
鹿児島県

道 路 局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道3号 出水市 芦北出水道路 120

改築 国道3号 阿久根市～薩摩川内市 阿久根川内道路 1,630

改築 国道3号 鹿児島市 鹿児島東西道路 250

改築 国道10号 姶良市～鹿児島市 白浜拡幅 540

改築 国道10号 鹿児島市 鹿児島北バイパス 200

改築 国道220号 志布志市 日南・志布志道路 630

改築 国道220号 志布志市 油津・夏井道路 75

改築 国道220号 鹿屋市～垂水市 古江バイパス 602

改築 国道220号 垂水市～霧島市 牛根境防災 50

改築 国道220号 霧島市 亀割峠防災 50

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道3号

阿久根市、
薩摩川内市、
いちき串木野市、
鹿児島市

鹿児島3号交通安全対策 41

交通安全 国道10号
曽於市、霧島市、
姶良市

鹿児島10号交通安全対策 130

交通安全 国道225号
南九州市、
鹿児島市

鹿児島225号交通安全対策 220

備考

交通安全 国道220号
志布志市、
大崎町、鹿屋市、
垂水市

鹿児島220号交通安全対策 121

路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

上川内地区電線共同溝（薩摩川内市） 10

伊敷脇田地区電線共同溝（鹿児島市） 10

宇宿地区電線共同溝 10

新栄地区電線共同溝 210

備考

電線共同溝

電線共同溝

国道3号

国道225号

薩摩川内市、
鹿児島市

鹿児島市

鹿児島3号電線共同溝

鹿児島225号電線共同溝

20

220

路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道3号 出水市～鹿児島市 鹿児島3号維持管理 290

維持管理 国道10号 曽於市～鹿児島市 鹿児島10号維持管理 9

維持管理 国道220号 志布志市～霧島市 鹿児島220号維持管理 108

維持管理 国道225号 枕崎市～鹿児島市 鹿児島225号維持管理 7

維持管理 国道226号 指宿市～鹿児島市 鹿児島226号維持管理 7

維持管理 豪雪対策 7

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道504号 さつま町
広瀬道路
【北薩横断道路】

300

改築 （主） 志布志福山線 志布志市
志布志道路
【都城志布志道路】

200

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道269号 南大隅町 根占辺田 60

土砂災害対策 (一) 豊後迫隼人線 霧島市 松永 50

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 鹿児島県 鹿児島県無電柱化推進計画事業 30 (主)知名沖永良部空港線(和泊工区)〔和泊町〕



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 鹿児島県 橋梁長寿命化修繕計画 1,084 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿児島県 トンネル長寿命化修繕計画 152 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿児島県 道路附属物等長寿命化修繕計画 221 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鹿屋市 橋梁長寿命化修繕計画 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 姶良市 橋梁長寿命化修繕計画 45 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 屋久島町 橋梁長寿命化修繕計画 75 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
鹿児島県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

