
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年12月23日

計画の名称 第２期　安心安全を実現する道路構造物の適確な維持管理の推進（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０２年度 (3年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 熊本県

計画の目標 老朽化が進む道路を的確に維持管理・更新し、次世代に引き継ぐため、引き続き、点検による健全度の把握と予防保全対策等を着実に実施するとともに、長寿命化を戦略的に進め、安心安全の実現を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              17,422  Ａ              17,422  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 H32末 H34末

   1 橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施された点検の結果、判定区分がⅡ又はⅢと診断された橋梁（橋長１５ｍ以上）に対する対策済橋梁の割合を100%（H34）に改善。

①橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施された点検の結果、判定区分がⅡ又はⅢと診断された橋梁（橋長１５ｍ以上）に対する対策済橋梁の割合を算出する。 0% 60% 100%

橋梁対策実施率（％）＝Σ（対策済橋梁数）／Σ（判定区分Ⅱ又はⅢの橋梁数：橋長１５ｍ以上）

   2 法定点検の結果に基づき、判定区分がⅢ又はⅣと診断されたトンネルに対する対策済トンネルの割合を100%（H34）に改善。

②法定点検の結果に基づき、判定区分がⅢ又はⅣと診断されたトンネルに対する対策済トンネルの割合を算出する。 24% 41% 100%

トンネル対策実施率（％）＝Σ（対策済トンネル数）　／　Σ（判定区分Ⅲ又はⅣのトンネル数）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

・有明圏域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業・八代市・氷川町定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業・熊本連携中枢都市圏ビジョンに基づき実施される要素事業

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 改築 (国)324号（知十橋） 老朽橋架替 上天草市  ■  ■         488 策定済

A01-002 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)辛川鹿本線（合志川

橋）

橋梁補修 菊池市  ■  ■  ■       1,050 策定済

A01-003 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)原植木線（伊坂橋） 橋梁補修 菊池市  ■         200 策定済

A01-004 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（新年禰橋） 橋梁補修 美里町  ■  ■  ■         206 策定済

A01-005 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（湖北橋） 橋梁補修 美里町  ■  ■  ■         201 策定済

A01-006 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)清和砥用線（柏川二

号橋）

橋梁補修 美里町  ■  ■          94 策定済

A01-007 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)小川嘉島線（下流橋

）

橋梁補修 宇城市  ■  ■  ■          50 策定済

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)501号（金比羅橋） 橋梁補修 玉名市  ■  ■  ■         130 策定済

A01-009 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)501号（菜切川橋） 橋梁耐震補強 長洲町  ■  ■  ■          50 策定済

A01-010 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)501号（新大浜橋） 橋梁耐震補強 玉名市  ■  ■  ■         240 策定済

A01-011 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)389号（市屋跨線橋側

道橋）

橋梁補修 荒尾市  ■  ■          50 策定済

A01-012 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)389号（本町橋１） 橋梁補修 長洲町  ■  ■          50 策定済

A01-013 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)熊本玉名線（実山跨

道橋）

橋梁耐震補強 玉名市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-014 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)熊本玉名線（霧ヶ丘

橋）

橋梁耐震補強 玉名市  ■  ■  ■         110 策定済

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-015 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)肥後伊倉停車場田崎

線（伊倉跨線橋）

橋梁補修 玉名市  ■  ■          50 策定済

A01-016 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)荒尾長洲線（長洲跨

線橋）

橋梁補修 長洲町  ■  ■          50 策定済

A01-017 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)津留鹿本線（小坂橋

）

橋梁補修 山鹿市  ■  ■          26 策定済

A01-018 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)津留鹿本線（小坂側

道橋）

橋梁補修 山鹿市  ■          17 策定済

A01-019 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)熊本山鹿自転車道（

藤井橋）

橋梁補修 山鹿市  ■           7 策定済

A01-020 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)325号（川辺一号橋） 橋梁補修 菊池市  ■  ■           5 策定済

A01-021 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)325号（川辺二号橋） 橋梁補修 菊池市  ■  ■           5 策定済

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-022 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)阿蘇公園菊池線（赤

石谷橋）

橋梁補修 菊池市  ■  ■          15 策定済

A01-023 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)阿蘇公園菊池線（念

仏橋）

橋梁補修 菊池市  ■  ■           5 策定済

A01-024 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号（池鶴橋１） 橋梁補修 小国町  ■  ■          13 策定済

A01-025 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号（簗瀬桟道橋） 橋梁補修 小国町  ■  ■          13 策定済

