
国九整企画第１５８号

令和５年２月１ ７日

鹿児島県知事 塩田 康一 殿

国土交通省 九州地方整備局長

藤巻 浩之

（公印省略）

直轄事業の事業計画について（通知）

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における令和５年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画のうち、

鹿児島県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。



令和５年度 鹿児島県における事業計画（Ｒ５．２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 地方負担額

河川事業

（項）河川整備事業費

（目）河川改修費 2,146,000 500,732

（一般河川改修事業）

肝属川 直轄管理区間 L=51.1km 225 596,000 139,066
下伊倉地区：浸透対策L=300m
下住下地区：浸透対策L=600m
新川地区：河道掘削V=4千m3　等

下伊倉地区：浸透対策（令和6年度完成予定）
新川地区：河道掘削（令和9年度以降完成予定）　等

0.3～5.7

川内川
直轄管理区間 L=113.2km
(他県分含む)

1,056 1,550,000 361,666

久見崎地区：高潮対策（水門改築）N=1基
天辰第二地区：築堤L=150m、用地取得A=2.16ha、迂回路切替1式
広田地区：河道掘削V=23千m3
堂崎地区：河道掘削V=16千m3　　等

久見崎地先：高潮堤防整備、高潮対策（水門改築）（令和9年度以降
完成予定）
天辰第二地区：築堤、旧堤撤去・高水敷掘削、迂回路撤去、警報局
移設（令和7年度完成予定）
堂﨑地区：河道掘削（令和7年度完成予定）
広田・恒次地区：河道掘削、護岸整備（令和6年度完成予定）　等

5.0～21

（目）河川工作物関連応急対策事業費 276,000 64,400

肝属川
直轄管理区間　L=51.1km
樋門樋管等改善

0.8 81,000 18,900 新川第1樋管設備機能改善　等 柳谷第2水門設備機能改善（令和5年度完成予定） -～0.8

川内川
直轄管理区間　L=113.2km
樋門樋管等改善

0.6 195,000 45,500 湯之尾堰設備機能改善 湯之尾堰設備機能改善（令和5年度完成予定） -～0.6

（項）都市水環境整備事業

（目）総合水系環境整備事業費 106,900 53,450

肝属川水系
直轄管理区間　L=51.1km
（水辺整備、水環境）

肝属川水系
7.6 1,000 500 吾平地区：モニタリング調査　1式 吾平地区：モニタリング調査（令和8年度完成予定） -　～　0.03

川内川水系
直轄管理区間　L=113.2km
（水辺整備）

川内川水系
44 105,900 52,950

宮之城屋地・虎居地区：モニタリング調査　1式
曽木の滝周辺地区：モニタリング調査　1式　等
薩摩川内市街部地区： モニタリング調査　1式
さつま町（湯田）地区：モニタリング調査　　1式
湯之尾地区：高水敷整正　A=6,000m2、管理用通路　L=900m 等

さつま町（湯田）地区：モニタリング調査　（令和7年度完成予定）
薩摩川内市街部地区： モニタリング調査　（令和8年度完成予定）
曽木の滝周辺地区：モニタリング調査　（令和8年度完成予定）
湯之尾地区：モニタリング調査　（令和9年度以降完成予定）
天辰地区：高水敷整正 、階段護岸　等　（令和9年度以降完成予定）

-　～　0.8

令和4年度当初予算（千円）
令和4年度事業内容 令和5年度事業内容

令和5年度事業
進捗見込み

（億円）
備　　考事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模

全体事業費
（億円）



令和５年度 鹿児島県における事業計画（Ｒ５．２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 地方負担額

