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令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 志布志市～曽於市 東九州自動車道（志布志～末吉財部） 1,674

改築 国道3号 出水市 芦北出水道路 3,050

改築 国道3号 阿久根市～薩摩川内市 阿久根川内道路 2,347

改築 国道3号 鹿児島市 鹿児島東西道路 12,750

改築 国道10号 姶良市～鹿児島市 白浜拡幅 1,030

改築 国道10号 鹿児島市 鹿児島北バイパス 450

改築 国道220号 志布志市 日南・志布志道路 1,799

改築 国道220号 志布志市 油津・夏井道路 400

改築 国道220号 鹿屋市～垂水市 古江バイパス 398

改築 国道220号 垂水市～霧島市 牛根境防災 200

改築 国道220号 霧島市 亀割峠防災 100

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

切通歩道整備（出水市） 75

下神殿歩道整備（日置市） 75

末吉町深川交差点改良（曽於市） 57

牧之原交差点改良（霧島市） 93

帖歩道整備（志布志市） 33

菱田歩道整備（大崎町） 84

益丸自歩道整備（大崎町） 129

二川歩道整備（垂水市） 45

境川歩道整備（垂水市） 60

牛根境歩道整備（垂水市） 9

路線名 備考

交通安全 国道3号 出水市、日置市 鹿児島3号交通安全対策 150

交通安全 国道220号
志布志市、
大崎町、垂水市

鹿児島220号交通安全対策 360

交通安全 国道10号 曽於市、霧島市 鹿児島10号交通安全対策 150



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

交通安全 国道224号 鹿児島市 鹿児島224号交通安全対策 123 古里歩道整備 123

平山歩道整備（南九州市） 108

両添地区事故対策（南九州市） 39

清水視距改良（南九州市） 118

南林寺自転車通行空間整備（鹿児島市） 30

北十町歩道整備（指宿市） 159

瀬々串北歩道整備（鹿児島市） 81

交通安全 国道226号
指宿市、
鹿児島市

鹿児島226号交通安全対策 240

交通安全 国道225号
南九州市、
鹿児島市

鹿児島225号交通安全対策 295



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

上川内地区電線共同溝（薩摩川内市） 23

伊敷脇田地区電線共同溝（鹿児島市） 75

宇宿地区電線共同溝 114

新栄地区電線共同溝 125

路線名 備考

電線共同溝 国道225号 鹿児島市 鹿児島225号電線共同溝 239

電線共同溝 国道3号
薩摩川内市、鹿
児島市

鹿児島3号電線共同溝 98



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 （市） 隈之城・高城線 薩摩川内市 天大橋 440 代行事業

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道504号 霧島市 溝辺道路 200 北薩横断道路

改築 国道504号 さつま町 広瀬道路 2,000 北薩横断道路

改築 国道504号
出水市、阿久根
市

阿久根高尾野道路 900 北薩横断道路

改築 国道504号 さつま町 宮之城道路 40 北薩横断道路

改築 （主） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市 吾平道路 1,300 大隅縦貫道（Ⅰ期）

改築 （主） 志布志福山線 志布志市 志布志道路 2,540 都城志布志道路

改築 （主） 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市 吾平大根占田代道路 40 大隅縦貫道（Ⅰ期）

改築 国道447号 伊佐市 真幸・青木バイパス 29

改築 国道504号 霧島市 西光寺拡幅 1,120

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道226号 南さつま市 野間池 28

土砂災害対策 国道269号 南大隅町 根占辺田 30

土砂災害対策 (主) 石垣加世田線 南九州市 本別府 5

土砂災害対策 (主) 出水菱刈線 伊佐市 田代 6

土砂災害対策 (主) 鹿屋吾平佐多線 鹿屋市 高須 35

土砂災害対策 (一) 仙名伊集院線 日置市 養母 20

土砂災害対策 (一) 郷戸市来線 いちき串木野市 川上 20

土砂災害対策 (一) 豊後迫隼人線 霧島市 松永 50

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 鹿児島県 鹿児島県無電柱化推進計画事業 290

(主)知名沖永良部空港線（和泊工区）〔和泊町〕、(一)与論島
循環線(茶花工区)〔与論町〕、(主)鹿児島東市来線(武町工
区)〔鹿児島市〕、(一)郡元鹿児島港線(東郡元工区)〔鹿児島
市〕



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 南種子町 中之上地区 南種子町 15



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 鹿児島県 橋梁長寿命化修繕計画 1,629 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿児島県 トンネル長寿命化修繕計画 730 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿児島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 118 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿児島市 橋梁長寿命化修繕計画 589 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿児島市 トンネル長寿命化修繕計画 104 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿児島市 道路附属物等長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿屋市 橋梁長寿命化修繕計画 136 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿屋市 トンネル長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 枕崎市 橋梁長寿命化修繕計画 32 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 阿久根市 橋梁長寿命化修繕計画 175 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 出水市 橋梁長寿命化修繕計画 108 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 出水市 道路附属物等長寿命化修繕計画 59 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 指宿市 橋梁長寿命化修繕計画 103 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西之表市 橋梁長寿命化修繕計画 50 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 垂水市 橋梁長寿命化修繕計画 75 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 薩摩川内市 橋梁長寿命化修繕計画 934 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 日置市 橋梁長寿命化修繕計画 169 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 曽於市 橋梁長寿命化修繕計画 42 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 霧島市 橋梁長寿命化修繕計画 158 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 いちき串木野市 橋梁長寿命化修繕計画 44 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南さつま市 橋梁長寿命化修繕計画 200 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 志布志市 橋梁長寿命化修繕計画 59 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 奄美市 橋梁長寿命化修繕計画 182 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南九州市 橋梁長寿命化修繕計画 145 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊佐市 橋梁長寿命化修繕計画 120 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 姶良市 橋梁長寿命化修繕計画 96 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三島村 橋梁長寿命化修繕計画 15 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 十島村 橋梁長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 さつま町 橋梁長寿命化修繕計画 87 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長島町 橋梁長寿命化修繕計画 29 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 湧水町 橋梁長寿命化修繕計画 79 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大崎町 橋梁長寿命化修繕計画 59 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東串良町 橋梁長寿命化修繕計画 23 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 錦江町 橋梁長寿命化修繕計画 65 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南大隅町 橋梁長寿命化修繕計画 41 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 肝付町 橋梁長寿命化修繕計画 144 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 中種子町 橋梁長寿命化修繕計画 36 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南種子町 橋梁長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 屋久島町 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大和村 橋梁長寿命化修繕計画 11 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宇検村 橋梁長寿命化修繕計画 18 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 瀬戸内町 橋梁長寿命化修繕計画 30 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 龍郷町 橋梁長寿命化修繕計画 1 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 徳之島町 橋梁長寿命化修繕計画 43 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 天城町 橋梁長寿命化修繕計画 18 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊仙町 橋梁長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 和泊町 橋梁長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 知名町 橋梁長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

