
川 内 川 河 川 事 務 所
令和４年３月２５日

■問い合わせ先

川内川河川事務所
TEL 0996-22-3271（代表）

技術副所長 高島 恒善
調査課長 伊東 理博
調査課計画係長 藤﨑 大樹

いとう まさひろ

たかしま つねよし

【川内川河川事務所 事業費総括表】

■令和４年度予算及び令和３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」を継続推進します。

ふじさき だいき

(単位：百万円）

令和３年度 令和４年度
当　　初 当　　初
（Ａ） （Ｂ）

1,800.0 1,800.0 1.00

168.0 176.8 1.05

1,968.0 1,976.8 1.00

事　　業　　費
対前年度比
（Ｂ／Ａ）

※当初比

  河川改修費

  総合水系環境整備事業費

合　　計
（上記事業費は、工事諸費を除いている。また、河川維持修繕費および河川工作物関連応急対策事業費を除いている。）



１．令和４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４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
●羽月川河道掘削事業
●栗野地区河道掘削事業
●えびの地区河床低下対策事業

≪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。

あまたつ
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はつきがわ

くり の



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～

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４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４年度実施内容
：堤防整備、用地取得 等

実施箇所

施工状況写真（R4.2時点）-2-

新しい堤防
（整備中）

県道迂回路（R2.3完成）
※現在の堤防

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
～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４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４年度実施内容 ：高潮対策（水門改築）等

ぐみさき

船間島地区 久見崎地区

実施箇所

H30.7.3台風7号における越波状況

船間島地区（右岸）の越波状況

久見崎地区（左岸）の越波状況

船間島地区の過去の被災状況

平成26年7月台風時 平成27年8月台風時

台風通過後 台風通過後

越波により舗装やブロック塀が被災
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令和４年度
実施予定箇所

久見崎水門(現況)



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４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４年度実施内容 ：河道掘削

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戸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」および「防災・減災、国
土強靱化のための５か年加速化対策」による河道掘削を実施。

○令和３年7月洪水では、大口雨量観測所において平成18年7月洪水を上回る12時
間雨量（平成18年7月の約1.1倍）を観測したが、これまでの整備により大口下殿
地先で約３.1m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戸が浸水

整備前（H19.3撮影）

：整備範囲

0k600
右岸

左岸

【羽月川大口下殿地先 横断図】

70戸

これまでの羽月川河道整備による
令和３年７月洪水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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整備途中（Ｒ３．５時点）

令和３年7月洪水では越水による
浸水を回避

いさし おおくちしもどの はづきがわ

鹿児島県伊佐市大口下殿地先（羽月川0k600付近）

今回水位

河川改修を実施しなかった場合の水位※

約3.1m
水位低減

※H18年以前の河道断面を用いて今回出水流量時の水位を推算

BB’
計画高水位

河道掘削（激特事業）
河道掘削

（３か年緊急対策等）

築堤（激特事業）

水防団待機水位 4.30m

氾濫注意水位 5.10m

避難判断水位 6.20m

氾濫危険水位 7.00m

計画高水位 7.50m 8.06
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花北水位観測所（3k200付近）- 大口雨量観測所

今回水位
8.06m


グラフ4



大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)











整理表 (3)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249

				R2.7		182		230

				R3.7		169		227

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529

				R2.7		317		387

				R3.7		533		596

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468

				R2.7		214		289

				R3.7		354		446

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437

				R2.7		183		234

				R3.7		254		312

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536

				R2.7		225		297

				R3.7		480		557

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506

				R2.7		227		291

				R3.7		351		394

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537

				R2.7		171		234

				R3.7		274		329

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509

				R2.7		237		339

				R3.7		346		411

						12時間 ジカン		24時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419

				R2.7		350		447

				R3.7		212		262



川内



H18.7	

12時間	24時間	126	249	R2.7	

12時間	24時間	182	230	R3.7	

12時間	24時間	169	227	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	319	529	R2.7	

12時間	24時間	317	387	R3.7	

12時間	24時間	533	596	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	297	468	R2.7	

