


平成２４年度  熊本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）

7,259.519 1,900.446

7,095.000 1,844.700

一般河川改修事業費 6,869.000 1,785.940

球磨川 直轄管理区間　Ｌ＝100.3ｋｍ ※ 1,684.000 437.840

萩原地区堤防補強L=400m、藤本大門地区用地取得A=1.0ha・家
屋嵩上げ補償５件・護岸L=100m・暗渠２基、大坂間地区築堤護
岸L=200m･家屋嵩上げ補償４件、中下流部掘削V=20千m3、矢
黒地区用地取得A=0.9ha・家屋補償１件・護岸L=100m、球磨川水
系治水計画検討、中流部実施設計、中流部（藤本大門等）用地
調査　等

萩原地区：堤防補強（平成28年度以降完成予定）
藤本大門地区：用地取得、築堤、護岸、樋管（平成25年度完成予
定）
中下流部：河道掘削（平成28年度以降完成予定）
矢黒地区：河道掘削、護岸（平成25年度完成予定）
水島地区外：堤防耐震対策（平成24年度完成予定）　　　等

-～23

緑川 直轄管理区間　Ｌ＝55.2ｋｍ 455 1,102.000 286.520
美登里地区河道掘削V=15千m3・築堤L=2,000m、支川浜戸川用
地取得A=0.3ha・家屋補償４件・築堤L=430m・樋管改築１基、緑
川樋管実施設計２基、本川左岸築堤実施設計　等

美登里地区：河道掘削、築堤（平成28年度以降完成予定）
高潮対策緑川本川：築堤（耐震対策含む）、樋管改築（平成28年度
以降完成予定）
高潮対策支川浜戸川：用地取得、築堤、樋管改築（平成28年度以
降完成予定）　　　等

1.0～43

白川 直轄管理区間　Ｌ＝17.3ｋｍ 605 3,024.000 786.240

新土河原地区築堤L=1,650m、薄場地区旧堤撤去、蓮台寺地区
築堤L=200m、十禅寺地区旧堤撤去L=400m、二本木地区用地取
得A=0.4ha・築堤L=350m、子飼地区用地取得A=0.2ha・築堤
L=310m、大江地区河道掘削100千m3（河川都市基盤整備事業と
一体的に整備）
沖新地区築堤L=650m、白川治水計画検討、沖新地区堤防施工
計画検討、事業評価資料作成　等

新土河原地区：築堤（平成24年度完成予定）
蓮台寺地区：旧堤撤去（平成24年度完成予定）
十禅寺地区：旧堤撤去（平成24年度完成予定）
二本木地区：用地取得、築堤、護岸（平成24年度完成予定）
大江地区：河道掘削、築堤、護岸、橋梁架替（平成24年度完成予
定）
（河川都市基盤整備事業と一体的に整備）
沖新・新地地区外：堤防耐震対策（平成24年度完成予定）　　　等

23～41

菊池川 直轄管理区間　Ｌ＝79.1ｋｍ 360 1,059.000 275.340

大江田地区用地取得A=0.6ha・築堤L=280m・橋梁架替１基、山鹿
地区掘削V=73千m3、烏帽子・大浜・小浜地区用地取得A=0.4ha・
家屋補償７戸・築堤L=770m、菊池川水系河川整備計画検討、大
浜地区樋管実施設計　等

大江田地区：橋梁架替（平成25年度完成予定）
山鹿地区：用地取得、河道掘削（平成28年度以降完成予定）
烏帽子・大浜地区：用地取得、築堤（耐震対策含む）（平成28年度以
降完成予定）　　　等

