
和歌山県
県土整備部事業の概要

平成30年11月 （都）白浜空港フラワーライン線（都）白浜空港フラワーライン線

日高川　護岸整備日高川　護岸整備

国道 371号（龍神殿原工区）国道 371号（龍神殿原工区）

県道和歌山打田線（岩出橋）県道和歌山打田線（岩出橋）

にっぽん丸（新宮港）にっぽん丸（新宮港）

県営住宅川永団地県営住宅川永団地



▲▲

県土整備の基本方針

　県土整備部の施策は、以下の将来像に向けた取組に位置付けられています。
　（〈実施する主な施策〉より抜粋）

長期総合計画 （平成 29年３月） 10年計画

　今後、加速度的に進んでいく人口減少の克服に向けた地方創生の動きや、相次ぐ大規模自然災害の発生の対
策に資する国土強靱化の流れに加え、急速な高齢化や経済・社会のグローバル化の進展など、我が国を取り巻
く状況は大きく変動しています。
　一方で、本県は、“神々の棲む国”といわれた熊野・高野山をはじめ、連綿と守り続けてきた自然や文化な
ど数多くの優れた特色をもっています。
　このような状況を踏まえ、本県がもつ優れた特色（強み）を積極的に生かして県政を発展させていく姿を

「世界とつながる　愛着ある元気な和歌山」
～　県民みんなが楽しく暮らすために　～

と表現し、本計画がめざす将来像としました。

めざす将来像 将来像に向けた取組（施策体系）
Ⅰ　未来を拓くひとを育む和歌山
Ⅱ　たくましい産業を創造する和歌山
Ⅲ　安全・安心で尊い命を守る和歌山
Ⅳ　暮らしやすさを高める和歌山
Ⅴ　魅力のある地域を創造する和歌山

ひ　と
しごと
いのち
くらし
地　域

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

を育む
を創る
を守る
やすさを高める
を創る

しごとを創る
・イノベーションの創出支援
・経営の安定と成長を支える制度の充実
・企業誘致の推進
・林業・木材産業の成長産業化
・観光資源のブラッシュアップと保全
・新たな観光資源の創出
・世界とつながる玄関口の整備
・快適で安心・安全な観光地づくり
・ストレスフリーで移動できる交通アクセスの構築
・ICT等の利活用による産業の振興

くらしやすさを高める
・生活排水処理の向上
・資源循環ネットワークの形成
・森林吸収源対策の推進
・高齢者の安心確保
・社会参加の促進

いのちを守る
・地震・津波対策の推進
・風水害・土砂災害対策の推進
・救助・救援に資するルートの確保
・ライフラインの機能確保
・地域防災力の強化
・復旧・復興に向けた体制の整備及び人材の確保
・迅速な産業活動の再開
・復旧・復興計画の事前策定
・安全で快適な交通環境の実現

地域を創る
・良好な景観の保全と形成
・コンパクトな都市づくり
・賑わいのある魅力的な都市づくり
・持続可能な地域づくり
・魅力のある地域づくり
・地域への人の流れの創出
・交流人口の拡大
・道路網の整備
・次世代に向けたプロジェクトの推進
・空港の機能強化
・港湾の機能強化
・長期的視点にたったインフラの老朽化対策等の推進

