
熊 本 県

水管理・国土保全局



令和２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 913　 八代市
や つ し ろ し

、人吉
ひとよし

市
し

緑川 緑川 一般河川改修事業 3,985　 熊本市
く ま も と し

、嘉
か

島
しま

町
まち

、宇土市
う と し

白川 白川 一般河川改修事業 139　 熊本市
く ま も と し

菊池川 菊池川 一般河川改修事業 2,249　 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 1,406　 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 125　 熊本市
く ま も と し

、宇土市
う と し

球磨川 総合水系環境整備事業 116　 八代市
や つ し ろ し

緑川 総合水系環境整備事業 2　 甲佐町
こ う さ ま ち

白川 総合水系環境整備事業 1　 熊本市
く ま も と し

菊池川 総合水系環境整備事業 22　 菊池市
き く ち 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２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

緑川 天明新川 大規模特定河川事業 250　 熊本市
く ま も と し

緑川 潤川 大規模特定河川事業 362　 熊本市
く ま も と し

、宇土市
う と し

白川 白川 大規模特定河川事業 150　 熊本市
く ま も と し

白川 黒川 大規模特定河川事業 56　 阿蘇市
あ そ し

境川 境川 大規模特定河川事業 50　 玉名市
た ま な 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



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 9,642 10,127

多目的ダム建設事業 球磨川川辺川ダム 280 432



令和２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 さぼうえんていこう

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 389
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 さぼうえんていこう

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 189
くまがわすいけい かわべがわ たかのがわ たかのがわだいにさぼうえんてい くまぐん いつきむら たかの さぼうえんていこう

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 199
くまがわすいけい かわべがわ おがわ おがわだいにさぼうえんてい くまぐん いつきむら ひらせ さぼうえんていこう

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 31
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 さぼうえんていこう

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 59
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 さぼうえんていこう

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 33
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 さぼうえんていこう

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 47
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 くまぐん いつきむら おしやま　ほか さぼうえんていこう

球磨川水系 川辺川 川辺川流域砂防設備改築 球磨郡 五木村 鴦山　外 砂防堰堤工 28

合計 ８箇所 975

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



令和２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 かばるかわいち かばるかわいちさぼうえんてい 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 113
あそさん くろかわ にしゆのうらかわいち にしゆのうらかわいちさぼうえんてい 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 173
あそさん くろかわ はんなぎかわ はんなぎかわだいにさぼうえんてい あそし いちのみやまちての 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 一の宮町手野 砂防堰堤工 134
あそさん しらかわ ひがししもだかわに ひがししもだかわにだいにさぼうえんてい 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 393
あそさん くろかわ にしこぞのかわさん にしこぞのかわさんだいさんさぼうえんてい 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 392
あそさん くろかわ かみのこやかわに かみのこやかわにだいろくさぼうえんてい 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 392
あそさん くろかわ よつえかわ よつえかわだいごさぼうえんてい 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 362
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 90
あそさん しらかわ さんおうだにがわに さんおうだにがわにさぼうえんてい あそぐん みなみあそむら ながの さぼうえんていこう

阿蘇山 白川 三王谷川２ 三王谷川２砂防堰堤 阿蘇郡 南阿蘇村 長野 砂防堰堤工 252
あそさん くろかわ にしひらがわいち にしひらがわいちさぼうえんてい あそし まといし さぼうえんていこう

阿蘇山 黒川 西平川１ 西平川１砂防堰堤 阿蘇市 的石 砂防堰堤工 54

合計 １０箇所 2,355

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



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 とうじんがわ ほんむらかわに たまなし てんすいまち さぼうえんていこう

