


平成２４年度  鹿児島県における事業計画（Ｈ２４.２）（水管理・国土保全局関係）

工事関係費 負担額（注）

3,639.238 595.659

河川改修費 2,343.000 484.219

一般河川改修事業費 2,293.000 473.886

肝属川 直轄管理区間　Ｌ＝51.1ｋｍ 123 325.000 67.166
宮下北地区シラス堤対策L=160m、田崎地区河道掘削V=4千m3・
仮設橋、シラス堤対策実施設計、串良川工事測量　等

田崎地区：河道掘削、護岸、橋梁架替（平成25年度完成予定）
波見地区外：堤防耐震対策（平成24年度完成予定）
樋管耐震対策（平成24年度完成予定）　　　等

-～10

川内川
直轄管理区間　川内川Ｌ＝113.2ｋｍ
（宮崎県、鹿児島県含み）

807 1,968.000 406.720

大小路地区用地取得A=1.4ha・家屋補償38件、阿波井堰改築用地
取得A=0.7ha・工事用道路、曽木・二渡地区河道掘削V=106千m3、
山崎・虎居地区橋梁架替、大小路地区補償算定、曽木・二渡地区
河道掘削実施設計、阿波井堰施工計画検討　等

大小路地区：用地取得（平成28年度以降完成予定）
阿波井堰改築：堰改築（平成27年度完成予定）
山崎・虎居地区：橋梁架替（平成24年度完成予定）
樋門耐震対策（平成24年度完成予定）　　　等

3.3～28

特定構造物改築事業 50.000 10.333

肝属川 甫木水門 17 50.000 10.333 水門地質調査・実施設計　等 甫木水門改築：水門本体工　　　等　（平成27年度完成予定） -～2.4

河川激甚災害対策特別緊急事業 1,031.000 213.073

川内川 掘削、築堤護岸、樋門樋管、橋梁等 807 1,031.000 213.073
虎居地区築堤L=140m・橋梁架替１橋、山崎地区橋梁架替１橋、宮
之城地区橋梁架替１橋、家屋等事後調査　等

－

河川工作物関連応急対策事業費 72.198 14.920

肝属川
直轄管理区間　Ｌ＝51.1ｋｍ
樋門・樋管改良等

－ 51.355 10.613 道園樋管ゲート動力化　等 － －

川内川
直轄管理区間　川内川Ｌ＝113.2ｋｍ
（宮崎県、鹿児島県含み）
樋門・樋管改良等

－ 20.843 4.307 高江樋門水位計設置　等 － －

総合水系環境整備事業費（河川） 193.040 96.520

肝属川水系 肝属川上流地区水環境整備　１式 6 13.982 6.991 肝属川上流地区：浄化施設試験運転１式、モニタリング調査１式
肝属川上流地区：浄化施設試験運転１式、モニタリング調査１式（平
成24年度完成予定）

0.1～0.2

川内川水系
向田地区かわまちづくり　１式
湯之尾地区かわまちづくり　１式

5 179.058 89.529
向田地区：緩傾斜堤整備１式、河川巡視用昇降施設１式、実施設
計１式
湯之尾地区：塵芥荷揚場１式、階段工４基、実施設計１式

向田地区：水制工、実施設計１式（平成24年度完成予定）
湯之尾地区：階段工、管理用通路、実施設計１式（平成24年度完成
予定）

2.0～2.3

4,766.964 796.082

河川総合開発事業費 4,766.964 796.082  

川内川鶴田ダム再開発
鶴田ダム（H=118m　L=450m）再開発
放流管新設等

460 4,766.964 796.082
新設放流管設置、仮締切工事、制水ゲート製作据付、環境調査、
操作規則検討等

再開発工事（放流管・減勢工　等） 78 平成２７年度完成予定

2,008.500 415.090

砂防事業費 2,008.500 415.090

桜島 直轄区域面積 A=18km2 1,101 2,008.500 415.090
第一古里川上流砂防堰堤群、春松川上流砂防堰堤群、有村川下
流砂防施設群、有村川上流砂防施設群、長谷川砂防施設群、用
地取得A=2.7ha　等

