
熊 本 県

水管理・国土保全局



令和３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 574　 八代市
や つし ろし

緑川 緑川 一般河川改修事業 1,562　 熊本市
く ま も と し

、宇土市
う と し

、甲佐町
こ う さ ま ち

白川 白川 一般河川改修事業 1,145　 熊本市
く ま も と し

菊池川 菊池川 一般河川改修事業 1,433　 熊本市
く ま も と し

、和水町
なごみ まち

、山鹿市
や ま が し

球磨川 球磨川 河川工作物関連応急対策事業 88　 人吉市
ひ と よ しし

、球磨村
く ま む ら

、八代市
や つし ろし

緑川 緑川 河川工作物関連応急対策事業 165　 熊本市
く ま も と し

菊池川 菊池川 河川工作物関連応急対策事業 20　 菊池市
き く ち し

球磨川 総合水系環境整備事業 24　 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 22　 熊本市
く ま も と し

菊池川 総合水系環境整備事業 132　 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３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 120　 熊本市
く ま も と し

緑川 潤川 大規模特定河川事業 560　 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 42　 熊本市
く ま も と し

白川 黒川 大規模特定河川事業 60　 阿蘇市
あ そ し

菊池川 木葉川 大規模特定河川事業 38　 玉東町
ぎょくとうまち

境川 境川 大規模特定河川事業 30　 玉名市
た ま な し

大鞘川 大鞘川 大規模特定河川事業 120　 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 15,296 15,935

多目的ダム建設事業 球磨川川辺川ダム 400 555



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くまがわ かわべがわ いつきおがわ 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

川辺川ダム砂防 砂防 球磨川 川辺川 五木小川 小川第２砂防堰堤 球磨郡 五木村 平瀬 砂防堰堤工 53

くまがわ かわべがわ よこてだにがわ よこてだにさぼうえんていかいちく くまぐん いつきむら よこて

球磨川 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 270

くまがわ かわべがわ はつがみがわ はつか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

球磨川 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 259

くまがわ かわべがわ もみきがわ もみきがわだいさんさぼうえんてい やつしろし いずみまち

球磨川 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 52

くまがわ かわべがわ しいばだにがわ かわべがわりゅういきさぼうせつびかいちく くまぐん さがらむら しいば

球磨川 川辺川 椎葉谷川 川辺川流域砂防設備改築 球磨郡 相良村 椎葉 砂防堰堤工 47

合計 5 箇所 681

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 ひがししもだがわに ひがししもだ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

阿蘇砂防 火山砂防 阿蘇山 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 314
あそさん はんなぎがわ はんなぎがわだいにさぼうえんてい あそし いちのみやまち

阿蘇山 盤名木川 盤名木川第２砂防堰堤 阿蘇市 一の宮町 砂防堰堤工 237
あそさん 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

阿蘇山 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 314
あそさん 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

阿蘇山 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 137
あそさん さんおうたにかわいち さんおうたにかわいちだいさんさぼうえんてい あそぐん みなみあそむら ながの

阿蘇山 三王谷川１ 三王谷川１第３砂防堰堤 阿蘇郡 南阿蘇村 長野 砂防堰堤工 187
あそさん さんおうたにかわに さんおうたにかわにだいにさぼうえんてい あそぐん みなみあそむら ながの

阿蘇山 三王谷川２ 三王谷川２第２砂防堰堤 阿蘇郡 南阿蘇村 長野 砂防堰堤工 237
あそさん よみねやまに・さん 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

阿蘇山 夜峰山２･３ 夜峰山砂防堰堤群 阿蘇郡 南阿蘇村 河陽 砂防堰堤工 138
あそさん なかやまかわ なかやまかわさぼうえんてい あそぐん たかもりちょう たかもり

