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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：熊本県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 御船町～山都町 九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部） 2,787

改築 国道3号 熊本市 植木バイパス 786

改築 国道3号 熊本市、合志市 熊本北バイパス 70

改築 国道3号 芦北町～水俣市 芦北出水道路 411

改築 国道57号 阿蘇市 竹田阿蘇道路 190

改築 国道57号 阿蘇市 滝室坂道路 2,606

改築 国道57号 合志市～熊本市 大津熊本道路（合志～熊本） 20

改築 国道57号 宇土市 宇土道路 960

改築 国道57号 宇土市～宇城市 宇土三角道路 50

改築 国道208号 荒尾市 有明海沿岸道路（大牟田～大川） 210

改築 国道218号 山都町 蘇陽五ヶ瀬道路 50

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：熊本県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道57号 阿蘇市、宇土市 熊本57号交通安全対策 7

交通安全 国道208号 熊本市、玉東町 熊本208号交通安全対策 44

備考

交通安全 国道3号

山鹿市、熊本市、
宇城市、芦北町、
津奈木町、
水俣市

熊本3号交通安全対策 182

路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：熊本県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道3号 熊本市 熊本3号電線共同溝 250 南高江地区電線共同溝 250

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：熊本県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道3号 山鹿市～水俣市 熊本3号維持管理 71

維持管理 国道57号 阿蘇市～宇城市 熊本57号維持管理 19

維持管理 国道208号 熊本市～荒尾市 熊本208号維持管理 51

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 31

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：熊本県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 御船町～山都町 九州横断自動車道延岡線（嘉島JCT～矢部） 1,400

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:熊本県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道324号 天草市
本渡道路
【熊本天草幹線道路】

784

改築 （一） 砂原四方寄線 熊本市
池上工区
【熊本環状道路】

100

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:熊本県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道445号 八代市、御船町 泉町葉木、滝尾 70

土砂災害対策 (主) 日田鹿本線 山鹿市 菊鹿町矢谷 35

土砂災害対策 (主) 宮原五木線 八代市、五木村 東陽町河俣、丙 60

土砂災害対策 (主) 熊本高森線 益城町 杉堂 50

土砂災害対策 (一) 三本松甲佐線 美里町、甲佐町 甲佐平、坂谷 35

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:熊本県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 熊本県 熊本県無電柱化推進計画事業 540
(一)高森停車場線〔高森町〕、(国)325号（鹿校通工区）〔山鹿市〕、
(国)387号（御代志工区）〔合志市〕、(主)玉名山鹿線（大橋通工区）
〔山鹿市〕

無電柱化推進計画事業 熊本市 熊本市無電柱化推進計画事業 37 (国)266号(田井島)、(市)二本木2丁目新大江1丁目第1号線(二本木)



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:熊本県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 熊本県 橋梁長寿命化修繕計画 1,171 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊本県 トンネル長寿命化修繕計画 230 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊本県 道路附属物等長寿命化修繕計画 40 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊本市 橋梁長寿命化修繕計画 82 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊本市 トンネル長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 熊本市 道路附属物等長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 八代市 橋梁長寿命化修繕計画 101 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 菊池市 橋梁長寿命化修繕計画 51 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 菊池市 トンネル長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宇城市 橋梁長寿命化修繕計画 22 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長洲町 橋梁長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大津町 橋梁長寿命化修繕計画 11 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:熊本県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 菊陽町 橋梁長寿命化修繕計画 2 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 球磨村 橋梁長寿命化修繕計画 6 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
熊本県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