A01-026 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号（杖立両国橋） 橋梁補修 小国町  ■  ■          30 策定済

A01-027 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)325号（栃木橋１） 橋梁補修 南阿蘇村  ■  ■          13 策定済

A01-028 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)阿蘇公園下野線（下

野跨線橋）

橋梁補修 南阿蘇村  ■         150 策定済

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-029 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇一の宮線（今町

橋）

橋梁補修 阿蘇市  ■  ■          13 策定済

A01-030 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線（火の山

桟道橋）

橋梁補修 南阿蘇村  ■  ■          13 策定済

A01-031 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)南小国上津江線（市

原橋１）

橋梁補修 南小国町  ■  ■          13 策定済

A01-032 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（上司尾橋） 橋梁耐震補強 山都町  ■  ■  ■         130 策定済

A01-033 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（上島橋） 橋梁補修 嘉島町  ■  ■          10 策定済

A01-034 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（平野大橋） 橋梁補修 山都町  ■  ■         100 策定済

A01-035 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)清和高森線（宇谷橋

）

橋梁補修 山都町  ■  ■          10 策定済

5 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-036 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)小川嘉島線（森崎橋

左折橋）

橋梁補修 嘉島町  ■  ■          20 策定済

A01-037 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)小川嘉島線（森崎橋

）

橋梁補修 嘉島町  ■  ■          40 策定済

A01-038 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)小川嘉島線（森崎橋

側道橋）

橋梁補修 嘉島町  ■  ■          10 策定済

A01-039 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)熊本益城大津線（鉄

砂川橋）

橋梁補修 益城町  ■          18 策定済

A01-040 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)矢部阿蘇公園線（鶴

の舞橋）

橋梁補修 山都町  ■  ■          10 策定済

A01-041 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)坂本人吉線（川口橋

１）

橋梁補修 八代市  ■  ■          50 策定済

6 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-042 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)樅木河合場線（第四

号橋）

橋梁補修 八代市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-043 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡線（植柳橋） 橋梁補修 八代市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-044 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡線（植柳橋上

流側道）

橋梁補修 八代市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-045 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡線（植柳橋下

流側道）

橋梁補修 八代市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-046 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)人吉水俣線（久木野

第一大川橋）

橋梁補修 水俣市  ■  ■          18 策定済

A01-047 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)芦北球磨線（才木橋

）

橋梁補修 芦北町  ■  ■           7 策定済

7 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-048 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)越小場湯浦線（桜川

橋）

橋梁補修 芦北町  ■  ■           5 策定済

A01-049 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)一勝地神瀬線（漆口

橋）

橋梁補修 芦北町  ■  ■           8 策定済

A01-050 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)古石天月線（葛俣橋

）

橋梁補修 芦北町  ■  ■          20 策定済

A01-051 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号（上蔀１号橋） 橋梁耐震補強 球磨村  ■  ■  ■         140 策定済

A01-052 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号（上蔀２号橋） 橋梁耐震補強 球磨村  ■  ■  ■         140 策定済

A01-053 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号（観峯橋） 橋梁補修 湯前町  ■  ■          45 策定済

A01-054 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)388号（大提灯橋） 橋梁補修 水上村  ■  ■          90 策定済

A01-055 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号（第１大瀬橋） 橋梁補修 球磨村  ■  ■           7 策定済

8 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-056 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)221号（謝恩橋） 橋梁補修 人吉市  ■  ■          65 策定済

A01-057 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (主)錦湯前線（堂山橋） 橋梁補修 多良木町  ■  ■          90 策定済

A01-058 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)上椎葉湯前線（松ケ

野橋）

橋梁補修 水上村  ■  ■          10 策定済

A01-059 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)上椎葉湯前線（扇原

橋）

橋梁補修 水上村  ■  ■           5 策定済

A01-060 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)相良人吉線（湯原橋

）

橋梁補修 山江村  ■  ■          20 策定済

A01-061 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)相良人吉線（日向瀬

橋）

橋梁補修 山江村  ■  ■          10 策定済

A01-062 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)相良人吉線（田代橋

１）

橋梁補修 相良村  ■          10 策定済

9 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-063 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)坂本人吉線（神園橋

２）

橋梁補修 山江村  ■  ■          10 策定済

A01-064 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)坂本人吉線（大河内

橋１）

橋梁補修 山江村  ■  ■          10 策定済

A01-065 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（野添橋２） 橋梁補修 天草市  ■  ■          18 策定済

A01-066 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)324号（五反田橋２） 橋梁補修 天草市  ■           5 策定済