国土強靱化計画（H27.９）５年計画 まち・ひと・しごと創生総合戦略（H27.6）５年計画

新長期総合計画の「めざす将来像と施策体系」



企画費 2.4％
環境対策費 0.4％

農地費 1.8％
水産業費 2.0％

平成30年度 和歌山県　県土整備部 予算編成

県全体予算に対する県土整備部予算の割合 県土整備部予算の分野別割合

16%

84%

　和歌山県の平成30年度当初における県土整備部予算は87,900百万円で、これは県全体歳出予算553,499百万円の
約16％を占めています。

■平成 30年度当初予算（一般会計）

■県土整備部関係の投資的事業費及び維持修繕事業費の推移

県土整備部予算　　　その他

災害復旧費 7.8％

住宅費 1.8％

土木管理費 7.7％
港湾費 6.7％

都市計画費 7.7％

河川海岸費 18.8％
道路橋りょう費 42.9％

共

　　　※補正予算含む。

※災害除く。市町村への補助金含む。



道路

高速道路供用率の推移（整備計画延長ベース）

和歌山県内の道路 和歌山県の高規格幹線道路の供用率

道路改良率の状況（国道・県道）

　本県の将来のチャンスを保障するものとして、さらに大規模災害への備えとしてもミッシングリンクの早期解消は急
務であることから、近畿自動車道紀勢線の紀伊半島一周の早期実現に取り組みます。
　また、活力ある地域発展や、渋滞による経済損失の解消などを図るため、近畿自動車道紀勢線の南紀田辺ICまでの４
車線化を早期に実現するとともに、南紀田辺IC～南紀白浜IC間と京奈和自動車道についても交通量の増加に合わせ４
車線化に取り組みます。

■和歌山県内の道路の現状

　和歌山県の道路は、大阪府県境から海岸線に沿って南下する近畿自動車道紀勢線を軸とし、一般国道１１路線、県道
１８９路線、市町村道３０,２６５路線があります。平成２７年紀の国わかやま国体の開催に合わせ、高速道路整備は大きく進
展したものの、県土の約８割が山地部であることなどから、全国や近畿と比較すると未だ道路整備は遅れています。

14,000㎞
217.8㎞

11,604㎞
174.4㎞

83%
供用率供用延長計画延長

80%
全　　国
和歌山県

（平成30年4月1日現在）資料 ：全国高速道路建設協議会資料

（平成28年4月1日現在）資料：道路統計年報2017

資料：道路統計年報2017（平成28年4月1日現在）

※改良率：改良済延長（国道・県道は車道幅員5.5m以上）を実延長で割ったもの
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　高速道路ネットワークの整備 地　域  を創る

■近畿自動車道紀勢線
　　本県の豊かな歴史・自然資源を活かし、観光や農林水産業の振
興など地域経済を活性化するためには、紀伊半島を一周する高
速道路の整備が不可欠で、南海トラフ巨大地震などの大規模災
害に備え、国道42号の代替路、緊急輸送道路としても整備が不
可欠です。

　　慢性的な交通渋滞が課題となっていた有田以南の渋滞対策と
して、平成25年６月には有田IC～御坊IC間が、平成28年６月に
は続く御坊IC～印南IC間
の４車線化事業が開始さ
れ、平成33年の完成をめ
ざして、西日本高速道路株
式会社により事業が進めら
れています。また、印南IC
～南紀田辺IC間について
は、ICの分合流部に交通安
全対策として、付加車線の
設置が進められています。 近畿自動車道紀勢線の渋滞状況 高規格幹線道路の整備状況

高規格幹線道路
 ・全国　　：14,000km
 ・和歌山県：217.8ｋｍ

有田 IC付近（下り）（H30.4.29）

供用済
事業中
基本計画・予定路線



歩道整備 歩行スペースの確保

歩道 2m以上
歩行スペース
75cm以上

■構想路線の具体化
　　京奈和自動車道の整備により沿線地域で
は、企業立地や観光振興、農林水産業の振
興など様々な効果が現れています。

　　こうした京奈和自動車道などの整備効果
をさらに波及させるため、「京奈和自動車道
の第二阪和国道への延伸」や「（仮称）京奈和
関空連絡道路」の具体化に取り組みます。

　　高速道路の整備効果を県内全域さらには近畿全域へ波及させるため、高速道路の整備に合わせ、幹線道路の整備を
推進します。
■幹線道路網
　県内主要都市間をつなぐX軸ネットワーク道路・川筋ネット
ワーク道路をさらに強化するなど、高速道路と内陸部をつなぐ
幹線道路網を重点的に整備します。

■府県間道路
　関西国際空港へのアクセス
向上や、大阪府、そして近畿圏
との交流・連携強化、観光振興
などを図るため、県北部地域
と大阪府南部地域を放射状に
結ぶ府県間道路を整備します。

■ICアクセス道路
　高速道路の供用に合わせ、
高速道路ICから主要道路まで
のアクセス道路を整備するこ
とにより、円滑な交通を確保し
ます。

　　日常生活の利便性向上に資する都市内道路及び基本的生活に不可欠な道路を選択と集中により効果的に整備します。
■都市内道路
　和歌山市などの各都市内では、交通渋滞の緩和や中心部
へのアクセス機能の向上、まちづくりに重点を置いた都市
計画道路の整備を推進します。