鹿児島県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

鹿児島県橋梁長寿命化修繕計画

鹿児島県 鹿児島市 県道小山田川田蒲生 岩戸橋 橋梁 修繕

鹿児島県 鹿児島市 県道喜入停車場 八幡橋 橋梁 修繕

鹿児島県 鹿児島市 県道松元川辺 柳ヶ谷橋 橋梁 修繕

鹿児島県 日置市 県道田之頭吹上 鶴田橋 橋梁 修繕

鹿児島県 枕崎市 国道226号 遠見跨線橋 橋梁 修繕

鹿児島県 枕崎市 国道270号 水流跨線橋 橋梁 修繕

鹿児島県 南九州市 国道226号 馬渡橋 橋梁 修繕

鹿児島県 南さつま市 国道226号 遠田橋 橋梁 修繕

鹿児島県 南さつま市 県道鹿児島加世田 新堀切橋 橋梁 修繕

鹿児島県 指宿市 国道226号 成川大橋 橋梁 修繕

鹿児島県 薩摩川内市 県道京泊大小路 須崎橋 橋梁 更新

鹿児島県 さつま町 国道504号 とどろ大橋 橋梁 修繕

鹿児島県 さつま町 県道鶴田定之段 紫尾桟道橋 橋梁 修繕

鹿児島県 さつま町 県道黒木新地 岩元橋 橋梁 修繕

鹿児島県 阿久根市 県道荒崎黒之浜港 第２小漉橋 橋梁 修繕

鹿児島県 出水市 国道328号 定之段橋 橋梁 修繕

鹿児島県 出水市 国道328号 向江跨線橋 橋梁 修繕

鹿児島県 出水市 国道328号 第３定之段橋 橋梁 修繕

鹿児島県 出水市 国道447号 射場元橋 橋梁 修繕

鹿児島県 出水市 国道504号 野田橋（側道橋） 橋梁 修繕

鹿児島県 出水市 県道荘上鯖淵 廣瀬橋 橋梁 修繕

鹿児島県 長島町 国道389号 新唐隈橋 橋梁 修繕

鹿児島県 姶良市 県道川内加治木 松川内橋 橋梁 修繕

鹿児島県 姶良市 県道麓重富停車場 轟橋側道橋 橋梁 修繕

鹿児島県 姶良市 県道十三谷重富 森山橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 国道223号 新川橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 国道504号 福地橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 県道牧園薩摩 片白橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 県道下手山田帖佐 森橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 県道横川停車場 ニ石田橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 県道犬飼霧島神宮停車場 川北橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 県道北永野田小浜 北永野田橋 橋梁 修繕

鹿児島県 霧島市 県道豊後迫隼人 滝ノ下橋 橋梁 修繕

鹿児島県 湧水町 県道栗野停車場えびの高原 第一栗野岳橋 橋梁 修繕

鹿児島県 伊佐市 国道268号 荒平橋（旧道） 橋梁 修繕

鹿児島県 伊佐市 国道268号 十曽橋 橋梁 修繕

鹿児島県 伊佐市 県道人吉水俣 双野第一橋 橋梁 修繕

鹿児島県 伊佐市 県道鶴田大口 屋敷谷橋 橋梁 修繕

鹿児島県 伊佐市 県道布計山野 第２椨川橋 橋梁 修繕

鹿児島県 伊佐市 県道布計山野 通洞橋 橋梁 修繕

鹿児島県 伊佐市 県道針持菱刈 場ノ木橋 橋梁 修繕
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鹿児島県 伊佐市 県道川西菱刈 第２五色橋 橋梁 修繕

鹿児島県 鹿屋市 国道504号 大園橋側道橋 橋梁 修繕

鹿児島県 鹿屋市 国道504号 宮園橋 橋梁 修繕

鹿児島県 垂水市 県道垂水南之郷 梅木谷橋 橋梁 修繕

鹿児島県 垂水市 県道垂水大崎 第二桑原橋 橋梁 修繕

鹿児島県 肝付町 県道鹿屋高山串良 高山橋 橋梁 修繕

鹿児島県 肝付町 県道東串良吾平自転車道 川南橋 橋梁 修繕

鹿児島県 鹿屋市 県道鹿屋環状 小川橋 橋梁 修繕

鹿児島県 鹿屋市 鹿屋環状 どんぶり坂橋 橋梁 修繕

鹿児島県 鹿屋市 高隈内ケ迫 高隈新橋 橋梁 修繕

鹿児島県 肝付町 内之浦佐多 大浦３号橋 橋梁 修繕

鹿児島県 肝付町 県道内之浦佐多 大浦４号橋 橋梁 修繕

鹿児島県 肝付町 県道岸良高山 姫門橋 橋梁 修繕

鹿児島県 錦江町 県道鹿屋吾平佐多 早瀬橋 橋梁 修繕

鹿児島県 東串良町 県道黒石串良 池之原橋 橋梁 修繕

鹿児島県 東串良町 永吉高山 第２新川西橋 橋梁 修繕

鹿児島県 志布志市 南之郷志布志 植木橋 橋梁 修繕

鹿児島県 志布志市 県道塗木大隅 大越橋 橋梁 修繕

鹿児島県 志布志市 県道塗木大隅 提口橋 橋梁 修繕

鹿児島県 曽於市 269号 中園橋 橋梁 修繕

鹿児島県 曽於市 269号 森田橋 橋梁 修繕

鹿児島県 曽於市 県道都城隼人 新大川原橋 橋梁 修繕

鹿児島県 曽於市 県道都城隼人 正ヶ峯橋 橋梁 修繕

鹿児島県 曽於市 県道垂水南之郷 大谷橋 橋梁 修繕

鹿児島県 曽於市 財部庄内安久 新地橋（側道橋） 橋梁 修繕

鹿児島県 曽於市 大川原小村 挙校橋 橋梁 更新

鹿児島県 曽於市 末吉財部 太鼓大橋 橋梁 修繕

鹿児島県 薩摩川内市 県道瀬上里 鍬崎橋 橋梁 修繕

鹿児島県 西之表市 伊関国上西之表港 湊橋 橋梁 更新

鹿児島県 屋久島町 上屋久屋久 高見橋（上り） 橋梁 修繕

鹿児島県 屋久島町 県道上屋久屋久 鳥越川橋 橋梁 修繕

鹿児島県 屋久島町 県道上屋久永田屋久 湯河大橋 橋梁 修繕

鹿児島県 屋久島町 県道白谷雲水峡宮之浦 雲水峡橋 橋梁 修繕

鹿児島県 龍郷町 国道58号 新大美橋 橋梁 修繕

鹿児島県トンネル長寿命化修繕計画

鹿児島県 さつま町 県道鶴田大口線 川平隧道 トンネル 修繕

鹿児島県 南大隅町 県道鹿屋吾平佐多線 外之浦隧道 トンネル 修繕

鹿児島県 霧島市 県道伊集院蒲生溝辺線 東竹山隧道 トンネル 修繕

鹿児島県 さつま町 国道328号 紫尾隧道 トンネル 修繕

鹿児島県 南大隅町 県道鹿屋吾平佐多線 西方隧道 トンネル 修繕

鹿児島県 湧水町 国道268号 川添トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 指宿市 国道226号 成川トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 鹿児島市 県道指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ線 中山トンネル（上） トンネル 修繕
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鹿児島県 霧島市 県道隼人加治木線 嘉例川トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 曽於市 国道269号 大鳥トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 鹿児島市 県道指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ線 中山トンネル（下） トンネル 修繕

鹿児島県 阿久根市 県道阿久根東郷線 横座トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 志布志市 県道南之郷志布志線 大性院隧道 トンネル 修繕

鹿児島県 いちき串木野市 国道270号 大里トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 南さつま市 国道226号 坊トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 いちき串木野市 県道串木野樋脇線 上名トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 さつま町 国道504号 永野トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 肝付町 県道神之川内之浦線 国見トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 出水市 国道504号 高尾野トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 姶良市 県道伊集院蒲生溝辺 雛場トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 姶良市 県道伊集院蒲生溝辺線 鶴原トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 薩摩川内市 県道鹿島上甑線 小池隧道 トンネル 修繕

鹿児島県 薩摩川内市 県道桑之浦里港線 小島トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 中種子町 県道野間十三番西之表線 種子島空港トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 大和村 県道名瀬瀬戸内線 名音トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 奄美市 県道名瀬竜郷線 山羊島トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 奄美市 国道58号 本茶トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 大和村 県道名瀬瀬戸内線 国直トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 奄美市 県道名瀬瀬戸内線 根瀬部トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 大和村 県道名瀬瀬戸内線 尾神山トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 奄美市 国道58号 朝戸トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 奄美市 国道58号 和光トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 大和村 県道名瀬瀬戸内線 志戸勘トンネル トンネル 修繕

