
鹿 児 島 県

水管理・国土保全局



令和３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　 鹿屋市
か の や し

川内川 川内川 一般河川改修事業 1,800　
≪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 45　 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 365　 伊佐市
い さ し

、湧水町
ゆうすいちょう

肝属川 総合水系環境整備事業 48　 鹿屋市
か の や し

川内川 総合水系環境整備事業 168　 薩摩川内市
さつ ませ んだ いし

、さつま町
ちょう

、伊佐市
い さ 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・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 150　 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
い さ

市
し

新川 新川 大規模特定河川事業 870　 鹿児島市
か ご し ま し

大浦川 大浦川、大王川 大規模特定河川事業 100　 南
みなみ

さつま市
し

神之川 神之川 大規模特定河川事業 150　 日置市
ひ お き し

大里川 大里川 大規模特定河川事業 150　 いちき串木野市
く し き の 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

万之瀬川 万之瀬川 大規模特定河川事業 280　 南
みなみ

さつま市
し



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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 のじりちょう

大隅河川国道 火山砂防 桜島 持木川 持木川 持木川下流砂防施設群 鹿児島市 野尻町 砂防堰堤工 29
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 545
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

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 4
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 70
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 もちきちょうほか

桜島 桜島砂防施設改築 鹿児島市 持木町外 砂防堰堤工 332
火山砂防

合計 5 箇所 980
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

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 除石工 425
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 除石工 425
砂防管理

合計 2 箇所 850

合計 7 箇所 1,830

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 きんがさこいち 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

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 60

大規模更新 せんだいがわほくさつけんいき たかおのがわ いずみし たかおのちょうしばひき

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 20
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

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 60
さつまなんぶけんいき さつまなんぶ 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

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 30
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

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 38

小計 ４箇所 148

事業間連携 くしがわ くしがわ みなみさつまし ぼうのつちょうくし

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 60
せんだいがわ おおいしのおかいち さつませんだいし けどういんちょういむた

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 30
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

五反田川 野下川 薩摩川内市 樋脇町野下 砂防堰堤工 78
ごたんだがわ ごたんだがわ さつまぐん さつまちょう ふなき

五反田川 五反田川 薩摩郡 さつま町 舟木 砂防堰堤工 40
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

江内川 尾野島浜川 出水市 高尾野町江内 渓流保全工 20
きのしたがわ きのしたがわ きりしまし ふくやまちょう

木之下川 木之下川 霧島市 福山町 砂防堰堤工 10
ふかみなとがわ ふかみなとがわに たるみずし ふたがわふかみなと

深港川 深港川２ 垂水市 二川深港 山腹工 10

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（鹿児島県　1/3）

所在地事業区分 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 さかいがわ さかいがわ たるみずし うしねさかい

砂防等事業 境川 境川 垂水市 牛根境 堰堤改良工 40
へたがわ へたがわ たるみずし うしねふもと

辺田川 辺田川 垂水市 牛根麓 砂防堰堤工 50
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

垂水の小川 垂水の小川 肝属郡 肝付町 北方 砂防堰堤工 60
あもりがわ きりしまがわ きりしまし きりしまたぐち

天降川 霧島川 霧島市 霧島田口 砂防堰堤工 150
べっぷがわ こばだにいち あいらし きたやま

別府川 木場谷１ 姶良市 北山 砂防堰堤工 50
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

川内川 川添川 姶良郡 湧水町 川西 砂防堰堤工 50
せんだいがわ たまみねがわさん さつまぐん さつまちょう たかみね

川内川 高峯川３ 薩摩郡 さつま町 高峯 渓流保全工 45

小計 １４箇所 693

１９箇所 901合計

事業区分 水系名 渓流名

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（鹿児島県　2/3）

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 せんだいがわ よしのやま さつませんだいし なかむらちょう

