
熊本　直轄　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 熊本県
直轄海岸保全施設整
備事業

玉名横島 23,000
堤体工L=10.2km
排水樋門6ヶ所
排水機場3ヶ所ほか

4.46 400                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画



熊本　補助　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 熊本県 宇城市
農業競争力強化基盤整備
事業

豊川南部 2,536         1.04           100                    

2 熊本県 玉名市
農業競争力強化基盤整備
事業

烏帽子 1,370         1.01           10                      

3 熊本県 多良木町
農業競争力強化基盤整備
事業

多良木第一 1,333         1.07           5                        

4 熊本県 大津町
農業競争力強化基盤整備
事業

迫井手 1,380         1.20           40                      

5 熊本県 熊本市
農業競争力強化基盤整備
事業

小島 2,945         1.37           70                      

6 熊本県 南阿蘇村
農業競争力強化基盤整備
事業

両併西部 970            - 14                      

7 熊本県 阿蘇市
農業競争力強化基盤整備
事業

第四阿蘇 1,116         1.08           40                      

8 熊本県 嘉島町
農業競争力強化基盤整備
事業

高田堰 792            - 170                    

9 熊本県 山鹿市
農業競争力強化基盤整備
事業

長坂 693            - 130                    

10 熊本県 熊本市 農業基盤整備促進事業 南田尻 15             - 15                      事業着手

11 熊本県 熊本市 農業基盤整備促進事業 植木 12             - 12                      事業着手

12 熊本県 宇土市 農業基盤整備促進事業 宇土２ 25             - 25                      事業着手

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



熊本　補助　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

13 熊本県 荒尾市 農業基盤整備促進事業 荒尾２ 126            - 126                    事業着手

14 熊本県 菊池市 農業基盤整備促進事業 菊池 6               - 6                        事業着手

15 熊本県 阿蘇市 農業基盤整備促進事業 阿蘇 105            - 105                    事業着手

16 熊本県 八代市 農業基盤整備促進事業 八代平野 96             - 96                      事業着手

17 熊本県 苓北町 農業基盤整備促進事業 苓北 20             - 20                      事業着手

18 熊本県 天草市 地すべり対策事業 棚底 120            - 10                      

19 熊本県 宇城市
震災対策農業水利施設整
備事業

浦川内 213            - 36                      

20 熊本県 山都町
震災対策農業水利施設整
備事業

郷野原 228            - 53                      

21 熊本県

熊本市、玉名
市、山鹿市、
菊池市、宇城
市、美里町、
益城町、あさ
ぎり町、苓北
町

農村地域防災減災事業 熊本（1） 14,310        1.04           676                    

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費



熊本　補助　 - 3

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

22 熊本県
熊本市、玉名
市

農村地域防災減災事業 熊本（２） 807            - 55                      事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。



熊本　補助　 - 4

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

23 熊本県 益城町 復旧治山事業 福原 200            - 23                      

24 熊本県 小国町 復旧治山事業 下城 127            - 53                      事業着手

25 熊本県 津奈木町 復旧治山事業 岩城ほか 137            - 44                      

26 熊本県 八代市 復旧治山事業
泉町久連子カキシャ
ボ

92             - 92                      事業着手

27 熊本県 八代市 復旧治山事業 坂本町鮎帰 87             - 87                      事業着手

28 熊本県 五木村 復旧治山事業 上荒地 153            - 27                      

29 熊本県 五木村 復旧治山事業 東 113            - 57                      

30 熊本県 八代市 復旧治山事業 下鶴 74             - 41                      事業着手

31 熊本県 八代市 復旧治山事業 ナカザキ 122            - 35                      事業着手

32 熊本県 山江村 復旧治山事業 水無 86             - 64                      

33 熊本県 菊池市 水源森林再生対策事業 鳥越ほか 927            - 130                    

34 熊本県 八代市 水源森林再生対策事業 泉町樅木ほか 979            - 160                    

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



熊本　補助　 - 5

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

35 熊本県 五木村 水源森林再生対策事業 五木東部 934            - 187                    

36 熊本県 西原村
奥地保安林保全緊急対策
事業

宮山 129            - 59                      事業着手

37 熊本県 上天草市 防災林造成事業 御手水ほか 5               - 5                        事業着手

38 熊本県 多良木町 保安林緊急改良事業 湯原 20             - 20                      事業着手

39 熊本県 水上村 保安林緊急改良事業 津野 10             - 10                      事業着手

40 熊本県 あさぎり町 保安林緊急改良事業 ユルサ 21             - 21                      事業着手

41 熊本県 あさぎり町 保安林緊急改良事業 大平 26             - 26                      事業着手

42 熊本県 美里町 保安林整備事業 戸屋 5               - 5                        事業着手

43 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 浦谷ほか 13             - 13                      事業着手