鹿児島県 瀬戸内町 国道58号 網野子トンネル トンネル 修繕

鹿児島県道路附属物等長寿命化修繕計画

鹿児島県 鹿児島市 県道指宿鹿児島インター線 道路標識 道路附属物等 修繕

鹿児島県 鹿児島市 県道玉取迫鹿児島港線 道路標識 道路附属物等 修繕

鹿児島県 伊佐市 国道268号 道路標識 道路附属物等 修繕

鹿児島県 曽於市 国道269号 道路標識 道路附属物等 修繕

鹿児島県 鹿児島市 県道鹿児島加世田線 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

鹿児島県 鹿児島市 県道谷山知覧線 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

鹿児島県 肝付町 国道448号 道路情報提供装置 道路附属物等 修繕

鹿児島県 南大隅町 国道269号 第２浮津洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 南大隅町 国道269号 石走洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 南大隅町 国道269号 新浮津洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 指宿市 国道269号 風穴洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 錦江町 国道448号 城元洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 南大隅町 国道269号 大川洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 南大隅町 国道269号 大浜洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 南大隅町 国道269号 第２大川洞門 道路附属物等 修繕

鹿児島県 徳之島町 県道伊仙亀津徳之島空港線 道路標識 道路附属物等 修繕
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鹿児島市橋梁長寿命化修繕計画

鹿児島市 鹿児島市 市道萩之谷 萩之谷橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道内門・神園 溝下橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道和田塩屋4号 和田塩入橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道万田ヶ宇都平馬場 第２滝川橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道黒石中野 中野橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道野頭団地6号 第１影原橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道小学校～森満 第２外薗橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道外戸本 第２外戸本橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道七ツ島みどり橋 緑橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道内田宇都 内田宇都橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道吉水・吉野 吉水橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道紫原中央 紫原本通線立体交差橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道武6号 第４深谷橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道堂園下 鳥越橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道稲荷19号 板橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道堀之内 堀之内橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道油須木・茄子田 滑橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道千年団地中央 千年橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道与次郎ケ浜6号 与次郎橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道川田下・塚田 小原橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道小松原山田 新皇徳寺橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道谷山港1号 水樽橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道下川原橋 下川原橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道原良草牟田 草牟田橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道皇徳寺団地60号 皇徳寺第３号歩道橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道旭ヶ丘ニュータウン1号 旭ヶ丘新橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道直木春山中央 鳶巣橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 三和橋線 三和橋 橋梁 修繕

鹿児島市 鹿児島市 新照院9号線 新照院跨線人道橋 橋梁 修繕

鹿児島市トンネル長寿命化修繕計画

鹿児島市 鹿児島市 市道城山冷水線 城山トンネル トンネル 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道宇宿広木線 宇宿地下道 トンネル 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道桜ヶ丘110号線 中山地下道 トンネル 修繕

鹿児島市道路附属物等長寿命化修繕計画

鹿児島市 鹿児島市 市道伊敷団地中央線 伊敷小前歩道橋 道路附属物等 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道田上中央線 田上歩道橋 道路附属物等 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道笹貫11号線 中塩屋歩道橋 道路附属物等 修繕

鹿児島市 鹿児島市 市道高麗本通線 附属小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕

鹿屋市橋梁長寿命化修繕計画

鹿屋市 鹿屋市 市道谷田 谷田橋 橋梁 修繕

鹿屋市 鹿屋市 市道一里山高牧 第１新里橋 橋梁 修繕

鹿屋市 鹿屋市 市道王子旭原東西1号 王子原跨道橋 橋梁 修繕
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鹿屋市 鹿屋市 市道井之上大須1号 下牧跨道橋 橋梁 修繕

鹿屋市 鹿屋市 市道田崎古江自転車道 高須架道橋 橋梁 修繕

鹿屋市 鹿屋市 市道下中立小野 観音迫橋 橋梁 修繕

鹿屋市 鹿屋市 市道城ヶ鼻 城ヶ鼻橋 橋梁 修繕

鹿屋市 鹿屋市 市道車田荷掛 野峰橋 橋梁 修繕

鹿屋市トンネル長寿命化修繕計画

鹿屋市 鹿屋市 市道田崎古江自転車道線 古江トンネル トンネル 修繕

枕崎市橋梁長寿命化修繕計画

枕崎市 枕崎市 市道小江平木場 小川橋 橋梁 修繕

枕崎市 枕崎市 市道塩屋 第二馬追橋 橋梁 修繕

枕崎市 枕崎市 市道美初竹山北 竹山橋 橋梁 修繕

枕崎市 枕崎市 市道仁田浦白沢 仁田浦東橋 橋梁 修繕

阿久根市橋梁長寿命化修繕計画

阿久根市 阿久根市 市道丸内野田 丸内橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道尾原 尾原第三橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道尾原 尾原第五橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道飛松下越平 下越橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道出羽 出羽橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道大角 小麦橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道折口本 田島橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道下田代 前川原橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道大川 第一大川橋 橋梁 修繕

阿久根市 阿久根市 市道波留高松 大曲橋 橋梁 修繕

出水市橋梁長寿命化修繕計画

出水市 出水市 井上東線 愛宕橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 牧野田井手元線 井手元橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 宮之元上場線 第一角石橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 宮之元上場線 新上場橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 青椎線 立石橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 不動野高川線 御領橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 不動野高川線 犬山橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 不動野高川線 金山段橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 東水流線 東水流橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 内野々線 中村橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 柴山線 昭興橋 橋梁 修繕

出水市 出水市 中林線 中林橋 橋梁 修繕

出水市道路附属物等長寿命化修繕計画

出水市 出水市 野田郷駅跨線橋線 野田郷こ線人道橋 道路附属物等 修繕

指宿市橋梁長寿命化修繕計画

指宿市 指宿市 市道渡瀬橋 渡瀬橋 橋梁 修繕

指宿市 指宿市 市道宮久保 指宿神社第一橋 橋梁 修繕

指宿市 指宿市 市道五間橋 五間橋 橋梁 修繕

指宿市 指宿市 市道中州税務署裏通り 官舎前第２号橋 橋梁 修繕
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指宿市 指宿市 市道迫五郎ヶ岡 湯ノ郷橋 橋梁 修繕

