
熊 本 県

水管理・国土保全局



平成３１年度当初予算　河川事業（直轄・熊本県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

球磨川 球磨川 一般河川改修事業 1,562　 八代市
やつしろし

、人吉
ひとよし

市
し

、球磨村
くまむら

緑川 緑川 一般河川改修事業 3,866　 熊本市
くまもとし

、嘉島町
かしままち

、宇土市
うとし

白川 白川 一般河川改修事業 1,077　 熊本市
くまもとし

菊池川 菊池川 一般河川改修事業 2,376　 熊本市
くまもとし

、玉名市
たまなし

、山鹿市
やまがし

、菊池市
きくちし

、和水町
なごみまち

白川 白川 河川都市基盤整備事業 1,024　 熊本市
くまもとし

緑川 緑川 河川工作物関連応急対策事業 145　 熊本市
くまもとし

、宇土市
うとし

菊池川 菊池川 河川工作物関連応急対策事業 50　 山鹿市
やまがし

、熊本市
くまもとし

球磨川 総合水系環境整備事業 145　 八代
やつしろし

市

緑川 総合水系環境整備事業 5　 甲佐
こうさまち

町

白川 総合水系環境整備事業 4　 熊本
くまもとし

市

菊池川 総合水系環境整備事業 1　 玉名
たまなし

市

（※）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。



平成３１年度当初予算　河川事業（補助・熊本県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

境川 境川 大規模特定河川事業 110　 玉名
た ま な

市
し

白川 黒川 大規模特定河川事業 300　 阿蘇
あ そ

市
し

大鞘川 大鞘川 大規模特定河川事業 100　 八代市
やつしろし

緑川 天明新川 大規模特定河川事業 230　 熊本市
く ま も と し



熊本県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 白川立野ダム 5,295 5,702

多目的ダム建設事業 球磨川川辺川ダム 278 432



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（熊本県　１／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くまがわすいけい かわべがわ つづらせがわ つづらせちくさぼうえんていぐん くまぐん いつきむら つづらせ

川辺川ダム砂防 砂防 球磨川水系 川辺川 九折瀬川 九折瀬地区砂防堰堤群 球磨郡 五木村 九折瀬 砂防堰堤工 192
くまがわすいけい かわべがわ ちっきりがわ ちっきりさぼうえんてい くまぐん いつきむら ちっきり

球磨川水系 川辺川 築切川 築切砂防堰堤 球磨郡 五木村 築切 砂防堰堤工 187
くまがわすいけい かわべがわ たかのがわ たかのがわだい２さぼうえんてい くまぐん いつきむら たかの

球磨川水系 川辺川 高野川 高野川第２砂防堰堤 球磨郡 五木村 高野 砂防堰堤工 137
くまがわすいけい かわべがわ おがわ おがわだい２さぼうえんてい くまぐん いつきむら ひらせ

球磨川水系 川辺川 小川 小川第２砂防堰堤 球磨郡 五木村 平瀬 砂防堰堤工 40
くまがわすいけい かわべがわ よこてたにがわ よこてたにさぼうえんていかいちく くまぐん いつきむら よこて

球磨川水系 川辺川 横手谷川 横手谷砂防堰堤改築 球磨郡 五木村 横手 砂防堰堤工 141
くまがわすいけい かわべがわ はつがみがわ はつがみちくさぼうえんていぐん くまぐん さがらむら はつがみ

球磨川水系 川辺川 初神川 初神地区砂防堰堤群 球磨郡 相良村 初神 砂防堰堤工 45
くまがわすいけい かわべがわ ほんのこうたにがわ ほんのこうたにがわさぼうえんてい やつしろし いずみまち

球磨川水系 川辺川 ホンノコウ谷川 ホンノコウ谷川砂防堰堤 八代市 泉町 砂防堰堤工 148
くまがわすいけい かわべがわ かわべがわりゅういきさぼうせつびかいちく やつしろし いずみまち

球磨川水系 川辺川 川辺川流域砂防設備改築 八代市 泉町 砂防堰堤工 110

合計 ８箇所 1,000

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（熊本県　２／２）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あそさん くろかわ かばるかわ１ かばるかわ１さぼうえんてい あそし にしゆのうら さぼうえんていこう

熊本復興 火山砂防 阿蘇山 黒川 花原川１ 花原川１砂防堰堤 阿蘇市 西湯浦 砂防堰堤工 410
あそさん くろかわ にしゆのうらかわ１ にしゆのうらかわ１さぼうえんてい あそし にしゆのうら さぼうえんていこう