阿蘇山 中山川 中山川砂防堰堤 阿蘇郡 高森町 高森 砂防堰堤工 50
あそさん にしひらかわいち にしひらかわいちさぼうえんてい あそし まといし

阿蘇山 西平川１ 西平川１砂防堰堤 阿蘇市 的石 砂防堰堤工 51
あそさん あかせかわいち あかせかわいちさぼうえんてい あそぐん みなみあそむら あかせ

阿蘇山 赤瀬川１ 赤瀬川１砂防堰堤 阿蘇郡 南阿蘇村 赤瀬 砂防堰堤工 51
あそさん まといしかわいち まといしかわいちだいにさぼうえんてい あそし まといし

阿蘇山 的石川１ 的石川１第２砂防堰堤 阿蘇市 的石 砂防堰堤工 51
あそさん かみのこやかわいち かみのこやかわいちさぼうえんてい あそし かりお

阿蘇山 上の小屋川１ 上の小屋川１砂防堰堤 阿蘇市 狩尾 砂防堰堤工 51
あそさん たかもりかわに たかもりかわにさぼうえんてい あそぐん たかもりちょう たかもり

阿蘇山 高森川２ 高森川２砂防堰堤 阿蘇郡 高森町 高森 砂防堰堤工 51
あそさん たかもりかわいち たかもりかわいちさぼうえんてい あそぐん たかもりちょう かみしきみ

阿蘇山 高森川１ 高森川１砂防堰堤 阿蘇郡 高森町 上色見 砂防堰堤工 51

合計 14 箇所 1,920

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（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）

大規模特定 きくちかわ ゆふねかわ きくちし きょくしふもと

砂防等事業 菊池川 湯舟川 菊池市 旭志麓 砂防堰堤工 180
とうじんかわ ほんむらかわに たまなし てんすいまちおあま

唐人川 本村川２ 玉名市 天水町小天 砂防堰堤工 80
しらかわ しんしょがわいち あそぐん みなみあそむら たての

白川 新所川１ 阿蘇郡 南阿蘇村 立野 砂防堰堤工 70
しらかわ たかねぎりかわ あそぐん たかもりまち たかもり

白川 高根切川 阿蘇郡 高森町 高森 砂防堰堤工 70
みなまたがわ まきのうちがわ みなまたし じんない

水俣川 牧の内川 水俣市 陣内 砂防堰堤工 6

小計 5箇所 406

大規模更新 みどりかわけんいき にしうらがわほか うきし しらぬいまちながおほか

砂防等事業 緑川圏域 西浦川他 宇城市 不知火町永尾他 堰堤改良工 60

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（熊本県　1/6）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



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 かみそうかわ

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 220
くまがわ かませがわ やつしろし さかもとまちかませ

球磨川 鎌瀬川 八代市 坂本町鎌瀬 砂防堰堤工 15
りゅうそうがわ しきかわちがわだいいち やつしろし しきがわちまちあゆがえり

流藻川 敷川内川第一 八代市 敷川内町鮎帰 砂防堰堤工 100
しらかわ しつたに あそぐん みなみあそむら かいん

白川 湿谷川 阿蘇郡 南阿蘇村 河陰 砂防堰堤工 85
しらかわ にごりかわ あそぐん みなみあそむら かいん

白川 濁川 阿蘇郡 南阿蘇村 河陰 砂防堰堤工 250
つなぎかわ おおてかわに あしきたぐん つなぎまち つなぎ

津奈木川 大手川２ 葦北郡 津奈木町 津奈木 砂防堰堤工 30

小計 6箇所 700

12箇所 1,166合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（熊本県　2/6）

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）

大規模特定 そのた かわうちだ かみましきぐん ましきまち ふくはら

砂防等事業 その他 川内田 上益城郡 益城町 福原 集水井工 110
そのた しらたに かみましきぐん やまとちょう きはらだに

その他 白谷 上益城郡 山都町 木原谷 横ボーリング工 70
そのた つつい やつしろし いずみまちかきさこ

その他 筒井 八代市 泉町柿迫 集水井工 10

小計 3箇所 190

事業間連携 そのた むろはら あそぐん おぐにまち むろはら

砂防等事業 その他 室原 阿蘇郡 小国町 室原 集水井工 70
そのた うわくぼ あまくさし すもとまちばば

その他 上久保 天草市 栖本町馬場 集水井工 30

小計 2箇所 100

5箇所 290合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（熊本県　3/6）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 そのた おおつぼがわーいち あしきたぐん つなぎまち ふくはま