12時間	24時間	214	289	R3.7	

12時間	24時間	354	446	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	265	437	R2.7	

12時間	24時間	183	234	R3.7	

12時間	24時間	254	312	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	382	536	R2.7	

12時間	24時間	225	297	R3.7	

12時間	24時間	480	557	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	327	506	R2.7	

12時間	24時間	227	291	R3.7	

12時間	24時間	351	394	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	357	537	R2.7	

12時間	24時間	171	234	R3.7	

12時間	24時間	274	329	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	329	509	R2.7	

12時間	24時間	237	339	R3.7	

12時間	24時間	346	411	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	250	419	R2.7	

12時間	24時間	350	447	R3.7	

12時間	24時間	212	262	

雨量(mm)











整理表 (2)

		地点 チテン		洪水 コウズイ

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		川内 センダイ		H18.7		126		249		289

				R2.7		182		230		238

				R3.7		169		227		254

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		平川		H18.7		319		529		692

				R2.7		317		387		432

				R3.7		533		596		639

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		宮之城		H18.7		297		468		617

				R2.7		214		289		325

				R3.7		354		446		498

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		祁答院		H18.7		265		437		596

				R2.7		183		234		280

				R3.7		254		312		357

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		針持		H18.7		382		536		743

				R2.7		225		297		384

				R3.7		480		557		607

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		大口		H18.7		327		506		743

				R2.7		227		291		341

				R3.7		351		394		463

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		栗野岳 タケ		H18.7		357		537		734

				R2.7		171		234		275

				R3.7		274		329		376

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		京町 キョウマチ		H18.7		329		509		778

				R2.7		237		339		376

				R3.7		346		411		449

						12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		H18.7		250		419		695

				R2.7		350		447		456

				R3.7		212		262		336



川内



H18.7	

12時間	24時間	48時間	126	249	289	R2.7	

12時間	24時間	48時間	182	230	238	R3.7	

12時間	24時間	48時間	169	227	254	

雨量(mm)









平川



H18.7	

12時間	24時間	48時間	319	529	692	R2.7	

12時間	24時間	48時間	317	387	432	R3.7	

12時間	24時間	48時間	533	596	639	

雨量(mm)









宮之城



H18.7	

12時間	24時間	48時間	297	468	617	R2.7	

12時間	24時間	48時間	214	289	325	R3.7	

12時間	24時間	48時間	354	446	498	

雨量(mm)









祁答院



H18.7	

12時間	24時間	48時間	265	437	596	R2.7	

12時間	24時間	48時間	183	234	280	R3.7	

12時間	24時間	48時間	254	312	357	

雨量(mm)









針持



H18.7	

12時間	24時間	48時間	382	536	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	225	297	384	R3.7	

12時間	24時間	48時間	480	557	607	

雨量(mm)









大口



H18.7	

12時間	24時間	48時間	327	506	743	R2.7	

12時間	24時間	48時間	227	291	341	R3.7	

12時間	24時間	48時間	351	394	463	

雨量(mm)









栗野岳



H18.7	

12時間	24時間	48時間	357	537	734	R2.7	

12時間	24時間	48時間	171	234	275	R3.7	

12時間	24時間	48時間	274	329	376	

雨量(mm)









京町



H18.7	

12時間	24時間	48時間	329	509	778	R2.7	

12時間	24時間	48時間	237	339	376	R3.7	

12時間	24時間	48時間	346	411	449	

雨量(mm)









万年青平



H18.7	

12時間	24時間	48時間	250	419	695	R2.7	

12時間	24時間	48時間	350	447	456	R3.7	

12時間	24時間	48時間	212	262	336	

雨量(mm)