■基本的生活に不可欠な道路
　限られた財源の中で、 あと少しの整備で効果の出る道路
や、防災・交通安全の面から必要不可欠な道路を選択し、重
点的に整備します。

■歩道整備の加速化
　自転車や歩行者の交通量が多く危険な箇所から優先的
に交通安全対策を行い、安全な交通環境の整備に努めま
す。また、利用状況や周辺環境に応じて、整備を加速化しま
す。

県道　和歌山橋本線（和歌山市）

和歌山市内幹線道路

「ひと」・「もの」の流れを活性化する交通ネットワーク

高速道路または
これに準ずる道路
府県間道路
幹線道路網
構想路線

京奈和自動車道の
第二阪和国道への延伸

（仮称）京奈和
  関空連絡道路

　県内外の一体的発展に寄与する幹線道路の整備 地　域  を創る

　都市内道路及び基本的生活に不可欠な道路の整備 地　域  を創る

構想路線図

国道371号（仮称）新紀見トンネル（橋本市）



道路ストックの長寿命化

サイクリングロード　ルートイメージ図

重点道の駅「すさみ」 重点道の駅「たいじ」

■「道の駅」（国土交通省登録）
　「道の駅」とは、地域の創意工夫により道路利用者に快適
な休憩と多様で質の高いサービスを提供する施設で、基本
コンセプトに適合する施設を市町村等の設置者が国土交
通省に申請し、登録されます。
■重点「道の駅」（国土交通省選定）
　地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重
点支援で効果的な取組が期待できる『重点「道の駅」』に、
すさみ町の「すさみ」と太地町の「たいじ」が選定されてい
ます。

■「道の駅」防災利用に関する基本協定と「道の駅」の利用
　今後発生が予想される南海トラフ巨大地震・津波又は紀
伊半島大水害に代表される豪雨・出水による大規模災害を
はじめとする災害発生時において、迅速かつ的確な応急対
策等を実施するため、国、県、道の駅の設置者である18市
町村が協働し、効率的かつ迅速な防災活動と啓発に努める
ことを目的に協定を締結しています。
　「道の駅」では防災啓発活動を行うと共に、災害発
生時は以下の防災活動に利用します。
　　
　①道路に関する道路情報、被災情報の提供
　②道路啓開に必要な活動拠点及び資機材等の運
　搬に係る中継場所の提供
　③住民が避難・休憩するための場所を提供、救援
　物資の提供・保管

　既存施設を活用した道の駅の登録や新規建設、既登録施設の活性化を図り、観光情報の発信をはじめとした地域振興
を進めます。

道路ストックの長寿命化

■自転車活用推進法
　平成29年5月1日、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進することを
目的とした「自転車活用推進法」が施行されました。
（基本理念）
　・ 健康増進や交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果
（基本方針）
　・ 専用道路等の整備や観光旅客の来訪促進などを重点的に検討、実施
■川・山・海のサイクリングロードの整備
　魅力ある地域づくりに活用するため、「川・山・海」の３つのサイクリング
ロードの整備を推進します。
　・ ブルーラインや案内看板、路面表示　等
　・ 近隣府県と連携した広域サイクリングロードの整備