A01-067 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)324号（第二洲添橋） 橋梁補修 天草市  ■           5 策定済

A01-068 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)324号（下浜田橋） 橋梁補修 天草市  ■          12 策定済

A01-069 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（主留橋） 橋梁補修 天草市  ■  ■          10 策定済

A01-070 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（第一主留橋） 橋梁補修 天草市  ■  ■          10 策定済

10 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-071 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（第三主留橋） 橋梁補修 天草市  ■  ■          10 策定済

A01-072 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡苓北線（新野見

田橋）

橋梁補修 苓北町  ■  ■          15 策定済

A01-073 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡苓北線（福岡橋

）

橋梁補修 天草市  ■  ■          15 策定済

A01-074 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)有明倉岳線（名桐大

橋）

橋梁補修 天草市  ■          10 策定済

A01-075 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

点検調

査

(主)橋梁長寿命化修繕計

画（県内全域県道）

橋梁長寿命化修繕計画点検・

計画改定

県内全域  ■  ■  ■       1,182 策定済

A01-076 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 点検調

査

(国)橋梁長寿命化修繕計

画（県内全域国道）

橋梁長寿命化修繕計画点検・

計画改定

県内全域  ■  ■  ■       1,282 策定済

A01-077 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号（横谷トンネル

）

トンネル本体補修 湯前町  ■  ■  ■         160 策定済

11 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-078 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 点検調

査

(国)221号ほか14路線（加

久藤トンネルほか97トン

ネル）

トンネル定期点検 県内全域  ■  ■  ■         393 策定済

A01-079 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

点検調

査

(主)熊本高森線ほか31路

線（俵山トンネルほか54

トンネル）

トンネル定期点検 県内全域  ■  ■  ■         200 策定済

A01-080 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266ほか2路線（栖本

トンネルほか9トンネル）

トンネル本体補修 天草管内  ■         110 策定済

A01-081 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 点検調

査

(国)325号ほか6路線（門

型標識等16基）

門型標識等定期点検 県内全域  ■           9 策定済

A01-082 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)清和砥用線（清水隧

道）

トンネル本体補修 美里町  ■  ■          10 策定済

A01-083 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（山屋隧道） トンネル本体補修 山都町  ■  ■          30 策定済

12 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-084 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)鯛生菊池線（中山ト

ンネル）

トンネル本体補修 菊池市  ■           4 策定済

A01-085 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)鯛生菊池線（立花ト

ンネル）

トンネル本体補修 菊池市  ■           8 策定済

A01-086 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号（馬場隧道） トンネル本体補修 南小国町  ■  ■          35 策定済

A01-087 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 点検調

査

(国)シェッド・大型カル

バート定期点検（県内全

域）

シェッド・大型カルバート定

期点検

県内全域  ■          24 策定済

A01-088 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

点検調

査

(主)シェッド・大型カル

バート定期点検（県内全

域）

シェッド・大型カルバート定

期点検

県内全域  ■           6 策定済

A01-089 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)稲佐津留玉名線（玉

名橋）

橋梁補修 玉名市  ■  ■          85 策定済

13 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-090 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)稲佐津留玉名線（玉

名橋側道橋）

橋梁補修 玉名市  ■  ■          10 策定済

A01-091 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)山鹿植木線（薯蕷橋

）

橋梁補修 山鹿市  ■           4 策定済

A01-092 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)住吉熊本線（弓削立

体橋）

橋梁補修 菊陽町  ■          40 策定済

A01-093 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)325号（大津一号橋） 橋梁補修 大津町  ■          20 策定済

A01-094 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)辛川鹿本線（津白橋

側道橋）

橋梁補修 菊陽町  ■           4 策定済

A01-095 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線（若林橋

）

橋梁補修 南阿蘇村  ■          20 策定済

A01-096 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線（郷ヶ谷

橋）

橋梁補修 南阿蘇村  ■           7 策定済

14 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-097 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線（御竈橋

）

橋梁補修 南阿蘇村  ■  ■          20 策定済

A01-098 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)南小国波野線（有馬

ヶ淵橋）

橋梁補修 産山村  ■          10 策定済

A01-099 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（聖橋） 橋梁補修 山都町   ■  ■          50 策定済

A01-100 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)堂園小森線（堂園橋

）

橋梁補修 益城町   ■  ■          22 策定済

A01-101 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（葉桜橋） 橋梁補修 八代市   ■  ■          35 策定済

