（中村市） 高橋堤防工事（渡川改修四十年史393頁）

昭和33年度 1958 四万十市（中村市） 清水水門袖石積工事（渡川改修四十年史393頁）

昭和33年度 1958 四万十市（中村市） 高橋水門擁壁工事（渡川改修四十年史393頁）

昭和33年度 1958 四万十市（中村市） 秋田堤防工事（渡川改修四十年史393頁）

昭和33年度 1958 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（渡川改修四十年史393-394頁）

昭和33年度 1958 四万十市（中村市） 秋田道路付替工事（渡川改修四十年史394頁）

昭和33年度 1958 四万十市（中村市） 秋田樋門工事（渡川改修四十年史394頁）

昭和34年度 1959 8月、台風6号により渡川で被災（渡川改修四十年史
402頁）

四万十市（中村市） 八反原ポンプ場排水工事（中村市より受託）（中村工事事務所六十年の
あゆみ60頁）

昭和34年度 1959 昭和35年3月、治山治水緊急措置法公布 四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史401頁）

昭和34年度 1959 昭和35年3月、治水特別会計法公布 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史401頁）

昭和34年度 1959 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（渡川改修四十年史401頁）

昭和34年度 1959 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史401頁）

昭和34年度 1959 四万十市（中村市） 国見築堤工事（渡川改修四十年史401頁）

昭和34年度 1959 四万十市（中村市） 八反原ポンプ場排水工事（中村市から受託）（渡川改修四十年史402
頁）

昭和34年度 1959 四万十市（中村市） 佃護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史402頁）

昭和34年度 1959 四万十市（中村市） 中村護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史403頁）

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

四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史406-407頁）

昭和35年度 1960 8月、台風16号により渡川で出水、被害（渡川改修四
十年史410-411頁）

四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史407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 四万十市（中村市） 国見築堤工事（渡川改修四十年史407頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史407頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 山路道路付替工事（渡川改修四十年史407頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 小市橋架替工事（渡川改修四十年史407-408頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 右山護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史408頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 中村根固災害復旧工事（渡川改修四十年史410頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 坂本根固災害復旧工事（渡川改修四十年史410頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 竹島護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史411頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 第二坂本根固災害復旧工事（渡川改修四十年史411頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 第二右山護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史411頁）

昭和35年度 1960 四万十市（中村市） 古津賀根固災害復旧工事（渡川改修四十年史411頁）

昭和36年度 1961 9月、台風18号（第二室戸台風）により渡川で出水、
被害（渡川改修四十年史423頁）

四万十市（中村市） 中筋川付替工事[高知7]関連で小原橋、小市橋、山路橋の架換工事に
着手（中村工事事務所六十年のあゆみ60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 四万十市（中村市） 坂本背割堤工事（渡川改修四十年史417頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史417頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史417頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 山路低水護岸工事（渡川改修四十年史417頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 国見築堤工事（渡川改修四十年史417-418頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史417頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 小原橋架換工事（渡川改修四十年史417頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 小市橋架換工事（渡川改修四十年史417頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 山路橋架換工事（渡川改修四十年史417-418頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 後川橋架換工事（渡川改修四十年史418-419頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 右山護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史422頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 第二坂本根固災害復旧工事（渡川改修四十年史423頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 竹島護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史423頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 実崎護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史423頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 安並護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史423頁）

昭和36年度 1961 四万十市（中村市） 京町根固災害復旧工事（渡川改修四十年史423頁）

昭和37年度 1962 10月、全国総合開発計画の策定 四万十市（中村市） 坂本瀬割堤防工事（渡川改修四十年史428頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史428頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 甲ヶ峯掘削工事（中筋川付替工事[高知7]）（渡川改修四十年史428頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 山路低水護岸工事（渡川改修四十年史429頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史429頁）
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昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 国見築堤工事（渡川改修四十年史429頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 山路橋架換工事（渡川改修四十年史429頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 小原橋架換工事（渡川改修四十年史430頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 後川橋架換工事（渡川改修四十年史430頁）

昭和37年度 1962 四万十市（中村市） 井沢低水護岸並根固災害復旧工事（渡川改修四十年史430頁）

昭和38年度 1963 4月、建設省四国地方建設局中村工事事務所に名称
変更（中村工事事務所六十年のあゆみ60頁）

四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史437頁）

昭和38年度 1963 昭和38年度以降総体計画策定（中村工事事務所六
十年のあゆみ60頁）

四万十市（中村市） 坂本瀬割堤防工事（渡川改修四十年史438頁）

昭和38年度 1963 8月、台風9号により渡川で戦後最大の洪水（渡川改
修四十年史448頁）

四万十市（中村市） 山路護岸工事（渡川改修四十年史438頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 山路軌条撤収工事（渡川改修四十年史438頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 釣ヶ谷橋上部工架設工事（渡川改修四十年史438-440頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 国見築堤工事（渡川改修四十年史438頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史438頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 坂本根固災害復旧工事（渡川改修四十年史448頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 山路低水護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史449頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 佃堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史449頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 佐岡堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史449-450頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 右山低水護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史450頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 京町根固災害復旧工事（渡川改修四十年史450頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 中筋川山路護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史450頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 中山低水護岸並根固災害復旧工事（渡川改修四十年史450-451頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 楠島低水護岸並根固災害復旧工事（渡川改修四十年史451頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 昭和39年2月、中筋川付替工事[高知7]完了（中村工事事務所六十年の
あゆみ61頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 昭和39年2月、中筋川の付替[高知7]における甲が峰通水式（四国地方
建設局三十年史736頁）

