
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和02年02月14日

計画の名称 鹿児島県における老朽化対策及び無電柱化推進による安心・安全な地域づくり（防災・安全）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 鹿児島県

計画の目標 鹿児島県は全国でも自然災害発生の危険性が高い地域である。

県民の安心安全な生活を支えるため，橋梁やトンネルなどの個別施設ごとに，平成30年度迄の近接目視点検結果を反映させた長寿命化修繕計画の見直し・策定を行い，点検・補修・更新など，老朽化対策を計画的に実施することで，健全な道路

ネットワーク機能の維持に努める。

また，災害発生時における道路交通の機能を確保するために，橋梁の耐震対策及び無電柱化を進め，緊急輸送道路のネットワークの強化を図ることで，災害に強く安全な暮らしやすい地域社会の実現を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              18,355  Ａ              18,355  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H31当初） （H33末） （H35末）

   1 各個別施設の長寿命化修繕計画（H31年度見直し・策定）において，対策が必要な橋梁・トンネル等について，事業着手率を増大させる。

各個別施設の長寿命化修繕計画（H31年度見直し・策定）において対策が必要な施設の事業着手率 0％ 50％ 100％

   2 鹿児島県無電柱化推進計画対象路線について，事業着手率を増大させる。

鹿児島県無電柱化推進計画対象路線の事業着手率 0％ 50％ 100％

   3 5年に1回の定期点検を確実に行う。

5年に1回の定期点検の実施率 0％ 50％ 100％

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む 地域再生計画を含む

1 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）手打藺牟田港ほか

・芦浜ほか1路線1箇所工

区

トンネル補修工 L=835m 薩摩川内市  ■  ■  ■          83 策定済

A01-002 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）出水菱刈ほか・宇

津良ほか1路線1箇所工区

トンネル補修工 L=1,507m 出水市  ■  ■  ■  ■  ■         218 策定済

A01-003 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）268・川添工区 トンネル補修工 L=648m 湧水町  ■  ■  ■  ■  ■         133 策定済

A01-004 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿屋吾平佐多ほか

・西方ほか2路線3箇所工

区

トンネル補修工 L=693m 南大隅町  ■  ■  ■  ■  ■         160 策定済

A01-005 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）448ほか・小串ほか

1路線2箇所工区

トンネル補修工 L=605m 肝付町  ■  ■  ■  ■  ■         144 策定済

A01-006 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58・朝戸ほか4箇所

工区

トンネル補修工 L=5,967m 奄美市  ■  ■  ■  ■  ■         338 策定済

1 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬瀬戸内・国直

ほか4箇所工区

トンネル補修工 L=1,250m 大和村  ■  ■  ■  ■  ■          68 策定済

A01-008 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58・三太郎ほか3箇

所工区

トンネル補修工 L=4,572m 奄美市  ■  ■  ■  ■  ■         329 策定済

A01-009 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）指宿鹿児島ｲﾝﾀｰ・

大滝橋ほか3橋工区

橋梁補修 N=4橋 鹿児島市  ■          32 策定済

A01-010 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿児島東市来・荒

瀬橋ほか3橋工区

橋梁補修 N=4橋 日置市  ■          15 策定済

A01-011 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）川内串木野・野元

橋ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 いちき串木野市  ■          40 策定済

A01-012 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （他）加世田日吉自転車

道・吹上浜ｻﾝｾｯﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ工

区

橋梁補修 N=1橋 南さつま市  ■         100 策定済

2 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-013 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）京泊大小路・須崎

橋工区

橋梁架替 N=1橋 薩摩川内市  ■  ■  ■         553 策定済

A01-014 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）長浜手打港・1号橋

ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 薩摩川内市  ■          15 策定済

A01-015 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）389・汐見橋工区 橋梁補修 N=1橋 長島町  ■           5 策定済

A01-016 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）鶴田大口・鷽越橋

ほか4橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=5橋 伊佐市  ■  ■  ■  ■         230 策定済