対策特別緊急事業 その他 大坪川－１ 葦北郡 津奈木町 福浜 渓流保全工 10
そのた おおつぼがわーに あしきたぐん つなぎまち ふくはま

その他 大坪川－２ 葦北郡 津奈木町 福浜 砂防堰堤工 40
そのた おおつぼがわーさん あしきたぐん つなぎまち ふくはま

その他 大坪川－３ 葦北郡 津奈木町 福浜 砂防堰堤工 40
めしまがわ こさきがわ あしきたぐん あしきたまち めしま

女島川 小崎川 葦北郡 芦北町 女島 砂防堰堤工 60
ゆのうらがわ かみひらばえがわーいち あしきたぐん あしきたまち めしま

湯浦川 上平生川－１ 葦北郡 芦北町 女島 渓流保全工 20
さしきがわ そのくちがわ あしきたぐん あしきたまち やはた

佐敷川 園口川 葦北郡 芦北町 八幡 砂防堰堤工 42
さしきがわ おとじやがわ あしきたぐん あしきたまち おとじや

佐敷川 乙千屋川 葦北郡 芦北町 乙千屋 渓流保全工 15
さしきがわ あかえがわ あしきたぐん あしきたまち たがわ

佐敷川 赤江川 葦北郡 芦北町 田川 砂防堰堤工 10
くまがわ えびらせがわ あしきたぐん あしきたまち えびらせ

球磨川 箙瀬川 葦北郡 芦北町 箙瀬 砂防堰堤工 40
くまがわ かみえびらせがわ あしきたぐん あしきたまち えびらせ

球磨川 上箙瀬川 葦北郡 芦北町 箙瀬 砂防堰堤工 40
くまがわ かわうちがわ くまぐん くまむら こうのせ

球磨川 川内川 球磨郡 球磨村 神瀬 砂防堰堤工 150
くまがわ うえはらだに くまぐん くまむら こうのせ

球磨川 上原谷 球磨郡 球磨村 神瀬 砂防堰堤工 20
くまがわ きやのすみ くまぐん くまむら こうのせ

球磨川 木屋角 球磨郡 球磨村 神瀬 砂防堰堤工 35
くまがわ おがわ くまぐん くまむら わたり

球磨川 小川 球磨郡 球磨村 渡 砂防堰堤工 100
くまがわ なかぞのがわ くまぐん くまむら わたり

球磨川 中園川 球磨郡 球磨村 渡 砂防堰堤工 90

令和３年度　当初予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（熊本県　4/6）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 くまがわ いたさきがわ くまぐん くまむら わたり

対策特別緊急事業 球磨川 板崎川 球磨郡 球磨村 渡 砂防堰堤工 60
くまがわ みやぞの くまぐん くまむら みやぞの

球磨川 宮園 球磨郡 球磨村 宮園 砂防堰堤工 50
くまがわ つつみ くまぐん くまむら こうのせ

球磨川 堤 球磨郡 球磨村 神瀬 砂防堰堤工 50

18箇所 872合計

令和３年度　当初予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（熊本県　5/6）

事業区分 水系名 渓流名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 くまがわ ぎょうとくがわ やつしろし さかもとまちはぎ