1.0～22

土地利用一体型水防災事業 226.000 58.760

緑川 緑川上流地区 32 226.000 58.760
仁田子地区嵩上補償３件・築堤護岸L=70m・樋管１基、埋蔵文化
財調査　等

－

河川工作物関連応急対策事業費 110.465 28.719

球磨川
直轄管理区間　Ｌ＝100.3ｋｍ
樋門・樋管改良等

－ 33.146 8.617 迎町排水樋管上屋整備　等 － －

緑川
直轄管理区間　Ｌ＝55.2ｋｍ
樋門・樋管改良等

－ 40.716 10.586 硴江排水樋管ゲート動力化　等 － －

白川
直轄管理区間　Ｌ＝17.3ｋｍ
樋門・樋管改良等

0.4 － － － 本山地区特殊堤改良（平成24年度完成予定） －～0.4

菊池川
直轄管理区間　Ｌ＝79.1ｋｍ
樋門・樋管改良等

0.4 36.603 9.516 広瀬排水樋管ゲート動力化　等 玉名排水機場（機械設備）改良（平成24年度完成予定） －～0.4

総合水系環境整備事業費（河川） 54.054 27.027

球磨川水系
球磨川下流地区自然再生　１式
淋地区かわまちづくり　１式

23 54.054 27.027
球磨川下流地区：モニタリング調査１式
淋地区：低水護岸L=60m、管理用通路L=70m

球磨川下流地区：モニタリング調査（平成28年度以降完成予定） －～0.4

緑川水系
御船地区かわまちづくり　１式
高田地区水辺整備　１式
津志田地区水辺整備　１式

10 － － － 御船地区：高水敷整正、管理用通路（平成26年度完成予定） 0.5～1.5

1,286.820 289.729

多目的ダム建設事業費 1,153.368 257.200  

球磨川川辺川ダム （未定） － 1,122.700 250.362
河川管理施設維持補修、付替県道（宮原～五木線（頭地大橋
L=487m）等）、水理水文調査等、補償工事設計　等

生活再建事業の継続 20
頭地大橋については平成２４
年度完成予定

緑川七滝ダム 七滝ダム 30.668 6.838 事業中止に伴う安全対策（調査横坑の閉塞）等 - - 平成２３年度をもって中止

河川総合開発事業費 123.452 27.529

白川立野ダム
重力式コンクリートダム
（H=約90m・L=約200m）

905 ＊ 123.452 27.529 管内維持、水理水文調査、環境調査　等 管内道路の安全対策、水理水文調査、環境調査　等 1.9 平成２８年度以降完成予定

総合水系環境整備事業費（ダム） 10.000 5.000

筑後川松原・下筌ダム
（熊本県、大分県含み）

松原・下筌ダム　樹林帯整備　１式
筑後川水系

56
10.000 5.000 樹林帯整備１式 樹林帯整備１式（平成25年度完成予定） －～0.3

ダム事業

備考

河川事業（河川都市基盤整備事業費を含む）

河川改修費（河川都市基盤整備事業費を含む）

H23年度当初（百万円）
H23年度事業内容 H24年度事業内容対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

H24年度事業
進捗見込み

（億円）

＊



平成２４年度  熊本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）
備考

H23年度当初（百万円）
H23年度事業内容 H24年度事業内容対象科目 全体事業規模

全体事業費
（億円）

H24年度事業
進捗見込み

（億円）

362.386 94.220

砂防事業費 362.386 94.220

球磨川水系 流域面積　A=498km2 185 362.386 94.220
朴木砂防堰堤群、久連子第７砂防堰堤、久連子川第８砂防堰
堤、宮園砂防堰堤、砂防堰堤設計、用地取得A=0.1ha　等

朴木砂防堰堤群（平成26年度完成予定）、久連子川第８砂防堰堤
（平成26年度完成予定）、宮園砂防堰堤（平成25年度完成予定）、
砂防堰堤設計、用地取得 等

0.3～3.7

86.323 28.745

河川災害復旧事業費（河川　２３年災） 86.323 28.745

緑川 糸田地区築堤護岸　L=50m 0.4 36.595 12.186 糸田地区築堤護岸　L=43m 糸田地区築堤護岸　L=7m（平成24年度完成予定） 0.06

菊池川
分田地区築堤護岸　L=38m
広瀬地区築堤護岸　L=127m

0.6 49.728 16.559
分田地区築堤護岸　L=32m
広瀬地区築堤護岸　L=108m

分田地区築堤護岸　L=6m（平成24年度完成予定）
広瀬地区築堤護岸　L=19m（平成24年度完成予定）

0.09

8,995.048 2,313.140

（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。

＊：当該事業は検証対象として区分されている事業であり、全体事業費・工期については現計画に基づいて記載しています。（検証の結果に沿って、必要に応じ、法定計画の見直し等手続きを行う予定。）

※第９回「ダムによらない治水を検討する場」において、「直ちに実施する対策」の個別事業ごとの現時点で想定される概算事業費として提示したものを合計すると、約180億円～約270億円となる。
　（球磨川の近年の実績等を参考に概算で算出したものであり、現地状況、地元・関係機関との調整及び今後の詳細な調査・検討等に伴い変更となる可能性がある。また、用地買収費等は含まない。）

