
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月30日

計画の名称 安全安心な生活を支え防災・減災に資する道路整備（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 熊本県

計画の目標 熊本県内において、増大する様々な災害リスクに対し、緊急輸送道路や避難路を確保するため、

防災・減災対策の必要な道路の整備や交通事故減少に向けた対策及び通学路における歩道空間の整備・充実を図り、誰もが安全に安心して移動できる環境を実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               7,520  Ａ               7,520  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

H27当初 H29末 H31末

   1 県民が安全に安心して通行できる道路の安全道路率を0.0%（H27)から95.7%（H31)に改善。

安全に走行できる道路の割合（安全道路率（％））を算出する。 0% 95% 96%

安全道路率（％）＝Σ（改良済延長×交通量）／Σ（整備区間延長×交通量）×１００

   2 県民が安全に安心して歩行できる道路空間の整備率を0.0%（H27)から62.7%（H31)に改善。

道路（歩行）空間の改善効果を算出する。 0% 8% 63%

快適な道路空間の整備率（%）=Σ（整備延長）／Σ（計画通学路延長)

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 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 －

・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：78-A1-1～6,11,17

1 案件番号： 0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 都道府

県道

改築 (主)熊本大津線(豊岡工区

)

現道拡幅 合志市  ■          25 －

A01-002

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)原立門線(立門工区) 現道拡幅・法面対策 菊池市  ■  ■  ■         289 －

A01-003

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)二重峠菊池線(神鶴工

区)

現道拡幅 菊池市  ■          10 －

A01-004

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)日生野隈府線(上木庭

工区)

現道拡幅 菊池市  ■  ■  ■  ■         129 －

A01-005

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)柿原入佐線(下名連石

工区)

現道拡幅 山都町  ■          17 －

A01-006

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)中津道八代線(大門工

区)

現道拡幅・法面対策 八代市  ■  ■          38 －

1 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-007

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (一)湯出大口線(湯出工区

)

現道拡幅 水俣市  ■          22 －

A01-008

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (主)芦北坂本線(やびつ坂

工区)

現道拡幅 芦北町  ■          10 －

A01-009

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 (主)本渡牛深線(宮野河内

工区)

現道拡幅 天草市  ■  ■         132 －

A01-010

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 改築 (国)445号(早楠2拡幅) 現道拡幅 美里町  ■  ■          70 －

A01-011

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 改築 (国)388号(湯山峠工区) 現道拡幅 水上村  ■  ■         234 －

A01-012

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号(多武除2工区) 路側構造物修繕 球磨村  ■  ■  ■         248 策定済

A01-013

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)219号(山口工区) 路側構造物修繕 球磨村  ■  ■  ■         339 策定済

A01-014

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(二間戸2工区) 法面対策・現道拡幅 上天草市  ■  ■         124 策定済

2 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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 国道 改築 (国)445号(五家荘工区) 現道拡幅 八代市  ■  ■         285 －

A01-016

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 交安 (国)266号(松橋工区) 交差点改良 宇城市  ■          20 －

A01-017

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 改築 (国)445号(椎原工区) バイパス 八代市  ■           3 －

A01-018

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 改築 (国)445号(五家荘2工区) 現道拡幅 八代市  ■          30 －

A01-019

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号(蓍町橋) 耐震補強 嘉島町  ■  ■  ■         145 －

A01-020

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(金剛橋

)

耐震補強 八代市  ■  ■  ■         130 －

A01-021

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

)

耐震補強 八代市  ■  ■  ■         120 －

A01-022

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）)

耐震補強 嘉島町  ■  ■  ■          75 －

3 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-023

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）)

耐震補強 嘉島町  ■  ■  ■          75 －

A01-024

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)268号（第一奥構橋） 耐震補強 水俣市  ■  ■          40 －

A01-025

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)266号（本口橋） 耐震補強 上天草市  ■  ■          80 －

A01-026

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（砂川

大橋）

耐震補強 宇城市  ■  ■          60 －

A01-027

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（横江

大橋）

耐震補強 八代市  ■  ■         120 －

A01-028

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）

耐震補強 大津町  ■  ■         110 －

A01-029

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)268（第二奥構橋） 耐震補強 水俣市  ■  ■          50 －