砂防事業 球磨川 行徳川 八代市 坂本町葉木 渓流保全工 20
ちくごがわ やたろうだにいち あそぐん おぐにまち くろぶち

筑後川 弥太郎谷１ 阿蘇郡 小国町 黒渕 渓流保全工 25
そのた おにきだいに あまくさし おにきまち

その他 魚貫第二 天草市 魚貫町 渓流保全工 25
くまがわ ばんけいに くまぐん やまえむら やまだ

球磨川 番慶２ 球磨郡 山江村 山田 渓流保全工 10
くまがわ なかいいち くまぐん ゆのまえまち なかい

球磨川 中猪１ 球磨郡 湯前町 中猪 渓流保全工 10
くまがわ なかいに くまぐん ゆのまえまち なかい

球磨川 中猪２ 球磨郡 湯前町 中猪 渓流保全工 10
さしきがわ すがむたがわ あしきたぐん あしきたまち くわはら

佐敷川 管無田川 葦北郡 芦北町 桑原 渓流保全工 10

7箇所 110

令和３年度　当初予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（熊本県　6/6）

事業区分 水系名 渓流名
所在地

合計



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

大野川水系大野川広域河川改
修事業

75,000

白川水系白川流域治水対策河
川事業

100,000

白川水系黒川流域治水対策河
川事業

96,000

- 計 271,000

緑川水系天明新川広域河川改
修事業

5,000

坪井川水系坪井川流域治水対
策河川事業

20,000

特定構造物改築事業（黒崎排水
機場）

7,000

特定構造物改築事業（浦川平成
水門）

5,000

特定構造物改築事業（港川水
門・港川排水機場）

4,000

特定構造物改築事業（泥川排水
機場・泥川水門等）

40,000

特定構造物改築事業（鏡川防潮
水門）

10,500

特定構造物改築事業（郡浦川水
門）

2,000

特定構造物改築事業（五丁川排
水機場）

1,500

菊池川圏域（木葉川） 15,000
球磨川圏域（御溝川） 13,000
菊池川圏域（境川） 15,000
菊池川圏域（尾田川） 10,000
白川・緑川圏域（除川） 5,000
白川・緑川圏域（船場川） 宇土市 20,000