熊本県橋梁長寿命化修繕計画
熊本県 南阿蘇村 阿蘇吉田線 水口２号橋 橋梁 修繕
熊本県 阿蘇市 阿蘇吉田線 モダン橋 橋梁 修繕
熊本県 阿蘇市 内牧坂梨線 小池第一橋 橋梁 修繕
熊本県 阿蘇市 内牧停車場乙姫線 乙姫橋 橋梁 修繕
熊本県 八代市 大牟田大鞘八代港線 昭和新開橋 橋梁 修繕
熊本県 宇城市 小川嘉島線 福田橋２ 橋梁 修繕
熊本県 菊陽町 辛川鹿本線 みらい大橋 橋梁 修繕
熊本県 大津町 熊本益城大津線 空港大橋 橋梁 修繕
熊本県 阿蘇市 国道265号 釜割橋 橋梁 修繕
熊本県 阿蘇市 国道265号 坂梨跨線橋 橋梁 修繕
熊本県 天草市 国道324号 赤崎２号橋 橋梁 修繕
熊本県 苓北町 国道324号 上津深江橋 橋梁 修繕
熊本県 天草市 国道324号 四郎ヶ浜橋 橋梁 修繕
熊本県 南阿蘇村 国道325号 白川橋 橋梁 修繕
熊本県 南阿蘇村 国道325号 南阿蘇橋 橋梁 修繕
熊本県 菊池市 国道387号 泗水橋 橋梁 修繕
熊本県 宇城市 中小野浦川内線 内田橋側道橋 橋梁 修繕
熊本県 菊陽町 曲手原水線 鼻ぐり大橋 橋梁 修繕
熊本県 津奈木町 水俣田浦線 栄橋１ 橋梁 更新
熊本県 南小国町 南小国波野線 上井田橋 橋梁 修繕
熊本県 宇城市 八代鏡宇土線 北出村橋 橋梁 修繕
熊本県 宇城市 八代鏡宇土線 五丁橋 橋梁 修繕
熊本県 宇城市 八代不知火線 五号砂川橋 橋梁 修繕
熊本県 宇城市 八代不知火線 御船橋１ 橋梁 修繕
熊本県 菊池市 県道138号辛川鹿本線 合志川橋 橋梁 更新
熊本県 宇城市 県道338号八代不知火線 松崎橋１ 橋梁 修繕
熊本県 和水町 県道6号玉名立花線 菰田橋 橋梁 更新
熊本県 人吉市 国道221号 昇雲橋 橋梁 修繕

熊本県トンネル長寿命化修繕計画
熊本県 南阿蘇村 県道111号線 火の山トンネル トンネル 修繕
熊本県 小国町 県道12号線 天鶴隧道 トンネル 修繕
熊本県 八代市 県道17号線 中谷トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 県道24号線 下田トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 県道26号線 松崎隧道 トンネル 修繕
熊本県 山都町 県道39号線 小川トンネル トンネル 修繕
熊本県 八代市 県道52号線 菅隧道 トンネル 修繕
熊本県 山都町 国道218号 牧野トンネル トンネル 修繕
熊本県 山都町 国道218号 万坂隧道 トンネル 修繕
熊本県 高森町 国道265号 高森４号トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 国道266号 久玉隧道 トンネル 修繕
熊本県 上天草市 国道266号 大道第三トンネル トンネル 修繕
熊本県 上天草市 国道266号 大道第二トンネル トンネル 修繕
熊本県 上天草市 国道266号 姫戸トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 国道389号 鬼海ヶ浦トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 国道389号 宮の本トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 国道389号 崎津トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 国道389号 小島トンネル トンネル 修繕
熊本県 天草市 国道389号 富津トンネル トンネル 修繕
熊本県 八代市 国道443号 尾園隧道 トンネル 修繕
熊本県 御船町 国道443号 妙見坂隧道 トンネル 修繕
熊本県 五木村 国道445号 上荒地トンネル トンネル 修繕
熊本県 五木村 国道445号 板木トンネル トンネル 修繕

熊本県道路附属物等長寿命化修繕計画
熊本県 天草市 県道24号線 本渡下田線ロックシェッド 道路附属物等 修繕
熊本県 玉名市 県道347号線 亀甲歩道橋 道路附属物等 修繕
熊本県 球磨村 国道219号 蔀洞門 道路附属物等 修繕
熊本県 球磨村 国道219号 那良の瀬洞門 道路附属物等 修繕

熊本市橋梁長寿命化修繕計画
熊本市 熊本市 県道熊本菊陽線 竜田跨線橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 県道熊本浜線 瀬の江橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 県道原植木線 小畑側道橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 県道熊本空港線 戸島陸橋下り 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 県道熊本空港線 戸島陸橋上り 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 県道熊本空港線 小山橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 県道託麻北部線 塚の本橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 国道266号 八王寺跨線橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
熊本県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

