
鹿 児 島 県

水管理・国土保全局



令和2年度補正予算　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 390　 鹿屋市
か の や し

、肝付町
きもつきちょう

川内川 川内川 一般河川改修事業 4,320　
≪鹿児島県
か ご し ま け ん

≫伊佐市
い さ し

、薩摩川内
さつませんだい

市
し

、さつま町
ちょう

、湧水町
ゆうすいちょう

≪宮崎県
みやざきけん

≫えびの市
し

肝属川 肝属川 河川維持修繕事業 64　 鹿屋
か の や

市
し

～河口
か こ う

川内川 川内川 河川維持修繕事業 600　 えびの市
し

～河口
か こ う

（※）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年度補正予算　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

雄川 雄川 大規模特定河川事業 100　
みなみおおすみちょう

南大隅町



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

さくらじま くろかみがわ くろかみがわ くろかみがわ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 くろかみちょう

大隅河川国道 砂防管理 桜島 黒神川 黒神川 黒神川土石流対策工砂防設備修繕 鹿児島市 黒神町 砂防堰堤工 860
さくらじま のじりがわ のじりがわ のじりがわ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 のじりちょう

桜島 野尻川 野尻川 野尻川土石流対策工砂防設備修繕 鹿児島市 野尻町 砂防堰堤工 150
砂防管理
合計 2 箇所 1,010

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

砂防 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 150
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 ふるさとちょう

桜島 有村川 有村川 有村川流域砂防施設改築 鹿児島市 古里町 砂防堰堤工 200
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 100
砂防
合計 3 箇所 450

合計 5 箇所 1,460

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（鹿児島県　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
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）

大規模特定 そのた きんがさこいち 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 その他 金ヶ迫１ 熊毛郡 屋久島町 口永良部島 砂防堰堤工 70

小計 １箇所 70

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 薩摩川内市 祁答院町藺牟田 砂防堰堤工 42
はらだがわ うとがわ さつませんだいし おうずちょう さぼうえんていこう

原田川 宇都川 薩摩川内市 綱津町 砂防堰堤工 80
そのた きのしたがわ きりしまし ふくやまちょうかみおおめぐり さぼうえんていこう

その他 木之下川 霧島市 福山町上大廻 砂防堰堤工 50
そのた へたがわ たあるみずし うしねふもと さぼうえんていこう

その他 辺田川 垂水市 牛根麓 砂防堰堤工 50
そのた ふかみなとがわに たるみずし ふたがわふかみなと さぼうえんていこう

その他 深港川２ 垂水市 二川深港 砂防堰堤工 170

小計 ５箇所 392

６箇所 462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（鹿児島県　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 みなみぞの きりしまし ふくやまちょうみなみぞの あんかーこう

砂防等事業 南園 霧島市 福山町南園 アンカー工 40

１箇所 40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（鹿児島県　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・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 200　
かのやし

鹿屋市

川内川 川内川 一般河川改修事業 750　
いさし

伊佐市

川内川 川内川 河川工作物関連応急対策事業 210　
し か こ う

えびの市～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。



防災・安全交付金（河川事業）

鹿児島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

薩摩南部圏域　総合流域防
災事業(天降川）

150,000

稲荷川　広域河川改修事業 10,000
薩摩南部圏域　総合流域防
災事業(大里川)

25,000

大淀川　大隅圏域　総合流
域防災事業（庄内川・溝之口

15,000

神之川広域河川改修事業 50,000
肝属川 大隅圏域　総合流域
防災事業（塩入川）

50,000

薩摩南部圏域　総合流域防
災事業(花渡川)

15,000

郡山甲突川広域河川改修事
業

20,000

新川広域河川改修事業 30,000
川内川 北薩圏域　 総合流
域防災事業（針持川）

15,000

川内川 北薩圏域　 総合流
域防災事業（麦之浦川）

25,000

綿打川広域河川改修事業 25,000
川内川 北薩圏域　 総合流
域防災事業（野田川）

50,000

肝属川 大隅圏域　総合流域
防災事業（高須川）

10,000

薩摩南部圏域　総合流域防
災事業(泊川)

10,000

薩摩南部圏域　総合流域防
災事業（二反田川）

10,000

別府川広域河川改修事業 25,000
山田川広域河川改修事業 15,000
万之瀬川広域河川改修事業 92,000
川内川 北薩圏域　 総合流
域防災事業（湯田川）