鹿児島県橋梁長寿命化修繕計画
鹿児島県 さつま町 267号 下手橋 橋梁 修繕
鹿児島県 さつま町 267号 鶴田橋 橋梁 修繕
鹿児島県 薩摩川内市 267号 斧渕橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 448号 新川口橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 448号 第二川口橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 448号 内之浦橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 448号 内之浦橋側道橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 448号 浜渡橋 橋梁 修繕
鹿児島県 阿久根市 県道阿久根東郷線 日当瀬橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 県道岸良高山 岩屋橋 橋梁 修繕
鹿児島県 奄美市 県道名瀬港線 港橋 橋梁 修繕
鹿児島県 奄美市 国道58号 デイゴ橋 橋梁 修繕
鹿児島県 西之表市 伊関国上西之表港 湊橋 橋梁 更新
鹿児島県 奄美市 県道竜郷奄美空港線 真崎橋 橋梁 修繕
鹿児島県 姶良市 県道伊集院蒲生溝辺線 瀬戸段橋(旧道) 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 県道伊集院蒲生溝辺線 第一有川橋 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 県道伊集院蒲生溝辺線 竹山橋 橋梁 修繕
鹿児島県 徳之島町 県道伊仙亀津徳之島空港線 大浜橋 橋梁 修繕
鹿児島県 徳之島町 県道伊仙亀津徳之島空港線 峯山橋 橋梁 修繕
鹿児島県 伊仙町 県道伊仙亀津徳之島空港線 本川橋 橋梁 修繕
鹿児島県 南九州市 県道頴娃川辺線 手斧橋 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 県道下手山田帖佐 森橋 橋梁 修繕
鹿児島県 姶良市 県道下手山田帖佐線 山仁田橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 県道岸良高山 姫門橋 橋梁 修繕
鹿児島県 湧水町 県道吉松停車場線 吉松橋 橋梁 修繕
鹿児島県 薩摩川内市 県道山田入来線 笹野橋 橋梁 修繕
鹿児島県 鹿屋市 県道鹿屋吾平佐多線 川西橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 県道鹿屋高山串良 高山橋 橋梁 修繕
鹿児島県 南九州市 県道鹿児島川辺 瀬戸山大橋 橋梁 修繕
鹿児島県 薩摩川内市 県道手打藺牟田港 吹切大橋 橋梁 修繕
鹿児島県 姶良市 県道十三谷重富 森山橋 橋梁 修繕
鹿児島県 屋久島町 県道上屋久永田屋久線 日之出川橋 橋梁 修繕
鹿児島県 屋久島町 県道上屋久永田屋久線 吉田川橋 橋梁 修繕
鹿児島県 屋久島町 県道上屋久永田屋久線 納瀬橋 橋梁 修繕
鹿児島県 屋久島町 県道上屋久永田屋久線 平瀬橋 橋梁 修繕
鹿児島県 屋久島町 県道上屋久屋久 鳥越川橋 橋梁 修繕
鹿児島県 南さつま市 県道吹上浜公園 天文潟橋 橋梁 修繕
鹿児島県 薩摩川内市 県道瀬上里 鍬崎橋 橋梁 修繕
鹿児島県 姶良市 県道川内加治木 松川内橋 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 県道都城隼人線 北永野田峠橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 県道内之浦佐多 大浦４号橋 橋梁 修繕
鹿児島県 肝付町 県道内之浦佐多線 大浦１号橋 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 県道日当山敷根線 泉帯橋 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 県道豊後迫隼人 滝ノ下橋 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 県道牧園薩摩 片白橋 橋梁 修繕
鹿児島県 大和村 県道名瀬瀬戸内線 大金久橋 橋梁 修繕
鹿児島県 中種子町 県道野間島間港線 苦浜橋 橋梁 修繕
鹿児島県 姶良市 県道麓重富停車場 轟橋側道橋 橋梁 修繕
鹿児島県 姶良市 県道麓重富停車場線 轟橋 橋梁 修繕
鹿児島県 枕崎市 国道226号 花渡橋 橋梁 修繕
鹿児島県 南九州市 国道226号 馬渡橋 橋梁 修繕
鹿児島県 南大隅町 国道269号 炭屋橋 橋梁 修繕
鹿児島県 南さつま市 国道270号 津貫橋 橋梁 修繕
鹿児島県 出水市 国道328号 向江跨線橋 橋梁 修繕
鹿児島県 出水市 国道328号 第３定之段橋 橋梁 修繕
鹿児島県 出水市 国道328号 定之段橋 橋梁 修繕
鹿児島県 霧島市 国道504号 福地橋 橋梁 修繕
鹿児島県 奄美市 国道58号 金久田橋 橋梁 修繕
鹿児島県 屋久島町 上屋久屋久 小田汲橋 橋梁 修繕
鹿児島県 西之表市 西之表南種子 浅川橋 橋梁 修繕

鹿児島県トンネル長寿命化修繕計画
鹿児島県 宇検村 県道名瀬瀬戸内線 芦検トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 奄美市 県道名瀬瀬戸内線 小宿トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 南九州市 頴娃宮ケ浜線 鳥越隧道 トンネル 修繕
鹿児島県 奄美市 県道名瀬竜郷線 山羊島トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 大和村 県道名瀬瀬戸内線 名音トンネル トンネル 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
鹿児島県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