A01-102 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)小川八代線（追分橋

）

橋梁補修 八代市   ■  ■          35 策定済

A01-103 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)球磨田浦線（吉尾橋

側道橋）

橋梁補修 芦北町   ■           3 策定済

15 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-104 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (主)水俣田浦線（栄橋） 橋梁補修 津奈木町

        

 ■  ■  ■         250 策定済

A01-105 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)221号（銀河橋） 橋梁補修 人吉市   ■  ■  ■          70 策定済

A01-106 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)221号（日輪橋） 橋梁補修 人吉市   ■  ■  ■          70 策定済

A01-107 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)324号（大楠１号橋） 橋梁補修 天草市   ■          15 策定済

A01-108 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)324号（港大橋） 橋梁補修 天草市   ■           8 策定済

A01-109 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

点検 (一)平山荒尾線ほか5路線

（門型標識等7基）

門型標識等定期点検 県内全域

        

 ■           6 策定済

A01-110 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線（火の山

トンネル）

トンネル本体補修 南阿蘇村

        

 ■  ■           6 策定済

16 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-111 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)天瀬阿蘇線（志屋隧

道）

トンネル本体補修 小国町   ■           6 策定済

A01-112 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)天瀬阿蘇線（浅瀬隧

道）

トンネル本体補修 小国町   ■  ■          35 策定済

A01-113 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号（梁瀬第二隧道

）

トンネル本体補修 小国町   ■  ■          35 策定済

A01-114 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)387号（七曲トンネル

）

トンネル本体補修 小国町   ■  ■          40 策定済

A01-115 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)387号（石尾トンネル

）

トンネル本体補修 小国町   ■  ■          15 策定済

A01-116 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)笹倉久住線（山鹿隧

道）

トンネル本体補修 産山村   ■  ■          22 策定済

17 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-117 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（牧野トンネル

）

トンネル本体補修 山都町   ■  ■          30 策定済

A01-118 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)265号（笹尾トンネル

）

トンネル本体補修 山都町   ■  ■          30 策定済

A01-119 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（七滝トンネル

）

トンネル本体補修 御船町   ■  ■          30 策定済

A01-120 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（川内トンネル

）

トンネル本体補修 山都町  ■  ■          25 策定済

A01-121 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡下田線ほか2路線

（下田トンネルほか2トン

ネル）

トンネル本体補修 天草管内  ■          60 策定済

A01-122 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）218号（霊台橋） 橋梁補修 美里町  ■  ■  ■         300 策定済

18 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-123 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代不知火線(新五丁

橋)

橋梁補修・耐震補強 宇城市  ■  ■         130 策定済

A01-124 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡宇土線(松橋跨

線橋側道橋)

橋梁補修・耐震補強 宇城市  ■  ■         140 策定済

A01-125 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)大牟田南関線(関村大

橋)

橋梁補修 南関町  ■  ■         110 策定済

A01-126 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)玉名山鹿線(諏訪ノ原

橋)

橋梁補修 和水町  ■  ■          60 策定済

A01-127 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)荒尾南関線(第二草村

橋)

橋梁補修 南関町  ■  ■          30 策定済

A01-128 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)大牟田南関線(南関大

橋)

橋梁補修 南関町  ■  ■          30 策定済

A01-129 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)389号(市屋跨線橋) 橋梁補修 荒尾市  ■  ■          20 策定済

19 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-130 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)日田鹿本線(若宮橋（

跨道）)

橋梁補修 山鹿市  ■  ■          10 策定済

A01-131 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)田底鹿本線(分田橋) 橋梁補修 山鹿市  ■  ■          20 策定済

A01-132 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)日田鹿本線(丸岩橋１

)

橋梁補修 山鹿市  ■          12 策定済

A01-133 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)和仁山鹿線(金山橋２

)

橋梁補修 山鹿市  ■  ■          10 策定済

A01-134 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)325号(梶屋橋) 橋梁補修 山鹿市  ■  ■          25 策定済

A01-135 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)玉名山鹿線(子安橋) 橋梁補修 山鹿市  ■  ■          24 策定済

A01-136 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)畑中山鹿線(吉田橋１

)

橋梁補修 山鹿市  ■  ■          20 策定済

20 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-137 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)玉名山鹿線(山鹿大堰

橋)

橋梁補修 山鹿市  ■  ■          10 策定済

A01-138 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)387号(泗水橋) 橋梁補修 菊池市  ■  ■         100 策定済

A01-139 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)山西大津線(森橋) 橋梁補修 大津町  ■  ■          15 策定済

A01-140 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)原立門線(第五楮畑橋

)