昭和38年度 1963 四万十市（中村市） 昭和38年の台風9号災害の復旧工事[高知42]着手（渡川改修四十年史
96頁）

昭和39年度 1964 4月、渡川の総合開発事業調査を開始（四国地方建
設局三十年史736頁）

四万十市（中村市） 4月、後川秋田・安並地区の本格的締切に着手（四国地方建設局三十
年史738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）

四万十市（中村市） 後川左岸地区の本格的締切完了（中村工事事務所六十年のあゆみ61
頁）

昭和39年度 1964 8月、台風14号により渡川で被災（渡川改修四十年史
460頁）

四万十市（中村市） 坂本護岸工事（渡川改修四十年史456頁）

昭和39年度 1964 9月、台風20号により渡川で被災（渡川改修四十年史
460頁）

四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史456-457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

四万十市（中村市） 山路掘削工事（渡川改修四十年史457頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 山路護岸工事（渡川改修四十年史457頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 国見堤防工事（渡川改修四十年史457頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（渡川改修四十年史457-458頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 秋田、安並堤防工事（渡川改修四十年史458頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 下田根固災害復旧工事（渡川改修四十年史458-459頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 竹島並佃護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史459頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 入田堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史459頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 右山、楠島根固災害復旧工事（渡川改修四十年史459頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 下田根固災害復旧工事（渡川改修四十年史460頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 中山堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史460頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 坂本根固災害復旧工事（渡川改修四十年史460頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 下田堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史461頁）

昭和39年度 1964 四万十市（中村市） 山路根固災害復旧工事（渡川改修四十年史461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

四万十市（中村市） 下田堤防工事（渡川改修四十年史466頁）

昭和40年度 1965 4月、渡川水系が一級水系に指定（中村工事事務所
六十年のあゆみ60頁）

四万十市（中村市） 井沢堤防工事（渡川改修四十年史466頁）

昭和40年度 1965 渡川工事実施基本計画策定（中村工事事務所六十
年のあゆみ60頁）

四万十市（中村市） 実崎堤防工事（渡川改修四十年史466-467頁）

昭和40年度 1965 9月、台風23号、24号により渡川で被災（渡川改修四
十年史472頁）

四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史467頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 実崎護岸工事（渡川改修四十年史467頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 古津賀、佃堤防工事（渡川改修四十年史467頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 秋田、安並堤防工事（渡川改修四十年史467-468頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 八宋田川樋門工事工事（渡川改修四十年史468-470頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 楠島、国見堤防工事（渡川改修四十年史470頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 間堤防工事（渡川改修四十年史470頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 下田根固災害復旧工事（渡川改修四十年史471頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 坂本根固災害復旧工事（渡川改修四十年史471頁）
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昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 井沢根固災害復旧工事（渡川改修四十年史471頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 佐岡根固災害復旧工事（渡川改修四十年史471-472頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 竹島護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史472頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 山路根固災害復旧工事（渡川改修四十年史472頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 古津賀護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史472頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 右山護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史473頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 中村護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史473頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 秋田堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史473頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 山路護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史473頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 山路（中筋川）根固災害復旧工事（渡川改修四十年史473頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 中山堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史473頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 山路本川根固災害復旧工事（渡川改修四十年史474頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 入田護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史474頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 安並護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史474頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 敷地根固災害復旧工事（渡川改修四十年史474頁）

昭和40年度 1965 四万十市（中村市） 山路護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史474頁）

昭和41年度 1966 8月、台風13号により渡川で被災（渡川改修四十年史
484頁）

四万十市（中村市） 9月、森沢川付替工事[高知131]に着手（四国地方建設局三十年史744
頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 12月、中筋川合流点付替の全工種完了（四国地方建設局三十年史744
頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 中筋川左岸の締切を完了し、右岸に着手（中村工事事務所六十年のあ
ゆみ61頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（渡川改修四十年史479頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 山路瀬割堤防工事（渡川改修四十年史479-480頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 安並堤防工事（渡川改修四十年史480頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 秋田堤防工事（渡川改修四十年史481頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 敷地堤防工事（渡川改修四十年史481頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 森沢川付替工事[高知131]（渡川改修四十年史481頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 間堤防工事（渡川改修四十年史482頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 国見下流堤防工事（渡川改修四十年史482頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 佃根固災害復旧工事（渡川改修四十年史483-484頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 山路根固災害復旧工事（渡川改修四十年史484頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 下田根固災害復旧工事（渡川改修四十年史484頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 入田護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史484頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 中村護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史485頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 安並護岸災害復旧工事（渡川改修四十年史485頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 敷地護岸根固災害復旧工事（渡川改修四十年史485頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 中山堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史485頁）