4 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-030

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 国道 修繕 (国)389（天草西橋） 耐震補強 天草市  ■  ■          50 －

A01-031

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）都呂々宮地岳線（

涼松工区）

現道拡幅 苓北町  ■  ■          50 －

A01-032

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）上椎葉湯前線（江

代工区）

現道拡幅 水上村  ■  ■          50 －

A01-033

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）相良人吉線（尾崎

工区）

現道拡幅 山江村  ■  ■          50 －

A01-034

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）相良人吉線（初神

工区）

現道拡幅 相良村  ■  ■          90 －

A01-035

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）二重峠菊池線（日

生野工区）

現道拡幅 菊池市  ■  ■          50 －

A01-036

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）菊池赤水線（旭志

小原工区）

現道拡幅 菊池市  ■  ■          30 －

5 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-037

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）本渡下田線（半河

内工区）

現道拡幅 天草市  ■  ■          60 －

A01-038

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）小鶴原女木線（深

水工区）

現道拡幅 八代市  ■  ■         110 －

A01-039

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）小峰川内線（川野

工区）

現道拡幅 山都町  ■  ■          60 －

A01-040

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）大牟田南関線（久

重工区）

現道拡幅 南関町  ■  ■          80 －

A01-041

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）三本松甲佐線（畝

野工区）

現道拡幅 美里町  ■  ■          80 －

A01-042

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）中河間多良木線（

槻木工区）

現道拡幅 多良木町  ■  ■         110 －

6 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-043

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）松島馬場線（大山

工区）

現道拡幅 上天草市  ■  ■          70 －

A01-044

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）河内上津浦港線（

下津浦工区）

現道拡幅 天草市  ■  ■          70 －

A01-045

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）河内矢部線（麻山

工区）

現道拡幅 山都町  ■  ■          70 －

A01-046

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）瀬田熊本線（錦野

工区）

現道拡幅 大津町  ■  ■          60 －

A01-047

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）高森波野線（滝水

工区）

現道拡幅 阿蘇市  ■  ■         150 －

A01-048

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）引地本町線（本町

工区）

現道拡幅 天草市  ■  ■          90 －

7 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-049

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）五木湯前線（川内

工区）

現道拡幅 水上村  ■  ■         110 －

A01-050

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）小枝深水線（深田

西工区）

現道拡幅 あさぎり町  ■  ■         100 －

A01-051

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）氷川八代線（朴の

木工区）

現道拡幅 八代市  ■  ■         120 －

A01-052

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）大津西合志線（原

水工区）

現道拡幅 菊陽町  ■  ■         100 －

A01-053

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）原植木線（南田島

工区）

現道拡幅 菊池市  ■  ■         110 －

A01-054

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）郡浦網田線（網田

工区）

バイパス 宇城市  ■  ■         130 －

8 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-055

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）宮地岳本渡線（方

原工区）

現道拡幅 天草市  ■  ■         140 －

A01-056

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）竈門菰田山鹿線（

椿井工区）

現道拡幅 山鹿市  ■  ■         130 －

A01-057

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）部田見木葉線（斉

藤工区）

現道拡幅 玉名市  ■  ■         190 －

A01-058

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）和仁山鹿線（平小

城工区）

バイパス 山鹿市  ■  ■         190 －

A01-059

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）北里宮原線（北里

工区）

現道拡幅 小国町  ■  ■          80 －

A01-060

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）横野矢部線（葛原

工区）

現道拡幅 山都町  ■  ■          70 －

9 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-061

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）遠原渡線（三ヶ浦

工区）

現道拡幅 球磨村  ■  ■          30 －

A01-062

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）西の園中里線（中

里工区）

現道拡幅 湯前町  ■  ■          60 －

A01-063