砂防等事業 唐人川 本村川２ 玉名市 天水町 砂防堰堤工 110
きくちがわ ゆふねかわ きくちし きょくしふもと けいりゅうほぜんこう

菊池川 湯舟川 菊池市 旭志麓 渓流保全工 150
しらかわ たかねきりかわ あそぐん たかもりまち たかもり ゆうさちこう

白川 高根切川 阿蘇郡 高森町 高森 遊砂地工 113
みなまたがわ まきのうちかわ みなまたし じんない さぼうえんていこう

水俣川 牧の内川 水俣市 陣内 砂防堰堤工 41
しらかわ しんしょかわいち あそぐん みなみあそむら たての さぼうえんていこう

白川 新所川１ 阿蘇郡 南阿蘇村 立野 砂防堰堤工 120

小計 ５箇所 534

事業間連携 みどりかわ さかたにがわ かみましきぐん こうさまち かみはやかわ 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 127
みずなしがわ みょうけんがわ やつしろし みょうけんまち さぼうえんていこう

水無川 妙見川 八代市 妙見町 砂防堰堤工 85
りゅうそうかわ しきかわちだいいち やつしろし しきかわちまち さぼうえんていこう

流藻川 敷川内第一 八代市 敷川内町 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 さぼうえんていこう

球磨川 鎌瀬川 八代市 坂本町 砂防堰堤工 15
むらきかわ むらきかわ あしきたぐん あしきたまち つるきやま さぼうえんていこう

村木川 村木川 葦北郡 芦北町 鶴木山 砂防堰堤工 25
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 40
つなぎかわ おおてかわに あしきたぐん つなぎまち なかお さぼうえんていこう

津奈木川 大手川２ 葦北郡 津奈木町 中尾 砂防堰堤工 50
しらかわ にごりかわ あそぐん みなみあそむら ながの、かわよう さぼうえんていこう

白川 濁川 阿蘇郡 南阿蘇村 長野、河陽 砂防堰堤工 150

小計 ８箇所 547

１３箇所 1,081

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（熊本県　1/2）

合計

事業区分
所在地

水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 しらかわみどりかわけんいき かわうちだ かみましきぐん ましきまち ふくはら よこ　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 白川緑川圏域 川内田 上益城郡 益城町 福原 横ボーリング工 40
しらかわみどりかわけんいき しらたに かみましきぐん やまとちょう きはらだに しゅうすいせいこう

白川緑川圏域 白谷 上益城郡 山都町 木原谷 集水井工 50
くまがわけんいき つつい やつしろし いずみまちかきさこ よこ　　　　　　　　　　こう

球磨川圏域 筒井 八代市 泉町柿迫 横ボーリング工 12

小計 ３箇所 102

事業間連携 しらかわみどりかわけんいき むろはら あそぐん おぐにまち くろぶち しゅうすいせいこう

砂防等事業 白川緑川圏域 室原 阿蘇郡 小国町 黒渕 集水井工 52
あまくさけんいき おおち あまくさし はじうとまちおおち よこ　　　　　　　　　　こう

天草圏域 大地 天草市 枦宇土町大地 横ボーリング工 20
あまくさけんいき かわち あまくさし すもとまちかわち よこ　　　　　　　　　　こう

天草圏域 河内 天草市 栖本町河内 横ボーリング工 20
あまくさけんいき うわくぼ あまくさし すもとまちばば しゅうすいせいこう

天草圏域 上久保 天草市 栖本町馬場 集水井工 66

小計 ４箇所 158

７箇所 260合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（熊本県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



熊本県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

白川水系白川流域治水対策
河川事業

75,000 60,000

大野川水系大野川広域河川
改修事業

40,000

菊池川水系菊池川広域河川
改修事業

60,000

白川・緑川圏域（潤川） 115,000 115,000

球磨川圏域（大鞘川） 130,000 100,000

白川水系黒川流域治水対策
河川事業

86,000

506,000 275,000

527,000 185,000

210,000 52,000

1,243,000 512,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]
熊本市における河川改修事業および流域貯留浸透事業による浸水対策の推進（防災・安全）