昭和41年度 1966 四万十市（中村市） 昭和38年の台風9号災害の復旧工事[高知42]完成（渡川改修四十年史
96頁）

昭和42年度 1967 7月、四国で初めての堤防と河川を守る会が渡川で
発足（四国地方建設局三十年史746頁）

四万十市（中村市） 間崎、百笑地先の新規着工（中村工事事務所六十年のあゆみ61頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 兼山用水路付替工事（中村工事事務所六十年のあゆみ61頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 百笑堤防工事（渡川改修四十年史490頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 谷の前堤防工事（渡川改修四十年史490頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 秋田安並堤防工事（渡川改修四十年史491頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 敷地堤防工事（渡川改修四十年史491頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 森沢川付替工事[高知131]（渡川改修四十年史491頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 具同護岸根固災害復旧工事（渡川改修四十年史493頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 丸の内根固災害復旧工事（渡川改修四十年史494頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 秋田護岸根固災害復旧工事（渡川改修四十年史494頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 山路根固災害復旧工事（渡川改修四十年史494頁）

昭和42年度 1967 四万十市（中村市） 昭和43年3月、森沢川付替工事[高知131]を完成（四国地方建設局三十
年史748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

四万十市（中村市） 国見上流堤防着手（～昭和46年）（中村工事事務所六十年のあゆみ61
頁）

昭和43年度 1968 4月、日向灘地震により渡川で被災（渡川改修四十年
史503-504頁）

四万十市（中村市） 百笑堤防工事（渡川改修四十年史499-500頁）

昭和43年度 1968 8月、台風10号により渡川で被災（渡川改修四十年史
504頁）

四万十市（中村市） 間崎堤防工事（渡川改修四十年史500頁）

昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 谷の前堤防工事（渡川改修四十年史500頁）

昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 森沢堤防工事（渡川改修四十年史500-501頁）

昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 国見上流堤防工事（渡川改修四十年史501頁）

昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 入田堤防災害復旧工事（渡川改修四十年史504頁）

昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 間崎護岸根固災害復旧工事（渡川改修四十年史504頁）

昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 谷の前護岸根固災害復旧工事（渡川改修四十年史504-505頁）
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昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 丸の内根固災害復旧工事（渡川改修四十年史505頁）

昭和43年度 1968 四万十市（中村市） 秋田護岸根固災害復旧工事（渡川改修四十年史505頁）

昭和44年度 1969 5月、新全国総合開発計画の策定 四万十市（中村市） 間崎護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515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

四万十市（中村市） 秋田護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和44年度 1969 四万十市（中村市） 右山根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和44年度 1969 四万十市（中村市） 百笑堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和44年度 1969 四万十市（中村市） 森沢堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和44年度 1969 四万十市（中村市） 敷地護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和44年度 1969 四万十市（中村市） 国見上流堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和44年度 1969 四万十市（中村市） 間崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和44年度 1969 四万十市（中村市） 谷の前堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 谷の前堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 百笑堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 国見堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 間樋門工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 間崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 秋田護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 中村護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 森沢堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和45年度 1970 四万十市（中村市） 初崎護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和46年度 1971 8月、台風23号により渡川で洪水（渡川水系河川整備
計画14頁）

四万十市（中村市） 百笑堤防完成（中村工事事務所六十年のあゆみ62頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 国見上流堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 山路右岸護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 山路左岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ515頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 具同護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 古津賀樋門改築工事（古津賀排水機場[高知10]）（中村工事事務所六
十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 古津賀排水機場[高知10]設置工事着工（中村工事事務所六十年のあ
ゆみ101-102頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 中島橋下部工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 間堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 間崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 中島橋桁製作架設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 森沢堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 山路上流護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 山路下流護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 国見上流護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 鍋島堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 中村護岸第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和46年度 1971 四万十市（中村市） 川家川樋門工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516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

四万十市（中村市） 坂本上流根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516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）

四万十市（中村市） 坂本下流根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和47年度 1972 7月、台風9号により渡川で洪水（渡川水系河川整備
計画14頁）

四万十市（中村市） 国見護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 間崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 中島樋門設置工事（中村工事事務所六十年のあゆみ516頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 秋田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 秋田第2堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 佐田樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 佐田護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 坂本根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 実崎樋門[高知54]改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 中村護岸第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）
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昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 中村護岸第3工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 森沢堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 秋田第3堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 後川掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和47年度 1972 四万十市（中村市） 古津賀樋門改築工事（古津賀排水機場[高知10]）（中村工事事務所六
十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 4月、渡川支川後川（藤、坂折地区）を直轄区域に編
入（四国地方建設局三十年史760頁）

四万十市（中村市） 環境整備事業（具同地区の直轄河川環境整備事業[高知15]）に着手
（中村工事事務所六十年のあゆみ62頁）

昭和48年度 1973 10月、水資源地域対策特別措置法公布 四万十市（中村市） 国見護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 秋田護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 渡川河口開削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 具同護岸工事（具同地区の直轄河川環境整備事業[高知15]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 敷地堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 楠島橋下部工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 秋田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 楠島橋桁製作工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 森沢堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 森沢堤防第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ517頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 中村堤防第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和48年度 1973 四万十市（中村市） 昭和49年3月、古津賀排水機場[高知10]完成（中村工事事務所六十年
のあゆみ101-102頁）

