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【川内川河川事務所 事業費総括表】

■令和３年度予算及び令和２年度補正予算により、
「防災・減災、国⼟強靱化のための５か年加速化対策」として、
河道掘削や堤防整備、樹⽊伐採等とともに、インフラの⽼朽化対策
等の集中的な修繕対策を推進します。

■川内川流域のあらゆる関係者が協働して⾏う対策も含めた治⽔対策
である「川内川⽔系流域治⽔プロジェクト」を推進します。

さとう つぐひこ

(単位：百万円）

令和２年度 令和３年度 【参　考】

当　　初 当　　初 令和２年度

（Ａ） （Ｂ） 補　　正

1,391.0 1,800.0 1.29 4,320.0

230.0 364.5 1.59 －

192.0 168.0 0.88 －

1,813.0 2,332.5 1.29 4,320.0

（上記事業費は、工事諸費を除いている。また、河川維持修繕費を除いている。）

※　 ：「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」として、別途、5,366.9百万円（臨時・特別の措置）が計上されている。

※※：「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和3年度～令和7年度）が前倒しで令和２年度補正予算にて配分（15ヶ月予算）

合　　計

事　　業　　費
対前年度比
（Ｂ／Ａ）

※当初比

  河川改修費

  河川工作物応急対策事業費

  総合水系環境整備事業費

※ ※※



１．令和３年度 川内川河川事務所の予算概要

〜 より安全・安⼼な川づくりと豊かな暮らしを創出し
命を育み魅⼒溢れる川内川を次世代へ 〜

【河川整備計画の基本理念】

【令和３年度の主な事業内容】
≪河川改修事業≫

下記事業の促進します。
●天⾠第⼆地区まちづくり⼀体型引堤事業
●川内川⾼潮対策事業
●⼆渡地区堤防強化事業
●⽻⽉川河道掘削事業
●菱刈地区河道掘削事業
●栗野地区河道掘削事業
●植村地区堤防強化事業
●えびの地区河床低下対策事業

≪維持修繕⼯事及び河川⼯作物応急対策関連事業≫

国管理区間の維持管理、及び河川管理施設の⽼朽化に伴う修繕
等を実施します。

≪総合⽔系環境整備事業≫

川内川⽔系かわまちづくりを推進します。
※「川内川⽔系かわまちづくり」は、令和３年３⽉に新規箇所４地区、
変更箇所１地区を含めた計１４箇所の計画として変更登録されました。