熊本市 熊本市 市道坪井４丁目打越町第１号線 坪井6丁目2号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 一般県道植木河内港線 鮎帰橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 一般県道植木河内港線 船津橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 一般県道並建熊本線 薄場橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 県道植木河内港線 野出１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 国道501号 坪井川橋側道橋 橋梁 更新
熊本市 熊本市 市道奥古閑町第2号線 屋敷第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道河内第8号線 小森橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道河内町野出河内町面木第1号線 面木橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道花畑町大江本町第1号線 銀座橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道廻江第６号線 廻江裏田３号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道海路口町第15号線 浦田北下割第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道岳第12号線 神橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道近津第３号線 松尾町上屋敷第２号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道元三町第29号線 坂場橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道元三町第58号線 西村橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道護藤町美登里町第1号線 枝溝第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道志々水莎崎第1線 志々水裏田1号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道春日2丁目二本木2丁目第1号線 世安橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道小山町第41号線 西上ノ前第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道川口町第17号線 中島第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道川尻6丁目野田2丁目第1号線 談議所第２号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道船津第3号線 小谷３号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道船津野出第1号線 尾跡橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道銭塘町奥古閑第３号線 五町分第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道銭塘町奥古閑町第1号線 下前通第３号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道島田下中間第１号線 城南橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道南田尻新第1号線 南田尻中島2号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道南田尻平原第1号線 南田尻中島3号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道二本木2丁目第3号線 二本木２丁目第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道白浜第２号線 白浜第２号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道八幡町第38号線 北ノ前第１号橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道米屋町1丁目世安町第1号線 泰平橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道本荘3丁目南熊本2丁目第1号 新代継橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道木部第37号線 小原橋 橋梁 修繕
熊本市 熊本市 市道鰐瀬第１号線 市口宮原１号橋（北口橋） 橋梁 更新
熊本市 熊本市 主要地方道熊本高森線 高野辺田橋 橋梁 修繕

熊本市トンネル長寿命化修繕計画
熊本市 熊本市 県道砂原四方寄線 貢トンネル トンネル 修繕

熊本市道路附属物等長寿命化修繕計画
熊本市 熊本市 主要地方道熊本田原坂線 西里横断歩道橋 道路附属物等 修繕

八代市橋梁長寿命化修繕計画
八代市 八代市 市道井上町線 井上町６号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道永碇町古閑中町2号線 第二屋敷廻橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道横江1号線 横江１号線１号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道下村滝方環状線 下村滝方環状線１号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道下村滝方環状線 下村滝方環状線３号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道郡築東西4号線 郡築八番町３号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道郡築南北4号線 郡築十二番町８号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道古麓町1号線 古麓町７号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道高植本町鼠蔵町線 鼠蔵町１号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道今新開2号線 今新開２号線１号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道坂より上村中線 幕岩橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道松江本町興国町線 松江本町３号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道水島町高植本町2号線 水島町９号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道水島町大坪町線 日奈久大坪町５号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道赤根線 上赤根１号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道川田町西川田町東1号線 東片町１号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道大還横5号線 大還横５号線５号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道大手迫線 黒橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道大村町横手町線 大村町２号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道沢無田線 沢無田橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道長田町上日置町線 長田町４号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道鶴下蓼原線 はけし橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道内田鮟鱇線 内田鮟鱇線１号橋 橋梁 修繕
八代市 八代市 市道二見下大野町二見本町1号線 下大野川２号橋 橋梁 更新
八代市 八代市 市道北渕前2号線 北渕前２号線１号橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
熊本県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

菊池市橋梁長寿命化修繕計画
菊池市 菊池市 市道神鶴3号線 第1千田橋 橋梁 修繕
菊池市 菊池市 市道岩本片川瀬線 上萱原橋 橋梁 修繕
菊池市 菊池市 市道戸城線 第1戸城橋 橋梁 修繕
菊池市 菊池市 市道神鶴平良々石線 第2千田橋 橋梁 修繕
菊池市 菊池市 市道赤星2－6号線 下赤星橋２ 橋梁 修繕
菊池市 菊池市 市道切明稗方線 玉祥寺橋 橋梁 更新

菊池市トンネル長寿命化修繕計画
菊池市 菊池市 市道中片湖面橋線 下半尺トンネル トンネル 修繕
菊池市 菊池市 市道中片湖面橋線 中片トンネル トンネル 修繕
菊池市 菊池市 市道迫水線 古川隧道 トンネル 修繕