昭和49年度 1974 4月、中筋川上流地区を直轄区間に編入（中村工事
事務所六十年のあゆみ62頁）

四万十市（中村市） 4月、渡川で初めて内水対策排水機場が古津賀に完成（四国地方建設
局三十年史762頁）

昭和49年度 1974 昭和50年1月、渡川下流部採取船による砂利採取禁
止（四国地方建設局三十年史764頁）

四万十市（中村市） 後川藤地先の築堤に着工（中村工事事務所六十年のあゆみ62頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 中筋川河床掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 楠島橋桁架設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 渡川河口開削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 池田川樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 角崎堤防緊急復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 具同護岸工事（具同地区の直轄河川環境整備事業[高知15]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 古津賀護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 清水樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 藤堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 古津賀護岸第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 荒川護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 中村堤防第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 有岡護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 藤護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 麻生護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 山路護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 磯の川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 角崎護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ518頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 下田堤防第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和49年度 1974 四万十市（中村市） 磯の川堤防第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 8月、台風5号により中筋川の有岡地先で越流による
破堤35ｍ（中村工事事務所70年のあゆみ99頁）

四万十市（中村市） 八宋田地区の排水機場に着手（中村工事事務所六十年のあゆみ62頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 山路護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 右山護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 坂本根固水制災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 渡川河口掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 間崎護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 八宋田排水機場[高知12]新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ
519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 藤堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 岩田護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 江の村堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）
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昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 磯の川堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 具同護岸工事（具同地区の直轄河川環境整備事業[高知15]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 古津賀護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 下田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 馬渡樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 野地災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 江の村堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 磯の川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 磯の川堤防第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 磯の川堤防第3工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和50年度 1975 四万十市（中村市） 有岡堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ519頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 後川坂折地先の築堤着工（中村工事事務所六十年のあゆみ62頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 11月、津蔵淵水門工事に着工（四国地方建設局三十年史768頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 江の村堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 下田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 渡川河口開削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 藤堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 有岡堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 具同護岸工事（具同地区の直轄河川環境整備事業[高知15]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 古津賀護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 楠島護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 八宋田排水機場[高知12]新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ
520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 九樹第2樋門応急対策工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 実崎護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 具同護岸第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 八宋田川橋上部工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 生の川樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 坂折堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 九樹樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 佐岡樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 津蔵渕水門[高知9]新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 後田樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 下田護岸第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和51年度 1976 四万十市（中村市） 古津賀護岸第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520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

四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和52年度 1977 11月、第三次全国総合開発計画の策定 四万十市（中村市） 渡川河口開削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 生の川樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ520頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 具同護岸工事（具同地区の直轄河川環境整備事業[高知15]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 津蔵渕水門[高知9]新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 有岡堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 八宋田排水機場[高知12]着工（中村工事事務所六十年のあゆみ103-
104頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 坂折橋架替工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 井沢樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 藤樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 山路護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 荒川護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 山路下流護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 上町樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 有岡堤防第2工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 磯の川護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）
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昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 坂本護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 井上樋門応急対策工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 生の川護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 下田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ521頁）

昭和52年度 1977 四万十市（中村市） 昭和53年3月、八宋田排水機場[高知12]完成（中村工事事務所六十年
のあゆみ103-104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

四万十市（中村市） 坂木護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 生の川護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 渡川河口開削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 荒川護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 森沢護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 磯の川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 坂折橋架替工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 有岡堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 下田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 川家川樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 百笑地区の直轄河川環境整備事業[高知16]着工（中村工事事務所六
十年のあゆみ111頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 百笑護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 有岡堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 坂本護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ522頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 津蔵渕水門[高知9]新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和53年度 1978 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 荒川生の川護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ
523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 国見護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 渡川河口開削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 坂折橋上部工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 下田築堤工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 古津賀護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 坂折橋下部工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 間崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 敷地樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 磯の川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 入田低水護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 百笑護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 藤堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ523頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 実崎護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 中山下流護岸有岡災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524
頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 中山上流護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524
頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 津蔵渕水門[高知9]新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和54年度 1979 四万十市（中村市） 8月、津蔵渕水門[高知9]完成（中村工事事務所六十年のあゆみ63頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 4月、津蔵渕水門[高知9]落成式挙行（四国地方建設局三十年史774頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 渡川河口開削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 坂折橋架替工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 坂折護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 中山護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 百笑護岸工事（百笑地区の直轄河川環境整備事業[高知16]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ524頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 入田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 実崎護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 有岡樋門新築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 秋田低水護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525頁）

copyright@2017四国社会資本アーカイブス



四万十川17 / 23 ページ

四万十川の詳細年表 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55年度 1980 四万十市（中村市） 江の村築堤工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 有岡低水護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 中山上流護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525
頁）

昭和55年度 1980 四万十市（中村市） 昭和56年2月、後川改修に係わる坂折橋の改築が完成（四国地方建設
局三十年史776頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 7月、中筋川有岡樋門完成（四国地方建設局三十年史776頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 西の谷樋門完成（中村工事事務所六十年のあゆみ63頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 磯の川下流護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ525
頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 秋田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 百笑護岸工事（百笑地区の直轄河川環境整備事業[高知16]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 入田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 西の谷樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 坂折護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 実崎護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 有岡樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 有岡樋門完成（中村工事事務所70年のあゆみ99頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 間下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 山路下流根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 国見下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 間上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526頁）

昭和56年度 1981 四万十市（中村市） 実崎護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ526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

四万十市（中村市） 実崎護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 4月、中筋川ダム[高知59]実施計画調査に着手（四国
地方建設局三十年史778頁）

四万十市（中村市） 山路根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 8月、台風13号により渡川で洪水（渡川水系河川整備
計画14頁）