有村川下流砂防施設群（平成28年度以降完成予定）、有村川上流砂
防施設群（平成24年度完成予定）、長谷川砂防施設群（平成28年度
以降完成予定）、用地取得　等

－～21

10,414.702 1,806.831

（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

合　　　　計　

砂防事業

対象科目 全体事業規模 備考

河川事業

ダム事業

H23年度当初（百万円）
H23年度事業内容 H24年度事業内容

H24年度事業
進捗見込み

（億円）

全体事業費
（億円）



平成２４年度 鹿児島県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

東九州自動車道 志布志～末吉財部 L=48.0km 1,379 6,740 725

・調査推進：道路詳細設計、
　　　　　　志布志～曽於弥五郎間
　　　　　　(埋蔵文化財調査)
・用地買収推進：志布志～曽於弥五郎
　　　　　　　　A=45,000m2
・工事推進：大鳥川橋(L=292m)上部工
　　　　　　串良川橋(L=400m)上部工
　　　　　　篭谷橋(L=237m)上部工
　　　　　　梅ヶ渡川橋(L=213m)上部工
　　　　　　鹿屋串良～曽於弥五郎間改良
　　　　　　L=8,000m
　　　　　　大谷川橋(L=169m)上部工
　　　　　　炭床橋(L=108m)下部工
　　　　　　月野川第二橋(L=107m)下部工
　　　　　　前迫跨道橋(L=71m)上部工
　　　　　　塗木跨道橋(L=36m)上部工
　　　　　　後田水路橋(L=29m)上部工
　　　　　　鹿屋串良～曽於弥五郎間舗装
　　　　　　L=1,800m
　　　　　　流末水路整備（L=500m）
　　　　　　志布志～鹿屋串良間改良 L=1,000m

・調査推進：道路詳細設計、
　　　　　　＜志布志～鹿屋串良間
　　　　　　　(埋蔵文化財調査)＞
　　　　　　　鹿屋串良～曽於弥五郎間
　　　　　　　(埋蔵文化財調査)
・用地買収推進：＜志布志～鹿屋串良間
　　　　　　　　　　　　　 A=36,000m2＞
                鹿屋串良～曽於弥五郎間
　　　　　　　　　　　　　 A=1,000m2
・工事推進：大鳥川橋(L=292m)上部工
　　　　　　串良川橋(L=400m)上部工
　　　　　　篭谷橋(L=237m)上部工
　　　　　　梅ヶ渡川橋(L=213m)上部工
　　　　　　鹿屋串良～曽於弥五郎間改良
　　　　　　　　　　　　　　　 L=3,000m
　　　　　　大谷川橋(L=169m)上部工
　　　　　　炭床橋(L=108m)上部工
　　　　　　月野川第二橋(L=107m)上・下部工
　　　　　　流末水路整備(L=200m)
　　　　　　＜志布志～鹿屋串良間改良 L=600m＞

供用必要額
50～72億円程度

用地進捗率：約８９％
事業進捗率：約５４％
鹿屋串良IC～曽於弥五郎IC
　L=17.7km(2/4)平成26年度供用予定
志布志IC～鹿屋串良IC
　L=19.2km(2/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道3号 芦北出水道路 L=29.6km 950 100 17

・調査推進：道路予備設計、構造検討 ・調査推進：＜道路予備設計＞

－～1億円程度

用地進捗率：約３３％
事業進捗率：約２８％
芦北IC～津奈木IC
　L=7.7km(2/4)平成27年度供用予定
津奈木IC～出水IC
　L=21.9km(2/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道3号 出水阿久根道路 L=14.9km 449 3,200 534

・調査推進：環境調査、西ノ下・中郡地区
　　　　　（埋蔵文化財調査）
・用地買収推進：下知識町・福ノ江町・浦田町・
                平和町・荘・唐笠木・上水流・
                下水流･野田町下名・
                野田町上名･多田･鶴川内･
                赤瀬川地区 A=100,000m2
・用地国債(再取得)：荘・唐笠木・上水流・
               　　 下水流・鶴川内地区
　　　　　　　　　　A=26,300m2
・工事推進：野田ＩＣ橋(L=38m)上部工
　　　　    牧内栫線跨道橋(L=33m)上部工
　　　　　  牧内内田線跨道橋(L=55m)上下部工
            栗林牧内線跨道橋(L=45m)上下部工
　　　　    野田・多田・鶴川内地区改良
　　　　　　L=1,300m

・調査推進：＜環境調査＞
            ＜中郡地区(埋蔵文化財調査)＞
・用地買収推進：下知識町・福ノ江町・浦田町・
                平和町・荘・唐笠木・上水流・
                下水流･野田町下名・
                野田町上名・多田･鶴川内・
                赤瀬川地区 A=55,000m2
・用地国債(再取得)：荘・唐笠木・上水流・
               　　 下水流・鶴川内地区
　　　　　　　　　　A=45,700m2
・工事推進：野田地区改良 L=200m
　　　　　　＜中郡屋地線跨道橋(L=41m)上部工＞
　　　　　  ＜農道跨道橋(L=38m)上下部工＞
            ＜多田・鶴川内地区改良 L=800m＞