垂水市橋梁長寿命化修繕計画

垂水市 垂水市 市道田地明・垂桜線 大谷橋 橋梁 修繕

垂水市 垂水市 市道花子線 第1下市木橋 橋梁 修繕

垂水市 垂水市 市道松尾線 第2松尾橋 橋梁 修繕

垂水市 垂水市 市道松尾線 第1松尾橋 橋梁 修繕

薩摩川内市橋梁長寿命化修繕計画

薩摩川内市 薩摩川内市 市道宮内折宇都 大王橋 橋梁 修繕

薩摩川内市 薩摩川内市 市道高江・郷鴫線 横塘橋 橋梁 修繕

薩摩川内市 薩摩川内市 市道向田・高城 開戸橋 橋梁 修繕

薩摩川内市 薩摩川内市 市道飯母橋・塔之原線 飯母橋 橋梁 更新

薩摩川内市 薩摩川内市 市道船間島・久見崎線 川内河口大橋 橋梁 修繕

薩摩川内市 薩摩川内市 市道風口・山田島線 風口橋 橋梁 修繕

薩摩川内市 薩摩川内市 市道長浜学校線 学校橋 橋梁 修繕

日置市橋梁長寿命化修繕計画

日置市 日置市 市道長里皆田 皆田橋 橋梁 修繕

日置市 日置市 市道麓城倉 渡瀬橋(麓城倉) 橋梁 修繕

日置市 日置市 市道皆田上野 前田橋(皆田上野) 橋梁 修繕

日置市 日置市 市道湯之元前田 前田橋(湯之元前田) 橋梁 修繕

日置市 日置市 市道新川原湯神 新川原橋 橋梁 修繕

曽於市橋梁長寿命化修繕計画

曽於市 曽於市 市道川内・橋野 本明橋 橋梁 修繕

曽於市 曽於市 市道寺田・深川 報効橋 橋梁 修繕

曽於市 曽於市 市道湯田住宅団地 渡辺橋 橋梁 修繕

曽於市 曽於市 市道大路・中大谷 中大谷橋 橋梁 修繕

霧島市橋梁長寿命化修繕計画

霧島市 霧島市 市道瀬谷～岩崎山下 瀬谷橋 橋梁 修繕

霧島市 霧島市 市道川原田2号 大窪橋 橋梁 修繕

霧島市 霧島市 市道桑ノ丸加治木 下桑ノ丸橋 橋梁 修繕

霧島市 霧島市 市道台明寺水源地 台明寺橋 橋梁 修繕

霧島市 霧島市 市道落水田～万膳 万膳橋 橋梁 修繕

霧島市 霧島市 市道見次 見次橋 橋梁 修繕

霧島市 霧島市 市道木之房～上野 木之房橋 橋梁 修繕

霧島市 霧島市 市道清水～新町 奈良田橋 橋梁 修繕

いちき串木野市橋梁長寿命化修繕計画

いちき串木野市 いちき串木野市 海岸通線 東海大橋 橋梁 修繕

いちき串木野市 いちき串木野市 島津線 島津橋 橋梁 修繕

いちき串木野市 いちき串木野市 東大松線 神子木場橋 橋梁 修繕

いちき串木野市 いちき串木野市 酔之尾･島平線 海潟橋 橋梁 修繕

南さつま市橋梁長寿命化修繕計画

南さつま市 南さつま市 市道宮原上ノ山 上ノ山橋 橋梁 更新

南さつま市 南さつま市 市道鳥井口 早稲田橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道馬込 馬込橋 橋梁 修繕
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南さつま市 南さつま市 市道中野武田 武田橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道中野志風 上加世田橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道黒瀬宮山 第2黒瀬橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道札内姥 小山橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道久志中央 久志橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道尾下前平 豊姫橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道阿多中津野 三反田橋 橋梁 修繕

南さつま市 南さつま市 市道狩集原大木場 上九玉橋 橋梁 修繕

志布志市橋梁長寿命化修繕計画

志布志市 志布志市 市道吉原 吉原大橋 橋梁 修繕

志布志市 志布志市 市道弓場ケ尾曲瀬 高吉橋 橋梁 修繕

志布志市 志布志市 市道川添山重 中尾橋 橋梁 更新

南九州市橋梁長寿命化修繕計画

南九州市 南九州市 市道東水成川線 水成川跨道橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道仁之野茶屋鎌塚線 楠原橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道永田原田線 辻橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道上之口宮中野線 宝正寺橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道雪丸新牧線 北雪丸橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道青戸松迫線 北青戸橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道大川摺木線 北尾跨線橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道土橋口榎山線 水成川跨線橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道桑水流線 桑水流橋 橋梁 修繕

南九州市 南九州市 市道小原霜出線 門前橋 橋梁 修繕

伊佐市橋梁長寿命化修繕計画

伊佐市 伊佐市 市道大道下青木 上目丸橋 橋梁 修繕

伊佐市 伊佐市 市道永尾金波田 鯰崎橋 橋梁 修繕

伊佐市 伊佐市 市道太田山野 第一牛之河橋 橋梁 修繕

伊佐市 伊佐市 市道平出水 下村橋 橋梁 修繕

伊佐市 伊佐市 市道荻原 荻原橋 橋梁 修繕

伊佐市 伊佐市 市道花北下手 花北橋 橋梁 修繕

伊佐市 伊佐市 市道田中徳辺 田中橋 橋梁 修繕

伊佐市 伊佐市 市道鵜泊5号 山下橋 橋梁 修繕

姶良市橋梁長寿命化修繕計画

姶良市 姶良市 市道宇都焼山 宇都橋 橋梁 修繕

姶良市 姶良市 市道姶良橋 姶良橋 橋梁 修繕

姶良市 姶良市 市道木田・萩原後 古川橋 橋梁 修繕

姶良市 姶良市 市道中野・長谷 池田上橋 橋梁 修繕

姶良市 姶良市 市道畠田 千金橋 橋梁 修繕

さつま町橋梁長寿命化修繕計画

さつま町 さつま町 町道鶴田ﾀﾞﾑ1・2号 平江橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 町道鶴田ﾀﾞﾑ1・2号 竹之元橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 町道黒鳥小原線 古井手橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 町道アザノ アザノ橋 橋梁 修繕
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さつま町 さつま町 町道武 武3号橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 町道丁場段 段橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 町道丁場段 塚橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 町道大俣 大俣第4橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 町道永野西部 新地橋 橋梁 修繕

さつま町 さつま町 グリーンロード3号線 フケン段橋 橋梁 修繕

長島町橋梁長寿命化修繕計画

長島町 長島町 町道蔵之元浜漉 船津橋 橋梁 修繕

長島町 長島町 町道瀬戸小島 火ノ浦橋（平野橋） 橋梁 修繕

長島町 長島町 町道田尻中央 五社元橋 橋梁 修繕

長島町 長島町 町道浦汐屋茅屋 倉三橋 橋梁 修繕

湧水町橋梁長寿命化修繕計画

湧水町 湧水町 町道北方本 北方橋 橋梁 修繕

湧水町 湧水町 町道幸田山神 水流添橋 橋梁 修繕

湧水町 湧水町 町道牛瀬戸水窪 川影橋 橋梁 修繕

湧水町 湧水町 町道水窪老谷 老谷中橋 橋梁 修繕

湧水町 湧水町 町道長谷老谷 老谷橋 橋梁 修繕

湧水町 湧水町 町道中原 老谷上橋 橋梁 修繕

湧水町 湧水町 町道原口山下 中鶴橋 橋梁 修繕

湧水町 湧水町 町道永山川添 永山橋 橋梁 修繕

大崎町橋梁長寿命化修繕計画

大崎町 大崎町 町道持留中沖線 尾迫橋 橋梁 修繕

大崎町 大崎町 町道持留中沖線 大崎中央大橋 橋梁 修繕

大崎町 大崎町 町道永吉菱田線 龍相大橋 橋梁 修繕

東串良町橋梁長寿命化修繕計画

東串良町 東串良町 町道境安留線 六反橋 橋梁 修繕

東串良町 東串良町 町道境外園線 境下橋 橋梁 修繕

東串良町 東串良町 町道川西唐仁線 花立橋 橋梁 修繕

東串良町 東串良町 町道池之原安留線 梶ヶ野下橋 橋梁 修繕

錦江町橋梁長寿命化修繕計画

錦江町 錦江町 町道山之口塩屋 第二塩屋橋 橋梁 更新

錦江町 錦江町 町道中野橋 中野橋 橋梁 修繕

錦江町 錦江町 町道神之浜海岸 堂ノ元港橋 橋梁 修繕

南大隅町橋梁長寿命化修繕計画

南大隅町 南大隅町 町道高田 高田大橋 橋梁 修繕

南大隅町 南大隅町 町道坂元宮本 宮園橋 橋梁 修繕

南大隅町 南大隅町 町道大泊旧小学校 大泊橋 橋梁 修繕

肝付町橋梁長寿命化修繕計画

肝付町 肝付町 町道荒瀬浦町線 荒瀬橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道荒瀬波見下線 波見橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道丸峯串良線 池之園橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道官場線 官場橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道宮元線 宮本橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

鹿児島県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

肝付町 肝付町 町道五社線 小田橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道上ノ原線 侍金橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道船間臨港線 愛宕橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道屋治前本城線 木佐貫橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道上西方谷山迫線 塚田橋 橋梁 修繕

肝付町 肝付町 町道大浦線 大浦橋 橋梁 修繕

西之表市橋梁長寿命化修繕計画

西之表市 西之表市 市道野木平又延伊関 又延橋 橋梁 修繕

西之表市 西之表市 市道安城古田 曲川橋 橋梁 更新

西之表市 西之表市 市道深川2号 小池橋 橋梁 修繕

三島村橋梁長寿命化修繕計画

三島村 三島村 村道永良部崎 岬橋 橋梁 修繕

三島村 三島村 村道硫黄島上村 昭和橋 橋梁 修繕

三島村 三島村 村道浜岩下 長浜橋 橋梁 修繕

十島村橋梁長寿命化修繕計画

十島村 十島村 村道榊戸原本村 下村橋 橋梁 修繕

中種子町橋梁長寿命化修繕計画

中種子町 中種子町 町道脇之川線 脇之川橋 橋梁 撤去

南種子町橋梁長寿命化修繕計画

南種子町 南種子町 上中下中 山神橋 橋梁 修繕

南種子町 南種子町 上中本村 大瀬橋 橋梁 修繕

南種子町 南種子町 川内下中 寺川第二橋 橋梁 修繕

南種子町 南種子町 中部高山 高山橋 橋梁 修繕

南種子町 南種子町 焼野田代 第二田代橋 橋梁 修繕

屋久島町橋梁長寿命化修繕計画

屋久島町 屋久島町 町道宮之浦循環 湯川橋 橋梁 修繕

屋久島町 屋久島町 町道一湊吉田 稚児見橋 橋梁 修繕

屋久島町 屋久島町 町道屋久島循環3号 下川橋 橋梁 修繕

屋久島町 屋久島町 町道白川 天幸橋 橋梁 修繕

屋久島町 屋久島町 町道平野樋之口 樋之口橋 橋梁 修繕

奄美市橋梁長寿命化修繕計画

奄美市 奄美市 市道三太郎線 湖月橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道奄美中央線 美人橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道奄美中央線 加那橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道東城1号線 かよ橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道神屋1号線 1号橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道有屋23号線 井の川橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道金久10号線 屋仁川4号橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道古里15号 久里橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道芦花部1号 芦花部１号橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道小浜2号 小浜１号橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道朝仁14号 朝仁５号橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道朝仁34号 朝仁６号橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