四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 昭和58年3月、中筋川ダム[高知59]を加えた渡川水
系工事実施基本計画を改定（四国地方建設局三十
年史782頁）

四万十市（中村市） 入田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 実崎護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 山路護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 百笑護岸工事（百笑地区の直轄河川環境整備事業[高知16]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 坂折護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 有岡堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 江の村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 国見堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 内川樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ527頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 横堤樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 西の谷樋門撤去工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 角崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 坂本根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 間下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 中村根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 間災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 古津賀根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 森沢上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 右山根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 森沢災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 鍋島根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 間上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 秋田護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 安並堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 実崎護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 江の村護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 佐岡下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 国見上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）
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昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 佐岡上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ528頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 佃堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 楠島護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 西の谷樋門建設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和57年度 1982 四万十市（中村市） 西の谷樋門完成（中村工事事務所70年のあゆみ99頁）

昭和58年度 1983 4月、中筋川ダム[高知59]建設事業に着手（四国地方
建設局三十年史782頁）

四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 森沢下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 楠島災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 角崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 有岡堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 百笑護岸工事（百笑地区の直轄河川環境整備事業[高知16]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 楠島堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 実崎護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 江の村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 国見堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ529頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 古津賀護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 秋田護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 坂折護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 楠島災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 坂本護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 間災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 間上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 坂本上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 江の村災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ530頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 佃堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 森沢災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 鍋島根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 安並堤防災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 江の村護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 佐岡下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 国見上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 佐岡上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 楠島護岸根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 山路護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 安並下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 坂本災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 坂本下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 横堤樋門改築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ531頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 八反原排水機場[高知13]樋門着工（中村工事事務所六十年のあゆみ
104-105頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 坂本災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ532頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 10月、有岡排水機場[高知11]の建設に着工（四国地方建設局三十年史
784頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ532頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ532頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 内川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ532頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 有岡排水機場[高知11]新築工事着工（中村工事事務所六十年のあゆ
み532頁）

昭和58年度 1983 四万十市（中村市） 12月、耳切堤防合併事業[高知8]の事業着手（中村工事事務所六十年
のあゆみ96頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 有岡排水機場[高知11]新築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ
532-533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 八反原排水機場[高知13]樋門完成（中村工事事務所六十年のあゆみ
104-105頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 坂本上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ532頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 坂本災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ532頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 坂本下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 間災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 森沢下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 間上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

copyright@2017四国社会資本アーカイブス



四万十川19 / 23 ページ

四万十川の詳細年表 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 四万十市（中村市） 江の村災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 内川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 中村堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 江の村低水護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ533頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 百笑護岸工事（百笑地区の直轄河川環境整備事業[高知16]）（中村工
事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 百笑地区の直轄河川環境整備事業[高知16]竣工（中村工事事務所六
十年のあゆみ111頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 江の村川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 山路下流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 山路上流災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 山路災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 角崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 坂折堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 具同根固工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 九樹堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 有岡低水護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 具重河道掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和59年度 1984 四万十市（中村市） 風指樋門[高知14]着手（平成元年3月竣工）（中村工事事務所六十年の
あゆみ105-106頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 入田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ534頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 昭和61年3月、有岡排水機場[高知11]新設工事完了（中村工事事務所
六十年のあゆみ101-102頁、534頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 具重河道掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 角崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 坂折樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 入田低水護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 上の土居川堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 中山河道掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 有岡低水護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 角崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和60年度 1985 四万十市（中村市） 具同護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ535頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 9月、有岡排水機場[高知11]完成（中村工事事務所六十年のあゆみ63
頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ536頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ536頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 坂折護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ536頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ536頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 上の土居樋門新築工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和61年度 1986 四万十市（中村市） 角崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537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

四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 5月、河川法改正（市町村施行制度の創設） 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 6月、第四次全国総合開発計画の策定 四万十市（中村市） 坂折堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 古津賀堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 国見上流築堤工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 中村護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 中山掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 有岡護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ537頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 耳切堤防工事（耳切堤防合併事業[高知8]）（中村工事事務所六十年の
あゆみ537頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 下田堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 森沢護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 実崎護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 江の村護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）
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昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 山路護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 森沢護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和62年度 1987 四万十市（中村市） 風指樋門[高知14]新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 古津賀堤防完成（中村工事事務所六十年のあゆみ63頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 国見下流護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 耳切堤防工事（耳切堤防合併事業[高知8]）の完成（中村工事事務所六
十年のあゆみ538頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 実崎護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ538頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 右山排水樋門新設工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 国見上流築堤工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 中山掘削工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 森沢低水護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 風指築堤工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 実崎堤防工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 四万十川大橋橋梁下部工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 江の村護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 坂本護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 牧護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 有岡護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 入田護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 右山護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ539頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 秋田護岸災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ540頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 秋田根固災害復旧工事（中村工事事務所六十年のあゆみ540頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 井沢護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ540頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 森沢護岸工事（中村工事事務所六十年のあゆみ540頁）

昭和63年度 1988 四万十市（中村市） 平成元年3月、耳切堤防完成（中村工事事務所70年のあゆみ99頁）

平成元年度 1989 平成2年3月、渡川水系河川環境管理基本計画策定
（中村工事事務所70年のあゆみ99頁）

平成2年度 1990 5月、四国地方開発促進計画（第4次）の策定 四万十市（中村市） 大用寺地区改修事業[高知57]着手（中村工事事務所70年のあゆみ45
頁）

平成2年度 1990 6月、横瀬川ダム建設事業[高知80]着手（平成26年
度第1回事業評価監視委員会資料4頁）

四万十市（中村市） 坂本・坂本背割箇所の緑の水辺整備事業[高知121]着手（四万十川らし
さをもとめて2-15頁）

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） 四万十市（中村市） 平成4年1月、坂本護岸竣工（中村工事事務所70年のあゆみ100頁）