44 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 平ほか 4               - 4                        事業着手

45 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 桑弦ほか 3               - 3                        事業着手

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
 当該補正予算の

事業費



熊本　補助　 - 6

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

46 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 村ノ向ほか 5               - 5                        事業着手

47 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 井ノ月ほか 3               - 3                        事業着手

48 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 車谷ほか 4               - 4                        事業着手

49 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 後川内ほか 5               - 5                        事業着手

50 熊本県 天草市 保安林整備事業 松の下 5               - 5                        事業着手

51 熊本県 八代市 林業専用道等整備事業 八竜山線 60             - 10                      事業着手

52 熊本県 山鹿市 林業専用道等整備事業 三楠竹の谷線 144            - 80                      

53 熊本県 天草市 林業専用道等整備事業 今田線 259            - 40                      

54 熊本県 水上村 林業専用道等整備事業 上米良大平線 96             - 32                      

55 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

白川・菊池川 3,900         4.56           225                    

56 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

緑川 1,228         4.10           71                      

57 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

球磨川 9,373         4.09           540                    

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容



熊本　補助　 - 7

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

58 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

天草          2,140            4.73                     123

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。



熊本　補助　 - 8

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

59 熊本県 上天草市 水産流通基盤整備事業 大道 1,954         1.41           180                    

60 熊本県 熊本市 水産生産基盤整備事業 塩屋 4,368         1.09           762                    

61 熊本県 天草市 水産生産基盤整備事業 御所浦 4,200         1.81           221                    

62 熊本県 水産環境整備事業 有明海東 1,980         1.51           420                    
事業計画の変更による費用
対効果（B/C）等の改訂

63 熊本県 水産環境整備事業 天草西 178            － 30                      

64 熊本県 漁港施設機能強化事業 天草 1,647         1.05           20                      

65 熊本県 漁港施設機能強化事業 御所浦 810            － 80                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等



熊本　補助(ゼロ国)　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 熊本県 津奈木町 復旧治山事業 岩城ほか 137            － 70                      

2 熊本県 八代市 復旧治山事業 泉町久連子日添ほか 73             － 43                      事業着手

3 熊本県 八代市 復旧治山事業 坂本町川嶽ほか 123            － 25                      

4 熊本県 八代市 復旧治山事業 泉町久連子日当ほか 72             － 33                      

5 熊本県 五木村 復旧治山事業 土会平ほか 105            － 49                      事業着手

6 熊本県 八代市 復旧治山事業 泉町柿迫ほか 194            － 32                      

7 熊本県 五木村 復旧治山事業 上高野ほか 71             － 24                      事業着手

8 熊本県 球磨村 復旧治山事業 神瀬ほか 158            － 77                      事業着手

9 熊本県 相良村 復旧治山事業 四浦西下椎葉Bほか 75             － 27                      事業着手

10 熊本県 八代市 復旧治山事業 市ノ俣森下ほか 116            － 75                      事業着手

11 熊本県 山江村 復旧治山事業 万江西大川内ほか 154            － 61                      事業着手

12 熊本県 相良村 復旧治山事業 四浦西下椎葉Cほか 71             － 39                      事業着手

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



熊本　補助(ゼロ国)　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

13 熊本県 菊池市 水源森林再生対策事業 鳥越ほか 927            － 21                      

14 熊本県 八代市 水源森林再生対策事業 泉町樅木ほか 979            － 156                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容



熊本　交付金等　 - 1

交付金等（平成２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 熊本県 農山漁村地域整備交付金 4,242                   

（注）「当該補正予算の配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名

 当該補正予算の
配分額（国費）
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