宇城市橋梁長寿命化修繕計画
宇城市 宇城市 市道白水川線 41-2号橋 橋梁 修繕
宇城市 宇城市 市道三ﾂ丸墓地線 塘添橋 橋梁 修繕
宇城市 宇城市 市道小曽部区内6号線 ２６－１号橋 橋梁 更新
宇城市 宇城市 市道南部田4号線 山下３号橋 橋梁 更新
宇城市 宇城市 市道白水･浜田線 42-1号橋 橋梁 修繕
宇城市 宇城市 市道白水川線 41-3号橋 橋梁 修繕
宇城市 宇城市 市道本島臨港線 馬立橋 橋梁 修繕

長洲町橋梁長寿命化修繕計画
長洲町 長洲町 町道大谷・長洲港線 石原橋 橋梁 修繕
長洲町 長洲町 町道長洲・岱明線 大川橋 橋梁 修繕
長洲町 長洲町 町道塩屋・赤崎線 小柳橋 橋梁 修繕
長洲町 長洲町 町道長洲港・停車場線 浦川橋 橋梁 修繕

大津町橋梁長寿命化修繕計画
大津町 大津町 町道あけぼの団地１号線 あけぼの橋 橋梁 修繕

菊陽町橋梁長寿命化修繕計画
菊陽町 菊陽町 町道空港戸次線 下戸橋 橋梁 修繕

球磨村橋梁長寿命化修繕計画
球磨村 球磨村 村道釘原線 俣口橋 橋梁 修繕
球磨村 球磨村 村道毎床線 第二山神橋 橋梁 修繕



熊 本 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・熊本県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

球磨川 球磨川 一般河川改修事業 130　 八代
やつしろ

市
し

緑川 緑川 一般河川改修事業 1,390　 熊本市
くまもとし

、宇土市
うとし

、甲佐町
こうさまち

白川 白川 一般河川改修事業 850　 熊本市
くまもとし

菊池川 菊池川 一般河川改修事業 930　 熊本市
くまもとし

、玉名市
たまなし

、山鹿市
やまがし

、菊池市
きくちし

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 1,106　

《福岡
ふくおか

県
けん

》久留米市
くるめし

《佐賀県
さがけん

》神埼市
かんざきし

、鳥栖市
とすし

《熊本
くまもと

県
けん

》小国町
おぐにまち

球磨川 球磨川 河川維持修繕事業 313　 湯前
ゆのまえ

町
まち

、水
みず

上
かみ

村
むら

～河口
か こ う

緑川 緑川 河川維持修繕事業 213　 甲佐町
こ う さ ま ち

～河口
か こ う

白川 白川 河川維持修繕事業 126　 熊本
くま も と

市
し

～河口
か こ う

菊池川 菊池川 河川維持修繕事業 322　 菊池
き く ち

市
し

～河口
か こ う

白川 総合水系環境整備事業 20　 熊本市
く ま も と し

菊池川 総合水系環境整備事業 20　 菊池市
き く ち し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



熊本県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 緑川緑川ダム 60

菊池川竜門ダム 110

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くまがわ かわべがわ いつきおがわ おがわだいにさぼうえんてい くまぐん いつきむら ひらせ

川辺川ダム砂防 砂防 球磨川 川辺川 五木小川 小川第２砂防堰堤 球磨郡 五木村 平瀬 砂防堰堤工 170
くまがわ かわべがわ しいばだにがわ かわべがわりゅういきさぼうせつびかいちく くまぐん さがらむら しいば

球磨川 川辺川 椎葉谷川 川辺川流域砂防設備改築 球磨郡 相良村 椎葉 渓流保全工 245

合計 2 箇所 415

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（熊本県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あそさん にしゆのうらかわいち にしゆのうらかわいちさぼうえんてい あそし にしゆのうら

阿蘇砂防 火山砂防 阿蘇山 西湯浦川１ 西湯浦川１砂防堰堤 阿蘇市 西湯浦 砂防堰堤工 300
あそさん かみのこやかわに かみのこやかわにだいろくさぼうえんてい あそし かりお

阿蘇山 上の小屋川２ 上の小屋川２第６砂防堰堤 阿蘇市 狩尾 砂防堰堤工 300
あそさん よみねやまに・さん よみねやまさぼうえんていぐん あそぐん みなみあそむら かわよう