橋梁補修 菊池市  ■  ■          10 策定済

A01-141 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)熊本菊池線(田島橋) 橋梁補修 菊池市  ■  ■          10 策定済

A01-142 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)325号(水次橋) 橋梁補修 菊池市  ■  ■          10 策定済

A01-143 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)325号(水次橋(側道橋

))

橋梁補修 菊池市  ■  ■          10 策定済

21 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-144 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)熊本益城大津線(空港

大橋)

橋梁補修・耐震補強 大津町  ■  ■  ■         360 策定済

A01-145 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)南田島豊田線(佐野橋

)

橋梁補修 菊池市  ■  ■          10 策定済

A01-146 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号(大観峰橋１) 橋梁補修 阿蘇市  ■  ■          43 策定済

A01-147 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号(巡渕橋) 橋梁補修 南小国町  ■  ■          32 策定済

A01-148 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号(新宮橋) 橋梁補修 阿蘇市  ■  ■          16 策定済

A01-149 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)265号(公園橋) 橋梁補修 高森町  ■  ■          22 策定済

A01-150 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)高森波野線(黒岩橋) 橋梁補修 高森町  ■  ■          32 策定済

22 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-151 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線(小屋場橋

)

橋梁補修 南阿蘇村  ■  ■          43 策定済

A01-152 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)満願寺黒川線(瀧の上

橋)

橋梁補修 南小国町  ■  ■          20 策定済

A01-153 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)高森波野線(轟大橋) 橋梁補修 阿蘇市  ■  ■          43 策定済

A01-154 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線(山上大橋

)

橋梁補修 南阿蘇村  ■  ■          10 策定済

A01-155 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇吉田線(夫婦岩橋

)

橋梁補修 南阿蘇村  ■  ■          15 策定済

A01-156 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)阿蘇公園菊池線(浦谷

橋)

橋梁補修 阿蘇市  ■          21 策定済

A01-157 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号(湯の原橋) 橋梁補修 小国町  ■  ■          43 策定済

23 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-158 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)南小国波野線(第一小

原橋)

橋梁補修 南小国町  ■          12 策定済

A01-159 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212号(内牧橋２) 橋梁補修・耐震補強 阿蘇市  ■  ■         130 策定済

A01-160 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)別府一の宮線(第2古

城橋)

橋梁補修・耐震補強 阿蘇市  ■  ■         160 策定済

A01-161 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)阿蘇一の宮線(道尻橋

)

橋梁補修 阿蘇市  ■  ■          15 策定済

A01-162 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号(上の川橋) 橋梁補修 山都町  ■          20 策定済

A01-163 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号(極済橋) 橋梁補修 山都町  ■  ■          35 策定済

A01-164 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号(下平野橋) 橋梁補修 山都町  ■  ■          20 策定済

A01-165 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号(新仏原橋) 橋梁補修 山都町  ■  ■          30 策定済

24 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-166 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号(上鶴橋) 橋梁補修 山都町  ■  ■          30 策定済

A01-167 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号(八窪橋) 橋梁補修 山都町  ■  ■          15 策定済

A01-168 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)265号(北園橋) 橋梁補修 山都町  ■  ■          15 策定済

A01-169 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)265号(今村橋３) 橋梁補修 山都町  ■  ■          20 策定済

A01-170 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)443号(妙見橋２) 橋梁補修 御船町  ■  ■          20 策定済

A01-171 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)443号(岩鼻橋) 橋梁補修 甲佐町  ■  ■          10 策定済

A01-172 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)六嘉秋津新町線(笈の

瀬橋)

橋梁補修 嘉島町  ■  ■          40 策定済

A01-173 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)清和砥用線(鶴ヶ渕橋

)

橋梁補修 山都町  ■  ■          15 策定済

25 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-174 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(蓍町橋) 橋梁補修・耐震補強 嘉島町  ■  ■  ■         200 策定済

A01-175 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(鯰避溢橋上り) 橋梁補修・耐震補強 嘉島町  ■  ■         470 策定済

A01-176 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(鯰避溢橋下り) 橋梁補修・耐震補強 嘉島町  ■  ■         470 策定済

A01-177 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号(新萩原橋) 橋梁補修 八代市  ■          23 策定済

A01-178 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代不知火線(氷川大

橋)

橋梁補修 八代市  ■  ■         100 策定済

A01-179 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡宇土線(第二鏡

村橋)

橋梁補修 八代市  ■  ■          30 策定済

A01-180 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)坂本人吉線(早水橋) 橋梁補修 八代市  ■  ■          15 策定済