A01-017 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）菱刈横川・湯之尾

橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 伊佐市  ■          42 策定済

A01-018 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）根占港・塩入橋工

区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 南大隅町  ■          20 策定済

A01-019 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）448・内之浦橋ほか

5橋工区

橋梁補修 N=6橋 肝付町  ■  ■  ■         139 策定済

3 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-020 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）269・吉井橋ほか3

橋工区

橋梁補修 N=3橋 曽於市  ■  ■  ■  ■         133 策定済

A01-021 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）塗木大隅・八幡橋

ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 志布志市  ■  ■          42 策定済

A01-022 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）西之表南種子・新

川脇橋ほか2橋工区

橋梁補修 N=3橋 西之表市  ■  ■  ■          45 策定済

A01-023 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）上屋久屋久・旭橋

ほか3橋工区

橋梁補修 N=4橋 屋久島町  ■  ■  ■  ■         153 策定済

A01-024 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58・宮久田橋ほか2

橋工区

橋梁補修 N=3橋 奄美市  ■           5 策定済

A01-025 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）曽津高崎・ﾊｻﾞﾏ橋

ほか4橋工区

橋梁補修 N=5橋 瀬戸内町  ■          28 策定済

A01-026 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）504・高尾野工区 トンネル補修工 L=2,600m 出水市  ■  ■  ■  ■  ■         326 策定済

4 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-027 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）桑之浦里港・小島

工区

トンネル補修工 L=817m 薩摩川内市  ■  ■  ■  ■  ■         127 策定済

A01-028 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）南之郷志布志・大

性院工区

トンネル補修工 L=259m 志布志市  ■  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-029 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）269・大鳥工区 トンネル補修工 L=356m 曽於市  ■  ■  ■  ■  ■          82 策定済

A01-030 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬瀬戸内・尾神

山ほか3箇所工区

トンネル補修工 L=3,340m 大和村  ■  ■  ■  ■  ■         346 策定済

A01-031 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）328・第二小山田橋

ほか3橋工区

橋梁補修 N=4橋 鹿児島市  ■  ■          20 策定済

A01-032 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿児島川辺・第一

南松ヶ野橋工区

橋梁架替 N=1橋 鹿児島市  ■          24 策定済

A01-033 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）伊集院蒲生溝辺・

新賦合橋ほか3橋工区

橋梁補修 N=4橋 鹿児島市  ■  ■  ■          70 策定済

5 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-034 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）折生野神野吾平・

市之渡橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 鹿屋市  ■          37 策定済

A01-035 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）永吉高山・俣瀬橋

工区

橋梁補修 N=1橋 東串良町  ■          25 策定済

A01-036 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）大川原小村・拳校

橋工区

橋梁架替 N=1橋 曽於市  ■  ■  ■         138 策定済

A01-037 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

改築 （主）鹿児島東市来・武

町工区

電線共同溝 L=700m 鹿児島市  ■  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-038 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）328・第一郡山橋工

区

橋梁補修 N=1橋 鹿児島市  ■  ■  ■          18 策定済

A01-039 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿児島加世田・桜

川橋ほか2橋工区

橋梁補修 N=3橋 鹿児島市  ■  ■          15 策定済

6 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-040 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）松元川辺・中原橋

工区

橋梁補修 N=1橋 鹿児島市  ■  ■  ■          35 策定済

A01-041 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）薩摩祁答院・北南

橋工区

橋梁架替 N=1橋 さつま町  ■  ■         383 策定済

A01-042 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）504・桜橋ほか1橋

工区

橋梁補修 N=2橋 出水市  ■  ■  ■          75 策定済

A01-043 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）389・城川内橋ほか

2橋工区

橋梁補修 N=3橋 長島町  ■  ■          26 策定済

A01-044 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）328・第２定之段橋

工区

橋梁補修 N=1橋 出水市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-045 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）池田根占・壱崎橋

工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 錦江町  ■          14 策定済

7 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-046 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）財部庄内安久・新

地橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 曽於市  ■  ■  ■         200 策定済