[ブルーライン]
サイクリストへの案内や誘導、自動車ドライバーへの注意喚起を目的に設置

　地域の魅力を楽しみながらの観光や健康づくりを促進するため、利便性や安全性を備えた自転車利用環境を整備します。

道路の両端にブルー
ライン
（実線）を設置

100m毎に 5mのブ
ルーライン
（破線）を設置

交差点直前にのみ、進行方
向等を示す路面標示と 5m
のブルーラインを設置

川のサイクリング
ロード
（和歌山市）

海のサイクリング
ロード
（由良町）

基本コンセプト

地域とともにつくる
個性豊かなにぎわいの場

休憩機能

防災機能

地域連携機能情報発信機能

和歌山県道の駅マップ（H30.11時点）

京都府

奈良県和歌山県

京奈和自転車道

●ルート名●周遊ルート
紀北
紀中
紀南
海岸

川のルート
山のルート
海のルート
広域ルート

　道の駅の整備・充実 地　域  を創る

　自転車利用環境の整備 しごと  を創る



河川・砂防・下水道

避難用スロープ

　風水害・土砂災害対策（ハード対策） いのち  を守る
台風や豪雨等により、県内各地で浸水被害や土砂災害が発生しています。■近年の主な災害

■河川の整備
　近年、集中豪雨等により頻発する浸水被害の軽減を
図るため、県内主要河川整備にかかる予算を平成22
年度以降増額し、治水対策を強化しています。
　また、主要河川の河川整備計画を策定することによ
り、流域面積カバー率※で約９割を達成し、計画の早期
実現に向け、整備をさらに推進します。

　和田川や七瀬川をはじめ、47河川で護岸整備や
河道掘削を行い、浸水被害の軽減を図っています。

■災害復旧
　台風や豪雨により、公共土木施設が被災した場合、
国の災害復旧事業を活用し、速やかな復旧を行ってい
ます。
　平成 23 年紀伊半島大水害では、災害復旧件数
1,902 件、災害復旧事業費 477 億円と過去 20 年で
最も大きな災害となりました。

■土砂災害防止施設の整備
　防災拠点や避難場所をはじめ、幼稚園や老人ホー
ムなどの要配慮者利用施設を守るため、砂防堰堤や
擁壁工等の施設整備を重点的に実施しています。

和歌山県における災害復旧事業の推移（県内の市町村災害を含む）《H31.1. 31時点》

那智川 （平成 23年発生災害）

河川整備計画策定状況（H30.11 時点）

住吉川整備状況 太田川整備状況 砂防堰堤整備状況 がけ崩れ対策状況

紀美野町梅本地区　H29.10紀美野町梅本地区　H29.10

田辺市伏菟野地区　H23.9田辺市伏菟野地区　H23.9

江川　H27.7江川　H27.7

和田川　H24.6和田川　H24.6

熊野川　H23.9熊野川　H23.9

大塔川　H30.8大塔川　H30.8

那智川　H23.9那智川　H23.9



避難用スロープ

　風水害・土砂災害対策（ソフト対策） いのち  を守る

　生活排水処理の向上 くらし  やすさを高める

NHK・テレビ和歌山（ｄボタンで）

和歌山県土砂災害啓発センター

伊都浄化センター 那賀浄化センター

県河川課HP( 和歌山県河川／雨量防災情報 ) 河川監視カメラ

■河川水位等の防災情報の提供
　住民が自らリスクを察知し主体的に避難
できるよう、住民目線のソフト対策に重点的
に取り組んでいます。テレビ、パソコン、スマ
ートフォン、携帯電話で、河川・雨量・土砂災
害警戒情報・気象情報など、リアルタイムな
情報を見ることができます。

■ダムの有効活用
　二川ダム、椿山ダム、七川ダムでは、大
規模な出水が予測される場合、さらに空き
容量を確保するため、利水容量の水を事前
に放流する「事前放流」を平成24年6月よ
り実施しています。
　これにより、洪水調節機能の強化・拡大
に図られ、洪水被害の低減や避難時間を確
保する効果が期待されます。
■土砂災害警戒区域等の早期指定
　土砂災害から住民の命を守るため、土砂災害
のおそれのある区域についての危険の周知、警
戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制な
どを目的として、土砂災害防止法に基づく土砂
災害警戒区域等の指定を進めています。

　本県の汚水処理人口普及率は平成29年度末で63.6%（全国ワース
ト2位）と、全国平均の90.9%に比べて著しく遅れており、和歌山県
長期総合計画の目標値である平成38年度末の汚水処理人口普及率
80%を目指し、下水道や合併処理浄化槽等のそれぞれの特長を生か
した効率的・効果的な汚水処理施設の整備を促進します。

■下水道の整備推進
　流域下水道事業として、伊都浄化センター・那賀浄化センター
の整備を推進します。
■合併処理浄化槽の整備促進
　下水道等整備区域以外では、合併処理浄化槽の整備を促進しま
す。特に、合併処理浄化槽への転換については、補助メニューの
拡充を図るなど、積極的に促進します。