26 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-181 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡線(第一宝出橋

)

橋梁補修 八代市  ■  ■          15 策定済

A01-182 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代港線(井上跨線橋

(上り線))

橋梁補修 八代市  ■  ■          30 策定済

A01-183 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代港線(井上跨線橋

(下り線))

橋梁補修 八代市  ■  ■          30 策定済

A01-184 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)宮原五木線(大通3号

橋)

橋梁補修 八代市  ■  ■          30 策定済

A01-185 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡宇土線(新大村

橋)

橋梁補修 八代市  ■  ■          30 策定済

A01-186 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)大牟田大鞘八代港線(

昭和新開橋)

橋梁補修 八代市  ■  ■          30 策定済

A01-187 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号(第二小谷橋) 橋梁補修 八代市  ■          10 策定済

27 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-188 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代不知火線(南川橋

)

橋梁補修・耐震補強 八代市  ■  ■         170 策定済

A01-189 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代不知火線(野崎江

北橋)

橋梁補修 八代市  ■  ■          20 策定済

A01-190 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代不知火線(野崎江

北橋(歩道部))

橋梁補修 八代市  ■  ■          10 策定済

A01-191 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)芦北坂本線(大岩橋) 橋梁補修 芦北町  ■  ■          20 策定済

A01-192 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)芦北球磨線(大野大橋

)

橋梁補修 芦北町  ■          10 策定済

A01-193 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)水俣田浦線(茜橋) 橋梁補修 津奈木町  ■  ■          10 策定済

A01-194 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号(新万江川橋) 橋梁補修・耐震補強 人吉市  ■  ■  ■          60 策定済

28 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-195 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号(観音橋２) 橋梁補修 湯前町  ■  ■          50 策定済

A01-196 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)高沢一勝地線(球磨橋

)

橋梁補修 球磨村  ■  ■          26 策定済

A01-197 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)坂本人吉線(新六沢橋

)

橋梁補修 山江村  ■  ■          40 策定済

A01-198 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)湯前人吉自転車道線(

牛島第一橋)

橋梁補修 多良木町  ■           5 策定済

A01-199 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)中河間多良木線(平谷

橋１)

橋梁補修 多良木町  ■           5 策定済

A01-200 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)中河間多良木線(尻無

橋)

橋梁補修 多良木町  ■          10 策定済

A01-201 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)五木湯前線(下広瀬橋

)

橋梁補修 水上村  ■  ■          55 策定済

29 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-202 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)上椎葉湯前線(歳蔵橋

)

橋梁補修 水上村  ■  ■           5 策定済

A01-203 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(天草瀬戸大橋) 橋梁補修 天草市  ■  ■  ■         300 策定済

A01-204 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(大矢野橋１) 橋梁補修 上天草市  ■  ■          34 策定済

A01-205 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡牛深線(山の浦橋

)

橋梁補修 天草市  ■  ■          15 策定済

A01-206 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡五和線(君ヶ水橋

)

橋梁補修 天草市  ■  ■          20 策定済

A01-207 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡牛深線(中田一号

橋)

橋梁補修 天草市  ■  ■          15 策定済

A01-208 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)324号(今泉跨道橋) 橋梁補修 上天草市  ■           8 策定済

30 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-209 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)389号(妙見ヶ浦橋) 橋梁補修 天草市  ■          20 策定済

A01-210 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡下田線(広渡瀬橋

)

橋梁補修 天草市  ■          25 策定済

A01-211 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)牛深天草線(亀浦橋) 橋梁補修 天草市  ■          25 策定済

A01-212 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)満越城本線(柳橋１) 橋梁補修 上天草市  ■          25 策定済

A01-213 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(第二早浦橋) 橋梁補修 天草市  ■  ■          15 策定済

A01-214 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡牛深線(流合橋２

)

橋梁補修 天草市  ■  ■          15 策定済

A01-215 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）443（尾園隧道） トンネル本体補修 八代市  ■          40 策定済

31 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-216 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）坂本人吉線（木折

隧道）

トンネル本体補修 八代市  ■           2 策定済

A01-217 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）442（黒川トンネル

）

トンネル本体補修 南小国町  ■          26 策定済

A01-218 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 計画調

査

トンネル等長寿命化計画 計画 県内全域  ■          30 策定済

A01-219 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）265（高森6号トン

ネル）

トンネル本体補修 高森町  ■          14 策定済

A01-220 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）265（高森7号トン

ネル）

トンネル本体補修 高森町  ■          14 策定済

A01-221 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）265（高森8号トン

ネル）

トンネル本体補修 高森町  ■          14 策定済

32 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-222 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）265（高森9号トン