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
あもりがわ しんゆ きりしまし まきぞのちょう

天降川 新湯 霧島市 牧園町 集水井工 10
あみかけがわ けあげ あいらし かじきちょう

網掛川 毛上 姶良市 加治木町 横ボーリング工 20
ひきやまがわ ひきやま あいらし かじきちょう

日木山川 日木山 姶良市 加治木町 横ボーリング工 40
そのた みなみぞの きりしまし ふくやまちょう

その他 南園 霧島市 福山町 アンカー工 10
そのた ひらさき みなみさつまし ぼうのつちょう

その他 平崎 南さつま市 坊津町 集水井工 150

６箇所 280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（鹿児島県　3/3）

所在地事業区分 水系名 箇所名



令和３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

薩摩川内市 307,748 166,511

徳之島町 150,000 75,000

鹿児島県　計 457,748 241,511
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



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

稲荷川　広域河川改修事業 500
郡山甲突川　広域河川改修事
業

500

綿打川　広域河川改修事業 500

山田川　広域河川改修事業 500

薩摩南部圏域　総合流域防災
事業（大里川）

500

薩摩南部圏域　総合流域防災
事業（花渡川）

500

薩摩南部圏域　総合流域防災
事業（新川他）

500

薩摩南部圏域　総合流域防災
事業（泊川）

500

薩摩南部圏域　総合流域防災
事業（二反田川）

500

大淀川　大隅圏域　総合流域防
災事業（庄内川・溝之口川）

500

肝属川　大隅圏域　総合流域防
災事業（高須川）

500

肝属川　大隅圏域　総合流域防
災事業（塩入川）

500

川内川水系　特定構造物改築
事業

500

川内川　北薩圏域　総合流域防
災事業（羽月川）

8,000

川内川　北薩圏域　総合流域防
災事業（針持川）

500

川内川　北薩圏域　総合流域防
災事業（麦之浦川）

500

川内川　北薩圏域　総合流域防
災事業（野田川）

500

川内川　北薩圏域　総合流域防
災事業（湯田川）

500

草道川　特定構造物改築事業
（臼江水門）

500

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（甲女川）

53,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（古川川）

15,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（湊川）

21,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（秋名川）

54,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（大川）

40,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（大美川）

90,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（嘉渡川）

60,000

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）

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（金久田川）

6,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（川内川）

30,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（住用川）

81,000

離島･奄美圏域　総合流域防災
事業（役勝川）

18,000

西之谷ダム　堰堤改良事業 6,000
大和ダム　堰堤改良事業 12,000

- 計 503,000

都市基盤河川脇田川改修事業 鹿児島市 24,000

- 計 24,000

527,000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

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

鹿児島市の都市基盤河川改修事業　防災・安
全



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

三本松川通常砂防事業 500

田代第２谷通常砂防事業 30,000

山之川通常砂防事業 25,000

鹿之原川通常砂防事業 22,500

観音平川通常砂防事業 22,500

鴬山川通常砂防事業 15,000

母ヶ野川２通常砂防事業 15,000

小木場川通常砂防事業 5,000

君名川通常砂防事業 22,500

宇都迫川通常砂防事業 22,500

清水谷通常砂防事業 32,500

妻屋谷通常砂防事業 32,500

内ノ野川通常砂防事業 30,000

上の宮川通常砂防事業 20,000

塩屋谷通常砂防事業 10,000

尾野上谷１通常砂防事業 12,500

津房川通常砂防事業 25,500

小森川通常砂防事業 18,275

野田川通常砂防事業 10,000

前田川支渓通常砂防事業 10,000

御牧の小川通常砂防事業 500

下川２通常砂防事業 10,000

月見川２通常砂防事業 10,000

奧俣川通常砂防事業 34,000

与蓋川通常砂防事業 33,000

屋万田原１通常砂防事業 8,000

川内川通常砂防事業 38,000

中勝第3小川通常砂防事業 8,000

下山田２通常砂防事業 12,000

名音北川通常砂防事業 28,000

松崎１通常砂防事業 12,000

脇田川通常砂防事業 20,000

第二瀬相川通常砂防事業 42,000

手安川通常砂防事業 32,000

勝浦沢通常砂防事業 36,000

松原川通常砂防事業 40,000

西道の谷火山砂防事業 550

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）

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



永田平川火山砂防事業 44,000

向湯田谷川火山砂防事業 29,700

栗山追川（２）火山砂防事業 24,200

芋洗川支流火山砂防事業 17,050

秋目川火山砂防事業 33,000

本珠院第２谷火山砂防事業 22,000

逆瀬川支流火山砂防事業 27,500

城後谷川２火山砂防事業 550

原西川火山砂防事業 16,500

麓西川火山砂防事業 16,500

尾川内川火山砂防事業 18,150

弥勒谷２火山砂防事業 16,500

川西火山砂防事業 27,500

鯛吾川火山砂防事業 550

牛尾川火山砂防事業 33,000

青木川１火山砂防事業 16,500

霧島山火山噴火緊急減災対策事業 22,500

桜島山火山噴火緊急減災対策事業 25,000

松木場地区地すべり対策事業 7,500

中谷地区地すべり対策事業 10,000

河内地区地すべり対策事業 10,000

小浜地区地すべり対策事業 32,000

瀬久井地区地すべり対策事業 20,000

桜ヶ丘3地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

大峯3地区急傾斜地崩壊対策事業 40,000

田上10地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

上竜尾3地区急傾斜地崩壊対策事業 475

名突地区急傾斜地崩壊対策事業 400

中福良4地区急傾斜地崩壊対策事業 47,500

本城岩下地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

古里地区急傾斜地崩壊対策事業 18,525

中山地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

樋掛下地区急傾斜地崩壊対策事業 400

猪鹿倉5地区急傾斜地崩壊対策事業 400

下浜地区急傾斜地崩壊対策事業 475

湯之元1地区急傾斜地崩壊対策事業 450

屋地１地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

屋地２地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

井手原下１地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

尻無1地区急傾斜地崩壊対策事業 475

山之口地区急傾斜地崩壊対策事業 475

柿木原地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

玄亀庵地区急傾斜地崩壊対策事業 450

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



溝上地区急傾斜地崩壊対策事業 400