10,000

離島･奄美圏域　総合流域防
災事業（甲女川）

46,500

離島･奄美圏域　総合流域防
災事業（古川川）

46,500

離島･奄美圏域　総合流域防
災事業（湊川）

46,500

洪水浸水想定区域図等の作
成

51,000

薩摩南部圏域　総合流域防
災事業（永田川他）

175,000

川内川北薩圏域　総合流域
防災事業（川内川水系高城
川他）

240,000

川内川北薩圏域　総合流域
防災事業（高尾野川他）

30,000

肝属川大隅圏域　総合流域
防災事業（肝属川水系串良
川他）

215,000

肝属川大隅圏域　総合流域
防災事業（田原川他）

180,000

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）

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）

鹿児島県



離島・奄美圏域　総合流域
防災事業（鹿鳴川他）

46,500

離島･奄美圏域　総合流域防
災事業（住用川）

56,000

離島・奄美圏域　総合流域
防災事業（小宿大川他）

24,000

薩摩南部圏域　総合流域防
災事業（新川他）

2,500

総合流域防災事業（情報基
盤総合整備事業）

60,000

川辺ダム　堰堤改良事業 130,000
西之谷ダム　堰堤改良事業 40,000
大和ダム　堰堤改良事業 33,000
- 計 2,074,500

2,074,500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



防災・安全交付金（砂防事業）

鹿児島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

西道の谷火山砂防事業 鹿児島県 66,000
芋洗川支流火山砂防事業 鹿児島県 49,500
城後谷川２火山砂防事業 鹿児島県 55,000
鯛吾川火山砂防事業 鹿児島県 22,000
三本松川通常砂防事業 鹿児島県 20,000
野田川通常砂防事業 鹿児島県 12,500
前田川支渓通常砂防事業 鹿児島県 10,000
下川２通常砂防事業 鹿児島県 20,000
河内地区地すべり対策事業 鹿児島県 30,000
桜ヶ丘3地区急傾斜地崩壊
対策事業

鹿児島県 9,000

田上10地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 13,500

猪鹿倉5地区急傾斜地崩壊
対策事業

鹿児島県 16,000

下浜地区急傾斜地崩壊対策
事業

鹿児島県 19,000

湯之元1地区急傾斜地崩壊
対策事業

鹿児島県 5,400

尻無1地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 18,000

山之口地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 19,000

玄亀庵地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 27,000

溝上地区急傾斜地崩壊対策
事業

鹿児島県 12,000

上植村4地区急傾斜地崩壊
対策事業

鹿児島県 18,000

小川内地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 15,300

弥勒地区急傾斜地崩壊対策
事業

鹿児島県 22,500

浜平2地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 12,150

城ヶ崎地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 19,000

片平地区急傾斜地崩壊対策
事業

鹿児島県 12,000

浦田地区急傾斜地崩壊対策
事業

鹿児島県 18,000

鳩浜2地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 13,500

西古見地区急傾斜地崩壊対
策事業

鹿児島県 23,750

川内川北薩圏域緊急改築事
業

鹿児島県 1,175,000

薩摩南部圏域緊急改築事業 鹿児島県 1,280,500
肝属川大隅圏域緊急改築事
業

鹿児島県 662,800

離島・奄美圏域緊急改築事 鹿児島県 55,000
総合流域砂防事業（砂防等
事業等）

鹿児島県 327,000

- 計 4,078,400

4,078,400

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）

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

※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））

鹿児島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

馬場海岸　海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

鹿児島県 40,000

岸良海岸　高潮対策事業 鹿児島県 25,000
－ 計 65,000

65,000

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）

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

※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）

鹿児島県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

鹿児島市　谷山処理区　処
理場　地震対策

鹿児島市 12,100

鹿児島市　南部処理区　処
理場　地震対策

鹿児島市 184,372

鹿児島市　全域（計画策定
等）　管渠等　地震対策

鹿児島市 40,528

- 計 237,000
鹿屋市　寿西部排水区　管
渠等　流域治水対策

鹿屋市 2,500

薩摩川内市　川内処理区
ポンプ場　流域治水対策

薩摩川内市 1,400

薩摩川内市　川内処理区
処理場　流域治水対策

薩摩川内市 1,600

薩摩川内市　川内排水区
ポンプ場　流域治水対策

薩摩川内市 2,280

- 計 7,780
日置市　伊集院処理区　管
渠等　地震対策

日置市 6,000

曽於市　末吉処理区　処理
場　地震対策

曽於市 7,600

さつま町　虎居排水区　管渠
等　地震対策

さつま町 900

さつま町　轟原排水区　管渠
等　地震対策

さつま町 600

さつま町　豊川排水区　管渠
等　地震対策

さつま町 2,300

- 計 17,400

262,180

※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）

かごしま市の公共下水道事業　防災・安
全

【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）

合計



鹿児島県 （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 南さつま市 65,000

- 計 65,000

65,000

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）

【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）

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