砂防事業

合　　　　計　

災害復旧事業



平成２４年度　熊本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

九州横断自動車
道延岡線

嘉島JCT～矢部 L=23.0km 623 3,100 519

・調査推進：山都地区(埋蔵文化財調査)、
　　　　　　橋梁詳細設計、跨道橋詳細設計、
　　　　　　構造物詳細設計、水文調査
・用地買収推進：益城地区、御船地区、
　　　　　　　  山都地区A=56,400m2
・用地補償：浄光寺地区支障物件移設
・工事推進：鶴山谷トンネル(L=288m)
　　　　    田代第一トンネル(L=512m)
            小池橋(L=44m)上部工
　　　　　　八丁第二橋(L=78m)上部工
　　　　　　矢形川橋(L=184m)上部工
　　　　　　八勢川橋(L=226m)下部工・上部工
            八丁第一橋(L=90m)下部工
            高平跨道橋(L=76m)上部工
　　　　　　小池地区改良L=300m
　　　　　　上野地区改良L=900m
　           　　金内地区改良L=400m
　　　　　　　　　中畑地区改良L=200m

・調査推進：＜山都地区(埋蔵文化財調査)＞
　　　　　　＜水文調査＞
            ＜跨道橋詳細設計＞
　　　　　　＜構造物詳細設計＞
・用地買収推進：＜益城・御船・山都地区
                  A=14,100m2＞
・用地補償：浄光寺地区支障物件移設
・工事推進：田代第一トンネル(L=512m)
　　　　　　小池橋(L=44m)上部工
　　　　　　八丁第二橋(L=78m)上部工
　　　　　　矢形川橋(L=184m)上部工
　　　　　  八勢川橋(L=226m)上部工
            八丁第一橋(L=90m)下部工・上部工
　　　　    小池地区改良 L=600m
　　　　    田代地区改良 L=300m
            金内地区改良 L=300m
　　　　　　田代地区改良 L=300m
　　　　　  ＜金内地区改良 L=300m＞

供用必要額
30～40億円程度

用地進捗率：約９１％
事業進捗率：約４３％
嘉島JCT～小池IC
　L=1.8km(2/4)平成25年度供用予定
小池IC～矢部IC
　L=21.2km(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 4,600 1,026

・調査推進：芦北地区(埋蔵文化財調査)、
　　　　 　 構造物詳細設計、
　　　　 　 女島・津奈木地区水文調査
・用地買収推進：千代地区、町中地区、
　　　　　　　  小津奈木地区、浜崎地区、
　　　　　　　　小津奈木地区 A=42,000m2
・工事推進：津奈木トンネル(L=1,848m)
　　　 　 　湯浦トンネル(L=1,166m)
            湯浦川橋(L=413m)上・下部工
　　　　　  千代地区改良 L=600m
  　　　 　 鶴橋(L=54m)下部工

・調査推進：芦北地区(埋蔵文化財調査)、
　　　　 　 構造物詳細設計、
　　　　　　湯浦・女島・津奈木・小津奈木地区
　　　　　　水文調査
・用地買収推進：千代・浜崎・小津奈木
                ・大迫地区　A=74,500m2
・工事推進：湯浦トンネル(L=1,166m)
　　　　　　女島トンネル(L=1,085m)
　　　　　　津奈木トンネル(L=1,848m)
            湯浦川橋(L=413m)上・下部工
            ＜町原第１橋(L=32m)下部工＞
　　　　　　＜町原第２橋(L=32m)上部工＞

34～48億円程度

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57号 熊本宇土道路 L=3.8km 338 1,300 338

・調査推進：道路詳細設計、軟弱地盤対策検討
・用地買収推進：城塚地区 A=1,000m2
・工事推進：笹原地区改良 L=400m
　　　　　　緑川大橋(L=720m)下部工

・調査推進：＜軟弱地盤対策検討＞
・用地補償：＜城塚地区補償＞
・工事推進：＜笹原地区改良 L=200m＞
            ＜緑川大橋（L=720m）下部工＞

ー～6億円程度

用地進捗率：約９７％
事業進捗率：約３０％
海路口IC～城塚IC
　L=3.8km(2/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道57号 宇土道路 L=6.7km 257 70 18

