
鹿 児 島 県

水管理・国土保全局



平成３１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 898　 鹿屋市
かのやし

、肝付町
きもつきちょう

、東串良町
ひがしくしらちょう

川内川 川内川 一般河川改修事業 6,124　
≪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 65　 鹿屋市
かのやし

、東串良町
ひがしくしらちょう

川内川 川内川 河川工作物関連応急対策事業 217　 薩摩川内市
さつませんだいし

、伊佐市
いさし

肝属川 総合水系環境整備事業 18　 鹿屋
かのやし

市

川内川 総合水系環境整備事業 271　
≪宮崎県

みやざきけん

≫えびの市
し

≪鹿児島県
かごしまけん

≫さつま町
ちょう

、伊佐
いさし

市、薩摩川内
さつませんだいし

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・鹿児島県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

新川 新川 大規模特定河川事業 730　 鹿児島
か ご し ま

市
し

神之川 神之川 大規模特定河川事業 200　 日置市
ひ お き し



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（鹿児島県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

さくらじま はせがわ はせがわ はせがわけいりゅうほぜんこう かごしまし さくらじまあこうばるちょう

大隅河川国道 火山砂防 桜島 長谷川 長谷川 長谷川渓流保全工 鹿児島市 桜島赤生原町 渓流保全工 376
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 もちきちょう

桜島 持木川 持木川 持木川下流砂防施設群 鹿児島市 持木町 渓流保全工 16
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 32
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 55
さくらじま だいにふるさとがわ だいにふるさとがわ だいにふるさと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 第二古里川 第二古里川 第二古里川流域砂防施設改築 鹿児島市 古里町 砂防堰堤工 6
さくらじま だいいちふるさとがわ だいいちふるさとがわ だいいちふるさと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 第一古里川 第一古里川 第一古里川流域砂防施設改築 鹿児島市 古里町 砂防堰堤工 519
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 ありむらちょう

桜島 有村川 有村川 有村川流域砂防施設改築 鹿児島市 有村町 砂防堰堤工 282
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

桜島 桜島砂防施設改築 鹿児島市 砂防堰堤工 197
火山砂防

合計 ８箇所 1,483
さくらじま 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

砂防管理 桜島 土石流対策工砂防設備修繕 鹿児島市 除石工、砂防設備修繕 712
砂防管理

合計 １箇所 712

合計 ９箇所 2,195

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 くしがわ くしがわ みなみさつま ぼうのつちょう くし さぼうえんていこう

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 103
おおいし　　おか さつませんだいし けどういんちょう いむた さぼうえんていこう

大石ノ岡１ 薩摩川内市 祁答院町 藺牟田 砂防堰堤工 52
ごたんだがわ のしたがわ さつませんだいし のした さぼうえんていこう

五反田川 野下川 薩摩川内市 野下 砂防堰堤工 78
せんだいがわ ごたんだかわ さつまぐん 　　　　　　ちょう ふなき さぼうえんていこう

川内川 五反田川 薩摩郡 さつま町 船木 砂防堰堤工 24
えうちがわ おのしまはまがわ いずみし えうち さぼうえんていこう

江内川 尾野島浜川 出水市 江内 砂防堰堤工 84
きのしたがわ きりしまし ふくやまちょう さぼうえんていこう

木之下川 霧島市 福山町 砂防堰堤工 44
ふかみなとかわ たるみずし ふたがわふかみなと さんぷくこう

深港川２ 垂水市 二川深港 山腹工 100
さかいかわ たるみずし うしねさかい えんていかいりょうこう

境川 垂水市 牛根境 堰堤改良工 50
へたがわ たるみずし うしねふもと さぼうえんていこう

辺田川 垂水市 牛根麓 砂防堰堤工 65
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 さぼうえんていこう

垂水の小川 肝属郡 肝付町 北方 砂防堰堤工 60

１０箇所 660合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名

（鹿児島県　1/3）

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 ひらさき みなみさつま ぼうのつちょう くし                    こう

砂防等事業 平崎 南さつま市 坊津町 久志 アンカー工 310
せんだいがわ よしのやま さつませんだいし よしのやま しゅうすいせいこう

川内川 吉野山 薩摩川内市 吉野山 集水井工 50
あもりがわ まるお きりしまし まきぞのちょう まるお よこ                         こう

天降川 丸尾 霧島市 牧園町 丸尾 横ボーリング工 20
あもりがわ しんゆ きりしまし まきぞのちょう たかちほ しゅうすいせいこう

天降川 新湯 霧島市 牧園町 高千穂 集水井工 80
みなみぞの きりしまし ふくやまちょう                     こう

南園 霧島市 福山町 アンカー工 20
あみかけかわ けあげ あいらし かじきちょう こやまだ よこ                         こう

網掛川 毛上 姶良市 加治木町 小山田 横ボーリング工 30
ひきやま あいらし かじきちょう ひきやま しゅうすいせいこう

日木山 姶良市 加治木町 日木山 集水井工 45

７箇所 555合計

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（鹿児島県　2/3）

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



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 ふかみなとかわ たるみずし ふたがわふかみなと さんぷくこう

砂防事業 深港川２ 垂水市 二川深港 山腹工 74

１箇所 74合計

（鹿児島県　3/3）

平成31年度　　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 渓流名
所在地



平成３１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）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

薩摩川内市 97,142 176,629

指宿市 35,000 70,000

徳之島町 194,110 388,220

霧島市 169,693 308,805

鹿児島県計 495,945 943,655
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