鹿児島県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

奄美市 奄美市 市道中央14号 川尻橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道平田15号 北与儀又橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道中央13号 川尻歩道橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道浜里１号 浜里橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道石原 ２号橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道丸畑 丸畑１号橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道役勝･三川 三川橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道大笠利29号 大井橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道和野１１号 第２有雲橋 橋梁 修繕

奄美市 奄美市 市道喜瀬川内4号 川内橋 橋梁 修繕

大和村橋梁長寿命化修繕計画

大和村 大和村 村道本前 里橋 橋梁 修繕

大和村 大和村 村道今里 今里橋 橋梁 修繕

大和村 大和村 村道名音志戸勘 名音橋 橋梁 修繕

宇検村橋梁長寿命化修繕計画

宇検村 宇検村 村道古欄川尻原 朝戸川橋 橋梁 修繕

宇検村 宇検村 村道田検昭明 昭明橋 橋梁 修繕

宇検村 宇検村 村道湯湾中央 湯湾橋 橋梁 修繕

宇検村 宇検村 村道須古石良 第２浜田橋 橋梁 修繕

瀬戸内町橋梁長寿命化修繕計画

瀬戸内町 瀬戸内町 町道押角徳浜 よろずよ橋 橋梁 修繕

瀬戸内町 瀬戸内町 町道勝浦 晴橋 橋梁 修繕

瀬戸内町 瀬戸内町 町道渡連1号 渡連橋 橋梁 修繕

徳之島町橋梁長寿命化修繕計画

徳之島町 徳之島町 町道新村海岸線 大湊橋 橋梁 修繕

徳之島町 徳之島町 町道亀津大船築地線 船渡橋 橋梁 修繕

徳之島町 徳之島町 町道亀津志面渡線 第四丹向橋 橋梁 修繕

天城町橋梁長寿命化修繕計画

天城町 天城町 町道兼久当部 石川橋 橋梁 修繕

伊仙町橋梁長寿命化修繕計画

伊仙町 伊仙町 町道木名袋 木名袋１号橋 橋梁 修繕

伊仙町 伊仙町 町道木名袋 木名袋3号橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　鹿児島県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

日置市らしさを感じる魅力と活力あふれるまちづくり計画 日置市 281

豊かな資源で「魅せるさつま」を創造するまちづくり計画 さつま町 150

　小　計 431

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。



鹿 児 島 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・鹿児島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

肝属川 肝属川 一般河川改修事業 458　 鹿屋市
か の や し

川内川 川内川 一般河川改修事業 1,800　
≪宮崎県
みやざきけん

≫えびの市
し

≪鹿児島県
か ご し ま け ん

≫薩摩川内市
さつ ませ んだ いし

、伊佐市
い さ し

、湧水町
ゆうすいちょう

肝属川 肝属川 河川工作物関連応急対策事業 45　 鹿屋市
か の や し

川内川 川内川 河川工作物関連応急対策事業 365　 伊佐市
い さ し

、湧水町
ゆうすいちょう

肝属川 総合水系環境整備事業 48　 鹿屋市
か の や し

川内川 総合水系環境整備事業 168　 薩摩川内市
さつ ませ んだ いし

、さつま町
ちょう

、伊佐市
い さ し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度当初予算　河川事業（補助・鹿児島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

肝属川 甫木川 大規模特定河川事業 150　 鹿屋市
か の や し

川内川 市山川 大規模特定河川事業 100　 伊佐
い さ

市
し

新川 新川 大規模特定河川事業 870　 鹿児島市
か ご し ま し

大浦川 大浦川、大王川 大規模特定河川事業 100　 南
みなみ

さつま市
し

神之川 神之川 大規模特定河川事業 150　 日置市
ひ お き し

大里川 大里川 大規模特定河川事業 150　 いちき串木野市
く し き の し

雄川 雄川 大規模特定河川事業 100　 南大隅町
みなみおおすみちょう

別府川 別府川 大規模特定河川事業 100　 姶良市
あ い ら し

万之瀬川 万之瀬川 大規模特定河川事業 280　 南
みなみ

さつま市
し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

さくらじま もちきがわ もちきがわ もちきがわかりゅうさぼうしせつぐん かごしまし のじりちょう

大隅河川国道 火山砂防 桜島 持木川 持木川 持木川下流砂防施設群 鹿児島市 野尻町 砂防堰堤工 29
さくらじま もちきがわ もちきがわ もちきがわりゅういきさぼうしせつかいちく かごしまし もちきちょう

桜島 持木川 持木川 持木川流域砂防施設改築 鹿児島市 持木町 砂防堰堤工 545
さくらじま はるまつがわ はるまつがわ はるまつがわりゅういきさぼうしせつかいちく かごしまし のじりちょう

桜島 春松川 春松川 春松川流域砂防施設改築 鹿児島市 野尻町 砂防堰堤工 4
さくらじま ありむらがわ ありむらがわ ありむらがわりゅういきさぼうしせつかいちく かごしまし ふるさとちょう

桜島 有村川 有村川 有村川流域砂防施設改築 鹿児島市 古里町 砂防堰堤工 70
さくらじま さくらじまさぼうしせつかいちく かごしまし もちきちょうほか

桜島 桜島砂防施設改築 鹿児島市 持木町外 砂防堰堤工 332
火山砂防

合計 5 箇所 980
さくらじま くろかみがわ くろかみがわ くろかみがわどせきりゅうたいさくこうさぼうせつびしゅうぜん かごしまし くろかみちょう

砂防管理 桜島 黒神川 黒神川 黒神川土石流対策工砂防設備修繕 鹿児島市 黒神町 除石工 425
さくらじま のじりがわ のじりがわ のじりがわどせきりゅうたいさくこうさぼうせつびしゅうぜん かごしまし のじりちょう

桜島 野尻川 野尻川 野尻川土石流対策工砂防設備修繕 鹿児島市 野尻町 除石工 425
砂防管理

合計 2 箇所 850

合計 7 箇所 1,830

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（鹿児島県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 きんがさこいち きんがさこいち くまげぐん やくしまちょう くちえらぶじま

砂防等事業 金ヶ迫１ 金ヶ迫１ 熊毛郡 屋久島町 口永良部島 砂防堰堤工 60

大規模更新 せんだいがわほくさつけんいき たかおのがわ いずみし たかおのちょうしばひき

砂防等事業 川内川北薩圏域 高尾野川 出水市 高尾野町柴引 堰堤改良工 20
せんだいがわほくさつけんいき せんだいがわほくさつ いさし やまの、たたらいし

川内川北薩圏域 川内川北薩 伊佐市 山野、多々良石 堰堤改良工 60
さつまなんぶけんいき さつまなんぶ みなみさつまし、いぶすきし おおうらちょう、やまかわなりかわ

薩摩南部圏域 薩摩南部 南さつま市、指宿市 大浦町、山川成川 堰堤改良工 30
きもつきがわおおすみけんいき きもつきがわおおすみ きもつきぐん、しぶしし きもつきちょう うしろだ、ありあけちょう