阿蘇山 夜峰山２・３ 夜峰山砂防堰堤群 阿蘇郡 南阿蘇村 河陽 砂防堰堤工 300

合計 3 箇所 900

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（熊本県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 しらかわ しんしょがわ1 あそぐん みなみあそむら たての さぼうえんていこう

砂防等事業 白川 新所川１ 阿蘇郡 南阿蘇村 立野 砂防堰堤工 60

小計 １箇所 60

大規模更新 しらかわ・みどりかわ しらかわ・みどりかわけんいき しもましきぐん みさとまち ながとみほか えんていかいりょうこう

砂防等事業 白川・緑川 白川・緑川圏域 下益城郡 美里町 永富他 堰堤改良工 123

くまがわ くまがわけんいき くまぐん いつきむら こうほか えんていかいりょうこう

球磨川 球磨川圏域 球磨郡 五木村 甲他 堰堤改良工 260

小計 ２箇所 383

事業間連携 みどりかわ さかたにがわ かみましきぐん こう　さまち かみそうかわ さぼうえんていこう

砂防等事業 緑川 坂谷川 上益城郡 甲佐町 上早川 砂防堰堤工 55
みずなしがわ みょうけんがわ やつしろし みょうけんまちへた さぼうえんていこう

水無川 妙見川 八代市 妙見町辺田 砂防堰堤工 50
りゅうそうがわ しきがわちだいいち やつしろし しきがわち さぼうえんていこう

流藻川 敷川内第一 八代市 敷川内町 砂防堰堤工 150
そのた むらきがわ あしきたぐん あしきたまち つるきやま さぼうえんていこう

その他 村木川 葦北郡 芦北町 鶴木山 砂防堰堤工 50
しらかわ しったにがわ あそぐん みなみあそむら かいん さぼうえんていこう

白川 湿谷川 阿蘇郡 南阿蘇村 河陰 砂防堰堤工 150
しらかわ にごりかわ あそぐん みなみあそむら ながの さぼうえんていこう

白川 濁川 阿蘇郡 南阿蘇村 長野 砂防堰堤工 70

小計 ６箇所 525

９箇所 968

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（熊本県　1/4）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 おおち あまくさし はじうとまち よこぼーりんぐこう

砂防等事業 大地 天草市 枦宇土町 横ボーリング工 15

うわくぼ あまくさし すもとまち よこぼーりんぐこう

上久保 天草市 栖本町 横ボーリング工 50

２箇所 65

事業区分 水系名 箇所名 所在地

合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（熊本県　2/4）



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 くまがわ えびらせがわ あしきたぐん あしきたまち えびらせ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 球磨川 箙瀬川 葦北郡 芦北町 箙瀬 砂防堰堤工 10