供用必要額
21～32億円程度

用地進捗率：約８３％
事業進捗率：約３６％
阿久根北IC～鶴川内IC
　L=4.2km(2/4)平成26年度供用予定
野田IC～阿久根北IC
　L=4.0km(2/4)平成27年度供用予定
出水IC～野田IC
　L=6.7km(2/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道3号 川内隈之城道路 L=10.2km 284 4,900 818

・調査推進：水文調査、上新田・堀之内・
　　　　　　山仁田・ 山口地区(埋蔵文化財調査)
・用地買収推進：水引・小倉・高江・宮里・
　　　　　　　　青山・都地区 A=29,000m2
・用地国債(再取得)：高江・宮里・青山地区
　　　　　　　　　　A=53,200m2
・工事推進：川内川橋(L=330m)上部工
            青山堀之内線跨道橋(L=54m)上下部工
            薩摩川内都ＩＣ跨道橋(L=70m)下部工
　　　　　  宮里トンネル(L=1,211m)
　　　　　  小倉・高江・青山地区改良 L=1,500m

・調査推進：水文調査
・用地買収推進：高江・宮里・青山・都地区
　　　　　　　　A=20,000m2
・用地国債(再取得)：高江・宮里・青山地区
　　　　　　　　　　A=44,100m2
・工事推進：青山橋(L=31m)上部工
            隈之城川橋(L=37m)上部工
　　　　　  宮里トンネル(L=1,211m)
　　　　　  宮里・青山・都地区改良 L=1,000m

供用必要額
30～35億円程度

用地進捗率：約９７％
事業進捗率：約７１％
川内IC～高江IC
　L=3.5km(2/4)平成24年度供用予定
高江IC～薩摩川内都IC
　L=6.7km(2/4)平成26年度供用予定

路線名 箇所名 事業規模
平成２３年度当初

Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容 H２４年度事業進捗見込み 備　　考



平成２４年度 鹿児島県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金
Ｈ２４年度予定事業内容 H２４年度事業進捗見込み 備　　考路線名 箇所名 事業規模

平成２３年度当初
Ｈ２３年度事業内容

一般国道3号 鹿児島東西道路 L=3.4km 650 2,150 444

・調査推進：水文調査、ﾄﾝﾈﾙ設備設計
・用地補償：田上地区事業損失補償
・工事推進：新武岡トンネル(L=1,500m)
            新武岡トンネル付属設備

・調査推進：水文調査、＜道路詳細設計＞
・用地補償：田上地区事業損失補償
・工事推進：新武岡トンネル(L=1,500m)
            新武岡トンネル付属設備
            新武岡トンネル舗装 L=1,500m
　　　　　　田上地区改良 L=200m

供用必要額
40～45億円程度

用地進捗率：１００％
事業進捗率：約３３％
鹿児島IC～建部IC
　L=2.2km(2/4)平成25年度供用予定
建部IC～甲南IC
　L=1.2km(2/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道10号 加治木バイパス L=2.7km 42 800 165

・調査推進：道路詳細設計
・用地補償：支障物件移設
・工事推進：日木山橋(L=89m)上部工
　　　　　　反土橋(L=30m(上))下部工
　　　　　  反土地区改良 L=140m

・調査推進：道路詳細設計
・用地補償：支障物件移設補償
・工事推進：日木山橋(L=89m)上部工
　　　　　　日木山・反土地区改良 L=400m
　　　　　　日木山・反土地区舗装 L=400m

供用必要額
6～7億円程度

用地進捗率：１００％
事業進捗率：約８３％
加治木JCT～くも合戦橋
　L=0.4km(4/4)平成24年度供用予定

一般国道10号 白浜拡幅 L=7.3km 57 50 10

・調査推進：環境調査
・用地買収推進：大崎地区A=600m2

・調査推進：＜環境調査＞
・用地買収推進：＜大崎地区 A=400m2＞

－～1億円程度

用地進捗率：約８４％
事業進捗率：約４％
鹿児島市吉野町大字大崎
　L=0.3㎞(4/4)平成27年度供用予定
姶良市脇元
　L=3.4km(4/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道10号 鹿児島北バイパス L=4.4km 450 50 10

・調査推進：水文調査、地質調査 ・調査推進：＜水文調査、地質調査＞

－～1億円程度

用地進捗率：１００％
事業進捗率：約１９％
吉野町花倉～祇園之洲町
　L=3.2km(4/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道220号 古江バイパス L=7.5km 170 30 6