■土砂災害に関する研究・啓発の推進
　平成23年紀伊半島大水害を契機として、平成28年4
月、那智勝浦町にオープンした和歌山県土砂災害啓発セン
ターでは、土砂災害の記録パネルや映像等を使った啓発を
行うとともに、大規模土砂災害対策研究機構の構成機関が
相互に連携を図りながら研究活動を進めています。

土砂災害特別警戒区域（レッド）
［建物が破壊され、住民に大きな
被害が生じるおそれのある区域］
・建築物の構造規制
・特定の開発行為に対する許可制 
・建築物の移転　　　　　　等　

土砂災害警戒区域（イエロー）
 ［土砂災害のおそれのある区域］
・市町村地域防災計画への記載
・警戒避難体制の整備 
・ハザードマップの作成

区域指定のイメージ



都市・住宅
　住宅耐震化促進事業 いのち  を守る

　賑わいのある魅力的なまちづくり 地　域  を創る
■計画的なまちづくりの推進
都市計画法の適切な運用により、市町と連携し計画的な
まちづくりを推進します。

■都市空間の再構築戦略の推進
立地適正化計画を策定する市町への支援とともに、都市
機能とまちなか居住を誘導する市街地の再開発を支援
し、賑わいと魅力あふれるコンパクトなまちづくりを促進し
ます。

■良好な景観の保全と形成
　①特定景観形成地域の拡大
　地域の特性を活かした良好な景観形成を図るため、追
　加登録された世界遺産周辺地域を対象に、特定景観形
　成地域の指定を進めます。
　②住民参画の景観づくりの推進
　わかやま景観づくり協定や和歌山県景観資源の登録制
　度の積極的な活用が図られるよう普及啓発を行い、住
　民参画の景観づくりを推進します。

■空き家対策
和歌山県における空き家数は約8.6万戸、空き家率は
18.1％と全国平均を上回っており、全国第3位の高さとな
っています（H25住宅・土地統計調査）。　
和歌山県では県・市町村・学識経験者等で組織する和歌山
県空家等対策推進協議会を設立し「どんどん使う」「その
ままキープ」「新しく使う」をキーワードに空き家の状態に
応じた対策を総合的に推進しています。

■県営住宅の建替・改善
長寿命化計画に基づく計画的な建替および改善により、
安全性・居住性の向上を図り、低廉で良好な県営住宅を提
供します。
　建替 ： 県営住宅川永団地（平成29年度完成）
　長寿命化改善 ： 平成30年度県営住宅楠見団地他

建物の倒壊から命を守るため、耐震診断から改修に至るまで支援を実施しています。

県営住宅川永団地２号棟

和歌山市駅前地区
【都市再生整備計画事業（都市再構築戦略事業）・市街地再開発事業】

黒江の町並みを活かした景観づくり協定

対象：昭和 56年５月 31日以前に着工された住宅　※木造住宅は平成 12年５月 31日以前に着工されたもの

耐震診断 【木　造】耐震診断士を派遣し、無料で診断を実施
【非木造】耐震診断費の一部を補助　補助率２／３、限度額８万９千円

補強設計と耐震改修の総合的な支援
　【木造・非木造】
　　耐震補強設計費と耐震改修費の
　　全部または一部を補助（現地建替も補助対象）

　　定額 66万 6千円＋工事費の 40％
　　限度額 116万 6千円

補強設計または現地建替設計
　【木造・非木造】補強設計費の一部を補助

耐震改修または現地建替工事
　【木造・非木造】耐震改修費の一部を補助

耐震ベッド、耐震シェルター補助
　設置費用の一部を補助
　木造住宅の１階への設置に限る

耐震改修サポート事業
　耐震性が不足すると診断された木造住
　宅について、耐震改修の専門家「耐震
　マネージャー」を無料で派遣し、各種
　相談や改修プランの提案等を行う。

▼ ▼
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港湾・漁港・海岸・空港

港湾 地　域  を創る

港湾 いのち  を守る

漁港 いのち  を守る

■整備事業
　和歌山下津港（和歌山市）　橋梁耐震化
　由良港（由良町、日高町）　防波堤の整備
　新宮港（新宮市）　防波堤の改良

　本県には、国際拠点港湾の和歌山下津港、重要港湾の日高港と、新宮港など13の地方港湾があります。地方港
湾のなかで由良港と勝浦港については、避難港にも指定されています。

