
鹿 児 島 県

水管理・国土保全局



令和２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　 肝付町
きもつきちょう

川内川 川内川 一般河川改修事業 6,758　
≪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 22　 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 230　 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 47　 鹿屋市
か の や し

川内川 総合水系環境整備事業 192　 さつま町
ちょう

、伊佐市
い さ し

、薩摩川内市
さ つ ま せ ん だ い 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・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 100　 鹿屋市
か の や し

川内川 市山川 大規模特定河川事業 100　 伊佐市
い さ し

新川 新川 大規模特定河川事業 534　 鹿児島市
か ご し ま し

神之川 神之川 大規模特定河川事業 200　 日置市
ひ お き し

大里川 大里川 大規模特定河川事業 200　 いちき串木野市
く し き の し

大浦川 大浦川 大規模特定河川事業 100　 南
みなみ

さつま市
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



令和２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 けいりゅうほぜんこう

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 158
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 けいりゅうほぜんこう

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 95
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 さぼうえんていこう

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 336
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 さぼうえんていこう

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 201
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 さぼうえんていこう

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 222
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 さぼうえんていこう

桜島 桜島砂防施設改築 鹿児島市 砂防堰堤工 251
火山砂防

合計 ６箇所 1,263
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 じょせきこう、さぼうせつびしゅうぜん

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 846
砂防管理

合計 １箇所 846

合計 ７箇所 2,109

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 きんがさこ きんがさこ くまげぐん やくしまちょう くちえらぶじま さぼうえんていこう

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 20

小計 １箇所 20

大規模更新 せんだいがわほくさつけんいき たかおのかがわ いずみし たかおのちょうしばひき えんていかいりょうこう

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 80
大規模更新 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 えんていかいりょうこう

砂防等事業 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 81
大規模更新 さつななんぶけんいき ねこうちだに きりしまし ふくやまちょう えんていかいりょうこう

砂防等事業 薩摩南部圏域 猫内谷 霧島市 福山町 堰堤改良工 61
大規模更新 さつななんぶけんいき さつななんぶ 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 えんていかいりょうこう

砂防等事業 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 100
大規模更新 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 えんていかいりょうこう

砂防等事業 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 161

小計 ５箇所 484

事業間連携 くしがわ くしがわ みなみ 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
事業間連携 せんだいがわ おおいしのおか 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

砂防等事業 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 52
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 五反田川 野下川 薩摩川内市 樋脇町野下 砂防堰堤工 78
事業間連携 ごたんだがわ ごたんだがわ さつまぐん 　　　　　　  ちょう ふなき さぼうえんていこう

砂防等事業 五反田川 五反田川 薩摩郡 さつま町 舟木 砂防堰堤工 40
事業間連携 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 けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 江内川 尾野島浜川 出水市 高尾野町江内 渓流保全工 75

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（鹿児島県　1/3）

事業区分 所在地水系名 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 きのしたがわ 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

砂防等事業 木之下川 木之下川 霧島市 福山町 砂防堰堤工 50
事業間連携 ふかみなとがわ ふかみなとがわ たるみずし ふたがわふかみなと さんぷくこう

砂防等事業 深港川 深港川２ 垂水市 二川深港 山腹工 91
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 えんていかいりょうこう

砂防等事業 境川 境川 垂水市 牛根境 堰堤改良工 41
事業間連携 へたがわ へたがわ たるみずし うしねふもと さぼうえんていこう

砂防等事業 辺田川 辺田川 垂水市 牛根麓 砂防堰堤工 95
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 垂水の小川 垂水の小川 肝属郡 肝付町 北方 砂防堰堤工 51
事業間連携 あもりがわ きりしまがわ きりしまし きりしまたぐち さぼうえんていこう

砂防等事業 天降川 霧島川 霧島市 霧島田口 砂防堰堤工 225
事業間連携 べっぷがわ こばだに あいらし きたやま さぼうえんていこう

砂防等事業 別府川 木場谷１ 姶良市 北山 砂防堰堤工 50
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 川内川 川添川 姶良郡 湧水町 川西 砂防堰堤工 50
事業間連携 はらだがわ うとがわ さつませんだいし おうづちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 原田川 宇都川 薩摩川内市 綱津町 砂防堰堤工 60
事業間連携 せんだいがわ たまみねがわ さつまぐん 　　　　　　  ちょう たかみね けいりゅうほぜんこう

砂防等事業 川内川 高峯川３ 薩摩郡 さつま町 高峯 渓流保全工 35

小計 １５箇所 1,096

２１箇所 1,600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（鹿児島県　2/3）

事業区分 水系名 渓流名 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 よしのやま さつませんだい なかむらちょう よこ　　　　　　　　　　　こう

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
事業間連携 あもり まるお きりしまし まきぞのちょう よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 天降川 丸尾 霧島市 牧園町 横ボーリング工 10
事業間連携 あもり しんゆ きりしまし まきぞのちょう しゅうすいせいこう

砂防等事業 天降川 新湯 霧島市 牧園町 集水井工 10
事業間連携 あみかけ けあげ あいらし かじきちょう よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 網掛川 毛上 姶良市 加治木町 横ボーリング工 30
事業間連携 ひきやま ひきやま あいらし かじきちょう よこ　　　　　　　　　　　こう

砂防等事業 日木山川 日木山 姶良市 加治木町 横ボーリング工 40
事業間連携 みなみぞの きりしまし ふくやまちょう 　　　　　　　　こう

砂防等事業 南園 霧島市 福山町 アンカー工 20
事業間連携 ひらさき みなみさつまし ぼうのつちょう しゅうすいせいこう

砂防等事業 平崎 南さつま市 坊津町 集水井工 150

7箇所 310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（鹿児島県　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和２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

指宿市 45,400 22,700

薩摩川内市 213,413 112,377

徳之島町 150,000 75,000

鹿児島県　計 408,813 210,077
※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 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

1,813,000 996,000

40,000

1,853,000 996,000

※ 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]
鹿児島市の都市基盤河川改修事業　防災・安全

[一般計画]
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）

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）。

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



鹿児島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

4,918,400 1,261,300

4,918,400 1,261,300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]　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）

※ 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

鹿児島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

354,000 143,000

354,000 143,000

鹿児島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

40,000 0

40,000 0

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

[一般計画]　海岸利用促進のための海岸環境整備

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。

[一般計画]　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）

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。

社会資本整備総合交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



鹿児島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[重点計画]
【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

171,310 86,136

[一般計画]
【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

293,320 0

[一般計画]
【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

156,000 0

[一般計画]　かごしま市の公共下水道事業　防災・安全 鹿児島市 663,000 0

[重点計画]　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 276,200 0

[重点計画]　南さつま市の公共下水道事業（防災・安全）（重点計画） 南さつま市 53,000 37,800

[一般計画]　南さつま市の公共下水道事業（防災・安全） 南さつま市 7,000 0

1,619,830 123,936

※ 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。

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



鹿児島県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[一般計画]
【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 21,600 0

[重点計画]
【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

568,221 0

[一般計画]
【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 122,000 0

[重点計画]
【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 275,000 0

[重点計画]　かごしま市の公共下水道事業（重点計画） 鹿児島市 274,000 0

1,260,821 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。

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]

計画名 事業実施主体

想定国費