・調査推進：城塚～網田地区環境調査、
　　　　　　道路予備設計

・調査推進：＜城塚～網田地区環境調査＞
　　　　　　＜道路予備設計＞

－～1億円程度

用地進捗率：０％
事業進捗率：約１％
城塚IC～網田IC
　L=6.7km(2/2)
　平成28年度以降供用予定

一般国道3号 植木バイパス L=5.6km 288 280 73

・調査推進：鐙田地区(埋蔵文化財調査)、
　　　　　　橋梁予備設計、
　　　　　　植木～下硯川地区用地幅杭設置、
　　　　　　植木～下硯川地区用地調査
・用地買収推進：平野地区 A=150m2

・調査推進：鐙田地区(埋蔵文化財調査)
　　　　　　＜道路予備設計＞
・用地買収推進：＜植木～四方寄地区
　　　　　　　　　A=2,000m2＞

0.4～3億円程度

用地進捗率：約３５％
事業進捗率：約３２％
熊本市植木町鞍掛～同市植木町鐙田
　L=2.3km(2/4)
  平成23年4月22日供用済
熊本市植木町鐙田～国道3号
　L=3.3km(2/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道3号 熊本北バイパス L=7.6km 749 1,340 348

・調査推進：四方寄地区(埋蔵文化財調査)
・用地買収推進：四方寄・鶴羽田地区
　　　　　　　　A=4,200m2
・工事推進：四方寄地区改良 L=200m

・調査推進：外沖地区(埋蔵文化財調査)
・用地買収推進：＜四方寄・鶴羽田地区
　　　　　　　　A=1,850m2＞
・工事推進：須屋高架橋(L=216m)上部工・床版工
　　　　　　石田橋(L=295m)下部工・上部工
　　　　　　＜四方寄地区改良 L=200m＞

供用必要額
11～13億円程度

用地進捗率：約９８％
事業進捗率：約９５％
国道3号～須屋交差点
　L=1.8km(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　熊本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3号 松橋バイパス L=5.5km 33 250 65

・調査推進：道路詳細設計
・用地補償：久具地区支障物件移設
・工事推進：久具地区改良・舗装 L=1,500m

－ －

宇城市松橋町曲野～
　宇城市松橋町豊福
　L=1.5km(4/4)
  平成23年12月20日供用済
　H23完了

一般国道57号 立野拡幅 L=6.0km 159 800 208

・調査推進：構造物詳細設計
・用地買収推進：立野～瀬田地区 A=4,700m2
・工事推進：比丘尼谷橋（L=210m）下部工
　　　　　　立野地区改良 L=200m

・調査推進：道路予備設計
・用地買収推進：立野～瀬田地区 A=100m2
・用地補償：立野～瀬田地区支障物件移設補償
・工事推進：比丘尼谷橋(L=210m)上部工
　　　　　　瀬田跨線橋(L=43m)下部工
　　　　　　＜千束平地区改良 L=200m＞

供用必要額
9～11億円程度

用地進捗率：約７１％
事業進捗率：約８０％
(村)本村法立線～大津町大字瀬田
　L=1.5㎞(4/4)平成26年度供用予定
阿蘇郡南阿蘇村大字立野～
　阿蘇大橋交差点
　L=0.9km(4/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道57号 瀬田拡幅 L=3.1km 39 500 130

・調査推進：道路詳細設計
・用地買収推進：瀬田地区 A=8,600m2
・工事推進：瀬田地区改良 L=100m

・調査推進：＜道路詳細設計＞
・用地買収推進：＜瀬田地区 A=1,700m2＞
・工事推進：瀬田地区改良 L=600m

供用必要額
2～4億円程度

用地進捗率：約３７％
事業進捗率：約３０％
大津町大字瀬田～(町)石坂線
　L=1.0km(4/4)平成26年度供用予定
(町)石坂線～大津町大字吹田
　L=2.1km(4/4)
　平成28年度以降供用予定

一般国道208号 玉名バイパス L=8.5km 340 510 133

・調査推進：山田・築地地区(埋蔵文化財調査）
・用地国債(再取得)：立願寺地区～開田地区
　　　　　　　　　　A=8,400m2

・調査推進：山田地区(埋蔵文化財調査)

1～2億円程度

(県)玉名停車場立願寺線～
　国道208号
　L=4.2km(2/4)
　平成23年2月26日供用済

計 12,750 2,858 残事業費:約1,601億円

(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　熊本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