　本県には94の漁港（内、県管理漁港7漁港）があり、流通拠点漁港が5漁港、生産拠点漁港が16漁港ありま
す。また、阿尾漁港と有田漁港については避難漁港として位置付けされています。

■クルーズ客船の寄港促進
　クルーズ船の寄港により国内外の観光
客が増加し、港だけではなく、周辺地域
の活性化に寄与しています。今後、港湾
施設の整備、クルーズ船社に対するセー
ルスなどを行い、更なる寄港回数の増加
を目指します。

■整備事業
　和歌山下津港（和歌山市）　　泊地及び小型船係留施設の整備

■施設整備
　近く、非常に高い確率で発生すると予想される南海トラフ地震に対
して、県内12漁港において「津波から『逃げ切る！』対策プログラ
ム」に基づき、第一線防波堤等の耐震・耐津波化の整備を行い、漁港
の背後地域への津波到達時間の遅延や津波浸水被害の軽減を図りま
す。また、主要な岸壁の耐震化を行うことにより、被災後における漁
業の早期再開を図ります。

　◯事業箇所
　　串本漁港（串本町）、箕島漁港（有田市）、和歌浦漁港（和歌山市）
　　阿尾漁港（日高町）、印南漁港（印南町）、堺漁港（みなべ町）
　　周参見漁港（すさみ町）、太地漁港（太地町）、田辺漁港（田辺市）
　　有田漁港（串本町）

■老朽化対策
　長寿命化計画に基づいた、維持管理・更新を推進
していきます。

　◯事業箇所
　　和歌浦漁港（和歌山市）、阿尾漁港（日高町）
　　田辺漁港（田辺市）、有田漁港（串本町）
　　串本漁港（串本町）、下田原漁港（串本町）
　　勝浦漁港（那智勝浦町）

防波堤整備　(由良港 )

H28.9.23　にっぽん丸
(日高港 )

H30.3.27　ぱしふぃっくびいなす　
(和歌山下津港 )

串本漁港

－3.0m岸壁（那智勝浦町）鋼矢板被覆防食工

矢板の損傷（腐食による開孔）

漁港の整備

勝浦漁港



　南紀白浜空港 地　域  を創る地　域  を創る

　海岸 いのち  を守るいのち  を守る

■津波から『逃げ切る！』支援対策プログラムの推進
　津波から『逃げ切る！』支援対策プログラムに基づき、
３連動地震による津波避難困難地域解消のための対策
として、堤防等の嵩上げ、耐震化等の整備を行います。

○事業箇所
　高潮対策事業
　・日高港海岸（美浜町）
　・文里港海岸（田辺市）
　・日置海岸（白浜町）
　海岸堤防等老朽化対策事業
　・和歌山下津港海岸（有田市）　
　・湯浅広港海岸（湯浅町）
　・那智勝浦海岸（那智勝浦町）
　海岸耐震対策事業
　・新宮港海岸（那智勝浦町）［ H30完了 ］
　・串本海岸（串本町）
　・太地海岸（太地町）［ H30完了 ］

　近い将来、南海トラフにおいて、大地震が発生することが見込まれており、地震発生時の重大な被害が懸念されてい
ます。県では、津波から住民の命を救い、死者をゼロとするため、その対策に取り組んでいます。また、越波被害等の被
災履歴のある箇所について、高潮・高波浪に対する防護機能の向上を図ります。

　南紀白浜空港は、和歌山県の空の玄関口として、昭和43年に開港して以
来、多くの皆様にご利用いただき、紀南地方の産業・文化振興に大きな役割を
果しています。

■津波・波浪ライブカメラの設置
　津波や高波浪発生時における沿岸施設の被害状況の確認や、救援物資輸
送に必要な耐震強化岸壁等の使用の可否判断等を迅速に行い、初動対応の
円滑化を図るため、ライブカメラの設置を行います。

■南紀白浜空港民間活力導入事業
　民間の自由な発想に基づく機動的で柔軟な空港運営を可能とするため、
公募により選定した民間事業者との間で、平成30年7月25日に公共施設等
運営権実施契約を締結しました。平成31年4月1日より、民間事業者による
空港の運営開始を予定しています。