肝属川大隅圏域 肝属川大隅 肝属郡、志布志市 肝付町 後田、有明町 堰堤改良工 38

小計 ４箇所 148

事業間連携 くしがわ くしがわ みなみさつまし ぼうのつちょうくし

砂防等事業 久志川 久志川 南さつま市 坊津町久志 砂防堰堤工 60
せんだいがわ おおいしのおかいち さつませんだいし けどういんちょういむた

川内川 大石ノ岡１ 薩摩川内市 祁答院町藺牟田 砂防堰堤工 30
ごたんだがわ のしたがわ さつませんだいし ひわきちょうのした

五反田川 野下川 薩摩川内市 樋脇町野下 砂防堰堤工 78
ごたんだがわ ごたんだがわ さつまぐん さつまちょう ふなき

五反田川 五反田川 薩摩郡 さつま町 舟木 砂防堰堤工 40
えうちがわ おのしまはまがわ いずみし たかおのちょうえうち

江内川 尾野島浜川 出水市 高尾野町江内 渓流保全工 20
きのしたがわ きのしたがわ きりしまし ふくやまちょう

木之下川 木之下川 霧島市 福山町 砂防堰堤工 10
ふかみなとがわ ふかみなとがわに たるみずし ふたがわふかみなと

深港川 深港川２ 垂水市 二川深港 山腹工 10

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（鹿児島県　1/3）

所在地事業区分 水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 さかいがわ さかいがわ たるみずし うしねさかい

砂防等事業 境川 境川 垂水市 牛根境 堰堤改良工 40
へたがわ へたがわ たるみずし うしねふもと

辺田川 辺田川 垂水市 牛根麓 砂防堰堤工 50
たるみずのおがわ たるみずのおがわ きもつきぐん きもつきちょう きたかた

垂水の小川 垂水の小川 肝属郡 肝付町 北方 砂防堰堤工 60
あもりがわ きりしまがわ きりしまし きりしまたぐち

天降川 霧島川 霧島市 霧島田口 砂防堰堤工 150
べっぷがわ こばだにいち あいらし きたやま

別府川 木場谷１ 姶良市 北山 砂防堰堤工 50
せんだいがわ かわぞえがわ あいらぐん ゆうすいちょう かわにし

川内川 川添川 姶良郡 湧水町 川西 砂防堰堤工 50
せんだいがわ たまみねがわさん さつまぐん さつまちょう たかみね

川内川 高峯川３ 薩摩郡 さつま町 高峯 渓流保全工 45

小計 １４箇所 693

１９箇所 901合計

事業区分 水系名 渓流名

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（鹿児島県　2/3）

所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 せんだいがわ よしのやま さつませんだいし なかむらちょう

砂防等事業 川内川 吉野山 薩摩川内市 中村町 横ボーリング工 50
あもりがわ しんゆ きりしまし まきぞのちょう

天降川 新湯 霧島市 牧園町 集水井工 10
あみかけがわ けあげ あいらし かじきちょう

網掛川 毛上 姶良市 加治木町 横ボーリング工 20
ひきやまがわ ひきやま あいらし かじきちょう

日木山川 日木山 姶良市 加治木町 横ボーリング工 40
そのた みなみぞの きりしまし ふくやまちょう

その他 南園 霧島市 福山町 アンカー工 10
そのた ひらさき みなみさつまし ぼうのつちょう

その他 平崎 南さつま市 坊津町 集水井工 150

６箇所 280合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（鹿児島県　3/3）

所在地事業区分 水系名 箇所名



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 鹿児島県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

薩摩川内市 307,748 166,511

徳之島町 150,000 75,000

鹿児島県　計 457,748 241,511
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



鹿　児　島　県

都市局



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 鹿児島県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

97,200

鹿児島市 鹿児島市 継続 鹿児島駅周辺地区（第２期） 1/2 48,600

564,800

鹿児島市 鹿児島市 継続 いづろ・天文館地区 1/2 282,400

183,000

鹿児島市 鹿児島市 継続 鹿児島中央駅東口地区 1/2 91,500

135,778

鹿児島市 鹿児島市 継続 吉野地区 4.5/10 61,100

22,000

薩摩川内市 薩摩川内市 継続 天辰地区 4.5/10 9,900

1/2, 182,105

奄美市 奄美市 新規 名瀬中心拠点地区 4.5/10 86,500

33,600

姶良市 姶良市 新規 加治木中心拠点地区 1/2 16,800

1,218,483

合計 596,800

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度

街路交通調査 鹿児島県
（単位：千円）

（ 7,500 ）
2,500

計 （ 7,500 ）
2,500

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率 国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

曽於市管内 曽於市 新 1/3
曽於市総合都市交通
体系調査



鹿 児 島 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 鹿児島県
地区名 事業名 事業費 備考

原良・武岡等周辺地区 地域居住機能再生推進事業 808,622 
808,622 合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 鹿児島県
地区名 事業名 事業費 備考

さつま町 空き家対策総合支援事業 3,000
和泊町 空き家対策総合支援事業 18,000

21,000合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 鹿児島県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 832,471
832,471合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県重 要 港 湾 川 内 鹿 児 島 県 小 計 630
鹿児島県 直 轄 500
鹿児島県 補 助 130
鹿児島県
鹿児島県 鹿 児 島 鹿 児 島 県 小 計 3,166
鹿児島県 直 轄 3,088
鹿児島県 補 助 78
鹿児島県
鹿児島県 志 布 志 鹿 児 島 県 小 計 670
鹿児島県 直 轄 670
鹿児島県
鹿児島県 西 之 表 鹿 児 島 県 小 計 775 離島
鹿児島県 直 轄 150 離島
鹿児島県 補 助 625 離島
鹿児島県
鹿児島県 名 瀬 鹿 児 島 県 小 計 909 奄美
鹿児島県 直 轄 909 奄美
鹿児島県
鹿児島県地 方 港 湾 和 泊 鹿 児 島 県 小 計 600 奄美
鹿児島県 補 助 600 奄美
鹿児島県

6,750

令和3年度事業費
摘　　要

合　　　　計

鹿児島県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者



港 湾 局

(単位：百万円)

侵 食 対 策 指 宿 鹿 児 島 県 小 計 660
直 轄 660

老 朽 化 対 策 鹿 児 島 鹿 児 島 県 小 計 82
補 助 82

742合　　　　計

海岸管理者
令和3年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

鹿児島県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 822
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防
音工事補助等

福 岡 24,728
滑走路増設、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施設・住宅防音工
事補助等

北 九 州 1,143 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 1,920
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 2,889
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整
備、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助
等

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 1,795 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 960 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

山 形 174 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

3 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

4 / 4 
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令和３年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 （西日本旅客鉄道㈱） 

 （高松琴平電気鉄道㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 （相模鉄道海老名駅） 

東日本旅客鉄道㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 
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鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 
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北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



Ⅳ．管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 1,651 1.258

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

4 291 1.330

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

12 405 1.998

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

9 631 0.688

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

20 372 2.333

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

15 2,039 0.927

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

50 634 2.210

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

32 1,529 2.429

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

11 357 0.602

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

4 214 1.085

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

20 3,839 1.214

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

9 1,420 0.637

合　　　　　　　　計 185　※ 13,381 1.105

補助事業はなし ※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇
所減算

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1

留萌港船舶交通安全基盤整備事業 1
函館港船舶交通安全基盤整備事業 1
厚岸漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

能代港船舶交通安全基盤整備事業 1
宮古港船舶交通安全基盤整備事業 1
雄勝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
中之作港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
秋田船川港船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1
陸奥大島船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1
洲埼船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
剱埼船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1
銚子港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
橋田鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
トーガ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
広瀬船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
矢作川口沖船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
篠島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
朝日礁船舶交通安全基盤整備事業 1
ヨセマル船舶交通安全基盤整備事業 1
石鏡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
イチ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四丈船舶交通安全基盤整備事業 1
渡リ黒ミ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20



管区 事業箇所名 事業箇所数
五 明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1
福良港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤穂港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
新宮港船舶交通安全基盤整備事業 1
孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1
徳島小松島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 15
六 播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1