ネル）

トンネル本体補修 高森町  ■          14 策定済

A01-223 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）442（波居原トンネ

ル）

トンネル本体補修 南小国町  ■          12 策定済

A01-224 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）442（奥黒川トンネ

ル）

トンネル本体補修 南小国町  ■          12 策定済

A01-225 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）443（古屋敷トンネ

ル）

トンネル本体補修 八代市  ■           6 策定済

A01-226 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）445（平家トンネル

）

トンネル本体補修 八代市  ■           2 策定済

A01-227 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）宮原五木線（大通

トンネル）

トンネル本体補修 八代市  ■           4 策定済

33 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-228 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）445（上荒地トンネ

ル）

トンネル本体補修 五木村  ■          10 策定済

A01-229 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）445（下谷トンネル

）

トンネル本体補修 五木村  ■          20 策定済

A01-230 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）266（道目木トンネ

ル）

トンネル本体補修 天草市  ■          80 策定済

A01-231 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）266（阿村トンネル

）

トンネル本体補修 上天草市  ■          50 策定済

A01-232 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）266（大矢野トンネ

ル）

トンネル本体補修 上天草市  ■          10 策定済

A01-233 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）389（桑ノ木隧道） トンネル本体補修 天草市  ■          24 策定済

A01-234 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）389（唐崎トンネル

）

トンネル本体補修 天草市  ■          30 策定済

34 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-235 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）本渡下田線（菅の

原トンネル）

トンネル本体補修 天草市  ■  ■          36 策定済

A01-236 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）牛深天草線（牛深

トンネル）

トンネル本体補修 天草市  ■  ■          16 策定済

A01-237 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （一）大多尾新合線（大

多尾隧道）

トンネル本体補修 天草市  ■  ■          16 策定済

A01-238 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）本渡下田線（下田

トンネル）

トンネル本体補修 天草市  ■  ■          10 策定済

A01-239 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （一）姫戸港教良木線（

二弁当トンネル）

トンネル本体補修 上天草市  ■  ■          10 策定済

A01-240 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （一）龍ヶ岳御所浦線（

御所浦トンネル）

トンネル本体補修 天草市  ■  ■          10 策定済

35 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-241 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）牛深天草線（魚貫

隧道）

トンネル本体補修 天草市  ■  ■          10 策定済

A01-242 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）212（梁瀬第一隧道

）

トンネル本体補修 小国町  ■          30 策定済

A01-243 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）387（杉ノ平トンネ

ル）

トンネル本体補修 小国町  ■          20 策定済

A01-244 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）熊本高森線（俵山

トンネル）

トンネル本体補修 西原村  ■  ■          30 策定済

A01-245 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 （主）熊本高森線（南阿

蘇トンネル）

トンネル本体補修 南阿蘇村  ■  ■          30 策定済

A01-246 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 （国）445（五家荘トンネ

ル）

トンネル本体補修 八代市  ■           2 策定済

A01-247 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（里の浦橋） 橋梁補修 宇城市  ■  ■          60 策定済

36 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-248 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（年禰橋（石橋

））

橋梁補修 美里町  ■  ■          60 策定済

A01-249 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)324号（二江大橋） 橋梁補修 天草市  ■  ■         110 策定済

A01-250 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（藤田橋１） 橋梁補修 相良村  ■  ■         200 策定済

A01-251 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)鯛生菊池線（鶴ノ羽

橋）

橋梁補修 菊池市  ■  ■          50 策定済

A01-252 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)清和砥用線（第一目

丸橋）

橋梁補修 山都町  ■  ■          40 策定済

A01-253 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（松川橋） 橋梁補修 宇城市  ■  ■          60 策定済

A01-254 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)221号（昇雲橋） 橋梁補修 人吉市  ■  ■         200 策定済

A01-255 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)265号（高森大橋） 橋梁補修 高森町  ■  ■         200 策定済

37 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-256 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（荒瀬谷橋） 橋梁補修 相良村  ■  ■          50 策定済