水防災意識社会再構築

宇土市、宇城市、
南関町、長洲町、
合志市、菊陽町、
水俣市、芦北町、
津奈木町、天草市

19,000

市房ダム堰堤改良事業 3,200
市房ダム再生策定事業 10,000
氷川ダム堰堤改良事業 31,300
亀川ダム堰堤改良事業 25,500

- 計 262,000

令和３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）

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

熊本県



健軍川広域河川改修事業 21,000
藻器堀川広域河川改修事業 2,000
鶯川広域河川改修事業 53,000
鶯川流域貯留浸透事業 50,000

旧天明新川準用河川改修事業 32,000

- 計 158,000

691,000

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

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



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

久原川1通常砂防事業 25,000

久原川2通常砂防事業 20,000

五老ヶ谷川火山砂防事業 41,250

泉川火山砂防事業 66,000

上初野川火山砂防事業 11,000

菊池川圏域総流防事業（砂防設備緊急改築） 30,000

天草圏域総流防事業（砂防設備緊急改築） 5,000

球磨川圏域（急傾斜施設緊急改築） 13,500

天草圏域（急傾斜施設緊急改築） 20,625

長寿命化計画策定業務 11,350

効果促進（宇城市） 宇城市 750

効果促進（小国町） 小国町 500

244,975

西川内川通常砂防事業 40,000

瀬戸北通常砂防事業 10,000

間所地区地すべり対策事業 5,000

折地地区急傾斜地崩壊対策事業 15,300

恵理1地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

白川・緑川圏域総流防事業（山中地区） 24,750

古川地区急傾斜地崩壊対策事業 24,750

中津川1地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

関田地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

中津道地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

山口地区急傾斜地崩壊対策事業 11,875

村中地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

大ノ根平地区急傾斜地崩壊対策事業 11,875

尾越崎地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

浄南2地区急傾斜地崩壊対策事業 36,000

木留川火山砂防事業 35,750

杉の下川火山砂防事業 21,615

中園川火山砂防事業 11,000

中登川火山砂防事業 1,860

山下川火山砂防事業 8,250

狐塚川火山砂防事業 55,000

外牧川火山砂防事業 27,500

滑川火山砂防事業（阿蘇市） 11,000

一里山川火山砂防事業 27,500

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

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）

熊本県

令和３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）

小計



坂梨火山砂防事業 27,500

車帰川1火山砂防事業 24,750

西湯浦川火山砂防事業 2,200

滑川火山砂防事業（南阿蘇村） 13,750

岳本1火山砂防事業 11,000

阿蘇山火山噴火緊急減災対策事業 10,000

熊本圏域総合流域防災事業（基礎調査） 150,000

熊本圏域総合流域防災事業（情報基盤） 15,000

687,475

932,450

※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

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）

熊本県

小計

合計



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

男島海岸海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

熊本県 14,000

明治新田海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

熊本県 15,000

野崎海岸堤防等老朽化対策緊
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

大桜海岸海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

熊本県 7,500

新開海岸海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

熊本県 47,000

鷺の浦海岸海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

熊本県 23,500

小松海岸海岸堤防等老朽化対
策緊急事業

熊本県 5,000

江崎海岸等海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

熊本県 7,000

- 計 159,000

159,000

令和３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）

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

下水道施設の整備 熊本県 82,500
下水道施設の整備 八代市 140,500
下水道施設の整備 人吉市 169,000
下水道施設の整備 荒尾市 96,900
下水道施設の整備 玉名市 119,910
下水道施設の整備 山鹿市 104,000
下水道施設の整備 菊池市 72,200
下水道施設の整備 宇土市 153,444
下水道施設の整備 上天草市 12,500
下水道施設の整備 宇城市 32,340
下水道施設の整備 阿蘇市 28,250
下水道施設の整備 合志市 16,500
下水道施設の整備 長洲町 61,475
下水道施設の整備 大津町 32,450
下水道施設の整備 菊陽町 15,500
下水道施設の整備 御船町 11,800
下水道施設の整備 嘉島町 22,000
下水道施設の整備 益城町 161,505
下水道施設の整備 あさぎり町 4,100
下水道施設の整備 苓北町 4,100

- 計 1,340,974
下水道施設の整備 熊本市 1,067,048

- 計 1,067,048
下水道施設の整備 熊本市 78,000

- 計 78,000
下水道施設の整備 人吉市 64,000
下水道施設の整備 水俣市 132,500
下水道施設の整備 山鹿市 42,500
下水道施設の整備 宇城市 146,000
下水道施設の整備 天草市 9,500
下水道施設の整備 菊陽町 33,000
下水道施設の整備 嘉島町 3,000
下水道施設の整備 益城町 387,000

- 計 817,500
下水道施設の整備 菊陽町 5,000

- 計 5,000

3,308,522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３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）

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）

熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第３期】

熊本市公共下水道事業（防災・安全）【第３期】
（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）

熊本県下水道総合地震対策計画（防災・安全）
（重点計画）



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 熊本県 27,100
下水道施設の整備 八代市 218,500
下水道施設の整備 人吉市 20,000
下水道施設の整備 荒尾市 96,500
下水道施設の整備 山鹿市 17,660
下水道施設の整備 菊池市 34,000
下水道施設の整備 宇土市 21,250
下水道施設の整備 上天草市 4,370
下水道施設の整備 宇城市 25,500
下水道施設の整備 阿蘇市 17,500
下水道施設の整備 大津町 209,850
下水道施設の整備 御船町 15,000
下水道施設の整備 嘉島町 140,050
下水道施設の整備 あさぎり町 11,330

- 計 858,610
下水道施設の整備 熊本県 204,900
下水道施設の整備 人吉市 17,000
下水道施設の整備 玉名市 26,500
下水道施設の整備 天草市 212,000
下水道施設の整備 合志市 150,520
下水道施設の整備 御船町 3,150
下水道施設の整備 益城町 95,000

- 計 709,070
下水道施設の整備 熊本市 1,470,300

- 計 1,470,300

3,037,980

※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３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）

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）

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

熊本市公共下水道事業【第３期】

合計


