
熊本　直轄 - 1

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1
熊本県
大分県

国営かんがい排水事業 大野川上流 58,000        
ダム 1ヶ所
頭首工 1ヶ所
用水路 L=31.3km ほか

1.15 998                 

2 熊本県 国営かんがい排水事業 川辺川 34,900        事業休止 1.08 -

3 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           1,133               

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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 - 2

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 熊本県 復旧治山事業 柏川 648            渓間工2基 - 42                   

5 熊本県 復旧治山事業 内大臣 28             渓間工1基 - 28                   

6 熊本県 復旧治山事業 猫岳 27             航空実播工5ha - 27                   

7 熊本県 水源地域整備事業 樅木 462            
山復工0.39ha、航空実播工
5ha

- 66                   

8 熊本県 水源地域整備事業 花立 19             渓間工1基 - 19                   

9 熊本県 保安林整備事業 白川菊池川 7               森林整備23ha - 4                     

10 熊本県 保安林整備事業 緑川 11             森林整備30ha - 5                     

11 熊本県 保安林整備事業 樅木 33             森林整備120ha - 29                   

12 熊本県 保安林整備事業 球磨川 4               森林整備20ha - 4                     

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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 主要工事計画



熊本　直轄 - 3

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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 主要工事計画

13 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

6.82 288

14 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

- 267

15 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

8.20 915
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

16 熊本県
森林環境保全整備事
業

天草 48
更新面積2ha、保育面積
186ha、路網整備開設延長
2.0km

- 0

17 熊本県
森林居住環境整備事
業

球磨川 120
更新面積26ha、保育面積
786ha

- 41
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　機構 - 1

機構営事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 熊本県
特定中山間保全整備
事業

阿蘇小国郷 3,074           
水源林造成40ha、分収育
林32ha、農林業用道路
23km

1.32             6                     

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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
（市町村名）

全体事業費 主要工事計画



 熊本　補助 - 1

補助事業（平成２５年度当初予算）

　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           20                      

2 熊本県 玉名市
農業競争力強化基盤整備
事業

烏帽子 972            - 4                        

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           6                        

4 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            - 6                        

5 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           11                      

6 熊本県 阿蘇市
農業競争力強化基盤整備
事業

阿蘇三期 1,264         1.08           11                      

7 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           140                    

8 熊本県 菊池市
農業競争力強化基盤整備
事業

南田島・佐野 323            - 8                        

9 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            - 15                      

10 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           96                      

11 熊本県 嘉島町
農業競争力強化基盤整備
事業

高田堰 792            - 140                    

12 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

鏡町塩浜 351            - 100                    

 当該予算の
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２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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 山鹿市
農業競争力強化基盤整備
事業

長坂 693            - 151                    

14 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           100                    事業着手

15 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

野崎 647            - 50                      事業着手

16 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

竜西 520            - 5                        

17 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

第二郡築 2,400         3.02           50                      事業着手

18 熊本県 八代市
農業競争力強化基盤整備
事業

郡築 980            - 21                      事業着手

19 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           180                    

20 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           21                      

21 熊本県
八代市、氷川
町、球磨村

農業競争力強化基盤整備
事業

熊本南部 898            - 276                    

22 熊本県 天草市 地すべり対策事業 浦 600            - 1                        

23 熊本県 天草市 地すべり対策事業 棚底 120            - 9                        

24 熊本県 宇城市
震災対策農業水利施設整
備事業

亀松 1,767         1.33           66                      事業着手



 熊本　補助 - 3

補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

25 熊本県 宇城市
震災対策農業水利施設整
備事業

豊川北部 1,200         2.06           23                      事業着手

26 熊本県 八代市
震災対策農業水利施設整
備事業

野崎 573            - 2                        事業着手

27 熊本県

熊本市、玉名
市、菊池市、
菊陽町、益城
町、あさぎり
町、苓北町

農村地域防災減災事業 熊本（１） 10,637        1.04           539                    　

28 熊本県 宇城市 農村地域防災減災事業 北新田 2,870         1.13           61                      　

29 熊本県 山鹿市 農村地域防災減災事業 山鹿東 174            - 19                      事業着手

30 熊本県 美里町 農村地域防災減災事業 砥用 2,124         1.23           61                      事業着手