くまがわ かみえびらせがわ あしきたぐん あしきたまち えびらせ さぼうえんていこう

球磨川 上箙瀬川 葦北郡 芦北町 箙瀬 砂防堰堤工 10

くまがわ かわうちがわ くまぐん くまむら こうのせ さぼうえんていこう

球磨川 川内川 球磨郡 球磨村 神瀬 砂防堰堤工 180
くまがわ うえはらだに くまぐん くまむら こうのせ さぼうえんていこう

球磨川 上原谷 球磨郡 球磨村 神瀬 砂防堰堤工 120

くまがわ きやのすみ くまぐん くまむら こうのせ さぼうえんていこう

球磨川 木屋角 球磨郡 球磨村 神瀬 砂防堰堤工 30

くまがわ いたさきがわ くまぐん くまむら わたり さぼうえんていこう

球磨川 板崎川 球磨郡 球磨村 渡 砂防堰堤工 60

くまがわ なかぞのがわ くまぐん くまむら わたり さぼうえんていこう

球磨川 中園川 球磨郡 球磨村 渡 砂防堰堤工 100

くまがわ みやぞの くまぐん くまむら わたり さぼうえんていこう

球磨川 宮園 球磨郡 球磨村 渡 砂防堰堤工 80

くまがわ つつみ くまぐん くまむら わたり さぼうえんていこう

球磨川 堤 球磨郡 球磨村 渡 砂防堰堤工 35

めしまがわ こさきがわ あしきたぐん あしきたまち めしま けいりゅうほぜんこう

女島川 小崎川 葦北郡 芦北町 女島 渓流保全工 125
ゆのうらがわ かみひらばえがわ１ あしきたぐん あしきたまち めしま けいりゅうほぜんこう

湯浦川 上平生川１ 葦北郡 芦北町 女島 渓流保全工 35
さしきがわ そのぐちがわ あしきたぐん あしきたまち やはた さぼうえんていこう

佐敷川 園口川 葦北郡 芦北町 八幡 砂防堰堤工 270
さしきがわ おとじやがわ あしきたぐん あしきたまち おとじや さぼうえんていこう

佐敷川 乙千屋川 葦北郡 芦北町 乙千屋 砂防堰堤工 200
さしきがわ あかえがわ あしきたぐん あしきたまち たがわ けいりゅうほぜんこう

佐敷川 赤江川 葦北郡 芦北町 田川 渓流保全工 30
そのた おおつぼがわ１ あしきたぐん つなぎまち ふくはま けいりゅうほぜんこう

その他 大坪川１ 葦北郡 津奈木町 福浜 渓流保全工 140
そのた おおつぼがわ２ あしきたぐん つなぎまち ふくはま さぼうえんていこう

その他 大坪川２ 葦北郡 津奈木町 福浜 砂防堰堤工 250
そのた おおつぼがわ３ あしきたぐん つなぎまち ふくはま さぼうえんていこう

その他 大坪川３ 葦北郡 津奈木町 福浜 砂防堰堤工 10

１７箇所 1,685

事業区分 水系名 渓流名 所在地

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（熊本県　3/4）

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 くまがわ ぎょうとくがわ やつしろし さかもとまちはぎ さぼうえんていこう

砂防事業 球磨川 行徳川 八代市 坂本町葉木 砂防堰堤工 30

ちくごがわ やたろうだに１ あそぐん おぐにまち くろぶち けいりゅうほぜんこう

筑後川 弥太郎谷１ 阿蘇郡 小国町 黒渕 渓流保全工 35
さしきがわ すがむたがわ あしきたぐん あしきたまち くわばら けいりゅうほぜんこう

佐敷川 管無田川 葦北郡 芦北町 桑原 渓流保全工 50
そのた おにきだいに あまくさし おにきまち けいりゅうほぜんこう

その他 魚貫第二 天草市 魚貫町 渓流保全工 40

４箇所 155

事業区分 水系名 渓流名 所在地

令和３年度補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（熊本県　4/4）

合計



熊　本　県

都市局



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:熊本県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 熊本県 熊本県無電柱化推進計画事業 540
(一)高森停車場線〔高森町〕、(国)325号（鹿校通工区）〔山鹿
市〕、(国)387号（御代志工区）〔合志市〕、(主)玉名山鹿線（大
橋通工区）〔山鹿市〕

無電柱化推進計画事業 熊本市 熊本市無電柱化推進計画事業 37
(国)266号(田井島)、(市)二本木2丁目新大江1丁目第1号線
(二本木)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

熊本県

熊本県

熊本県重 要 港 湾 熊 本 熊 本 県 小 計 1,060 1,060

熊本県 補 助 1,060 1,060

熊本県

熊本県 八 代 熊 本 県 小 計 1,700 1,300 3,000

熊本県 直 轄 1,700 1,300 3,000

熊本県

熊本県航 路 本 渡 瀬 戸 国 小 計 180 180

熊本県 直 轄 180 180

熊本県

2,940 1,300 4,240合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

熊 本 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



令和３年度　補正予算配分箇所表（空港整備）

「国庫債務負担行為（ゼロ国債）」

［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 59 無線施設整備

羽 田 59 無線施設整備

新 潟 266 滑走路端安全区域整備

福 岡 59 無線施設整備

熊 本 59 無線施設整備

宮 崎 59 無線施設整備

鹿 児 島 59 無線施設整備

成 田 59 無線施設整備

中 部 59 無線施設整備

関 西 59 無線施設整備

伊 丹 59 無線施設整備

秋 田 321 滑走路改良

青 森 411 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 314 滑走路改良

福 島 660 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

富 山 208 滑走路改良

佐 賀 509 滑走路改良、エプロン改良等

（北海道）

新 千 歳 1,371 誘導路新設、耐震対策、無線施設整備

稚 内 35 浸水対策

釧 路 320 照明施設整備

函 館 65 浸水対策

帯 広 150 誘導路改良

女 満 別 82 庁舎改修

（沖縄）

那 覇 60 無線施設整備

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港
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Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 
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（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 
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(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（熊本県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