－ － 852 284

細永交差点改良 － － 90
・調査設計
・用地買収
・工事

－ 平成23年度完成

迎町交差点改良 － － 81 ・調査設計
・調査設計
・用地買収

平成26年度完成予定

南病院前交差点
改良

－ － 219
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

平成25年度完成予定

小川支所前交差
点改良

－ － 120
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

平成25年度完成予定

御立岬入口交差
点改良

－ － 108
・調査設計
・用地補償
・工事

－ 平成23年度完成

千代歩道 － － 186
・調査設計
・用地買収
・工事

－ 平成23年度完成

袋歩道 － － 48
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

平成24年度完成予定

－ － 141 47

阿蘇赤水交差点
改良

－ － 102
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地補償
・工事

平成24年度完成予定

下野交差点改良 － － 39
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地補償
・工事

平成24年度完成予定

－ － 492 164

舞尾交差点改良 － － 222
・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

稲佐交差点改良 － － 108
・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

平成24年度完成予定

大倉自歩道 － － 63
・調査設計
・工事

－ 平成23年度完成

中歩道 － － 60
・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

平成25年度完成予定

菰屋歩道 － － 39
・調査設計
・工事

－ 平成23年度完成

－ 1,485 495   

（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年度事業進捗見込み箇所名等
平成２３年度当初

熊本57号交差点改良等

熊本3号交差点改良等

国道57号

事業規模
全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容 備考Ｈ２４年度予定事業内容

6～8億円程度

国道3号

合　　　　計

国道208号 熊本208号交差点改良等



平成２４年度　熊本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

－ － 220 110 道路照明、防護柵、区画線、道路標識
道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導
標、情報提供機器（情報提供板）、簡易パーキン
グ

－ － 250 125 道路照明、防護柵、区画線、道路標識
道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導
標、情報提供機器（情報提供板）、簡易パーキン
グ

－ － 66 33 道路照明、防護柵、道路標識、区画線
道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導
標

－ 536 268   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

4～6億円程度国道57号 －

国道208号 －

Ｈ２３年度事業内容箇所名等

国道3号 －

合　　　　計

備考事業規模
平成２３年度当初

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）



平成２４年度　熊本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

1,755 781

L=2.0km 18 474
本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備
補償

引込連系管路工事、路面復旧工事、連系設備補償 平成25年度供用予定

L=3.7km 51 632
本体工事、引込連系管路工事、路面復旧工事、調査
設計、連系設備補償

路面復旧工事 平成24年度供用予定

L=2.6km 24 30 調査設計 本体工事 平成27年度供用予定

L=1.3km 18 619
本体工事、引込連系管路工事、調査設計、連系設備
補償

引込連系管路工事、路面復旧工事、連系設備補償 平成25年度供用予定

75 33

L=2.9km 19 75 路面復旧工事、調査設計、事業損失補償 － 平成23年度供用予定

1,830 814    

(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。

国道3号 熊本3号電線共同溝

箇所名等 Ｈ２４年度予定事業内容

７～８億円程度

　　　山鹿地区電線共同溝

備考

　　　近見地区電線共同溝

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

　　　水俣(２)地区電線
　　　共同溝

合　　　　計

　　　萩原地区電線共同溝

国道208号 熊本208号電線共同溝

　　　玉名地区電線共同溝



平成２４年度　熊本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

八代港
八代港外港地区国際物流ター
ミナル改良事業

139 1,798 700
岸壁(-14m)(改良)、航路(-
14m)

岸壁(-14m)(改良)、泊地(-
14m)、航路(-14m)

- ～ 18億円程度 H28年度以降完成予定

熊本港
熊本港夢咲島地区国内物流
ターミナル整備事業

233 937 417
岸壁(-7.5m)、泊地(-7.5m)、防
波堤(南)

岸壁(-7.5m)、泊地(-7.5m)、航
路(-7.5m)、防波堤(南)

- ～ 19億円程度 H27年度完成予定

計 2,735 1,117

（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。

全体事業費
（億円）

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）
Ｈ２４年度

事業進捗見込（注）
備考港湾名 プロジェクト名



平成２４年度　熊本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。

熊本空港 空港整備事業（一般） － － 232 60 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 － ～ 2.5 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 － ～ 0.1 億円程度空港整備事業（安全・安心） － － － －

計 232 60
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