あまたつ
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ふたわたり

はつきがわ

ひしかり

くり の
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２．主な事業の内容＜河川改修事業＞

天⾠第⼆地区まちづくり⼀体型引堤事業
〜薩摩川内市街地の治⽔安全度向上のため、天⾠第⼆地区の引堤事業を促進します〜

天⾠第⼆地区まちづくり⼀体型引堤事業
〜薩摩川内市街地の治⽔安全度向上のため、天⾠第⼆地区の引堤事業を促進します〜

あまたつ

あまたつ

区画整理事業

都市計画道路

区画整理事業

瀬⼝地区
完成

中郷地区
完成

※事業中
・⼤⼩路地区引堤（国）
・都市計画道路（市）

天⾠第⼀地区
完成

・天⾠第⼆地区引堤（国）
・都市計画道路（市）
・区画整理事業（市）

川内川

区画整理事業

天⼤橋

天辰第二地区引堤事業（薩摩川内市） 天辰第二地区引堤事業 イメージ横断図

土地区画整理事業（市）

現在の堤防新しい堤防

現県道

都市計画道路
向田天辰線

※現時点でのイメージであり、実際とは異なる場合があります。

１．事業⽬的
平成２９年度より天⾠第⼆地区の引堤事業に着⼿しており、薩摩川内市の⼟

地区画整理事業と連携・調整を図りながら、⽤地取得、整備等を実施します。
令和元年度に県道⼭崎・川内線の迂回路⼯事を実施し、令和２年度より堤防

（引堤）の整備に着⼿しており、令和３年度も引き続き堤防整備を実施します。
また、引き続き⽤地取得を促進します。

２．事業内容
■事業場所 ：薩摩川内市天⾠地区
■事業期間 ：平成２９年度〜
■令和３年度実施内容
：堤防整備、樋管整備、⽤地取得 等

実施箇所

施⼯状況写真（R2.2時点）-2-

川内川

県道迂回路（R2.3完成）
※現在の堤防

新しい堤防
（整備中） 都市計画道路

（整備中）

区画整理事業（整備中）



２．主な事業の内容＜河川改修事業＞

川内川⾼潮対策事業
〜船間島･久⾒崎地区の⾼潮による海⽔越波の浸⽔被害を防ぐため、堤防整備等を促進します〜

川内川⾼潮対策事業
〜船間島･久⾒崎地区の⾼潮による海⽔越波の浸⽔被害を防ぐため、堤防整備等を促進します〜

１．事業⽬的
川内川河⼝に位置している船間島・久⾒崎地区は、近年においても台⾵通過

時に海⽔が越波し、⼯場倉庫等の冠⽔及び市道の路⾯損傷等の被害が発⽣して
います。
そのため、⾼潮対策として堤防⾼さが不⾜している箇所の堤防嵩上げ等を令

和元年度より着⼿しており、令和３年度も引き続き堤防整備を促進し、早期に
地域の安全性の向上を図ります。

２．事業内容
■事業場所 ：薩摩川内市船間島地区、久⾒崎地区
■事業期間 ：令和元年度〜
■令和３年度実施内容 ：堤防整備 等

事業実施対象箇所

ふなまじま ぐみざき

船間島地区 久⾒崎地区

実施箇所令和３年度
実施予定箇所

計画高潮位

現況堤防

横断図（施工イメージ）

越波により舗装やブロック塀が被災
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⼆渡地区堤防強化事業
〜⽻⽉川の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

⼆渡地区堤防強化事業
〜⽻⽉川の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

１．事業⽬的
川内川の河川堤防において、⾬⽔や洪⽔が河川堤防に浸透することによる脆

弱化や侵⾷等が懸念される箇所において、これまでも堤防強化対策等を実施し
ています。
さつま町⼆渡地区の河川堤防において、対策が必要と判断された箇所におい

て、堤防強化対策を実施し、安全性の向上を図ります。

２．事業内容
■事業場所 ：さつま町⼆渡地区
■事業期間 ：令和３年度
■令和３年度実施内容 ：堤防強化対策

ふたわたり

実施箇所
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２．主な事業の内容＜河川改修事業＞

事業実施区間

川内川

施工イメージ図（堤防強化対策）

▽計画高水位
堤 防

堤防強化対策
（ドレーン工）

右岸側

※対策イメージであり、現場条件等で変更となる可能性がある

堤防強化対策
（断面拡幅）



⽻⽉川河道掘削事業
〜⽻⽉川の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

⽻⽉川河道掘削事業
〜⽻⽉川の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

１．事業⽬的
川内川⽀流の⽻⽉川では、洪⽔による浸⽔被害の軽減を図るため、平成２８

年度より河道掘削・樹⽊伐採に着⼿しており、令和３年度も引き続き実施し、
治⽔安全度の向上を図ります。

２．事業内容
■事業場所 ：伊佐市堂崎地区外
■事業期間 ：平成２８年度〜
■令和３年度実施内容 ：河道掘削、護岸整備

はつきがわ

0k

1k

2k

3k

4k

5k

6k

7k

実施箇所

横断図(施工イメージ)

▽計画高水位

▽平水位

樹⽊伐採
河道掘削

河道掘削の施⼯状況（⽻⽉川）

事業実施区間

堂崎橋

鯰崎橋

大島橋

羽月橋

グラウンド橋
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伊佐市

大口市街地

※イメージであり、事業実施区間内の場所により掘削形状等は異なります。

２．主な事業の内容＜河川改修事業＞



○川内川⽔系⽻⽉川沿いでは、平成18年7⽉洪⽔により70⼾の浸⽔被害が発⽣した
ことから、集中的に再度災害防⽌対策(堤防整備等)を実施。更に、平成30年度よ
り防災・減災、国⼟強靱化のための３か年緊急対策による河道掘削を実施。

○令和2年7⽉豪⾬では、⼭野⾬量観測所において平成18年7⽉洪⽔を上回る観測史
上最⼤の12時間⾬量（平成18年7⽉の約1.4倍）を観測したが、これまでの整備に
より、平成18年7⽉洪⽔で溢⽔した堂崎地先で約2.1mの⽔位を低減させたと推算
され、家屋等の浸⽔被害を防いだ。

平成18年7⽉洪⽔では溢⽔等により
70⼾が浸⽔

整備前（H19.3撮影）

：整備範囲

0k600
右岸

左岸

整備途中（R2.6時点）

0k600
右岸

左岸

【⽻⽉川堂崎地区 横断図】

70⼾

令和2年7⽉洪⽔では越⽔による
浸⽔を回避

計画規模洪⽔発⽣時の
想定浸⽔被害

これまでの⽻⽉川河道整備による
令和２年７⽉豪⾬時に発揮した事業効果

これまでの⽻⽉川河道整備による
令和２年７⽉豪⾬時に発揮した事業効果

はつきがわ

＜トピックス＞国⼟強靱化対策の効果
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実施箇所
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菱刈地区河道掘削事業
〜菱刈地区の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