[重点計画]
熊本県下における総合的なハード・ソフト対策一体と
なった治水対策の推進（防災・安全）緊急対策

小計

[一般計画]
熊本県下における総合的なハード・ソフト一体となった治水対策の推進（防災・安全）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

熊本県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



熊本県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

久原川通常砂防事業 55,000

五老ヶ谷火山砂防事業 82,500

泉川火山砂防事業 82,500 82,500

上初野川１火山砂防事業 82,500 55,000

夜峰山６火山砂防事業 16,500

（横手谷川）緊急改築事業 117,450 117,450

（岩瀬川）緊急改築事業 7,500 7,500

（三王谷川２）緊急改築事業 49,000 49,000

（下津浦川）緊急改築事業 60,000 60,000

（長寿命化計画）緊急改築事
業

12,500

（三王谷川２）緊急改築事業 135,500 135,500

熊本市効果促進事業 12,500

宇城市効果促進事業 4,000

荒尾市効果促進事業 500

岩城(岩城･馬場)緊急改築事
業

13,500

後浜緊急改築事業 4,750

渕の浦緊急改築事業 4,500

国迫緊急改築事業 4,500

小国町効果促進 500

745,700 506,950

1,266,550 774,050

2,012,250 1,281,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　熊本県下における総合的なハード・ソフト一体となった土砂対策の推進（防災・安全）

小計

熊本県
[重点計画]
熊本県下における総合的なハード・ソフト一体となっ
た土砂対策の推進（重点）（防災・安全）

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費



SP作成イメージ

熊本県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

221,000 50,000

221,000 50,000

[一般計画]　熊本県下における総合的なハード・ソフト一体となった建設海岸対策の推進（防災・安
全）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



熊本県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
第３期　熊本県の下水道による健全な水循環と水環境の保全（防災・安全）

熊本県,八代市,人吉市,荒尾市,
水俣市,玉名市,山鹿市,菊池市,
宇土市,上天草市,宇城市,阿蘇
市,天草市,合志市,長洲町,大津
町,菊陽町,南小国町,御船町,嘉
島町,益城町,錦町,湯前町,苓北
町

1,250,630 5,208

熊本県 90,000 80,000

八代市 55,500 0

人吉市 13,500 0

水俣市 8,750 0

山鹿市 2,000 0

宇城市 39,500 0

阿蘇市 104,910 0

天草市 50,000 0

菊陽町 50,500 0

益城町 432,000 0

計 846,660 80,000

[重点計画]　熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第３期】（重点計画） 熊本市 80,500 9,800

[一般計画]　熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第３期】 熊本市 1,408,510 201,000

[重点計画]　八代市下水道浸水被害軽減総合計画（防災・安全） 八代市 290,000 171,300

[重点計画]　熊本県下水道総合地震対策計画（防災・安全）（重点計画） 菊陽町 1,500 0

3,877,800 467,308

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
第２期　くまもと下水道による災害に強いまちづくり（防災・安全）（重点計画）

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



熊本県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]　第３期 熊本県の下水道による健全な水循環と水環境の保全
熊本県,八代市,人吉市,玉名市,山鹿市,阿
蘇市,天草市,合志市,南関町,大津町,菊陽
町,南小国町,御船町,益城町,氷川町

403,048 0

熊本県 328,300 0

八代市 448,050 0

人吉市 7,500 0

荒尾市 69,000 0

玉名市 4,000 0

菊池市 23,800 0

宇土市 10,000 0

上天草市 3,500 0

宇城市 20,500 0

阿蘇市 18,000 0

大津町 111,700 0

御船町 9,500 0

嘉島町 176,050 0

あさぎり町 12,000 0

計 1,241,900 0

[一般計画]　熊本市公共下水道事業【第３期】 熊本市 1,802,830 0

3,447,778 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

計画名 事業実施主体

想定国費

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]

[重点計画]
第２期 くまもと持続可能な汚水処理システムの構築（重点計画）