脇元１地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

古城地区急傾斜地崩壊対策事業 36,000

上植村4地区急傾斜地崩壊対策事業 450

小川内地区急傾斜地崩壊対策事業 450

弥勒地区急傾斜地崩壊対策事業 450

上浜田地区急傾斜地崩壊対策事業 38,250

馬場地区急傾斜地崩壊対策事業 16,000

上今坂地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

小牧１地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

浜平2地区急傾斜地崩壊対策事業 450

中俣2地区急傾斜地崩壊対策事業 17,550

城山地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

城ヶ崎地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

宮ヶ原地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

中ノ畑地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

大沢津地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

片平地区急傾斜地崩壊対策事業 400

渡辺団地地区急傾斜地崩壊対策事業 17,550

西迫地区急傾斜地崩壊対策事業 31,500

浦田地区急傾斜地崩壊対策事業 400

上熊野４地区急傾斜地崩壊対策事業 6,750

平田8地区急傾斜地崩壊対策事業 475

小俣2地区急傾斜地崩壊対策事業 20,250

鳩浜2地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

安勝5地区急傾斜地崩壊対策事業 36,000

戸口地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

大金久地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

大和浜4地区急傾斜地崩壊対策事業 7,600

大和浜5地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

湯湾5地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

下朝戸地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

池城地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

篠川4地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

西古見地区急傾斜地崩壊対策事業 14,250

古仁屋13地区急傾斜地崩壊対策事業 475

阿木名2･4地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

古仁屋３地区急傾斜地崩壊対策事業 9,500

大当地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

能周地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

亀津13，14地区急傾斜地崩壊対策事業 36,000

薩摩南部圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 32,550

肝属川大隅圏域総合流域防災事業（砂防事業等） 47,500

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（砂防事業等） 494,950

薩摩南部圏域総合流域防災事業（緊急改築事業） 28,000

川内川北薩圏域総合流域防災事業（緊急改築事
業）

14,000

肝属川大隅圏域総合流域防災事業（緊急改築事
業）

10,000

離島・奄美圏域総合流域防災事業（緊急改築事業） 16,000

薩摩南部圏域総合流域防災事業（情報基盤） 10,000

薩摩南部圏域総合流域防災事業（基礎調査） 95,200

川内川北薩圏域総合流域防災事業（基礎調査） 68,000

肝属川大隅圏域総合流域防災事業（基礎調査） 13,000

離島・奄美圏域総合流域防災事業（基礎調査） 12,500

効果促進事業 鹿児島市外 13,450

2,829,600

2,829,600

小計

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

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



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

馬場海岸堤防等老朽化対策緊
急事業

鹿児島県 33,000

岸良海岸高潮対策事業 鹿児島県 36,000
島間海岸高潮対策事業 鹿児島県 11,000
大金久海岸高潮対策事業 鹿児島県 58,000
嘉渡海岸高潮対策事業 鹿児島県 14,000
嘉徳海岸侵食対策事業 鹿児島県 42,000

- 計 194,000

194,000

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）

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・減災）

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



社会資本整備総合交付金（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

長崎鼻海岸環境整備事業 鹿児島県 40,000

- 計 40,000

40,000

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）

海岸利用促進のための海岸環境整備

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

下水道施設の整備 鹿児島市 422,695
- 計 422,695

下水道施設の整備 鹿児島市 192,500
- 計 192,500

下水道施設の整備 鹿児島市 171,000
- 計 171,000

下水道施設の整備 鹿屋市 7,750
下水道施設の整備 枕崎市 91,960
下水道施設の整備 出水市 46,150
下水道施設の整備 指宿市 12,500
下水道施設の整備 薩摩川内市 11,640
下水道施設の整備 日置市 60,500
下水道施設の整備 曽於市 5,400
下水道施設の整備 霧島市 25,045
下水道施設の整備 いちき串木野市 39,635

- 計 300,580
下水道施設の整備 鹿屋市 51,750
下水道施設の整備 霧島市 82,000

- 計 133,750
下水道施設の整備 南さつま市 12,000

- 計 12,000
下水道施設の整備 奄美市 199,425
下水道施設の整備 喜界町 28,500
下水道施設の整備 和泊町 24,275
下水道施設の整備 知名町 13,800

- 計 266,000

1,498,525

南さつま市の都市下水路事業（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（奄美：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

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）

かごしま市の公共下水道事業　防災・安全

谷山地区における災害に強いまちづくりの推進
（防災・安全）

かごしま市の公共下水道事業　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）

【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）



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 鹿児島県 21,000
- 計 21,000

下水道施設の整備 鹿児島市 103,045
- 計 103,045

下水道施設の整備 鹿屋市 7,000
下水道施設の整備 指宿市 20,000
下水道施設の整備 薩摩川内市 261,788
下水道施設の整備 霧島市 43,500
下水道施設の整備 南さつま市 435,000

- 計 767,288
下水道施設の整備 枕崎市 10,000

- 計 10,000
下水道施設の整備 奄美市 55,000
下水道施設の整備 徳之島町 100,000

- 計 155,000

1,056,333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）

【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）

かごしま市の公共下水道事業（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）

【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）