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 四万十市（中村市） 下田箇所の緑の水辺整備事業[高知123]着手（四万十川らしさをもとめ
て22-25頁）

平成4年度 1992 8月、台風11号により渡川で洪水（渡川水系河川整備
計画14頁）

四万十市（中村市） 入田地区で漏水対策及び桜づつみモデル事業（四国の直轄治水関係
事業平成4年度）

平成4年度 1992 四万十市（中村市） 中筋川で実崎・間崎背割堤延伸（四国の直轄治水関係事業平成4年度）

平成4年度 1992 四万十市（中村市） 中筋川で森沢掘削（四国の直轄治水関係事業平成4年度）

平成4年度 1992 四万十市（中村市） 後川で大用寺地区宅地等水防災対策事業（大用寺地区改修事業[高知
57]）（四国の直轄治水関係事業平成4年度）

平成4年度 1992 四万十市（中村市） 後川で敷地・安並地区の堤防補強（四国の直轄治水関係事業平成4年
度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 坂本地区でエコ・リバー整備事業に着手（四国の直轄治水関係事業平
成5年度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 井沢護岸及び下田護岸工事（四国の直轄治水関係事業平成5年度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 入田箇所の漏水対策（四国の直轄治水関係事業平成5年度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 後川で八宋田排水機場の増設（四国の直轄治水関係事業平成5年度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 後川で敷地下流築堤（四国の直轄治水関係事業平成5年度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 後川で大用寺地区宅地等水防災対策事業（大用寺地区改修事業[高知
57]）（四国の直轄治水関係事業平成5年度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 後川で安並堤防補強（四国の直轄治水関係事業平成5年度）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 入田箇所の緑の水辺整備事業[高知122]着手（四万十川らしさをもとめ
て16-21頁）

平成5年度 1993 四万十市（中村市） 井沢箇所の緑の水辺整備事業[高知124]着手（四万十川らしさをもとめ
て26-31頁）

平成6年度 1994 7月、一級河川渡川水系渡川を一級河川渡川水系四
万十川に名称変更（中村工事事務所70年のあゆみ
100頁）

四万十市（中村市） 坂本背割、入田地区で緑の水辺整備事業[高知121][高知122]（四国の
直轄治水関係事業平成6年度）

平成6年度 1994 四万十市（中村市） 坂本・坂本背割箇所の緑の水辺整備事業[高知121]竣工（四万十川らし
さをもとめて2-15頁）

平成6年度 1994 四万十市（中村市） 入田箇所の漏水対策（四国の直轄治水関係事業平成6年度）

平成6年度 1994 四万十市（中村市） 後川で大用寺地区宅地等水防災対策事業（大用寺地区改修事業[高知
57]）（四国の直轄治水関係事業平成6年度）

平成6年度 1994 四万十市（中村市） 中筋川で山路地区の築堤（四国の直轄治水関係事業平成6年度）

平成6年度 1994 四万十市（中村市） 実崎樋門[高知54]の改築に着手（中村工事事務所70年のあゆみ44頁）
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平成7年度 1995 4月、河川法改正（河川立体区域制度の創設） 四万十市（中村市） 入田地区で緑の水辺整備事業[高知122]（四国の直轄治水関係事業平
成7年度）

平成7年度 1995 四万十市（中村市） 入田箇所の漏水対策（四国の直轄治水関係事業平成7年度）

平成7年度 1995 四万十市（中村市） 後川で大用寺地区宅地等水防災対策事業（大用寺地区改修事業[高知
57]）（四国の直轄治水関係事業平成7年度）

平成7年度 1995 四万十市（中村市） 中筋川で山路地区の築堤（四国の直轄治水関係事業平成7年度）

平成8年度 1996 四万十市（中村市） 具同地区で緑の水辺整備事業[高知128]（四国の直轄治水関係事業平
成8年度）

平成8年度 1996 四万十市（中村市） 中筋川で山路地区の築堤（四国の直轄治水関係事業平成8年度）

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 四万十市（中村市） 中筋川で山路地区の築堤（四国の直轄治水関係事業1997）

