
直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 熊本県 復旧治山事業 猫岳１ 32             山腹工０．７０ha - 32                   

2 熊本県 水源地域整備事業 柏川 779            
山腹工１．０６ha、渓間工23基、
森林整備１４７．９ha - 28                   

3 熊本県 水源地域整備事業 樅木１ 666            
山腹工7.02ha、渓間工13基、保
安林管理道補修２０００ｍ - 23                   

4 熊本県 保安林整備事業 管内大臣 6               森林整備３１．１５ha - 6                     

5 熊本県 保安林整備事業 樅木２ 31             森林整備１０７．５３ha - 10                   

6 熊本県
森林環境保全整備事
業

白川・菊池川 1,316         
更新面積179ha、保育面積
509ha、路網整備開設延長
5.9km

6.82           79                   

7 熊本県
森林環境保全整備事
業

緑川 946            
更新面積65ha、保育面積
495ha、路網整備開設延長
6.4km

- 82                   

8 熊本県
森林環境保全整備事
業

球磨川 3,349         
更新面積487ha、保育面積
14,938ha、路網整備開設延
長34.1km

8.20           319                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

（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　直轄 - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （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           90                      

2 熊本県 阿蘇市
農業競争力強化基盤整備
事業

第一一の宮 909            - 20                      

3 熊本県 大津町
農業競争力強化基盤整備
事業

迫井手 1,374         1.98           7                        

4 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            - 125                    

5 熊本県 阿蘇市
農業競争力強化基盤整備
事業

第四阿蘇 1,039         1.08           40                      

6 熊本県 嘉島町
農業競争力強化基盤整備
事業

高田堰 792            - 190                    

7 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

鏡町塩浜 351            - 60                      

8 熊本県 山鹿市
農業競争力強化基盤整備
事業

長坂 693            - 57                      

9 熊本県 熊本市
農業競争力強化基盤整備
事業

甲畠口 1,657         1.29           50                      

10 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

昭和 3,756         2.07           200                    

11 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

野崎 647            - 85                      

12 熊本県 菊池市
農業競争力強化基盤整備
事業

花房中部２期 1,905         1.10           100                    

 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 - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 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

13 熊本県 多良木町
農業競争力強化基盤整備
事業

大久保 1,064         1.15           30                      

14 熊本県 宇土市 農業基盤整備促進事業 走潟 19             - 19                      事業着手

15 熊本県 和水町 農業基盤整備促進事業 津田 9               - 9                        事業着手

16 熊本県 荒尾市 農業基盤整備促進事業 高浜・平井 11             - 11                      事業着手

17 熊本県 阿蘇市 農業基盤整備促進事業 一の宮第２ 190            - 190                    事業着手

18 熊本県 阿蘇市 農業基盤整備促進事業 阿蘇第３ 155            - 155                    事業着手

19 熊本県 御船町 農業基盤整備促進事業 御船中央 25             - 25                      事業着手

20 熊本県
嘉島町、熊本
市

農業基盤整備促進事業 嘉島中央２ 34             - 34                      事業着手

21 熊本県 氷川町 農業基盤整備促進事業 氷川５ 48             - 17                      

22 熊本県 芦北町 農業基盤整備促進事業 芦北２ 21             - 21                      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。

（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 - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

23 熊本県 水上村 林業専用道等整備事業 上米良大平線 96             - 30                      

24 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           111                    

25 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

緑川 1,228         4.10           35                      

26 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           267                    

27 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

天草          2,140            4.73 61                      

（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 - 3



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

28 熊本県 天草市 水産流通基盤整備事業 牛深 1,700         1.97           200                    

29 熊本県 天草市 水産生産基盤整備事業 御所浦 2,436         1.43           90                      

（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 - 4



直轄事業（平成２５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 復旧治山事業 大官山 811            
山腹工12.43ha、渓間工27基、
森林整備188.7ha - 25                   

2 熊本県 復旧治山事業 白髪岳１ 106            山腹工0.20ha、渓間工３基 - 106                 

（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　直轄(ゼロ国) - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 熊本県 山鹿市
農業競争力強化基盤整備
事業

長坂 693            - 65                      

2 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

昭和 3,756         2.07           98                      

（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２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

3 熊本県 水産環境整備事業 有明海東 1,980         1.51           200                       

4 熊本県 熊本市 水産生産基盤整備事業 塩屋 4,965         1.08           200                       

（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) - 2