■国際便受入機能強化事業
　国際便の受入体制の強化などに取り組むことで、観光客やビジネス客の
利用促進を図り、南紀白浜空港を活性化します。

堤防等の整備による避難時間確保のイメージ

津波避難困難地域解消のための護岸整備
（串本海岸　護岸嵩上げ・耐震化）

津波・波浪ライブカメラ（イメージ）

南紀白浜空港

定期便到着状況（エンブラエル190）



この印刷物は環境に優しい植物油
インキと再生紙を使用しています。

県土整備部 組織図

県土整備部

県土整備政策局

県土整備総務課

技術調査課

用地対策課

道路政策課

道路保全課

高速道路推進室

道路建設課

河　川　課

砂　防　課

都市政策課

建築住宅課

公共建築課

港湾空港振興課

港湾漁港整備課

津波堤防整備室

下 水 道 課

検査・技術支援課

道　　路　　局

河川・下水道局

都 市 住 宅 局

港 湾 空 港 局
和歌山県南紀白浜空港管理事務所

和歌山県土砂災害啓発センター

和歌山下津港湾事務所

（平成30年11月1日現在）

総務調整課建 設 部

用　地　課

建　築　課

管理保全課

工　務　課

街路公園課

海南工事事務所

ダム管理事務所

近畿自動車道紀南高速事務所

紀の川流域下水道事務所 国道橋本建設事務所
広川出張所 湯浅御坊高速事務所

（二川（有田）、椿山（日高）、七川（東牟婁））

（那賀）、 （伊都）

（東牟婁）

（有田）、 （有田）

（海草）

（日高は道路課及び河港課）

（※東牟婁は串本
　　建設部と新宮
　　建設部）

（西牟婁のみ）

（海草のみ）

（伊都のみ）

（串本は総務用地課）

○振興局建設部所在図及び所管区域図

○県土整備部組織機構図及び主な業務

○振興局建設部の組織図
　振興局（7）（海草、那賀、伊都、有田、日高、西牟婁、東牟婁）

（串本は総務用地課）

農 林 道 課

（平成30年11月1日現在）

伊都振興局
建設部那賀振興局

建設部

海草振興局
建設部

有田振興局
建設部

日高振興局
建設部

西牟婁振興局
建設部

東牟婁振興局
串本建設部

東牟婁振興局
新宮建設部

美浜町 御坊市御坊市

日高町

由良町 広川町

湯浅町湯浅町
有田川町

海南市

和歌山市 紀の川市

かつらぎ町かつらぎ町岩出市岩出市

紀美野町

日高川町

印南町
みなべ町

上富田町

白浜町

すさみ町

串本町

古座川町

新宮市

那智勝浦町

太地町

田辺市

橋本市

九度山町九度山町

高野町

県土整備行政推進のための総合的企画・調整及び総括的業務
県土整備に関する適正な公共調達の実現及び建設業の健全な
発展に係る業務

工事検査及び技術力向上並びに市町村への技術支援に係る業務

県土整備事業における用地取得の促進に係る業務・地籍調査
に関する支援業務

道路整備を促進するため企画・調整に係る業務

高速道路の整備推進・進行管理に係
る業務

道路の維持管理、市町村道整備の指導に係る業務

国道、県道、農林道等の道路整備に係る業務

河川やダムの整備・管理や部の防災対策に係る業務

土砂災害防止のための情報発信と
施設整備・管理に係る業務
流域下水道の整備・管理及び公共下水道・農業集落排水・
合併処理浄化槽の整備促進に係る業務
都市計画の立案、まちづくり事業、県営都市公園の整備・
管理及び開発許可制度の運用に係る業務
県営住宅の整備・管理及び住環境の整備促進、建築物の耐震化促
進、建築指導、宅地建物取引業・不動産鑑定士等に係る業務

県有建築物の建設・整備・保全支援に係る業務

港湾・漁港・空港の管理に係る業務

港湾・漁港の整備に係る業務

海岸の整備及び港湾・海岸・漁港の
津波対策に係る業務

記載のある図表等についての最新情報は
和歌山県のホームページをご覧下さい
https://www.pref.wakayama.lg.jp/

県土整備総務課