31 熊本県 菊陽町 農村地域防災減災事業 堀川 549            - 40                      事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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 - 4

補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

32 熊本県 五木村 復旧治山事業 東 116            - 38                      

33 熊本県 小国町 復旧治山事業 下城赤鹿 97             - 23                      

34 熊本県 益城町 復旧治山事業 福原北向 211            - 38                      

35 熊本県 津奈木町 復旧治山事業 岩城大野原 176            - 52                      

36 熊本県 八代市 水源森林再生対策事業 泉町樅木Aほか 979            - 238                    

37 熊本県 五木村 水源森林再生対策事業 下梶原Bほか 934            - 159                    

38 熊本県 菊池市 水源森林再生対策事業 鳥越ほか 966            - 59                      

39 熊本県 西原村
奥地保安林保全緊急対策
事業

医王子向 153            - 73                      

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

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

42 熊本県 八代市 復旧治山事業 坂本町川嶽ほか 123            - 64                      

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

 当該予算の
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
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

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

45 熊本県 八代市 復旧治山事業 泉町柿迫ほか 194            - 78                      

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

47 熊本県 球磨村 復旧治山事業 神瀬ほか 158            - 77                      

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

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

50 熊本県 菊池市 復旧治山事業 龍門ほか 154            - 75                      事業着手

51 熊本県 多良木町 復旧治山事業 槻木ほか 118            - 89                      事業着手

52 熊本県 宇城市 保安林整備事業 北長尾ほか 2               - 2                        

53 熊本県 美里町 保安林整備事業 保口ほか 1               - 1                        

54 熊本県 南関町 保安林整備事業 穴釜ほか 3               - 3                        

55 熊本県 和水町 保安林整備事業 詰ノ山ほか 6               - 6                        
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

56 熊本県 和水町 保安林整備事業 中の開ほか 5               - 5                        

57 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 茂田井ほか 1               - 1                        

58 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 後川内ほか 2               - 2                        

59 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 瀬野ほか 1               - 1                        

60 熊本県 山鹿市 保安林整備事業 堂米野ほか 2               - 2                        

61 熊本県 菊池市 保安林整備事業 銭亀ほか 2               - 2                        

62 熊本県 阿蘇市 保安林整備事業 向平ほか 4               - 4                        

63 熊本県 小国町 保安林整備事業 川平ほか 7               - 7                        

64 熊本県 山都町 保安林整備事業 奥官山ほか 1               - 1                        

65 熊本県 八代市 保安林整備事業 椎場ほか 1               - 1                        

66 熊本県 八代市 保安林整備事業 屋園ほか 1               - 1                        

67 熊本県 八代市 保安林整備事業 靍ほか 3               - 3                        
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

68 熊本県 水俣市 保安林整備事業 荒谷 2               - 2                        

69 熊本県 芦北町 保安林整備事業 外平ほか 3               - 3                        

70 熊本県 芦北町 保安林整備事業 小川内平ほか 2               - 2                        

71 熊本県 多良木町 保安林整備事業 屋敷ほか 3               - 3                        

72 熊本県 水上村 保安林整備事業 桑鶴ほか 3               - 3                        

73 熊本県 相良村 保安林整備事業 上椎葉ほか 3               - 3                        

74 熊本県 五木村 保安林整備事業 下梶原ほか 3               - 3                        

75 熊本県 山江村 保安林整備事業 上萩ほか 8               - 8                        

76 熊本県 球磨村 保安林整備事業 丸尾谷水ほか 3               - 3                        

77 熊本県 あさぎり町 保安林整備事業 炭山ほか 11             - 11                      

78 熊本県 天草市 保安林整備事業 上宇治ほか 1               - 1                        

79 熊本県 天草市 保安林整備事業 角ノ平ほか 4               - 4                        
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