鹿児島県 中種子町 県道野間十三番西之表線 種子島空港トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 さつま町 国道328号 第二紫尾隧道 トンネル 修繕
鹿児島県 さつま町 国道504号 北薩トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 奄美市 国道58号 城トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 奄美市 国道58号 朝戸トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 奄美市 国道58号 本茶トンネル トンネル 修繕
鹿児島県 奄美市 国道58号 和光トンネル トンネル 修繕

鹿児島県道路附属物等長寿命化修繕計画
鹿児島県 出水市 328号 武本ロックシェッド 道路附属物等 修繕
鹿児島県 出水市 447号 大川内ロックシェッド 道路附属物等 修繕
鹿児島県 南大隅町 国道269号 新浮津洞門(シェッド) 道路附属物等 修繕
鹿児島県 南大隅町 国道269号 石走洞門(シェッド) 道路附属物等 修繕
鹿児島県 南大隅町 国道269号 大川洞門(シェッド) 道路附属物等 修繕
鹿児島県 南大隅町 国道269号 大浜洞門(シェッド) 道路附属物等 修繕
鹿児島県 南大隅町 国道269号 第２大川洞門(シェッド) 道路附属物等 修繕
鹿児島県 南大隅町 国道269号 第２浮津洞門(シェッド) 道路附属物等 修繕
鹿児島県 さつま町 国道328号 紫尾２ロックシェッド(シェッド) 道路附属物等 修繕
鹿児島県 錦江町 国道448号 城元洞門(シェッド) 道路附属物等 修繕

鹿屋市橋梁長寿命化修繕計画
鹿屋市 鹿屋市 市道井神島論地線 論地橋 橋梁 修繕
鹿屋市 鹿屋市 市道椿山東線 下椿橋 橋梁 更新

姶良市橋梁長寿命化修繕計画
姶良市 姶良市 市道中野・長谷 池田上橋 橋梁 修繕
姶良市 姶良市 市道畠田 千金橋 橋梁 修繕

屋久島町橋梁長寿命化修繕計画
屋久島町 屋久島町 町道安房線 安房川橋 橋梁 修繕
屋久島町 屋久島町 町道城ヶ平線 上札立橋 橋梁 修繕
屋久島町 屋久島町 町道城之川線 城の川橋 橋梁 修繕
屋久島町 屋久島町 町道永田中央線 向江橋 橋梁 修繕
屋久島町 屋久島町 町道屋久島循環線3号線 下川橋 橋梁 修繕
屋久島町 屋久島町 町道宮之浦循環 湯川橋 橋梁 修繕



鹿 児 島 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　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 450　 鹿屋市
かのやし

、東串良
ひがしくしら

町
ちょう

川内川 川内川 一般河川改修事業 1,630　
≪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

≪宮崎県
みやざきけん

≫えびの市
し

肝属川 肝属川 河川維持修繕事業 395　 鹿屋
か の や

市
し

～河口
か こ う

川内川 川内川 河川維持修繕事業 654　 えびの市
し

～河口
か こ う

川内川 総合水系環境整備事業 53　 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年度補正予算　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

新川 新川 大規模特定河川事業 800　 鹿児島市
か ご し ま し

神之川 神之川 大規模特定河川事業 150　 日置市
ひ お き し



鹿児島県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 川内川鶴田ダム 120

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



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

大隅河川国道 火山砂防 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 200
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 230
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 110
火山砂防
合計 3 箇所 540

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 196
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 459
砂防管理
合計 2 箇所 655

合計 5 箇所 1,195

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（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 そのた きんがさこ１ くまげぐん やくしまちょう くちえらぶじま さぼうえんていこう

砂防等事業 その他 金ヶ迫１ 熊毛郡 屋久島町 口永良部島 砂防堰堤工 60

小計 １箇所 60

事業間連携 そのた ふかみなとがわ２ たるみずし ふたがわふかみなと さんぷくこう

砂防等事業 その他 深港川２ 垂水市 二川深港 山腹工 100

小計 １箇所 100

２箇所 160

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（鹿児島県　1/1）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



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

大隅河川国道 火山砂防 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 渓流保全工 200
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 渓流保全工 150

合計 2 箇所 350

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（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



鹿　児　島　県

都市局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:鹿児島県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 鹿児島県 鹿児島県無電柱化推進計画事業 30 (主)知名沖永良部空港線(和泊工区)〔和泊町〕