A01-047 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）東原大崎・高井田

橋工区

橋梁架替 N=1橋 大崎町  ■  ■  ■         300 策定済

A01-048 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）末吉財部・太鼓大

橋工区

橋梁架替 N=1橋 曽於市  ■  ■  ■  ■  ■         300 策定済

A01-049 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）西之表南種子・月

見ほか１橋工区

橋梁補修 N=2橋 南種子町  ■  ■          15 策定済

A01-050 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）野間島間港・窪下

川橋工区

橋梁架替 N=1橋 南種子町  ■          30 策定済

A01-051 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）上屋久屋久・おみ

ね川橋ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 屋久島町  ■  ■          20 策定済

8 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-052 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）伊関国上西之表港

・湊橋工区

橋梁架替 N=1橋 西之表市  ■  ■  ■  ■         418 策定済

A01-053 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）上屋久永田屋久・

中間橋ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 屋久島町  ■  ■  ■          62 策定済

A01-054 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）伊仙天城・鹿浦大

橋工区

橋梁補修 N=1橋 伊仙町  ■  ■  ■  ■         118 策定済

A01-055 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58・地蔵工区 トンネル補修工 L=1,060m 瀬戸内町  ■  ■  ■  ■  ■         209 策定済

A01-056 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）269ほか・国道269

号ほか12箇所工区

トンネル補修工 L=1,657m 南大隅町  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

A01-057 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）伊集院蒲生溝辺・

有川工区

トンネル補修工 L=125m 霧島市  ■  ■  ■          40 策定済

A01-058 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）伊集院蒲生溝辺・

雛場ほか2箇所工区

トンネル補修工 L=569m 姶良市  ■  ■  ■         100 策定済

9 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-059 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）野間十三番西之表

・種子島空港ほか1箇所工

区

トンネル補修工 L=493m 中種子町  ■  ■  ■         150 策定済

A01-060 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）鹿島上甑・小池工

区

トンネル補修工 L=218m 薩摩川内市  ■  ■  ■         150 策定済

A01-061 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）頴娃川辺・鳥越ほ

か1箇所工区

トンネル補修工 L=84m 南九州市  ■  ■  ■         150 策定済

A01-062 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）玉取迫鹿児島港・

和田トンネルほか6箇所工

区

トンネル補修工 L=1,050m 鹿児島市  ■  ■  ■         168 策定済

A01-063 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）328・定之段工区 トンネル補修工 L=90m 出水市  ■  ■  ■         150 策定済

A01-064 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）湯湾新村・新小勝

ほか1箇所工区

トンネル補修工 L=238m 宇検村  ■  ■  ■         150 策定済

10 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-065 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）269・浮津ほか1箇

所工区

トンネル補修工 L=514m 南大隅町  ■  ■  ■         150 策定済

A01-066 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）神之川内之浦・国

見ほか1箇所工区

トンネル補修工 L=3,485m 肝付町  ■  ■  ■         283 策定済

A01-067 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）328・紫尾隧道ほか

1箇所工区

トンネル補修工 L=386m さつま町  ■  ■  ■         150 策定済

A01-068 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）226・坊工区 トンネル補修工 L=390m 南さつま市  ■  ■  ■         150 策定済

A01-069 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）270・大里工区 トンネル補修工 L=445m いちき串木野市  ■  ■  ■         150 策定済

A01-070 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）串木野樋脇・上名

工区

トンネル補修工 L=140m いちき串木野市  ■  ■  ■         150 策定済

A01-071 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （一）玉取迫鹿児島港線

ほか188路線・木之下大橋

ほか1350箇所

詳細点検（橋梁） N=1351橋 鹿児島市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         741 －

11 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-072 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）447ほか10路線・相

川橋ほか449箇所

詳細点検（橋梁） N=449橋 出水市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         249 －

A01-073 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （一）鹿島上甑線ほか15

路線・平良橋ほか277箇所

詳細点検（橋梁） N=278橋 薩摩川内市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         154 －