80 熊本県 天草市 保安林整備事業 横渡 3               - 3                        

81 熊本県 上天草市 保安林整備事業 諏訪原ほか 2               - 2                        

82 熊本県 上天草市 保安林整備事業 明神ほか 4               - 4                        

83 熊本県 上天草市 保安林整備事業 大谷ほか 3               - 3                        

84 熊本県 上天草市 保安林整備事業 八幡 2               - 2                        

85 熊本県 南関町 保安林緊急改良事業 穴釜ほか 4               - 4                        事業着手

86 熊本県 和水町 保安林緊急改良事業 中の開ほか 5               - 5                        事業着手

87 熊本県 菊池市 保安林緊急改良事業 十三部ほか 7               - 7                        事業着手

88 熊本県 八代市 保安林緊急改良事業 三本木ほか 6               - 6                        事業着手

89 熊本県 八代市 保安林緊急改良事業 奥小原 19             - 19                      事業着手

90 熊本県 阿蘇市 保安林整備事業 戸下 6               - 6                        事業着手

91 熊本県 南小国町 保安林整備事業 湯河内 4               - 4                        事業着手
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

92 熊本県 小国町 保安林整備事業 下山 3               - 3                        事業着手

93 熊本県 小国町 保安林整備事業 南楢原 5               - 5                        事業着手

94 熊本県 高森町 保安林整備事業 猫嶽 4               - 4                        事業着手

95 熊本県 山都町 保安林整備事業 六反 6               - 6                        事業着手

96 熊本県 山都町 保安林整備事業 場貫 7               - 7                        事業着手

97 熊本県 山都町 保安林整備事業 奥官山 6               - 6                        事業着手

98 熊本県 八代市 保安林整備事業 鏡石ほか 11             - 11                      事業着手

99 熊本県 八代市 保安林整備事業 猿迫ほか 4               - 4                        事業着手

100 熊本県 八代市 保安林整備事業 捨木 4               - 4                        事業着手

101 熊本県 錦町 保安林整備事業 ヲジナシ 3               - 3                        事業着手

102 熊本県 錦町 保安林整備事業 下里山 4               - 4                        事業着手

103 熊本県 水上村 保安林整備事業 大内 6               - 6                        事業着手
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

104 熊本県 水上村 保安林整備事業 上広瀬 18             - 18                      事業着手

105 熊本県 あさぎり町 保安林整備事業 小原 3               - 3                        事業着手

106 熊本県 山鹿市 林業専用道等整備事業 三楠竹の谷線 144            - 71                      

107 熊本県 天草市 林業専用道等整備事業 今田線 259            - 30                      

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

109 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           306                    

110 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

緑川 1,228         4.10           96                      

111 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           736                    

112 熊本県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

天草          2,140            4.73 168                    

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

113 熊本県 天草市 水産流通基盤整備事業 牛深 1,700         1.97           750                    事業着手

114 熊本県 上天草市 水産流通基盤整備事業 大道 1,954         1.41           126                    

115 熊本県 八代市 水産環境整備事業 熊本八代海 487            - 50                      

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

117 熊本県 天草市 水産環境整備事業 天草西 250            - 39                      

118 熊本県 熊本市 水産生産基盤整備事業 塩屋 4,965         1.08           740                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

119 熊本県 熊本市 水産生産基盤整備事業 天明 920            - 318                    

120 熊本県 天草市 水産生産基盤整備事業 御所浦 2,436         1.43           139                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

121 熊本県 天草市 漁港施設機能強化事業 元浦 810            - 41                      

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

 当該予算の
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
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交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 熊本県 農山漁村地域整備交付金 3,864                   

（注）「当該予算の配分額（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

 当該予算の
配分額（国費）
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