令和4年度当初予算（千円）
令和4年度事業内容 令和5年度事業内容

令和5年度事業
進捗見込み

（億円）
備　　考事　　業　　種　　別 箇　　所　　名 全体事業規模

全体事業費
（億円）

ダム事業

（項）都市水環境整備事業

（目）総合水系環境整備事業費 1,000 500

川内川鶴田ダム
直轄管理区間　L=113.2km
（水辺整備）

川内川水系
44

1,000 500 曽木の滝周辺地区：モニタリング調査　1式
曽木の滝周辺地区：モニタリング調査　1式（令和8年度完成予定）
鶴田ダム湖地区：坂路工　１式（令和８年度完成予定）

- ～ 0.6

砂防事業

（項）砂防事業費

（目）砂防事業費 981,000 228,900

桜島 直轄区域面積　A=10km２ 1,268 981,000 228,900

持木川流域砂防施設改築
春松川流域砂防施設改築
有村川流域砂防施設改築
桜島砂防施設改築
砂防設備設計、用地取得1.4ha　等

持木川流域砂防施設改築（令和7年度完成予定）
春松川流域砂防施設改築（令和7年度完成予定）
有村川流域砂防施設改築（令和8年度完成予定）
桜島砂防施設改築（令和7年度完成予定）　等

5.6～12

3,510,900 847,982

（注） 「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

合　　　　　　　　　計









【港湾整備事業】

令和4年度 令和5年度予定 令和5年度

負担基本額 負担額 事業内容 事業内容　(注)
事業進捗見込

（注）

川内港
川内港唐浜地区国際物流ター
ミナル整備事業

160 380 140
岸壁(-12m)、泊地(-12m)、
航路・泊地(-12m)

岸壁(-12m)、泊地(-12m)、
航路・泊地(-12m)

2 ～ 5億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

鹿児島港
鹿児島港臨港道路整備事業
(鴨池中央港区線)

280 3,366 1,237 臨港道路 臨港道路 9 ～ 35億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

鹿児島港 鹿児島港予防保全事業 8 70 26 岸壁(-7.5m)(改良) 岸壁(-7.5m)(改良) - ～ 1億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

志布志港
志布志港若浜地区防波堤
(沖)(改良)整備事業

153 200 74 防波堤(沖)(改良) 防波堤(沖)(改良) - ～ 2億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

志布志港
志布志港新若浜地区国際物流
ターミナル整備事業

733 100 37 防波堤(沖) 防波堤(沖) - ～ 4億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

志布志港 志布志港ふ頭再編改良事業 161 400 147 岸壁(-14m) 岸壁(-14m) - ～ 3億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

西之表港
西之表港洲之崎地区複合一貫
輸送ターミナル整備事業

85 150 31 岸壁(-7.5m)、泊地(-7.5m) 岸壁(-7.5m)、泊地(-7.5m) - ～ 2億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

名瀬港
名瀬港立神地区防波堤改良事
業

41 500 50 防波堤(沖)(改良) 防波堤(沖)(改良) - ～ 8億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

名瀬港 名瀬港予防保全事業 62 363 73 岸壁(-7.5m)(改良)(2) 岸壁(-7.5m)(改良)(2) - ～ 2億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

指宿港海岸
指宿港海岸直轄海岸保全施設
整備事業

180 660 154
護岸（改良）、離岸堤（改良）、突
堤、護岸〈養浜〉

護岸（改良）、離岸堤（改良）、突
堤、護岸〈養浜〉

2 ～ 7億円程度
令和一桁後半完成予定
※完成に向けた円滑な事業実施環境
が整った段階で確定予定

(注)令和5年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。

令和5年度　鹿児島県における事業計画通知（R5年2月）

港名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）

令和4年度当初
（百万円）

備考



令和５年度　鹿児島県における事業計画（R5.2）（空港関係）

負担基本額 負担額

鹿児島空港 空港整備事業 － － 886 207 浸水対策等
浸水対策
誘導路新設等

- ～ 8.3 億円程度 九州地方整備局

（注）R5年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

計 886 207

備考

令和４年度当初
（百万円）

令和５年度

事業進捗見込み

箇所名等 事業規模
全体事業費
（億円）

令和４年度事業内容 令和５年度予定事業内容（注）
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