A01-074 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）58・天神橋ほか16

箇所

詳細点検（橋梁） N=17橋 西之表市ほか  ■  ■  ■  ■  ■          20 －

A01-075 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （主）名瀬瀬戸内線ほか2

2路線・第２長浜橋ほか28

4箇所

詳細点検（橋梁） N=285橋 奄美市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         158 －

A01-076 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）58・牟田橋ほか56

箇所

詳細点検（橋梁） N=57橋 奄美市ほか  ■  ■  ■  ■  ■          32 －

A01-077 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （主）串木野樋脇線ほか2

1路線・上名トンネルほか

26箇所

詳細点検（Tn） N=27本 いちき串木野市

ほか

 ■  ■  ■  ■  ■         108 －

12 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-078 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）269ほか8路線・大

鳥トンネルほか16箇所

詳細点検（Tn） N=17本 曽於市ほか  ■  ■  ■  ■  ■          65 －

A01-079 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （主）野間十三番西之表

線ほか4路線・種子島トン

ネルほか7箇所

詳細点検（Tn） N=8本 西之表市ほか  ■  ■  ■  ■  ■          38 －

A01-080 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （主）名瀬瀬戸内線ほか3

路線・長瀬トンネルほか2

2箇所

詳細点検（Tn） N=23本 大和村ほか  ■  ■  ■  ■  ■          91 －

A01-081 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）58・新和瀬トンネ

ルほか10箇所

詳細点検（Tn） N=11本 奄美市ほか  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-082 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （主）鹿児島加世田ほか1

0路線・新屋敷交差点歩道

橋ほか17箇所

詳細点検(歩道橋) N=17橋 鹿児島市ほか  ■  ■  ■  ■  ■           7 －

A01-083 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）223ほか3路線・高

千穂横断歩道橋ほか6橋

詳細点検(歩道橋) N=8橋 霧島市ほか  ■           3 －

13 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-084 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）58・奄美高校前歩

道橋

詳細点検(歩道橋) N=1橋 奄美市  ■           1 －

A01-085 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

点検 （主）名瀬瀬戸内線・塩

浜橋（横断歩道橋）

詳細点検(歩道橋) N=1橋 奄美市  ■           1 －

A01-086 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）永吉入佐鹿児島・

永吉橋工区

橋梁補修 N=1橋 日置市  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A01-087 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）270・新迫田橋ほか

工区

橋梁補修 N=2橋 いちき串木野市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-088 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）垂水南之郷・梅木

谷橋工区

橋梁補修 N=1橋 垂水市  ■  ■          41 策定済

A01-089 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）垂水大崎・下平房

橋工区

橋梁補修 N=1橋 鹿屋市  ■  ■          30 策定済

14 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-090 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）高隈内ケ迫・高隈

新橋工区

橋梁補修 N=1橋 鹿屋市  ■          40 策定済

A01-091 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）飯野松山都城・松

山Bランプ橋ほか１橋工区

橋梁補修 N=2橋 志布志市  ■  ■  ■  ■         500 策定済

A01-092 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）垂水南之郷・前田

橋工区

橋梁補修 N=1橋 曽於市  ■  ■          36 策定済

A01-093 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58・無内川橋工区 橋梁補修 N=1橋 中種子町  ■  ■          20 －

A01-094 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58・屋入橋工区 橋梁補修 N=1橋 龍郷町  ■  ■          17 策定済

A01-095 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬瀬戸内・浜平

橋工区

橋梁補修 N=1橋 奄美市  ■  ■          44 策定済

A01-096 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）戸口大勝・成年橋

工区

橋梁補修 N=1橋 龍郷町  ■          16 策定済

15 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-097 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬竜郷・新小勝

橋工区

橋梁補修 N=1橋 龍郷町  ■          10 策定済

A01-098 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）蘇刈古仁屋・清水

橋ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 瀬戸内町  ■  ■          35 策定済

