
熊 本 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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 540　
やつしろし あしきたまち

八代市、芦北町

緑川 緑川 一般河川改修事業 2,430　
う と し く ま も と し かしままち

宇土市、熊本市、嘉島町

白川 白川 一般河川改修事業 750　
く ま も と し

熊本市

菊池川 菊池川 一般河川改修事業 860　
た ま な し なごみまち や ま が し き く ち し

玉名市、和水町、山鹿市、菊池市

球磨川 球磨川 河川維持修繕事業 195　
ゆのまえまち みずかみむら か こ う

湯前町、水上村～河口

緑川 緑川 河川維持修繕事業 111　
こ う さ ま ち か こ う

甲佐町～河口

白川 白川 河川維持修繕事業 110　
くまもと し か こ う

熊本市～河口

菊池川 菊池川 河川維持修繕事業 130　
き く ち し か こ う

菊池市～河口

（※）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。



熊本県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 緑川緑川ダム 20

河川総合開発事業 白川立野ダム 690

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

川辺川ダム砂防 砂防 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 350
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 250
くまがわすいけい かわべがわ もみきがわ もみきがわだい３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 樅木川 樅木川第３砂防堰堤 八代市 泉町 砂防堰堤工 70
くまがわすいけい かわべがわ おしやまがわ 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

球磨川水系 川辺川 鴦山川 川辺川流域砂防設備改築 球磨郡 五木村 鴦山 砂防堰堤工 150

合計 4 箇所 820

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（熊本県　１／２）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あそさん かばるかわ 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

熊本復興 火山砂防 阿蘇山 花原川 西湯浦川１ 西湯浦川１砂防堰堤 阿蘇市 西湯浦 砂防堰堤 150
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

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 170
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

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 150
あそさん しらかわ よみねやま２・３ よみねやま２・３さぼうえんてい あそぐん みなみあそむら かわよう

阿蘇山 白川 夜峰山２・３ 夜峰山２・３砂防堰堤 阿蘇郡 南阿蘇村 河陽 砂防堰堤 280
あそさん しらかわ さんおうたにかわ１ さんおうたにかわ１さぼうえんてい あそぐん みなみあそむら ながの

阿蘇山 白川 三王谷川１ 三王谷川１砂防堰堤 阿蘇郡 南阿蘇村 長野 砂防堰堤 150

合計 5 箇所 900

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（熊本県　２／２）

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）

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 30

１箇所 30合計

令和２年度　第３次補正予算　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）

所在地事業区分 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）

事業間連携 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 室原 阿蘇郡 小国町 黒渕 集水井工 83

おおち あまくさし はじうとまちおおち よこぼーりんぐこう

大地 天草市 枦宇土町大地 横ボーリング工 20

かわち あまくさし すもとまちかわち よこぼーりんぐこう

河内 天草市 栖本町河内 横ボーリング工 20
うわくぼ あまくさし すもとまちばば よこぼーりんぐこう

上久保 天草市 栖本町馬場 横ボーリング工 20

４箇所 143合計

令和２年度　第３次補正予算　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）

所在地事業区分 水系名 箇所名



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　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

緑川 緑川 一般河川改修事業 500　
うとし くまもとし

宇土市、熊本市

白川 白川 一般河川改修事業 400　
くまもとし

熊本市

菊池川 菊池川 一般河川改修事業 100　
やまがし

山鹿市

緑川 緑川 河川工作物関連応急対策事業 150　
こ う さ ま ち か こ う

甲佐町～河口

（※）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。



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

熊本復興 火山砂防 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 250

合計 1 箇所 250

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（熊本県　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



防災・安全交付金（河川事業）

熊本県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

白川・緑川圏域（潤川） 48,500
白川水系白川流域治水対策
河川事業

25,000

白川水系黒川流域治水対策
河川事業

100,000

- 計 173,500
白川・緑川圏域（除川） 10,000
緑川水系天明新川広域河川
改修事業

25,000

球磨川圏域（御溝川） 200,000
白川・緑川圏域（樹木伐採・
土砂掘削等）

273,000

菊池川圏域（樹木伐採・土砂
掘削等）

47,500

球磨川圏域（樹木伐採・土砂
掘削等）

475,000

天草圏域（樹木伐採・土砂掘
削等）

33,000

全圏域（情報基盤） 2,500
市房ダム堰堤改良事業 54,016
市房ダム再生計画策定事業 15,000
氷川ダム堰堤改良事業 181,032
亀川ダム堰堤改良事業 42,952
- 計 1,359,000
藻器堀川広域河川改修事業 8,000

鶯川広域河川改修事業 18,000
旧天明新川準用河川改修事
業

29,000

- 計 55,000

1,587,500合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

熊本県

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）

熊本県

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）

熊本市



防災・安全交付金（砂防事業）

熊本県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

球磨川圏域緊急改築事業 熊本県 38,000

- 計 38,000

坂本川通常砂防事業 熊本県 30,000
百山谷川火山砂防事業 熊本県 22,000
木留川火山砂防事業 熊本県 5,500
杉の下川火山砂防事業 熊本県 38,500
中園川火山砂防事業 熊本県 16,500
外牧川火山砂防事業 熊本県 11,000
滑川火山砂防事業 熊本県 22,000
阿蘇山火山噴火緊急減災対
策事業