・調査推進：古里地区（埋蔵文化財調査）
・用地買収推進：古里地区A=150m2
・工事推進：道路付属物設置工事

・調査推進：<道路詳細設計＞
　　　　　　<白水地区用地幅杭設置>
・調査推進：<古里地区(埋蔵文化財調査)>
・工事推進：<道路付属物設置工事>

0.4～1億円程度

用地進捗率：約８０％
事業進捗率：約６９％
鹿屋市白水～鹿屋市古里
　L=2.3km(2/2)
　平成28年度以降供用予定

一般国道220号 新城拡幅 L=5.8km 155 150 31

・調査推進：道路詳細設計
・用地買収推進：柊原地区 A=300m2
・工事推進：柊原地区改良・舗装 L=50m

・調査推進：道路詳細設計
・用地買収推進：柊原地区 A=100m2
・工事推進：柊原地区改良 L=100m
　　　　　　宮脇地区舗装 L=80m

供用必要額
0.4～1億円程度

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９３％
垂水市柊原地区
　L=0.1km(2/2)平成23年度供用予定
垂水市柊原地区
　L=0.4km(2/2)平成25年度供用予定
垂水市宮脇地区
　L=0.1km(2/2)
　平成28年度以降供用予定

一般国道220号 早崎改良 L=5.2km 321 220 45

・調査推進：道路詳細設計
・用地買収着手：脇登～小浜地区 A=1,700m2
・工事推進：防災工事（法面防災部）
　　　　　　海潟トンネル工事 L=150m

・調査推進：道路詳細設計
・用地買収推進：脇登～小浜地区 A=3,000m2
・工事推進：海潟地区改良工事 L=100m
　　　　　　海潟トンネル工事 L=150m

供用必要額
5～6億円程度

用地進捗率：約９５％
事業進捗率：約９６％
垂水市脇登地区～小浜地区
　L=1.4km(2/2)平成25年度供用予定

一般国道225号 川辺改良 L=8.3km 146 435 90

・調査推進：道路詳細設計
・用地補償：支障物件移設
・工事推進：小川橋(L=74m)上部工
　　　　　　小川地区改良・舗装 L=1,200m － －

鹿児島市平川町小川地区
　L=1.2km(2/2)平成23年度供用予定
　H23完了



平成２４年度 鹿児島県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金
路線名 箇所名 事業規模

平成２３年度当初
Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容 H２４年度事業進捗見込み 備　　考

一般国道226号 平川道路 L=2.3km 117 700 145

・調査推進：道路詳細設計
・用地買収推進：平川地区 A=1,000m2
・工事推進：平川地区改良 L=400m

・調査推進：道路詳細設計
・用地補償：平川地区支障物件移設補償
・工事推進：平川地区改良 L=480m 供用必要額

6～7億円程度

用地進捗率：約９４％
事業進捗率：約８３％
平川町字高落～産業道路南入口交差
点
　L=2.3km(4/4)平成25年度供用予定

計 19,525 3,042 残事業費:約2,185億円

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注）Ｈ２４年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注）備考欄の用地進捗率は、平成２３年１２月末時点

(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２３年度三次補正投入時点である



平成２４年度 鹿児島県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種） （単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 447 149