第２期地域活性化を支援する交
流・物流拠点アクセス道路整備

熊本県 553,875 

第２期　安心して活き活きと住
みつづけることができる五木の
里づくり（五木村振興基盤整備
計画）

熊本県 75,000 

628,875 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（熊本県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

第２期　安心安全な暮らしを実
現する道路整備（防災・安全）

熊本県,八代市,人吉市,荒尾市,水俣市,菊池
市,宇土市,上天草市,宇城市,合志市,美里
町,玉東町,南関町,長洲町,大津町,産山村,
高森町,嘉島町,御船町,甲佐町,多良木町,湯
前町,五木村,球磨村,あさぎり町,苓北町,和
水町,小国町,氷川町,芦北町,錦町,水上村,
山江村,玉名市,山鹿市,阿蘇市,天草市,山都
町,相良村,菊陽町,西原村

827,379 

国土強靭化地域計画に基づく道
路整備

熊本県 314,737 

災害に負けない基盤づくりのた
めの国土強靭化対策（防災・安
全）

熊本県 109,858 

第２期　安心安全を実現する通
学路の要対策箇所における安全
性の確保（街路）（防災・安
全）

熊本県 94,000 

災害時の地域の輸送等を支える
道路整備

玉名市,長洲町,多良木町,相良村,和水町 63,470 

港湾施設の老朽化等に伴い利用
が制限されている施設の整備
（防災・安全）（重点）（第２
期）

熊本県 155,000 

熊本県下における総合的なハー
ド・ソフト一体となった治水対
策の推進（防災・安全）

熊本県,宇土市,八代市,大津町,長洲町,合志
市,水俣市,宇城市,南関町,菊陽町,芦北町,
津奈木町,天草市

1,238,000 

熊本県下における総合的なハー
ド・ソフト対策一体となった治
水対策の推進（防災・安全）緊
急対策

熊本県 185,000 

熊本県下における総合的なハー
ド・ソフト一体となった土砂災
害対策の推進（防災・安全）

熊本県 928,800 

熊本県下における総合的なハー
ド・ソフト一体となった土砂災
害対策の推進（重点）（防災・
安全）

熊本県,熊本市,荒尾市,菊池市,小国町,宇城
市,美里町,高森町

333,348 



（熊本県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

第3期 熊本県の下水道による健
全な水循環と水環境の保全（防
災・安全）

熊本県,八代市,人吉市,荒尾市,水俣市,玉名
市,山鹿市,菊池市,宇土市,上天草市,宇城
市,阿蘇市,天草市,合志市,長洲町,大津町,
菊陽町,南小国町,御船町,嘉島町,益城町,錦
町,湯前町,苓北町,あさぎり町,氷川町

255,100 

第2期 くまもと下水道による災
害に強いまちづくり（防災・安
全）（重点計画）

熊本県,八代市,人吉市,荒尾市,水俣市,山鹿
市,宇城市,阿蘇市,天草市,菊陽町,御船町,
益城町,あさぎり町,玉名市,嘉島町

13,000 

熊本県下における総合的なハー
ド・ソフト一体となった海岸保
全施設の老朽化・耐震対策の推
進（防災・安全）（重点）

熊本県,天草市,荒尾市 115,000 

熊本県下における総合的なハー
ド・ソフト一体となった建設海
岸対策の推進（防災・安全）

熊本県,上天草市,天草市 76,000 

熊本県下における総合的なハー
ド・ソフト一体となった港湾海
岸対策の推進（防災・安全）

熊本県,荒尾市,上天草市 65,000 

広域防災拠点及び安全安心な都
市公園づくり（防災・安全）

熊本県 80,300 

安全安心な都市公園づくり（防
災・安全）

八代市,人吉市,山鹿市,天草市,大津町,宇城
市,荒尾市

20,000 

安全で快適な都市公園づくり
（防災・安全）

八代市,人吉市,荒尾市,芦北町,大津町,天草
市,山鹿市,菊陽町,熊本県

15,000 

熊本県における大規模盛土造成
地の安全性の確認調査（防災・
安全）

水俣市,玉名市,山鹿市,菊池市,宇土市,宇城
市,大津町,御船町,益城町,西原村,上天草
市,南阿蘇村,甲佐町,山都町,氷川町,あさぎ
り町,多良木町,五木村,苓北町,相良村,玉東
町,和水町,南関町,八代市,山江村,長洲町,
人吉市,荒尾市,天草市,合志市,菊陽町,芦北
町,美里町,小国町,津奈木町,錦町