整理表

		地点 チテン		洪水 コウズイ		短時間雨量 タンジカン ウリョウ

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		川内 センダイ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		33.0		74.0		106.0		121.0		126.0		249.0		289.0		318.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		21.0		37.0		56.0		87.0		95.0		116.0		123.0		126.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		92.0		120.0		156.0		182.0		230.0		238.0		437.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		32.0		59.0		105.0		149.0		169.0		227.0		254.0		291.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		平川		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		78.0		140.0		254.0		301.0		319.0		529.0		692.0		899.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		60.0		138.0		202.0		232.0		244.0		267.0		290.0		299.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		62.0		128.0		178.0		258.0		317.0		387.0		432.0		637.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		119.0		254.0		431.0		529.0		533.0		596.0		639.0		669.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		宮之城		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		89.0		157.0		250.0		289.0		297.0		468.0		617.0		724.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		44.0		95.0		129.0		162.0		171.0		183.0		192.0		199.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		42.0		81.0		129.0		185.0		214.0		289.0		325.0		557.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		74.0		155.0		260.0		342.0		354.0		446.0		498.0		540.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		祁答院		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		53.0		154.0		208.0		253.0		265.0		437.0		596.0		708.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		34.0		75.0		95.0		114.0		122.0		134.0		167.0		172.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		52.0		80.0		125.0		163.0		183.0		234.0		280.0		505.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		67.0		142.0		193.0		242.0		254.0		312.0		357.0		394.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		針持		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		77.0		143.0		269.0		340.0		382.0		536.0		743.0		971.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		86.0		212.0		257.0		282.0		295.0		312.0		329.0		339.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		47.0		97.0		136.0		200.0		225.0		297.0		384.0		697.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		76.0		214.0		352.0		463.0		480.0		557.0		607.0		635.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		大口		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		66.0		148.0		229.0		293.0		327.0		506.0		743.0		997.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		57.0		156.0		237.0		251.0		270.0		286.0		296.0		297.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		50.0		105.0		144.0		179.0		227.0		291.0		341.0		713.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		81.0		175.0		280.0		337.0		351.0		394.0		463.0		507.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		栗野岳 タケ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		61.0		143.0		245.0		310.0		357.0		537.0		734.0		902.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		58.0		134.0		150.0		166.0		172.0		188.0		204.0		217.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		30.0		82.0		113.0		147.0		171.0		234.0		275.0		496.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		58.0		164.0		230.0		270.0		274.0		329.0		376.0		417.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		京町 キョウマチ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		64.0		139.0		211.0		280.0		329.0		509.0		778.0		1084.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		50.0		139.0		171.0		181.0		190.0		210.0		224.0		228.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		69.0		106.0		144.0		196.0		237.0		339.0		376.0		750.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		86.0		177.0		279.0		334.0		346.0		411.0		449.0		476.0

						1時間 ジカン		3時間 ジカン		6時間 ジカン		9時間 ジカン		12時間 ジカン		24時間 ジカン		48時間 ジカン		総雨量 ソウ ウリョウ

		万年青平 マンネン アオ ヒラ		平成18年7月 ヘイセイ ネン ガツ		47.0		102.0		154.0		190.0		250.0		419.0		695.0		999.0

				平成23年7月 ヘイセイ ネン ガツ		32.0		87.0		117.0		136.0		145.0		160.0		184.0		194.0

				令和2年7月 レイワ ネン ガツ		82.0		139.0		185.0		277.0		350.0		447.0		456.0		862.0

				令和3年7月 レイワ ネン ガツ		40.0		107.0		176.0		203.0		212.0		262.0		336.0		387.0





一覧表

		H18.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		47.0		62.0		91.0		65.0		48.0		63.0		64.0		61.0		59.0		76.0		63.0		67.0		49.0		53.0		66.0		58.0		77.0		84.0		75.0		75.0		53.0		89.0		60.0		78.0		71.0		27.0		40.0		67.0		33.0

		3時間 ジカン		102.0		103.0		148.0		121.0		130.0		122.0		139.0		143.0		147.0		171.0		142.0		148.0		140.0		133.0		148.0		153.0		143.0		156.0		161.0		124.0		154.0		157.0		138.0		140.0		141.0		48.0		67.0		144.0		74.0