広島港船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
笠岡港船舶交通安全基盤整備事業 1
ネヅラ岩船舶交通安全基盤整備事業 1
竪場島船舶交通安全基盤整備事業 1
トクダキノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
直島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
東備港船舶交通安全基盤整備事業 1
岡山港船舶交通安全基盤整備事業 1
岩国港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
尾ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
福山港船舶交通安全基盤整備事業 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
森ノ瀬ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
似骨ノ礁船舶交通安全基盤整備事業 1
立花ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
細ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
中藻州船舶交通安全基盤整備事業 1
油ノ沖ノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
牛クソ船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
八島船舶交通安全基盤整備事業 1
入鹿瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
団子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
地ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1
干出岩船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸東航路船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
新居浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
錐ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
円瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
庄司太郎碆船舶交通安全基盤整備事業 1
水荷浦鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
渡ケ碆船舶交通安全基盤整備事業 1
日振島船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 50
七 魚釣埼船舶交通安全基盤整備事業 1

豆酘埼船舶交通安全基盤整備事業 1
関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇島港船舶交通安全基盤整備事業 1
小野田港船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1
波津白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
住ノ江港船舶交通安全基盤整備事業 1
大牟田港船舶交通安全基盤整備事業 1
唐津港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊万里港船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
口曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
アサ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿町海老曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
滝瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
餅米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
薄香湾舵掛岩船舶交通安全基盤整備事業 1
アサマ船舶交通安全基盤整備事業 1
大白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
牛島沖船舶交通安全基盤整備事業 1
杓子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
イカヅチ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
中津港船舶交通安全基盤整備事業 1
郷ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 32



管区 事業箇所名 事業箇所数
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1
越前岬船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
博奕岬船舶交通安全基盤整備事業 1
御津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
黒島埼船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
松江港船舶交通安全基盤整備事業 1
安来港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11
九 猿山岬船舶交通安全基盤整備事業 1

伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
十 八代港船舶交通安全基盤整備事業 1

沖ノ瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
高杢島船舶交通安全基盤整備事業 1
助八瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
東チオミ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深平瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
三角港船舶交通安全基盤整備事業 1
満越ノ瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
小瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
メツ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
肥後延瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島港船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島湾口神瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥ノ巣山船舶交通安全基盤整備事業 1
草垣島船舶交通安全基盤整備事業 1
国頭岬船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
山川港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20
十一 糸満漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
本部港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
合　　　　計 185※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算



鹿 児 島 県

官 庁 営 繕 部



令和３年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

鹿児島県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 名瀬第２地方合同庁舎 奄美市 0 新営事業

［財政投融資特別会計］
特定国有財産整備費 鹿児島第３地方合同庁舎 鹿児島市 750 新営事業

合　　計 750



鹿 児 島 県

不動産・建設経済局



鹿児島県
事業費

8.772

鹿児島県 8.772

事業名 事業主体 備考

令和３年度 配分予算
（不動産・建設経済局地籍整備課所管 補助事業）

（単位：百万円）

社会資本整備円滑化地籍整備事業 喜界町

計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（鹿児島県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

海岸利用促進のための海岸環境
整備

鹿児島県 40,000 

南九州地域における産業・物流
活性化計画

鹿児島県 47,250 

快適で潤いのある生活環境形成
のための県立都市公園整備（２
期）

鹿児島県 34,750 

【鹿児島県】潤いと安らぎのあ
る快適な生活環境の創出と豊か
な自然環境の保全（広域連携）

鹿児島県 21,000 

【鹿児島県】潤いと安らぎのあ
る快適な生活環境の創出と豊か
な自然環境の保全（内地）

枕崎市,曽於市 10,000 

【鹿児島県】潤いと安らぎのあ
る快適な生活環境の創出と豊か
な自然環境の保全（内地）（重
点計画）

鹿屋市,出水市,指宿市,薩摩川内市,日置市,
曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市

767,288 

活力あふれる県本土地域を形成
する港湾の整備（地域活性化）

長島町,鹿児島県 84,000 

【鹿児島県】潤いと安らぎのあ
る快適な生活環境の創出と豊か
な自然環境の保全（奄美）（重
点計画）

奄美市,徳之島町,和泊町,鹿児島県 156,715 

奄美地域における道路ネット
ワークの形成による安心安全で
魅力ある「結い」の島づくり②

鹿児島県,奄美市 2,242,620 

鹿児島県住宅・住環境整備計画
鹿児島県全地域（第４期）

鹿児島県,鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根
市,出水市,指宿市,西之表市,薩摩川内市,日
置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さ
つま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,
姶良市,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東
串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,
南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内
町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙
町,和泊町,知名町,与論町

1,862,492 

鹿児島県住宅・住環境整備計画
鹿児島県全地域（第４期）（重
点計画）

曽於市,志布志市,大崎町 590 



（鹿児島県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

島内、各離島間、県本土・県際
間の連携強化により人・物が活
発に行き交う快適で活力ある奄
美地域の形成に資する港湾の整
備（地域活性化）

鹿児島県,瀬戸内町,喜界町 1,395,000 

離島地域の生活、基幹産業を支
え、物流の効率化及び活性化を
図る港湾の整備（地域活性化）

鹿児島県,三島村,十島村 799,000 

九州南部地域における広域観光
活性化計画

鹿児島県 94,500 

交通連携強化と産業・観光振興
支援による魅力と活力あふれる
地域づくり

鹿児島市,鹿屋市,阿久根市,出水市,指宿市,
西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於
市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,
奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,長島町,湧
水町,大崎町,南種子町,大和村,宇検村,瀬戸
内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙
町,和泊町,知名町,与論町,十島村,中種子
町,屋久島町,鹿児島県

2,195,125 

道路ネットワーク強化による地
域間交流の促進

鹿児島県 548,116 

離島地域の生活を支援するみち
づくり

鹿児島県 674,047 

鹿児島市における緑豊かな憩
い・ふれあい空間の創出

鹿児島市 32,200 

かごしま市の公共下水道事業
（重点計画）

鹿児島市 103,045 

中心市街地の玄関口にふさわし
い魅力あるまちづくり（第2期）

鹿児島市 911,377 

鹿児島市における区画整理によ
る安全・快適なまちづくり（第
３期）

鹿児島市 263,400 

地域に根ざした都市公園施設の
再整備（重点）

指宿市 171,205 

薩摩川内市における区画整理に
よる安全・快適なまちづくり
（第１期）

薩摩川内市 149,095 



（鹿児島県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

隼人駅周辺地区都市再生整備計
画

霧島市 115,400 

霧島市における区画整理による
安全・快適なまちづくり（第３
期）

霧島市 10,687 

霧島市国分中央地区（第３期）
都市再生整備計画

霧島市 67,900 

奄美市都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園整備

奄美市 47,000 

奄美市における区画整理による
安全・快適なまちづくり

奄美市 23,952 

スポーツ振興と健康づくりによ
る活力あるまちづくり　２期

長島町 50,000 

湧水町における区画整理による
安全・快適なまちづくり（第３
期）

湧水町 105,294 

瀬戸内町都市公園の長寿命化と
安全・安心な公園整備

瀬戸内町 30,000 

長寿命化計画の策定と安全・安
心な都市公園の再整備

徳之島町 30,000 

地域に根ざした都市公園施設の
再整備

天城町 25,000 

伊仙町における健康・長寿と子
宝の基礎づくり環境整備（2期）

伊仙町 46,000 

和泊町都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園づくり

和泊町 5,000 

13,159,048 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

鹿児島県における道路ストック
（舗装）の老朽化対策

鹿児島県 122,829 

【鹿児島県】潤いと安らぎのあ
る快適な生活環境の創出と豊か
な自然環境の保全（内地：防
災・安全）（重点計画）

鹿屋市,指宿市,薩摩川内市,霧島市 133,750 

【鹿児島県】潤いと安らぎのあ
る快適な生活環境の創出と豊か
な自然環境の保全（内地：防
災・安全）

鹿屋市,枕崎市,出水市,指宿市,薩摩川内市,
日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,大
崎町,さつま町,姶良市