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）

四万十市（中村市） 中村地区で堤防補強（四国の直轄治水関係事業1997）

平成9年度 1997 9月、台風10号により四万十川で洪水（中村工事事務
所70年のあゆみ100頁）

四万十市（中村市） 実崎樋門[高知54]の改築工事（四国の直轄治水関係事業1997）

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

四万十市（中村市） 具同地区で緑の水辺整備事業[高知128]（四国の直轄治水関係事業
1997）

平成10年度 1998 8月、中筋川ダム[高知59]の竣工式（中筋川ダム工事
誌554-561頁）

四万十市（中村市） 実崎樋門[高知54]の改築工事（中村工事事務所平成10年度事業概要）

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

四万十市（中村市） 中筋川山路地区で釣ヶ谷橋・小市橋の改築工事（中村工事事務所平成
10年度事業概要）

平成10年度 1998 四万十市（中村市） 後川中村地区の堤防補強（中村工事事務所平成10年度事業概要）

平成10年度 1998 四万十市（中村市） 後川敷地地区で堤防の拡幅（中村工事事務所平成10年度事業概要）

平成10年度 1998 四万十市（中村市） 台風19号関係災害復旧工事（中村工事事務所平成10年度事業概要）

平成10年度 1998 四万十市（中村市） 渡川総合水系環境整備事業（丸ノ内川浄化事業）[高知87]着工（平成22
年度第5回事業評価監視委員会資料8頁）

平成10年度 1998 四万十市（中村市） 平成11年3月、実崎樋門[高知54]完成（中村工事事務所70年のあゆみ
100頁）

平成10年度 1998 四万十市（中村市） 具同地区河川防災ステーション[高知55]の整備に着手（中村工事事務
所70年のあゆみ42頁）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 具同地区河川防災ステーション[高知55]の整備（中村工事事務所平成
11年度事業概要）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 中筋川山路地区で小市橋の改築工事及び築堤工事（中村工事事務所
平成11年度事業概要）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 山路川樋門新設工事（中村工事事務所平成11年度事業概要）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 後川中村地区の堤防補強（中村工事事務所平成11年度事業概要）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 後川敷地地区で堤防の拡幅（中村工事事務所平成11年度事業概要）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 梅雨前線災害復旧工事（中村工事事務所平成11年度事業概要）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 安並・蕨岡地区で床上浸水対策特別緊急事業（中村工事事務所平成11
年度事業概要）

平成11年度 1999 四万十市（中村市） 後川床上浸水対策特別緊急事業[高知56]着手（平成20年度第1回事業
評価監視委員会資料）

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） 四万十市（中村市） 後川床上浸水対策特別緊急事業[高知56]（四国の直轄治水関係事業
2000）

平成12年度 2000 5月、土砂災害防止法公布 四万十市（中村市） 後川中村地区の堤防補強（四国の直轄治水関係事業2000）

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）

四万十市（中村市） 山路川樋門新設工事の完了（中村工事事務所平成13年度事業概要）

平成13年度 2001 12月、中筋川河川整備計画策定（中村工事事務所平
成14年度事業概要）

四万十市（中村市） 後川中村地区の堤防補強と国道441号改良の合併区間築堤工事の完
了（中村工事事務所平成13年度事業概要）

平成13年度 2001 四万十市（中村市） 後川敷地地区で堤防補強と市道改良の合併区間築堤工事の完了（中
村工事事務所平成13年度事業概要）

平成13年度 2001 四万十市（中村市） 安並・蕨岡地区で川家・藤排水機場新設及び安並堤防補強（中村工事
事務所平成13年度事業概要）

平成13年度 2001 四万十市（中村市） 丸の内川浄化用水導入事業（中村工事事務所平成13年度事業概要）

平成13年度 2001 四万十市（中村市） 平成14年3月、山路川堤防完成（中村工事事務所平成14年度事業概
要）

平成14年度 2002 6月、横瀬川ダム基本計画告示（平成26年度第1回事
業評価監視委員会資料4頁）

四万十市（中村市） 入田堤防の漏水対策工事（中村工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 四万十市（中村市） 間地区の堤防改修事業に着手（中村工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 四万十市（中村市） 中村地区の堤防補強と市道改良の合併事業に着手（中村工事事務所
平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 四万十市（中村市） 安並・蕨岡地区で川家・藤排水機場新設及び安並堤防補強（中村工事
事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 四万十市（中村市） 四万十川自然再生事業に着手（中村工事事務所平成14年度事業概要）

平成14年度 2002 四万十市（中村市） 丸の内川浄化用水導入事業の完了（中村工事事務所平成14年度事業
概要）

平成14年度 2002 四万十市（中村市） 6月、具同地区河川防災ステーション[高知55]完成（中村工事事務所平
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

四万十市（中村市） 入田堤防の漏水対策工事（中村河川国道事務所平成15年度事業概要）

平成15年度 2003 四万十市（中村市） 間箇所の堤防改修事業に着手（中村河川国道事務所平成15年度事業
概要）

平成15年度 2003 四万十市（中村市） 中村箇所の堤防補強と市道改良の合併事業に着手（中村河川国道事
務所平成15年度事業概要）

平成15年度 2003 四万十市（中村市） 後川左岸の川家排水機場新設及び安並堤防補強を完了（中村河川国
道事務所平成15年度事業概要）
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平成15年度 2003 四万十市（中村市） 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所平成15年度事業概要）

平成15年度 2003 四万十市（中村市） 6月、後川床上浸水対策特別緊急事業[高知56]竣工（川家川、藤排水機
場完成）（中村河川国道事務所事業概要2004）

平成16年度 2004 10月、台風23号により四万十川で洪水（渡川水系河
川整備計画14頁）

四万十市（中村市） 間箇所の堤防改修事業（中村河川国道事務所事業概要2004）

平成16年度 2004 四万十市（中村市） 中村箇所の堤防補強と市道改良の合併事業（中村河川国道事務所事
業概要2004）

平成16年度 2004 四万十市（中村市） 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要2004）