		6時間 ジカン		154.0		152.0		258.0		213.0		243.0		188.0		211.0		245.0		241.0		282.0		220.0		222.0		221.0		196.0		229.0		262.0		269.0		274.0		242.0		175.0		208.0		250.0		244.0		254.0		236.0		76.0		83.0		251.0		106.0

		9時間 ジカン		190.0		191.0		331.0		274.0		302.0		264.0		280.0		310.0		302.0		345.0		276.0		282.0		239.0		233.0		293.0		329.0		340.0		326.0		288.0		238.0		253.0		289.0		329.0		301.0		271.0		86.0		104.0		281.0		121.0

		12時間 ジカン		250.0		232.0		391.0		334.0		377.0		318.0		329.0		357.0		342.0		401.0		315.0		320.0		266.0		266.0		327.0		361.0		382.0		355.0		310.0		280.0		265.0		297.0		350.0		319.0		280.0		97.0		109.0		295.0		126.0

		24時間 ジカン		419.0		447.0		641.0		514.0		522.0		497.0		509.0		537.0		495.0		558.0		489.0		488.0		451.0		431.0		506.0		575.0		536.0		522.0		460.0		471.0		437.0		468.0		634.0		529.0		484.0		161.0		207.0		503.0		249.0

		48時間 ジカン		695.0		663.0		933.0		705.0		687.0		736.0		778.0		734.0		660.0		766.0		831.0		753.0		727.0		616.0		743.0		768.0		743.0		711.0		630.0		713.0		596.0		617.0		905.0		692.0		612.0		194.0		254.0		611.0		289.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		999.0		1015.0		1264.0		928.0		841.0		1023.0		1084.0		902.0		796.0		952.0		1165.0		1036.0		934.0		815.0		997.0		970.0		971.0		899.0		727.0		960.0		708.0		724.0		1237.0		899.0		728.0		266.0		324.0		705.0		318.0

		H23.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		32.0		33.0		43.0		48.0		33.0		47.5		50.0		58.0		62.0		81.0		54.0		56.0		46.0		57.0		57.0		64.0		86.0		90.0		57.0		88.0		34.0		44.0		80.0		60.0		36.0		12.5		19.0		42.0		21.0

		3時間 ジカン		87.0		92.0		102.5		111.0		85.0		126.0		139.0		134.0		127.0		161.0		160.0		140.0		116.0		147.0		156.0		170.0		212.0		192.0		106.0		202.0		75.0		95.0		195.5		138.0		78.0		29.5		38.0		78.0		37.0

		6時間 ジカン		117.0		112.0		141.5		134.0		99.0		145.5		171.0		150.0		143.0		184.0		213.0		213.0		226.0		264.0		237.0		306.0		257.0		230.0		127.0		264.0		95.0		129.0		337.5		202.0		112.0		52.5		54.0		115.0		56.0

		9時間 ジカン		136.0		119.0		161.5		149.0		108.0		156.0		181.0		166.0		160.0		207.0		232.0		230.0		273.0		284.0		251.0		331.0		282.0		263.0		152.0		292.0		114.0		162.0		374.0		232.0		146.0		67.0		71.0		139.0		87.0

		12時間 ジカン		145.0		123.0		169.5		154.0		110.0		161.0		190.0		172.0		163.0		211.0		251.0		249.0		287.0		302.0		270.0		349.0		295.0		269.0		158.0		307.0		122.0		171.0		406.0		244.0		153.0		76.0		78.0		149.0		95.0

		24時間 ジカン		160.0		138.0		205.5		172.0		125.0		178.0		210.0		188.0		177.0		226.0		272.0		265.0		307.0		321.0		286.0		367.0		312.0		282.0		169.0		320.0		134.0		183.0		433.5		267.0		164.0		94.5		94.0		162.0		116.0