西方歩道 － － 12
・調査設計
・用地買収
・工事

－ 平成23年度完成

水引歩道 － － 42
・調査設計
・用地補償
・工事

－ 平成23年度完成

下名自歩道 － － 45
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

堀田自歩道 － － 150
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成26年度完成予定

飯山３歩道 － － 198
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

－ － 468 156

佳例川視距改良 － － 297
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地補償
・工事

平成26年度完成予定

国分広瀬歩道 － － 72
・調査設計
・用地補償
・工事

・調査設計
・工事

平成24年度完成予定

隼人自歩道 － － 99
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

平成28年度以降完成予定

－ － 912 304

福山歩道 － － 84
・調査設計
・用地補償
・工事

－ 平成23年度完成

志布志自歩道 － － 39
・調査設計
・工事

－ 平成23年度完成

押切自歩道 － － 153
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成26年度完成予定

大迫交差点改良 － － 189
・調査設計
・用地補償
・工事

－ 平成23年度完成

牛根麓歩道 － － 48
・調査設計
・用地買収
・工事

－ 平成23年度完成

二川歩道 － － 102
・調査設計
・用地買収
・工事

－ 平成23年度完成

牛根境歩道 － － 297
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

平成26年度完成予定

－ － 129 43

古里歩道 － － 129
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

平成26年度完成予定

鹿児島224号交差点改良等国道224号

国道220号

事業規模 Ｈ２４年度予定事業内容 Ｈ２４年度事業進捗見込み

18～22億円程度
鹿児島220号交差点改良等

全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容 備考
平成２３年度当初

国道3号 鹿児島3号交差点改良等

鹿児島10号交差点改良等

箇所名等

国道10号



平成２４年度 鹿児島県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種） （単位：百万円）

事業費 負担金
事業規模 Ｈ２４年度予定事業内容 Ｈ２４年度事業進捗見込み

全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容 備考
平成２３年度当初

箇所名等

－ － 204 68

峯尾峠視距改良 － － 129
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成26年度完成予定

勝目交差点改良 － － 75
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成24年度完成予定

－ － 264 88

指宿岩本交差点
改良

－ － 264
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

平成25年度完成予定

－ 2,424 808   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

合　　　　計

国道225号 鹿児島225号交差点改良等

18～22億円程度

国道226号 鹿児島226号交差点改良等



平成２４年度 鹿児島県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅱ種） （単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 60 30 防護柵、区画線
防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収
集機器（ＩＴＶ）

－ － 72 36 防護柵、区画線、情報収集機器（ITVのIP化）
防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情
報提供板）、情報収集機器（ＩＴＶ）

－ － 136 68
道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報収集
機器（ＩＴＶ）

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導
標

－ － 6 3 区画線、視線誘導標 防護柵、区画線、道路標識、視線誘導標

－ － 10 5 防護柵、区画線 防護柵、区画線、視線誘導標

－ － 6 3 防護柵、区画線
防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器（Ｉ
ＴＶ）

－ 290 145   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

国道224号 －

備考事業規模
平成２３年度当初

Ｈ２４年度予定事業内容

国道220号 －

3～4億円程度

Ｈ２４年度事業進捗見込み
全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容

合　　　　計

箇所名等

国道3号 －

－

国道225号 －

国道226号

国道10号 －



平成２４年度 鹿児島県における事業計画（H24年2月）（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

事業費 地方負担金

16 6

L=1.6km 11 16 調査設計 本体工事 平成26年度供用予定

33 13

L=1.9km 15 17 路面復旧工事、調査設計 － 平成23年度供用予定

L=1.2km 10 16 調査設計 本体工事 平成26年度供用予定

49 20   

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

Ｈ２４年度予定事業内容

　　　郡元地区電線共同溝

９～１１億円程度

　　　鴨池地区電線共同溝

合　　　　計

国道225号 鹿児島225号電線共同溝

　　　御陵下地区電線共同溝

国道3号 鹿児島3号電線共同溝

箇所名等 備考Ｈ２４年度事業進捗見込み事業規模
全体事業費

（億円）

平成２３年度当初

Ｈ２３年度事業内容



平成２４年度　鹿児島県における事業計画（H24.2）（港湾関係〔直轄〕）

港湾整備事業

負担基本額 負担額

鹿児島港
鹿児島港新港区複合一貫輸送
ターミナル改良事業

108 2,260 781 岸壁(-9m)(改良)(耐震) 岸壁(-9m)(改良)(耐震) - ～ 25億円程度 H27年度完成予定

鹿児島港谷山二区防波堤整備
事業

42 10 3 防波堤(東)(改良) 防波堤(東)(改良) - ～ 6億円程度 H26年度完成予定

鹿児島港中央港区臨港道路整
備事業

69 1,320 456 橋梁(C) 橋梁(C)、道路 8 ～ 18億円程度 H25年度完成予定

志布志港
志布志港若浜地区防波堤
(沖)(改良)整備事業

96 290 100 防波堤(沖)(改良) 防波堤(沖)(改良) - ～ 8億円程度 H28年度以降完成予定

志布志港新若浜地区国際物流
ターミナル整備事業

675 910 314 防波堤(沖) 防波堤(沖) - ～ 15億円程度 H26年度完成予定

名瀬港
名瀬港立神地区防波堤整備事
業

251 590 59 防波堤(沖) 防波堤(沖) - ～ 4億円程度 H25年度完成予定

計 5,380 1,714

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

港湾名 プロジェクト名
全体事業費

（億円）
Ｈ２４年度

事業進捗見込（注）
備考Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容（注）

Ｈ２３年度当初
（百万円）



平成２４年度　鹿児島県における事業計画(H24.2)（空港関係）

負担基本額 負担額

（注）H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

鹿児島空港 空港整備事業（一般） － － 196 40 滑走路改良

箇所名等 事業規模
全体事業費

（億円）

H23年度当初
（百万円）

H２３年度事業内容

滑走路改良 － ～ 3.1 億円程度

H２４年度

備考

事業進捗見込み

H２４年度予定事業内容（注）

耐震対策 －空港整備事業（安全・安心） － － 289 60 －

計 485 100
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