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）五木湯前線（竹の

川工区）

現道拡幅 五木村  ■  ■          30 －

A01-064

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）高沢一勝地線（中

園工区）

現道拡幅 球磨村  ■  ■          30 －

A01-065

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）幸野染田線（浜川

工区）

現道拡幅 湯前町  ■  ■          30 －

A01-066

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）小鶴原女木線（小

鶴工区）

現道拡幅 五木村  ■  ■          50 －

10 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-067

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）越小場湯浦線（古

石工区）

現道拡幅 芦北町  ■  ■          86 －

A01-068

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）湯出大口線（頭石

工区）

現道拡幅 水俣市  ■  ■          40 －

A01-069

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）仏原高森線（仏原

工区）

現道拡幅 山都町  ■  ■          49 －

A01-070

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）笹倉久住線（産山

工区）

現道拡幅 産山村  ■  ■          28 －

A01-071

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）玉名植木線（原倉

工区）

現道拡幅 玉東町  ■  ■          69 －

A01-072

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）和仁山鹿線（東吉

地工区）

現道拡幅 和水町  ■  ■          33 －

11 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-073

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）囲砥用線（川越工

区）

現道拡幅 美里町  ■  ■          45 －

A01-074

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）満越城本線（中工

区）

現道拡幅 上天草市  ■  ■          45 －

A01-075

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）三本松甲佐線（甲

佐平工区）

現道拡幅 美里町  ■  ■          55 －

A01-076

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）氷川八代線（南工

区）

現道拡幅 八代市  ■  ■          40 －

A01-077

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）山鹿植木線（合里

工区）

現道拡幅 山鹿市  ■  ■          75 －

A01-078

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）日田鹿本線（矢谷

工区）

現道拡幅 山鹿市  ■  ■          55 －

12 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-079

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）人吉水俣線（古里

工区）

現道拡幅 水俣市  ■  ■          90 －

A01-080

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）芦北坂本線（横居

木工区）

現道拡幅 芦北町  ■  ■          50 －

A01-081

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）越小場湯浦線（久

木野工区）

現道拡幅 水俣市  ■  ■          58 －

A01-082

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）破木二見線（二見

工区）

現道拡幅 八代市  ■  ■         115 －

A01-083

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）深川津奈木線（染

竹工区）

現道拡幅 津奈木町  ■  ■         210 －

A01-084

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）津留柳線（野尻工

区）

現道拡幅 高森町  ■  ■         160 －

13 案件番号：  0000382896



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 H27 H28 H29 H30 H31 （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

A01-085

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）清和砥用線（目丸

工区）

現道拡幅 山都町  ■  ■          27 －

A01-086

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （主）矢部阿蘇公園線（

御所工区）

現道拡幅 山都町  ■  ■           7 －

A01-087

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（辛川

工区）

現道拡幅 菊陽町  ■  ■          33 －

A01-088

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）下浦馬場線（金焼

工区）

現道拡幅 天草市  ■  ■          20 －

A01-089

道路 一般 熊本県 直接 熊本県 都道府

県道

改築 （一）龍ヶ岳御所浦線（

御所浦町工区）

現道拡幅 天草市  ■  ■          20 －

 小計       7,520

合計       7,520

14 案件番号：  0000382896



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

熊本県土木部にて、事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000382896案件番号：

令和４年３月

熊本県ホームページにて記載

熊本県内において、増大する様々な災害リスクに対し、緊急輸送道路や避難路を確保するため、
防災・減災対策の必要な道路の整備や交通事故減少に向けた対策及び通学路における歩道空間の整備・充実を図った。

・計画期間内に完了しなかった事業については令和２年度以降の計画へ移行し、より一層の事業推進を図り、早期効果発現を目指す。                        
                        
                                                                



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

安全道路率（％）＝Σ（改良済延長×交通量）／Σ（整備区間延長×交通量）×１００

最　終
目標値

96%
効率的・効果的な事業展開により、目標値を上回ることができた。

最　終
99%

実績値

 2

快適な道路空間の整備率（%）=Σ（整備延長）／Σ（計画通学路延長)

最　終
目標値

63%
効率的・効果的な事業展開により、目標値を上回ることができた。

最　終
64%

実績値

1 案件番号：0000382896