		48時間 ジカン		184.0		158.0		250.5		197.0		144.0		191.5		224.0		204.0		191.0		254.0		289.0		277.0		347.0		337.0		296.0		384.0		329.0		296.0		185.0		339.0		167.0		192.0		477.0		290.0		175.0		120.0		101.0		170.0		123.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		194.0		162.0		282.5		211.0		153.0		194.5		228.0		217.0		199.0		266.0		293.0		277.0		354.0		340.0		297.0		390.0		339.0		302.0		188.0		349.0		172.0		199.0		495.0		299.0		178.0		127.5		102.0		170.0		126.0

		R2.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		82.0		68.0		57.0		38.0		48.0		72.0		69.0		30.0		31.0		51.0		64.0		59.0		79.0		85.0		50.0		44.0		47.0		53.0		60.0		41.0		52.0		42.0		60.0		62.0		44.0		81.0		57.0		60.0		52.0

		3時間 ジカン		139.0		99.0		113.0		86.0		98.0		99.0		106.0		82.0		61.0		97.0		115.0		111.0		139.0		167.0		105.0		94.0		97.0		90.0		86.0		108.0		80.0		81.0		108.0		128.0		84.0		174.0		137.0		113.0		92.0

		6時間 ジカン		185.0		115.0		182.0		122.0		134.0		156.0		144.0		113.0		100.0		134.0		156.0		147.0		177.0		214.0		144.0		136.0		136.0		125.0		127.0		155.0		125.0		129.0		168.0		178.0		127.0		204.0		181.0		147.0		120.0

		9時間 ジカン		277.0		154.0		207.0		155.0		157.0		202.0		196.0		147.0		141.0		211.0		200.0		186.0		266.0		284.0		179.0		170.0		200.0		198.0		178.0		213.0		163.0		185.0		254.0		258.0		197.0		219.0		196.0		249.0		156.0

		12時間 ジカン		350.0		212.0		241.0		174.0		182.0		229.0		237.0		171.0		166.0		237.0		260.0		229.0		351.0		381.0		227.0		235.0		225.0		220.0		203.0		256.0		183.0		214.0		306.0		317.0		225.0		250.0		221.0		281.0		182.0

		24時間 ジカン		447.0		311.0		386.0		303.0		287.0		324.0		339.0		234.0		225.0		309.0		350.0		306.0		441.0		464.0		291.0		310.0		297.0		296.0		265.0		336.0		234.0		289.0		382.0		387.0		290.0		272.0		243.0		338.0		230.0

		48時間 ジカン		456.0		319.0		400.0		310.0		310.0		379.0		376.0		275.0		258.0		411.0		427.0		373.0		460.0		488.0		341.0		347.0		384.0		357.0		338.0		401.0		280.0		325.0		446.0		432.0		316.0		278.0		246.0		368.0		238.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		862.0		618.0		797.0		657.0		589.0		736.0		750.0		496.0		469.0		648.0		819.0		726.0		821.0		913.0		713.0		744.0		697.0		628.0		542.0		652.0		505.0		557.0		739.0		637.0		498.0		494.0		441.0		532.0		437.0

		R3.7

		短時間雨量 タンジカン ウリョウ		万年青平		八ヶ峰		えびの(気)		白鳥		満谷		加久藤(気)		京町		栗野岳		栗野		柳野		西ノ野		青木		五女木		山野		大口		山神		針持		狩宿		北方		鶴田		祁答院		宮之城		紫尾山(気)		平川		山田		八重山(気)		入来		役田		川内

		1時間 ジカン		40.0		43.0		74.0		84.0		60.0		71.0		86.0		58.0		53.0		84.0		100.0		92.0		87.0		58.0		81.0		74.0		76.0		89.0		95.0		94.0		67.0		74.0		73.0		119.0		66.0		98.0		40.0		67.0		32.0		119.0

		3時間 ジカン		107.0		109.0		188.0		205.0		169.0		154.0		177.0		164.0		139.0		178.0		195.0		186.0		165.0		152.0		175.0		192.0		214.0		195.0		163.0		239.0		142.0		155.0		207.0		254.0		146.0		141.0		84.0		137.0		59.0		254.0