菱刈地区河道掘削事業
〜菱刈地区の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

ひしかり

１．事業⽬的
川内川の伊佐市菱刈地区では、洪⽔による浸⽔被害の軽減を図るため令和元

年度より河道掘削・樹⽊伐採に着⼿しており、令和３年度も引き続き実施し、
治⽔安全度の向上を図ります。

２．事業内容
■事業場所 ：伊佐市菱刈地区
■事業期間 ：令和元年度〜
■令和３年度実施内容 ：河道掘削、護岸整備

67k

68k 70k
71k

73k

74k

77k

下殿橋

下手橋
江川橋

森山橋

鵜木橋

湯之尾橋

湯之尾堰

事業実施区間

伊佐市

伊佐市

▽計画高水位

▽平水位

横断図(施工イメージ)

樹⽊伐採
河道掘削

※イメージであり、事業実施区間内の場所により掘削形状等は異なります。

２．主な事業の内容＜河川改修事業＞



実施箇所

横断図(施工イメージ)

▽計画高水位

▽平水位

樹木伐採
河道掘削
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栗野地区河道掘削事業
〜栗野地区の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

栗野地区河道掘削事業
〜栗野地区の洪⽔に対する安全性向上のため、河道掘削・樹⽊伐採を促進します〜

くりの

１．事業⽬的
川内川の湧⽔町栗野地区では、洪⽔による浸⽔被害の軽減を図るため令和元

年度より河道掘削・樹⽊伐採に着⼿しており、令和３年度も引き続き実施し、
治⽔安全度の向上を図ります。

２．事業内容
■事業場所 ：湧⽔町栗野地区
■事業期間 ：令和元年度〜
■令和３年度実施内容 ：河道掘削、樹⽊伐採

※イメージであり、事業実施区間内の場所により掘削形状等は異なります。

２．主な事業の内容＜河川改修事業＞

事業実施区間

湧水町

伊佐市



２．主な事業の内容＜河川改修事業＞

えびの地区河床低下対策事業
〜えびの地区において、侵⾷対策として河床低下対策を促進します〜

えびの地区河床低下対策事業
〜えびの地区において、侵⾷対策として河床低下対策を促進します〜

１．事業⽬的
川内川上流のえびの地区は、過去より河床低下が進んでおり、河床低下によ

り護岸や堤防、床固め等の河川管理施設への影響が懸念されています。
平成２４年度より河床低下対策として河床に巨⽯等を敷並べる⼯事に着⼿し

ており、令和３年度おいても侵⾷対策として河床低下対策⼯事を促進します。

２．事業内容
■事業場所 ：えびの市向江地区外
■事業期間 ：平成２４年度〜
■令和３年度実施内容 ：侵⾷対策

えびの地区の河床低下対策状況

（近景）

102.0k 103.0k

真幸橋

104.0k

上真幸橋

徳満橋

106.0k

107.0k
湯田橋

榎田橋

加久藤橋

108.0k

109.0k
新加久藤橋

長江川橋

有島橋

永山橋

1.0k

110.0k

池島大橋
111.0k

川鶴橋

112.0k

113.0k

前田橋

114.0k

115.0k

九
州
自
動
車
道

川
内
川
橋

飯野第三号床固

飯野第一号床固

飯野第五号床固

105.0k

えびの市

えびの市街部

えびの市

事業実施区間

実施箇所
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令和３年度
実施予定箇所



湯之尾堰の設備修繕

２．主な事業の内容＜維持修繕⼯事及び河川⼯作物応急対策関連事業＞

維持修繕⼯事及び河川⼯作物応急対策関連事業
〜河道や堤防等の施設を良好な状態に保全し、洪⽔等に対する安全性を確保するために〜

維持修繕⼯事及び河川⼯作物応急対策関連事業
〜河道や堤防等の施設を良好な状態に保全し、洪⽔等に対する安全性を確保するために〜

設備修繕
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１．事業⽬的
川内川直轄管理区間において、平常時より河川巡視を⾏うとともに、河道・

堤防・河川管理施設等の保全・修繕を実施し、機能維持を図ることで洪⽔等に
対する安全性の確保を図ります。
令和３年度も引き続き、河川管理施設の⽼朽化に伴う修繕を実施し、機能維

持を図ります。樋⾨樋管の更新に合わせて、洪⽔時に⼈為的な操作を伴わず、
無動⼒で開閉が可能なフラップゲート化を推進します。また、河川堤防点検の
ための堤防除草等を実施します。
河川⼯作物応急対策関連事業は、河川管理施設の⽼朽化に伴う修繕を実施し、