熊本県 20,000

中登川火山砂防事業 熊本県 22,000
西湯浦川火山砂防事業 熊本県 33,000
岩戸川通常砂防事業 熊本県 20,000
古川地区急傾斜地崩壊対策
事業

熊本県 6,750

恵理１地区急傾斜地崩壊対
策事業

熊本県 31,500

木々子地区急傾斜地崩壊対
策事業

熊本県 23,750

尾越崎地区急傾斜地崩壊対
策事業

熊本県 20,000

高田地区急傾斜地崩壊対策
事業

熊本県 8,000

浅海地区急傾斜地崩壊対策
事業

熊本県 9,000

松ヶ崎地区急傾斜地崩壊対
策事業

熊本県 9,500

総合流域防災事業（砂防事
業等）

熊本県 6,750

総合流域防災事業（情報基
盤）

熊本県 50,000

総合流域防災事業（基礎調
査）

熊本県 100,000

- 計 505,750

543,750

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

熊本県下における総合的なハード・ソフト
一体となった土砂災害対策の推進（重点）
（防災・安全）

熊本県下における総合的なハード・ソフト
一体となった土砂災害対策の推進（防災・
安全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

熊本県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

大桜海岸　堤防等老朽化対
策緊急事業

熊本県 7,500

鷺の浦海岸　海岸堤防等老
朽化対策緊急事業

熊本県 15,000

明治新田海岸　堤防等老朽
化対策緊急事業

熊本県 40,000

野崎海岸　堤防等老朽対策
緊急事業

熊本県 30,000

荒新開海岸等　海岸堤防等
老朽化対策緊急事業

熊本県 10,000

新開海岸海岸　堤防等老朽
化対策緊急事業

熊本県 30,000

男島海岸海岸　堤防等老朽
化対策緊急事業

熊本県 12,500

－ 計 145,000

145,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

熊本県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

球磨川上流流域　球磨川上
流　管渠等　地震対策

熊本県 18,000

球磨川上流流域　球磨川上
流　処理場　地震対策

熊本県 2,000

熊本北部流域　熊本北部
管渠等　地震対策

熊本県 10,300

熊本北部流域　熊本北部
処理場　地震対策

熊本県 2,000

八代北部流域　八代北部
管渠等　地震対策

熊本県 19,500

八代北部流域　八代北部
処理場　地震対策

熊本県 2,000

八代市　中央排水区　ポンプ
場　老朽化対策

八代市 110,000

八代市　八代処理区　管渠
等　地震対策

八代市 40,000

八代市　八代処理区　処理
場　地震対策

八代市 44,000

八代市　野上排水区　ポンプ
場　老朽化対策

八代市 10,500

人吉市　人吉処理区　処理
場　地震対策

人吉市 139,000

荒尾市　四ツ山、西原、日の
出、万田、宮内出目、大平排
水区　管渠等　流域治水対
策

荒尾市 20,000

荒尾市　大島処理区　ポンプ
場　老朽化対策

荒尾市 10,000

荒尾市　大島処理区　管渠
等　流域治水対策

荒尾市 10,000

玉名市　玉名処理区　処理
場　地震対策

玉名市 55,100

宇土市　宇土処理区　管渠
等　地震対策

宇土市 10,000

合志市　幾久富処理分区
管渠等　地震対策

合志市 8,200

合志市　合志処理処理分区
管渠等　地震対策

合志市 5,000

合志市　西合志北部処理分
区　管渠等　地震対策

合志市 1,500

大津町　大津処理区　管渠
等　地震対策

大津町 24,000

菊陽町　菊陽処理区　ポンプ
場　地震対策

菊陽町 4,000

菊陽町　菊陽処理区　管渠
等　地震対策

菊陽町 8,500

嘉島町　嘉島処理区　処理
場　地震対策

嘉島町 11,000

益城町　益城処理区　処理
場　地震対策

益城町 13,750

益城町　全域（計画策定等）
処理場　地震対策

益城町 5,000

氷川町　氷川処理区　管渠
等　地震対策

氷川町 5,500

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）



防災・安全交付金（下水道事業）

熊本県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

苓北町　富岡処理区　管渠
等　地震対策

苓北町 4,000

- 計 592,850
球磨川上流流域　球磨川上
流　処理場　流域治水対策

熊本県 7,500

熊本北部流域　熊本北部
ポンプ場　流域治水対策

熊本県 4,500

八代北部流域　八代北部
処理場　流域治水対策

熊本県 7,500

水俣市　東部第二排水区
ポンプ場　老朽化対策

水俣市 18,100

宇城市　松橋排水区　ポンプ
場　流域治水対策

宇城市 16,000

宇城市　不知火排水区　ポ
ンプ場　流域治水対策

宇城市 2,000

御船町　御船処理区　管渠
等　流域治水対策

御船町 4,900

御船町　御船処理区　処理
場　流域治水対策

御船町 3,180

益城町　全域（計画策定等）
処理場　流域治水対策

益城町 3,000

- 計 66,680
熊本市　西部処理区　処理
場　地震対策

熊本市 82,500

熊本市　中部処理区　処理
場　地震対策

熊本市 27,000

熊本市　東部処理区　処理
場　地震対策

熊本市 93,500

熊本市　南部処理区　ポンプ
場　地震対策

熊本市 40,000

熊本市　南部処理区　処理
場　地震対策

熊本市 142,500

熊本市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

熊本市 29,000

熊本市　全域（計画策定等）
処理場　流域治水対策

熊本市 17,500

- 計 432,000

1,091,530合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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）

熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第
３期】



熊本県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 八代市 122,000
- 計 122,000

122,000

令和２年度第三次補正予算　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）

合計
※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

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）