		6時間 ジカン		176.0		134.0		234.0		286.0		270.0		242.0		279.0		230.0		217.0		288.0		294.0		298.0		233.0		262.0		280.0		301.0		352.0		321.0		227.0		417.0		193.0		260.0		304.0		431.0		257.0		145.0		93.0		234.0		105.0		431.0

		9時間 ジカン		203.0		169.0		252.0		314.0		325.0		292.0		334.0		270.0		254.0		352.0		343.0		359.0		244.0		317.0		337.0		359.0		463.0		411.0		287.0		485.0		242.0		342.0		359.0		529.0		314.0		153.0		105.0		300.0		149.0		529.0

		12時間 ジカン		212.0		175.0		287.0		325.0		329.0		296.0		346.0		274.0		260.0		365.0		355.0		375.0		263.0		345.0		351.0		379.0		480.0		426.0		298.0		497.0		254.0		354.0		381.0		533.0		334.0		168.0		121.0		311.0		169.0		533.0

		24時間 ジカン		262.0		224.0		332.0		367.0		377.0		351.0		411.0		329.0		318.0		441.0		423.0		416.0		287.0		389.0		394.0		431.0		557.0		499.0		350.0		547.0		312.0		446.0		431.0		596.0		434.0		206.0		169.0		372.0		227.0		596.0

		48時間 ジカン		336.0		242.0		396.0		424.0		411.0		379.0		449.0		376.0		360.0		498.0		501.0		491.0		320.0		447.0		463.0		508.0		607.0		552.0		391.0		607.0		357.0		498.0		521.0		639.0		487.0		227.0		194.0		419.0		254.0		639.0

		総雨量 ソウ ウリョウ		387.0		260.0		454.0		473.0		450.0		403.0		476.0		417.0		393.0		530.0		542.0		543.0		347.0		474.0		507.0		533.0		635.0		587.0		422.0		627.0		394.0		540.0		558.0		669.0		523.0		259.0		215.0		453.0		291.0		669.0







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～

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４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４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～

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４年度に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４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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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～

２．事業内容（湯之尾地区）
■事業場所 ：伊佐市湯之尾地区
■令和４年度実施内容 ：高水敷整正、管理用通路整備 等

令和３年３月に川内川水系かわまちづくり計画が変更登録され、湯之尾地区は
整備範囲が拡張されました。湯之尾地区は平成２３年度から「かわまちづくり」
にて整備が進められ、湯之尾堰による長大な湛水区間を利用したカヌー競技場が
整備され、カヌー競技大会や合宿に活発に利用されています。利用区域が拡大し、
今後もさらなる利活用促進が期待されているが、高水敷に植生が繁茂し水辺にア
クセスできないため、河川利用の安全確保に支障が生じている。カヌー関係者や
地域の方々と水辺空間の利活用と維持管理手法について話し合い、地域住民の皆
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、更なる整備を進
めて行きます。令和４年度から高水敷整正、管理用通路整備等を実施予定です。

-8-

整備イメージ

カヌー大会 カヌー合宿

地元協議



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～

２．事業内容（京町温泉地区）
■事業場所 ：えびの市京町温泉地区
■令和４年度実施内容 ：高水敷整正、管理用通路整備 等
令和３年３月に川内川水系かわまちづくり計画が変更登録され、京町温泉地区

は新規地区として追加されました。京町温泉地区の広い高水敷は、夏祭り花火大
会のほか近年では地域住民による親子サイクリングや親子バーベキュー等が開催
されるなど、アウトドアイベントの会場としての利用が活発化しています。
また、地域を含めた協議会にて利活用構想が検討されており、利活用促進が期

待されているが、高水敷に植生が繁茂し水辺にアクセスできず、河川利用の安全
確保に支障が生じているため、高水敷整正・管理用通路・階段護岸・階段の整備
などを行い、水辺に親しみやすくし、治水上・河川利用上の安全性の向上を目指
します。令和４年度以降、高水敷整正・管理用通路整備等を実施予定です。

-9- 整備イメージ

河川敷で歓談

地元協議

親子サイクリング
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