A01-257 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)山鹿植木線（城ヶ鼻

橋）

橋梁補修 山鹿市  ■  ■          30 策定済

A01-258 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)小川泉線（柿迫二号

橋）

橋梁補修 八代市  ■  ■          20 策定済

A01-259 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)小鶴原女木線（第一

俣江橋）

橋梁補修 八代市  ■  ■          10 策定済

A01-260 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡線（入江橋１

）

橋梁補修 八代市  ■  ■          20 策定済

A01-261 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)球磨田浦線（神瀬橋

）

橋梁補修 芦北町  ■  ■          30 策定済

A01-262 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)267号（大塚橋２） 橋梁補修 人吉市  ■  ■          50 策定済

38 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-263 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)388号（関山橋） 橋梁補修 水上村  ■  ■          40 策定済

A01-264 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（阿村一号橋） 橋梁補修 上天草市  ■  ■          70 策定済

A01-265 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)268号（境谷橋（側道

橋））

橋梁補修 水俣市  ■  ■          22 策定済

A01-266 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)芦北球磨線（塩浸二

号橋）

橋梁補修 芦北町  ■  ■          25 策定済

A01-267 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)水俣田浦線（曙橋） 橋梁補修 津奈木町  ■  ■           3 策定済

A01-268 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)水俣出水線（御手洗

橋２）

橋梁補修 水俣市  ■  ■          21 策定済

A01-269 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)八代鏡宇土線（砂川

橋側道橋）

橋梁補修 宇城市  ■  ■          50 策定済

39 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-270 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)中小野浦川内線（有

間田橋）

橋梁補修 宇城市  ■  ■          15 策定済

A01-271 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)八代不知火線（豊崎

橋２）

橋梁補修 宇城市  ■  ■          15 策定済

A01-272 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)辛川鹿本線（みらい

大橋）

橋梁補修 菊陽町  ■  ■          65 策定済

A01-273 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)218号（蘇陽橋） 橋梁補修 山都町  ■  ■         135 策定済

A01-274 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（滑川橋１） 橋梁補修 山都町  ■  ■          15 策定済

A01-275 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (一)仏原高森線（開拓橋

）

橋梁補修 山都町  ■  ■          15 策定済

A01-276 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)501号（宮崎橋１） 橋梁補修 長洲町  ■  ■          20 策定済

40 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-277 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)山鹿植木線（吐合橋

１）

橋梁補修 山鹿市  ■  ■          14 策定済

A01-278 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号（水無川橋） 橋梁補修 錦町  ■  ■          50 策定済

A01-279 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)221号（常盤橋） 橋梁補修 人吉市  ■  ■          67 策定済

A01-280 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)221号（朝霧橋） 橋梁補修 人吉市  ■  ■          20 策定済

A01-281 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（第２野々脇橋

）

橋梁補修 五木村  ■  ■          18 策定済

A01-282 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)445号（小浜２号橋） 橋梁補修 五木村  ■          18 策定済

A01-283 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)小川嘉島線（門型標

識）

門型標識等補修 嘉島町  ■  ■          20 策定済

41 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-284 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)本渡下田線（本渡下

田線ロックシェッド）

ロックシェッド補修 天草市  ■  ■          40 策定済

A01-285 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219（那良の瀬洞門） ロックシェッド補修 球磨村  ■  ■          40 策定済

A01-286 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219（蔀洞門） ロックシェッド補修 球磨村  ■  ■         120 策定済

A01-287 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)小川泉線（笹越隧道

）

トンネル本体補修 八代市  ■  ■         100 策定済

A01-288 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266（道目木トンネル

）

トンネル本体補修 天草市  ■  ■         125 策定済

A01-289 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)212（梁瀬第二隧道） トンネル本体補修 小国町  ■  ■          55 策定済

A01-290 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)天瀬阿蘇線（浅瀬隧

道）

トンネル本体補修 小国町  ■  ■          55 策定済

42 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-291 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)熊本高森線（俵山ト

ンネル）

トンネル本体補修 西原村  ■  ■          40 策定済

A01-292 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)443（古屋敷トンネル

）

トンネル本体補修 八代市  ■  ■           6 策定済

A01-293 道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

修繕 (主)宮原五木線（大通ト

ンネル）

トンネル本体補修 八代市  ■  ■           4 策定済

 小計      17,422

合計      17,422

43 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30 H31 R02

配分額 (a)                   1,745                   2,528                     269

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,745                   2,528                     269

前年度からの繰越額 (d)                       0                   1,075                   1,471

支払済額 (e)                     670                   2,132                   1,473

翌年度繰越額 (f)                   1,075                   1,471                     267

うち未契約繰越額(g)                      72                       0                     229

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    4.12                       0                   13.16

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

令和２年７月豪雨の発生に

より、災害復旧工事等が優

先となり、繰越が生じた

1 案件番号： 