機能維持を図るため湯之尾堰の設備修繕等を実施します。

堤防の除草作業の状況 樋門樋管のフラップゲート化

（更新イメージ）



２．主な事業の内容＜総合⽔系環境整備事業＞

総合⽔系環境整備事業（川内川⽔系かわまちづくり）
〜豊かな川内川を軸とした河川の利活⽤を推進し、地域の活性化・振興を図る〜

総合⽔系環境整備事業（川内川⽔系かわまちづくり）
〜豊かな川内川を軸とした河川の利活⽤を推進し、地域の活性化・振興を図る〜

１．事業⽬的
川内川においては、安全な河川利⽤及び河川を中⼼とした流域全体の地域活

性化等を図ることを⽬的に「川内川⽔系かわまちづくり計画」を策定し、平成
２９年３⽉に「かわまちづくり」⽀援制度に登録されました。
当初計画では、１０地区の整備を推進していたところですが、地域の「かわ

まちづくり」の気運がさらに⾼まったことを受け、令和３年３⽉に新規箇所４
地区、変更箇所１地区を含めた計１４箇所の計画として変更登録されました。
今後も、豊かな川内川を軸としたかわまちづくり・河川の利活⽤を推進し、川
内川流域⼀帯となり連携の下、地域の活性化・振興を図ります。

令和３年度は、引き続き薩摩川内市街部の⾼⽔敷整正・管理⽤通路等の整備
を引き続き促進します。
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川内川水系かわまちづくり （R3.3.19変更）川内川水系かわまちづくり （R3.3.19変更）
※当初：平成29年3⽉7⽇策定



「せんで川夢⾒る会」での話し合いの様⼦

２．主な事業の内容＜総合⽔系環境整備事業＞

総合⽔系環境整備事業（川内川⽔系かわまちづくり）
〜豊かな川内川を軸とした河川の利活⽤を推進し、地域の活性化・振興を図る〜

総合⽔系環境整備事業（川内川⽔系かわまちづくり）
〜豊かな川内川を軸とした河川の利活⽤を推進し、地域の活性化・振興を図る〜

２．事業内容（薩摩川内市街部）
■事業場所 ：薩摩川内市⼤⼩路地区
■令和３年度実施内容 ：⾼⽔敷整正、管理⽤通路整備 等

階段

駐車場

スロープ
（川表）

散策路

川内川

太平橋

天大橋

渡瀬口階段

渡り橋

階段

トイレ・あずまや・
ベンチ

スロープ（川裏側）

スロープ（川表側）

階段

スロープ（川裏側）

トイレ・倉庫

イベントゾーン

フレンドリーゾーン

スポーツゾーン

文化歴史ゾーン

【せんで川夢見る会で提示したイメージ図】
※あくまでイメージであり、今後の検討により

構造等が変更になる場合があります。

薩摩川内市街部の⼤⼩路地区では、改修事業による引堤⼯事を⾏っています。
引堤⼯事により、河川敷に新たな空間が創出されることから、かつての賑わいを
取り戻し、憩いの空間とするため、地域の⽅々を中⼼とした検討会「せんで川夢
⾒る会」により、⽔辺空間の利活⽤と維持管理⼿
法について話し合い、地域住⺠の皆さんが親しみ
やすく、⽔辺と街が融合した空間形成を⽬指して、
かわまちづくりを⾏います。

引堤事業の進捗に合わせて、令和３年度も引き
続き、地域住⺠の意⾒を伺いながら、⾼⽔敷整
正、管理⽤通路整備等を実施します。
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※トイレ・あずまや・ベンチ等は、薩摩川内市にて整備を⾏います。



３．川内川⽔系流域治⽔プロジェクト

川内川⽔系流域治⽔プロジェクトの推進
〜川内川流域のあらゆる関係者が協働して流域治⽔を推進〜

川内川⽔系流域治⽔プロジェクトの推進
〜川内川流域のあらゆる関係者が協働して流域治⽔を推進〜

＜概 要＞
気候変動による⽔災害リスクの増⼤に備えるためには、これまえの河川管理

者等の取組だけではなく、流域に関わる関係者が、主体的に取り組む社会を構
築することが必要とされ、流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で⾏う治
⽔「流域治⽔」を推進していくことが必要です。

これまで、流域内の関係者で構成された川内川⽔系流域治⽔協議会にて、
「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるため
の対策」、「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」の取組をとりまとめ、
令和３年３⽉３０⽇に『川内川⽔系流域治⽔プロジェクト』が策定されました。

令和３年度からは、本プロジェクトを
推進していくとともに、流域内の関係者と
連携し、フォローアップを図っていきます。

第3回川内川⽔系流域治⽔協議会（R3.3.17）

【川内川⽔系流域治⽔協議会】
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/bousai_info/ryuuikitisui/
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