300,580 

【鹿児島県】潤いと安らぎのあ
る快適な生活環境の創出と豊か
な自然環境の保全（奄美：防
災・安全）

奄美市,喜界町,徳之島町,和泊町,知名町 266,000 

鹿児島県における大規模盛土造
成地の耐震化の促進（防災・安
全）（重点計画）

鹿児島県,鹿児島市,霧島市,南さつま市,鹿
屋市,薩摩川内市

23,420 

鹿児島県全域における総合的な
浸水対策と土砂災害対策の推進
（防災・安全）

鹿児島県,鹿児島市,喜界町,宇検村,瀬戸内
町,徳之島町,南さつま市,南九州市,日置市,
薩摩川内市,湧水町,出水市,霧島市,垂水市,
鹿屋市,十島村,指宿市,阿久根市,姶良市,龍
郷町

3,857,228 

鹿児島県における街路整備によ
る通学路の交通安全対策（防
災・安全）

鹿児島県 502,139 

鹿児島県による子供の移動経路
等における交通安全対策の推進
（一般）（防災・安全）

鹿児島県 303,549 

鹿児島県による子供の移動経路
等における交通安全対策の推進
（離島）（防災・安全）

鹿児島県,屋久島町 173,736 

鹿児島県による子供の移動経路
等における交通安全対策の推進
（奄美）（防災・安全）

鹿児島県 123,200 

鹿児島県住宅・住環境整備計画
鹿児島県全地域（第４期）（防
災・安全）

鹿児島県,鹿児島市,枕崎市,出水市,垂水市,
薩摩川内市,南さつま市,志布志市,南九州
市,さつま町,湧水町,南大隅町,中種子町,徳
之島町,天城町,霧島市,鹿屋市,阿久根市,指
宿市,日置市,曽於市,いちき串木野市,奄美
市,伊佐市,姶良市,長島町,大崎町,肝付町,
龍郷町,和泊町,与論町,南種子町,伊仙町

275,478 



（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

鹿児島県住宅・住環境整備計画
鹿児島県全地域（第４期）（防
災・安全）（重点計画）

鹿児島市,指宿市,霧島市,徳之島町,西之表
市,天城町

86,630 

島内、各離島間、県本土・県際
間の連携強化により人・物が活
発に行き交う快適で活力ある奄
美地域の形成に資する港湾の老
朽化対策及び減災・防災対策の
推進（防災・安全）（重点）

鹿児島県,宇検村,瀬戸内町,和泊町 461,000 

離島地域の持続可能な経済社会
を支える港湾の安全・安心の確
保（防災・安全）（重点）

鹿児島県,西之表市,三島村 310,000 

安心・安全な県本土地域を形成
する港湾の整備（防災・安全）
(重点)

鹿児島県 70,000 

安心・安全な県本土地域を形成
する港湾の整備（防災・安全）

鹿児島県,鹿児島市 110,000 

快適で潤いのある生活環境形成
のための県立都市公園整備（防
災・安全）

鹿児島県 56,000 

道路の老朽化対策及び事前防
災・減災対策の推進と，生活空
間の安全確保による安心・安全
な地域づくり（防災・安全）

鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,指宿市,西之表市,
垂水市,日置市,霧島市,奄美市,姶良市,三島
村,十島村,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷
町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊
町,知名町,薩摩川内市,長島町,さつま町,屋
久島町

1,036,353 

通学路等における総合的な生活
空間の安全確保の推進（防災・
安全）

鹿児島県 433,005 

安心・安全な暮らしを実現する
道路インフラ整備（防災・安
全）

鹿児島県 290,348 

離島地域の強靱化を図る安全で
円滑な物流等を確保するみちづ
くり（防災・安全）

鹿児島県 624,054 

地域強靱化を図る安全で円滑な
物流等を確保するみちづくり
（防災・安全）

鹿児島県 839,276 

かごしま市の公共下水道事業
防災・安全

鹿児島市 422,695 

鹿児島市の都市基盤河川改修事
業　防災・安全

鹿児島市 24,000 



（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

かごしま市の公共下水道事業
防災・安全（重点計画）

鹿児島市 171,000 

鹿児島市における通学路等の交
通安全確保による安心安全な地
域づくり（防災・安全）

鹿児島市 91,418 

鹿児島市における安全・快適な
公園づくり（防災・安全）

鹿児島市 52,100 

谷山地区における災害に強いま
ちづくりの推進（防災・安全）

鹿児島市 1,638,636 

枕崎市都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園づくり（防災・
安全）

枕崎市 46,000 

枕崎市における通学路の交通安
全確保による安心安全な地域づ
くり（防災・安全）

枕崎市 74,797 

まちのオアシス公園緑地ネット
ワーク形成（防災・安全）

阿久根市 37,000 

出水市における通学路の交通安
全確保による安心・安全で暮ら
しやすい地域づくり（防災・安
全）

出水市 57,350 

指宿市における子供の移動経路
等の交通安全確保による安心・
安全で暮らしやすい地域づくり
（防災・安全）

指宿市 91,214 

西之表市の通学路等における総
合的な生活空間の安全確保の推
進（防災・安全）

西之表市 23,520 

市民が集う安全で快適な都市公
園整備（防災・安全）

垂水市 7,000 

薩摩川内市における道路整備に
よる通学路の交通安全対策（防
災・安全）

薩摩川内市 16,500 

安全で安心な都市公園づくり
（防災・安全）

薩摩川内市 5,000 



（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

薩摩川内市の街路整備における
通学路の交通安全確保による安
心安全な地域づくり（防災・安
全）

薩摩川内市 145,606 

日置市における通学路の交通安
全確保による安心・安全で暮ら
しやすい地域づくり（防災・安
全）

日置市 142,956 

日置市における安全・安心な都
市公園の整備（防災・安全）

日置市 5,250 

湯之元駅周辺における区画整理
による安心・安全なまちづくり
（防災・安全）

日置市 267,000 

曽於市都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園づくり（防災・
安全）

曽於市 10,250 

霧島市における通学路の交通安
全確保による安心・安全で暮ら
しやすい地域づくり（防災・安
全）

霧島市 55,275 

霧島市の街路整備における通学
路の交通安全確保による安心安
全な地域づくり（防災・安全）

霧島市 121,873 

霧島市における区画整理による
安全・安心なまちづくり（防
災・安全）（第２期）

霧島市 71,064 

いちき串木野市における通学路
の交通安全確保による安心・安
全な地域づくり（防災・安全）

いちき串木野市 10,491 

南さつま市の都市下水路事業
（防災・安全）

南さつま市 12,000 

南さつま市における通学路の交
通安全対策による安全・安心な
歩行空間の整備（防災・安全）

南さつま市 214,124 

志布志市における通学路の歩道
整備や交差点改良等の交通安全
対策の推進（防災・安全）

志布志市 25,363 

志布志市における国土強靭化地
域計画に基づく市道整備事業の
推進（防災・減災）

志布志市 103,979 



（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

南九州市における道路整備によ
る通学路の交通安全対策（防
災・安全）

南九州市 62,129 

南九州市安全で安心な都市公園
の整備（防災・安全）

南九州市 5,000 

伊佐市都市公園の長寿命化と安
全・安心な公園づくり（防災・
安全）

伊佐市 15,000 

姶良市の街路整備における通学
路の交通安全確保による安心安
全な地域づくり（防災・安全）

姶良市 145,926 

さつま町における通学路の交通
安全対策による安全・安心な歩
行空間の整備（防災・安全）

さつま町 21,569 

さつま町都市公園の長寿命化と
安心・安全で機能的な公園整備
（防災・安全）

さつま町 21,000 

長島町における通学路の交通安
全確保による安心・安全で暮ら
しやすい地域づくり（防災・安
全）

長島町 126,060 

大崎町の通学路における総合的
な生活空間の安全確保の推進
（防災・安全）

大崎町 28,015 

錦江町における道路整備による
子供の移動経路の交通安全対策
（防災・安全）

錦江町 11,206 

中種子町における通学路の交通
安全確保による安心・安全で暮
らしやすい地域づくり（防災・
安全）

中種子町 42,780 

南種子町における通学路の交通
安全確保による安心安全な地域
づくり（防災・安全）

南種子町 32,544 

屋久島地区の通学路における歩
道整備や危険箇所整備等の交通
安全対策の推進（防災・安全）

屋久島町 13,680 

14,866,945 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