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県重 要 港 湾 川 内 鹿 児 島 県 小 計 170 170

鹿児島県 直 轄 170 170

鹿児島県

鹿児島県 鹿 児 島 鹿 児 島 県 小 計 600 400 1,000

鹿児島県 直 轄 600 400 1,000

鹿児島県

鹿児島県 志 布 志 鹿 児 島 県 小 計 1,700 1,700

鹿児島県 直 轄 1,700 1,700

鹿児島県

2,470 400 2,870合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

鹿 児 島 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

侵 食 対 策 指 宿 鹿 児 島 県 小 計 1,140 210 1,350

直 轄 1,140 210 1,350

1,140 210 1,350合　　　　計

海岸管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事 業 区 分

鹿児島県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名
事　　業　　費



令和３年度　補正予算配分箇所表（空港整備）

「国庫債務負担行為（ゼロ国債）」

［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 59 無線施設整備

羽 田 59 無線施設整備

新 潟 266 滑走路端安全区域整備

福 岡 59 無線施設整備

熊 本 59 無線施設整備

宮 崎 59 無線施設整備

鹿 児 島 59 無線施設整備

成 田 59 無線施設整備

中 部 59 無線施設整備

関 西 59 無線施設整備

伊 丹 59 無線施設整備

秋 田 321 滑走路改良

青 森 411 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 314 滑走路改良

福 島 660 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

富 山 208 滑走路改良

佐 賀 509 滑走路改良、エプロン改良等

（北海道）

新 千 歳 1,371 誘導路新設、耐震対策、無線施設整備

稚 内 35 浸水対策

釧 路 320 照明施設整備

函 館 65 浸水対策

帯 広 150 誘導路改良

女 満 別 82 庁舎改修

（沖縄）

那 覇 60 無線施設整備

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港



令和３年度補正予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業] （単位：百万円）

区　　　　分 事業箇所数 船舶交通安全基盤整備事業

海上保安庁 0 2,127

第一管区海上保安本部 0 0

第二管区海上保安本部 0 0

第三管区海上保安本部 0 0

第四管区海上保安本部 0 0

第五管区海上保安本部 0 0

第六管区海上保安本部 0 0

第七管区海上保安本部 1 69

第八管区海上保安本部 0 0

第九管区海上保安本部 1 173

第十管区海上保安本部 1 800

第十一管区海上保安本部 0 0

合　　　　　　　　　計 3 3,170

補助事業はなし ※ 維持管理費については事業箇所数に計上していない。

※ 端数処理の関係で、合計額は内訳と一致しない。

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



管区 事業箇所名 事業箇所数

七 関門港船舶交通安全基盤整備事業 1

九 沢崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

十 鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1

合　　　　計 3



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（鹿児島県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

離島地域の生活を支援するみち
づくり

鹿児島県 191,520 

道路ネットワーク強化による地
域間交流の促進

鹿児島県 51,300 

242,820 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

鹿児島県における道路ストック
（舗装）の老朽化対策

鹿児島県 2,878,004 

安心・安全な暮らしを実現する
道路インフラ整備（防災・安
全）

鹿児島県 968,809 

道路の老朽化対策及び事前防
災・減災対策の推進と，生活空
間の安全確保による安心・安全
な地域づくり（防災・安全）

鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,指宿市,西之表市,
垂水市,日置市,霧島市,奄美市,姶良市,三島
村,十島村,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷
町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊
町,知名町,薩摩川内市,長島町,さつま町,屋
久島町

88,000 

離島地域の持続可能な経済社会
を支える港湾の安全・安心の確
保（防災・安全）（重点）

鹿児島県,西之表市,十島村,三島村 101,000 

安心・安全な県本土地域を形成
する港湾の整備（防災・安全）
(重点)

鹿児島県 88,000 

島内、各離島間、県本土・県際
間の連携強化により人・物が活
発に行き交う快適で活力ある奄
美地域の形成に資する港湾の老
朽化対策及び減災・防災対策の
推進（防災・安全）（重点）