A01-099 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）与論島循環・兼久

橋工区

橋梁補修 N=1橋 与論町  ■  ■          40 策定済

A01-100 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）389・脇本大橋ほか

1橋工区

橋梁補修 N=2橋 阿久根市  ■  ■          52 策定済

A01-101 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）志布志福山・市柴

橋ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 曽於市  ■  ■          22 策定済

A01-102 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

改築 （一）郡元鹿児島港線・

東郡元工区

電線共同溝 L=3,600m 鹿児島市  ■  ■  ■  ■  ■       3,015 －

16 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-103 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬竜郷・山羊島

ほか3箇所工区

トンネル補修工 L=1,988m 奄美市  ■  ■  ■  ■  ■         201 策定済

A01-104 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）十三谷重富・有川

ほか1路線1箇所

トンネル補修工 L=121m 霧島市  ■  ■          70 策定済

A01-105 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）戸口大勝・大美橋 橋梁補修 N=1橋 龍郷町  ■  ■          11 策定済

A01-106 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬瀬戸内・磯平

橋

橋梁補修 N=1橋 大和村  ■  ■          21 策定済

A01-107 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿児島川辺・穴瀧

橋

橋梁補修 N=1橋 南九州市  ■  ■  ■  ■         100 策定済

A01-108 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）伊集院蒲生溝辺・

奈良袂橋

橋梁補修 N=1橋 姶良市  ■  ■          40 策定済

17 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-109 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）下手山田帖佐・宮

島橋ほか1橋

橋梁架替・補修 N=2橋 姶良市  ■  ■  ■  ■  ■          90 策定済

A01-110 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）北永野田小浜・北

永野田橋

橋梁補修 N=1橋 霧島市  ■  ■  ■          15 策定済

A01-111 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）犬飼霧島神宮停車

場・川北橋

橋梁補修 N=1橋 霧島市  ■  ■  ■  ■          50 策定済

A01-112 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）223・新川橋 橋梁補修 N=1橋 霧島市  ■  ■  ■  ■          40 策定済

A01-113 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）十三谷重富・森山

橋

橋梁補修 N=1橋 姶良市  ■  ■  ■          23 策定済

A01-114 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）川内加治木・松川

内橋

橋梁補修 N=1橋 姶良市  ■  ■  ■  ■          60 策定済

A01-115 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）豊後迫隼人・滝ノ

下橋

橋梁補修 N=1橋 霧島市  ■  ■  ■  ■          60 策定済

18 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-116 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）松原帖佐停車場・

帖佐歩道橋

橋梁補修 N=1橋 姶良市  ■  ■  ■          50 策定済

A01-117 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）223・浜之市歩道橋 橋梁補修 N=1橋 霧島市  ■  ■  ■          40 策定済

A01-118 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）岸良高山・岩屋橋 橋梁補修 N=1橋 肝付町  ■  ■          10 策定済

A01-119 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）塗木大隅・提口橋 橋梁補修 N=1橋 志布志市  ■  ■  ■          40 策定済

A01-120 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）塗木大隅・大越橋 橋梁補修 N=1橋 志布志市  ■  ■  ■          40 策定済

A01-121 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）223号・妙見工区 トンネル補修工 L=481m 霧島市  ■  ■          55 策定済

A01-122 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）226号・泊工区 トンネル補修工 L=82m 南さつま市  ■  ■          20 策定済

19 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-123 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）267号・久七工区 トンネル補修工 L=3,945m 伊佐市  ■  ■         316 策定済

A01-124 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58号・勝浦工区 トンネル補修工 L=1,122m 瀬戸内町  ■  ■          90 策定済

A01-125 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58号・和光工区 トンネル補修工 L=1,820m 奄美市  ■  ■         146 策定済