平成16年度 2004 四万十市（中村市） 間堤防完成（中村河川国道事務所事業概要2007）

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）

四万十市 中村箇所の堤防補強と市道改良の合併事業（中村河川国道事務所事
業概要2005）

平成17年度 2005 9月、台風14号により四万十川で洪水（渡川水系河川
整備計画14頁）

四万十市 田野川箇所の築堤事業（中村河川国道事務所事業概要2005）

平成17年度 2005 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要2005）

平成17年度 2005 四万十市 渡川総合水系環境整備事業（丸ノ内川浄化事業）[高知87]完了（平成22
年度第5回事業評価監視委員会資料8頁）

平成17年度 2005 四万十市 渡川総合水系環境整備事業[高知86]工事着手（平成22年度第4回事業
評価監視委員会資料26頁）

平成17年度 2005 四万十市 平成18年3月、中村堤防完成（中村河川国道事務所事業概要2007）

平成18年度 2006 四万十市 田野川箇所の築堤事業（中村河川国道事務所事業概要2006）

平成18年度 2006 四万十市 四万十川河口部の南海地震対策（中村河川国道事務所事業概要
2006）

平成18年度 2006 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要2006）

平成19年度 2007 7月、台風4号により四万十川で洪水（渡川水系河川
整備計画14頁）

四万十市 田野川箇所の築堤事業（中村河川国道事務所事業概要2007）

平成19年度 2007 四万十市 不破箇所の築堤事業[高知82]着手（中村河川国道事務所事業概要
2007）

平成19年度 2007 四万十市 四万十川河口部の南海地震対策（中村河川国道事務所事業概要
2007）

平成19年度 2007 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要2007）

平成19年度 2007 四万十市 12月、田野川堤防完成（中村河川国道事務所事業概要2008）

平成20年度 2008 7月、国土形成計画（全国計画）の策定 四万十市 四万十川河口部の南海地震対策（中村河川国道事務所事業概要
2008）

平成20年度 2008 7月、横瀬川ダム基本計画（変更）告示（平成26年度
第1回事業評価監視委員会資料4頁）

四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要2008）

平成20年度 2008 平成21年2月、渡川水系河川整備基本方針策定（中
村河川国道事務所事業概要平成23年度）

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

平成21年度 2009 8月、四国圏広域地方計画の策定 四万十市 不破箇所の築堤事業[高知82]（中村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

四万十市 四万十川河口部の南海地震対策（中村河川国道事務所事業概要
2009）

平成21年度 2009 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要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）

四万十市 不破箇所の築堤事業[高知82]（中村河川国道事務所事業概要2010）

平成22年度 2010 四万十市 四万十川河口部の南海地震対策（中村河川国道事務所事業概要
2010）

平成22年度 2010 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要2010）

平成23年度 2011 7月、台風6号により四万十川で洪水（渡川水系河川
整備計画14頁）

四万十市 不破箇所の築堤事業[高知82]（中村河川国道事務所事業概要平成23
年度）

平成23年度 2011 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要平成23年度）

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

四万十市 不破箇所の築堤事業[高知82]（中村河川国道事務所事業概要平成24
年度）

平成24年度 2012 四万十市 具同・入田箇所の河川改修（中村河川国道事務所事業概要平成24年
度）

平成24年度 2012 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要平成24年度）

平成25年度 2013 11月、横瀬川ダム基本計画（変更）告示（平成26年度
第1回事業評価監視委員会資料4頁）

四万十市 不破箇所の築堤事業[高知82]（中村河川国道事務所事業概要平成25
年度）

平成25年度 2013 四万十市 具同・入田箇所の河川改修（中村河川国道事務所事業概要平成25年
度）

平成25年度 2013 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要平成25年度）

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）

四万十市 不破箇所の築堤事業[高知82]（中村河川国道事務所事業概要平成26
年度）

平成26年度 2014 8月、台風11号により四万十川で洪水（渡川水系河川
整備計画14頁）

四万十市 具同・入田箇所の河川改修（中村河川国道事務所事業概要平成26年
度）

平成26年度 2014 平成27年2月、渡川水系河川整備計画策定（中村河
川国道事務所事業概要平成27年度）

四万十市 下田箇所の河川改修（中村河川国道事務所事業概要平成26年度）

平成26年度 2014 四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要平成26年度）

平成26年度 2014 四万十市 平成27年3月、不破堤防完成（不破箇所の築堤事業[高知82]）（中村河
川国道事務所事業概要平成27年度）

平成27年度 2015 8月、新たな国土形成計画（全国計画）の策定 四万十市 具同・入田地区堤防拡幅事業（中村河川国道事務所事業概要平成27年
度）

平成27年度 2015 平成28年3月、四国圏広域地⽅計画の策定 四万十市 下田箇所の高潮護岸堤防整備（中村河川国道事務所事業概要平成27
年度）
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四万十川の詳細年表 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

四万十市 四万十川自然再生事業（中村河川国道事務所事業概要平成27年度）

資料

1. 建設省四国地方建設局中村工事事務所編「六十年のあゆみ」（1991年）

2. 四国地方整備局中村河川国道事務所編「中村工事事務所70年のあゆみ　悠久への渡」（2000年）

3. 建設省中村工事事務所「事業概要」、国土交通省中村河川国道事務所「事業概要」（各年度）

4. 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）

5. 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）

6. 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）

7. 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）

8. 国土交通省四国地方整備局・高知県編「渡川水系河川整備計画」（2015年）
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