阿蘇山 黒川 西湯浦川１ 西湯浦川１砂防堰堤 阿蘇市 西湯浦 砂防堰堤工 480
あそさん くろかわ はんなぎかわ はんなぎかわだい２さぼうえんてい あそし いちのみやまち さぼうえんていこう

阿蘇山 黒川 盤名木川 盤名木川第２砂防堰堤 阿蘇市 一の宮町 砂防堰堤工 260
あそさん しらかわ ひがししもだかわ２ ひがししもだかわ２だい２さぼうえんてい あそぐん みなみあそむら かわよう さぼうえんていこう

阿蘇山 白川 東下田川２ 東下田川２第２砂防堰堤 阿蘇郡 南阿蘇村 河陽 砂防堰堤工 321
あそさん くろかわ にしこぞのかわ３ にしこぞのかわ３だい３さぼうえんてい あそし にしこぞの さぼうえんていこう

阿蘇山 黒川 西小園川３ 西小園川３第３砂防堰堤 阿蘇市 西小園 砂防堰堤工 327
あそさん くろかわ かみのこやかわ２ かみのこやかわ２だい６さぼうえんてい あそし かりお さぼうえんていこう

阿蘇山 黒川 上の小屋川２ 上の小屋川２第６砂防堰堤 阿蘇市 狩尾 砂防堰堤工 273
あそさん くろかわ よつえかわ よつえかわだい５さぼうえんてい あそし かりお さぼうえんていこう

阿蘇山 黒川 四ッ江川 四ッ江川第５砂防堰堤 阿蘇市 狩尾 砂防堰堤工 187
あそさん しらかわ よみねやまさぼうえんていぐん あそぐん みなみあそむら かわよう さぼうえんていこう

阿蘇山 白川 夜峰山砂防堰堤群 阿蘇郡 南阿蘇村 河陽 砂防堰堤工 97

合計 ８箇所 2,355

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



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 みどりかわ さかたにかわ かみましきぐん こうさまち かみそうがわ さぼうえんていこう

砂防等事業 緑川 坂谷川 上益城郡 甲佐町 上早川 砂防堰堤工 60

くまがわ みょうけんかわ やつしろし みょうけんまち さぼうえんていこう

球磨川 妙見川 八代市 妙見町 砂防堰堤工 55

くまがわ かませかわ やつしろし さかもとまち かませ さぼうえんていこう

球磨川 鎌瀬川 八代市 坂本町 鎌瀬 砂防堰堤工 30
むらきかわ むらきかわ あしきたぐん あしきたまち むらもと さぼうえんていこう

村木川 村木川 葦北郡 芦北町 村本 砂防堰堤工 70

しらかわ しったにかわ あそぐん みなみあそむら かいん さぼうえんていこう

白川 湿谷川 阿蘇郡 南阿蘇村 河陰 砂防堰堤工 20

つなぎがわ おおてかわ あしきたぐん つなぎまち つなぎ さぼうえんていこう

津奈木川 大手川２ 葦北郡 津奈木町 津奈木 砂防堰堤工 25

しらかわ にごりかわ あそぐん みなみあそむら ながの さぼうえんていこう

白川 濁川 阿蘇郡 南阿蘇村 長野 砂防堰堤工 297

７箇所 557合計

（熊本県　1/3）

事業区分
所在地

水系名 渓流名

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書



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 むろはら あそぐん おぐにまち むろはら しゅうすいせいこう

砂防等事業 室原 阿蘇郡 小国町 室原 集水井工 27

おおち あまくさし はじうとまち よこ　　　　　　　　　　　こう

大地 天草市 枦宇土町 横ボーリング工 29

かわち あまくさし すもとまち かわち ちょうさかんそく

河内 天草市 栖本町 河内 調査観測 10

うわくぼ あまくさし すもとまち ばば ちょうさかんそく

上久保 天草市 栖本町 馬場 調査観測 10

４箇所 76

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（熊本県　2/3）

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

地すべり激甚災害 たかのだい あそぐん みなみあそむら かわよう はいどこう　　のりめんこう

対策特別緊急事業 高野台 阿蘇郡 南阿蘇村 河陽 排土工、法面工 530

ひのとりおんせん あそぐん みなみあそむら ながの はいどこう　　のりめんこう

火の鳥温泉 阿蘇郡 南阿蘇村 長野 排土工、法面工 70

２箇所 600

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（熊本県　3/3）

合計

平成31年度　　地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書