A01-126 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿屋吾平佐多線・

大鹿倉工区

トンネル補修工 L=450m 南大隅町  ■  ■          45 策定済

A01-127 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿児島吉田線・滝

之神ほか1箇所工区

トンネル補修工 L=157m 鹿児島市  ■  ■          40 策定済

A01-128 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿児島川辺線・軸

屋工区

トンネル補修工 L=497m 南九州市  ■  ■          55 策定済

A01-129 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）手打蘭牟田港線・

青瀬ほか1箇所工区

トンネル補修工 L=1,098m 薩摩川内市  ■  ■          88 策定済

20 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-130 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）上屋久永田屋久線

・新一湊工区

トンネル補修工 L=71m 屋久島町  ■  ■          20 策定済

A01-131 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）大川原小村線・池

之段工区

トンネル補修工 L=227m 霧島市  ■  ■          20 策定済

A01-132 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）鶴田大口線・川平

工区

トンネル補修工 L=104m さつま町  ■  ■          20 策定済

A01-133 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）湯湾新村線・役勝

ほか1路線1箇所工区

トンネル補修工 L=1,133m 龍郷町  ■  ■          40 策定済

A01-134 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）馬渡大川原線・大

川原工区

トンネル補修工 L=28m 曽於市  ■  ■          20 策定済

A01-135 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬瀬戸内線・生

勝ほか1路線4箇所工区

トンネル補修工 L=687m 宇検村  ■  ■  ■         100 策定済

21 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-136 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 点検 （国）269ほか3路線・浮

津洞門ほか19箇所工区

詳細点検(シェッド) N=20箇

所

南大隅町  ■  ■          30 －

A01-137 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）郷戸市来線・上舟

川橋工区

橋梁補修 N=1橋 日置市  ■          50 策定済

A01-138 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）58号・九年俣橋ほ

か2橋工区

橋梁補修 N=3橋 奄美市  ■  ■  ■          74 策定済

A01-139 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）名瀬港線・港橋工

区

橋梁補修 N=1橋 奄美市  ■          20 策定済

A01-140 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）竜郷奄美空港線・

土浜ヤーヤ橋ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 奄美市  ■  ■          27 策定済

A01-141 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）270号・武者田橋ほ

か1橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=2橋 日置市  ■         135 策定済

22 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-142 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）鹿島上甑線・甑大

明神橋ほか1橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=2橋 薩摩川内市  ■         100 策定済

A01-143 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬瀬戸内線・久

根津大橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 瀬戸内町  ■          36 策定済

A01-144 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）268号・﨔橋工区 橋梁補修・耐震補強 N=1橋 伊佐市  ■          50 策定済

A01-145 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）鹿屋高山串良線線

・高山橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 肝付町  ■          50 策定済

A01-146 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）448号・第1有明橋

工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 東串良町  ■          50 策定済

A01-147 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬瀬戸内線・開

饒橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 大和村  ■          40 策定済

A01-148 道路 奄美 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）名瀬竜郷線・港橋

工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 奄美市  ■          40 策定済

23 案件番号： 0000158921



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-149 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （主）上屋久屋久線・宮

之浦大橋工区

橋梁補修・耐震補強 N=1橋 屋久島町  ■          40 策定済

A01-150 道路 一般 鹿児島県 直接 鹿児島県 国道 修繕 （国）448号・横瀬橋工区 橋梁補修・耐震補強 N=1橋 大崎町  ■          80 策定済

A01-151 道路 離島 鹿児島県 直接 鹿児島県 都道府

県道

修繕 （一）手打藺牟田港線・

吹切大橋ほか1橋工区

橋梁補修 N=2橋 薩摩川内市  ■          42 策定済

 小計      18,355

合計      18,355
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31

配分額 (a)                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                       0

翌年度繰越額 (f)                       0

うち未契約繰越額(g)                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000158921



事前評価チェックシート
 計画の名称： 鹿児島県における老朽化対策及び無電柱化推進による安心・安全な地域づくり（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
計画が上位計画等と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。 〇

I． 目標の妥当性
数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
十分な事業効果が見込める。 〇

II． 計画の効果・効率性
他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
地域の協力が見込める。 〇

III．計画の実現可能性
関連する地方公共団体等との調整が図られている。 〇

1  案件番号：0000158921