鹿児島県,宇検村,瀬戸内町,和泊町 6,000 

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,喜界町,宇検村,瀬戸内
町,徳之島町,南さつま市,南九州市,日置市,
薩摩川内市,湧水町,出水市,霧島市,垂水市,
鹿屋市,十島村,指宿市,阿久根市,姶良市,龍
郷町

2,227,150 

【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）

鹿屋市,指宿市,薩摩川内市,霧島市 25,000 

【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）

鹿屋市,枕崎市,出水市,指宿市,薩摩川内市,
日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,大
崎町,さつま町,姶良市

22,000 



（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

快適で潤いのある生活環境形成
のための県立都市公園整備（防
災・安全）

鹿児島県 129,375 

鹿児島県における大規模盛土造
成地の耐震化の促進（防災・安
全）（重点計画）

鹿児島県,鹿児島市,霧島市,南さつま市,鹿
屋市,薩摩川内市,曽於市,南九州市

109,315 

鹿児島県住宅・住環境整備計画
鹿児島県全地域（第４期）（防
災・安全）

鹿児島県,鹿児島市,枕崎市,出水市,垂水市,
薩摩川内市,南さつま市,志布志市,南九州
市,さつま町,湧水町,南大隅町,中種子町,徳
之島町,天城町,霧島市,鹿屋市,阿久根市,指
宿市,日置市,曽於市,いちき串木野市,奄美
市,伊佐市,姶良市,長島町,大崎町,肝付町,
龍郷町,和泊町,与論町,南種子町,伊仙町

57,624 

かごしま市の公共下水道事業
防災・安全

鹿児島市 277,300 

鹿児島市における安全・快適な
公園づくり（防災・安全）

鹿児島市 7,500 

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）

鹿児島市 110,000 

出水市災害に強い安心・安全な
まちづくり整備事業（防災・安
全）

出水市 144,663 

7,239,740 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（鹿児島県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

奄美地域における道路ネット
ワークの形成による安心安全で
魅力ある「結い」の島づくり②

鹿児島県,奄美市 70,000 

道路ネットワーク強化による地
域間交流の促進

鹿児島県 17,100 

島内、各離島間、県本土・県際
間の連携強化により人・物が活
発に行き交う快適で活力ある奄
美地域の形成に資する港湾の整
備（地域活性化）

鹿児島県,瀬戸内町,喜界町 18,000 

快適で潤いのある生活環境形成
のための県立都市公園整備（２
期）

鹿児島県 15,000 

120,100 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

鹿児島県による子供の移動経路
等における交通安全対策の推進
（一般）（防災・安全）

鹿児島県 142,010 

鹿児島県による子供の移動経路
等における交通安全対策の推進
（奄美）（防災・安全）

鹿児島県 137,600 

鹿児島県における街路整備によ
る通学路の交通安全対策（防
災・安全）

鹿児島県 62,700 

鹿児島県による子供の移動経路
等における交通安全対策の推進
（離島）（防災・安全）

鹿児島県,屋久島町 24,624 

道路の老朽化対策及び事前防
災・減災対策の推進と，生活空
間の安全確保による安心・安全
な地域づくり（防災・安全）

鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,指宿市,西之表市,
垂水市,日置市,霧島市,奄美市,姶良市,三島
村,十島村,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷
町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊
町,知名町,薩摩川内市,長島町,さつま町,屋
久島町

22,400 

鹿児島市における通学路等の交
通安全確保による安心安全な地
域づくり（防災・安全）

鹿児島市 11,000 

出水市における通学路の交通安
全確保による安心・安全で暮ら
しやすい地域づくり（防災・安
全）

出水市 19,827 

指宿市役所周辺　安全・快適で
安心して暮らせるまちの創出
（防災・安全）（第２期）

指宿市 23,100 

日置市における通学路の交通安
全確保による安心・安全で暮ら
しやすい地域づくり（防災・安
全）

日置市 23,099 



（鹿児島県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

湯之元駅周辺における区画整理
による安心・安全なまちづくり
（防災・安全）

日置市 11,703 

姶良市の街路整備における通学
路の交通安全確保による安心安
全な地域づくり（防災・安全）

姶良市 29,700 

さつま町における通学路の交通
安全対策による安全・安心な歩
行空間の整備（防災・安全）

さつま町 4,766 

512,529 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