88,500 

地域防災拠点を担う都市公園の
整備推進と安全安心化（防災・
安全）

菊陽町 755,000 



（熊本県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

防災・減災、国土強靭化に資す
る特定地区公園（カントリー
パーク）の整備推進（防災・安
全）

山都町 250,000 

安全で快適な道路環境の整備
（防災・安全）（第2期）

熊本市 427,911 

災害に強く市民が安心できるま
ちづくり（防災・安全）（第2
期）

熊本市 25,000 

熊本市における河川改修事業お
よび流域貯留浸透事業による浸
水対策の推進（防災・安全）

熊本市 96,000 

熊本市公共下水道事業（防災・
安全）【第３期】

熊本市 439,450 

熊本市公共下水道事業（防災・
安全）【第３期】（重点計画）

熊本市 38,000 

（第3期）安全・安心のしなやか
な都市づくり（防災・安全）

熊本市 34,000 

7,042,853 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（熊本県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

地域生活圏の機能充実・強化や
拠点アクセス向上のための道路
整備

八代市,水俣市,玉名市,菊池市,宇土市,上天
草市,宇城市,天草市,合志市,玉東町,南関
町,和水町,菊陽町,南小国町,産山村,高森
町,甲佐町,山都町,五木村,苓北町,大津町,
御船町,益城町,多良木町,相良村,小国町,水
上村,長洲町,錦町

115,628 

ストック効果を高める拠点
（IC、空港、港湾、駅、工業団
地等）アクセス道路の整備

人吉市,水俣市,山都町,熊本県,菊陽町 19,250 

第2期 くまもと持続可能な汚水
処理システムの構築（重点計
画）

熊本県,八代市,人吉市,荒尾市,水俣市,玉名
市,菊池市,宇土市,上天草市,宇城市,阿蘇
市,大津町,御船町,嘉島町,あさぎり町,山鹿
市

125,000 

第3期　熊本県の下水道による健
全な水循環と水環境の保全

熊本県,八代市,人吉市,玉名市,山鹿市,阿蘇
市,天草市,合志市,南関町,大津町,菊陽町,
南小国町,御船町,益城町

17,000 

荒尾駅周辺地区の再生(第2期) 荒尾市 11,300 

菊陽町の下水道整備による水環
境の保全

菊陽町 698,000 

公共交通を基軸としたまちづく
り（第２期）

熊本市 8,000 

全国都市緑化フェアの開催によ
る森の都の再生と震災からの復
興

熊本市 60,046 

1,054,224 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（熊本県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

自転車ネットワーク計画に基づ
く自転車通行空間整備

熊本県,上天草市,湯前町,あさぎり町 226,430 

通学路等の生活空間における危
険箇所の交通安全対策（防災・
安全）

八代市,人吉市,荒尾市,水俣市,玉名市,菊池
市,宇城市,阿蘇市,天草市,美里町,玉東町,
南関町,和水町,小国町,西原村,嘉島町,益城
町,甲佐町,氷川町,芦北町,錦町,多良木町,
湯前町,山江村,球磨村,あさぎり町,合志市,
菊陽町,水上村,宇土市,上天草市,長洲町,南
阿蘇村,御船町

222,655 

第２期　安心安全を実現する通
学路の要対策箇所における安全
性の確保（防災・安全）

熊本県 159,967 

通学路の危険箇所（緊急点検要
対策箇所）の解消（街路）（防
災・安全）

八代市,人吉市,天草市,益城町,合志市 413,342 

ひとにやさしい道路空間の創出
（防災・安全）（第2期）

熊本市 94,050 

熊本市公共下水道事業（防災・
安全）【第３期】

熊本市 48,950 

1,165,394 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


