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令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮崎県 (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 宮崎市～日南市 東九州自動車道（清武JCT～北郷） 6,289

改築 国道10号 門川町～日向市 門川日向拡幅 260

改築 国道10号 新富町～宮崎市 新富バイパス 10

改築 国道10号 都城市 都城道路（Ⅱ期） 4,293

改築 国道10号 都城市 都城道路 1,563

改築 国道218号 五ケ瀬町 蘇陽五ヶ瀬道路 396

改築 国道218号 五ヶ瀬町～高千穂町 五ヶ瀬高千穂道路 896

改築 国道218号 高千穂町～日之影町 高千穂雲海橋道路 100

改築 国道218号 高千穂町～日之影町 高千穂日之影道路 556

改築 国道220号 日南市 日南・志布志道路 1,129

改築 国道220号 日南市、串間市 油津・夏井道路 430

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮崎県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

改築 国道220号 宮崎市～日南市 日南防災（北区間） 135

改築 国道220号 日南市 日南防災（南区間・宮浦～鵜戸） 100



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮崎県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

大門交差点改良（延岡市） 9

昭和町2丁目交差点改良（延岡市） 21

浜町地区事故対策（延岡市） 57

不動寺交差点改良（日向市） 6

お倉ヶ浜海水浴場入口交差点改良（日向市） 9

川北歩道整備（都農町） 27

北高鍋地区事故対策（高鍋町） 18

道の駅「都城」交差点改良（都城市） 18

路線名 備考

交通安全 国道10号
延岡市、日向市、
都農町、高鍋町、
都城市

宮崎10号交通安全対策 165



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮崎県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

市役所前交差点改良（宮崎市） 60

源藤～新横町交差点改良（宮崎市） 123

東平交差点改良（宮崎市） 18

小内海歩道整備（宮崎市） 138

伊比井視距改良（日南市） 60

交通安全 国道220号 宮崎市、日南市 宮崎220号交通安全対策 399



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮崎県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

吉尾地区電線共同溝 260

甲斐元地区電線共同溝 80

電線共同溝

路線名 備考

340宮崎10号電線共同溝都城市国道10号



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮崎県 (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447号 えびの市 真幸・青木バイパス 400

改築 （一）
学園木花台本郷北
方線

宮崎市 山下工区 40

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：宮崎県 (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219号 西米良村 山之戸轟八重 75

土砂災害対策 国道222号 日南市 坂元小布瀬 50

土砂災害対策 国道265号
西米良村、椎葉
村

上米良、大桑胡麻山 170

土砂災害対策 国道268号 宮崎市 浦之名 83

土砂災害対策 国道327号 美郷町 扇山 100

土砂災害対策 国道388号 門川町 前平 30

土砂災害対策 国道503号 諸塚村 大白尾八重の平 138

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：宮崎県 (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 宮崎県 橋梁長寿命化修繕計画 4,936 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宮崎県 トンネル長寿命化修繕計画 545 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宮崎県 道路附属物等長寿命化修繕計画 34 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宮崎市 橋梁長寿命化修繕計画 482 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宮崎市 道路附属物等長寿命化修繕計画 42 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 都城市 橋梁長寿命化修繕計画 242 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 延岡市 橋梁長寿命化修繕計画 280 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 延岡市 トンネル長寿命化修繕計画 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 日南市 橋梁長寿命化修繕計画 163 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小林市 橋梁長寿命化修繕計画 62 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小林市 トンネル長寿命化修繕計画 35 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 日向市 橋梁長寿命化修繕計画 116 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：宮崎県 (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 串間市 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 えびの市 橋梁長寿命化修繕計画 91 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 三股町 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 高原町 橋梁長寿命化修繕計画 16 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 国富町 橋梁長寿命化修繕計画 85 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 綾町 橋梁長寿命化修繕計画 23 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高鍋町 橋梁長寿命化修繕計画 55 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新富町 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西米良村 橋梁長寿命化修繕計画 28 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 木城町 橋梁長寿命化修繕計画 52 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 木城町 道路附属物等長寿命化修繕計画 9 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川南町 橋梁長寿命化修繕計画 47 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：宮崎県 (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 都農町 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 都農町 道路附属物等長寿命化修繕計画 17 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 門川町 橋梁長寿命化修繕計画 9 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 諸塚村 橋梁長寿命化修繕計画 14 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 椎葉村 橋梁長寿命化修繕計画 47 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 美郷町 橋梁長寿命化修繕計画 130 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高千穂町 橋梁長寿命化修繕計画 18 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 日之影町 橋梁長寿命化修繕計画 60 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 五ヶ瀬町 橋梁長寿命化修繕計画 78 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

宮崎県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

宮崎県橋梁長寿命化修繕計画

宮崎県 えびの市 国道221号 飯野橋 橋梁 修繕

宮崎県 五ヶ瀬町 国道218号 津花六号橋 橋梁 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 新橋 橋梁 修繕

宮崎県 えびの市 国道221号 高平橋 橋梁 修繕

宮崎県 高千穂町 国道218号 津花大橋 橋梁 修繕

宮崎県 串間市 国道448号 道場橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 （主）高城山田線 王子橋 橋梁 更新

宮崎県 高千穂町 国道218号 雲海橋 橋梁 修繕

宮崎県 日向市 県道51号線 美々津橋 橋梁 修繕

宮崎県 五ヶ瀬町 国道218号 越次橋 橋梁 修繕

宮崎県 国富町 県道24号線 本庄橋 橋梁 更新

宮崎県 高千穂町 県道8号線 中原山橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道47号線 大井手橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道34号線 大山橋1 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 県道33号線 鋒野橋 橋梁 修繕

宮崎県 日之影町 国道218号 上顔橋 橋梁 修繕

宮崎県 日之影町 国道218号 青雲橋 橋梁 修繕

宮崎県 えびの市 国道221号 蕗ヶ迫橋 橋梁 修繕

宮崎県 綾町 県道361号線 小田爪橋 橋梁 修繕

宮崎県 綾町 県道357号線 綾南川橋 橋梁 修繕

宮崎県 延岡市 県道20号線 川水流橋 橋梁 更新

宮崎県 西都市 国道219号 糸郷谷橋 橋梁 修繕

宮崎県 延岡市 国道218号 干支大橋 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道44号線 一ッ瀬橋 橋梁 修繕

宮崎県 美郷町 国道327号 小川吐橋 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道14号線 平橋1 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 国道222号 油津大橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 国道222号 猪之谷橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道12号線 岩下橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道417号線 東牛之脛橋 橋梁 修繕

宮崎県 西都市 県道39号線 上揚橋 橋梁 修繕

宮崎県 西都市 県道24号線 山田川原橋 橋梁 修繕

宮崎県 諸塚村 国道503号 幸重谷橋 橋梁 修繕

宮崎県 えびの市 県道1号線 ホテル前橋 橋梁 修繕

宮崎県 高千穂町 国道325号 浜之瀬橋 橋梁 修繕

宮崎県 日向市 県道234号線 新渡川橋 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道339号線 丸野橋 橋梁 修繕

宮崎県 西都市 県道320号線 青山橋 橋梁 修繕

宮崎県 日向市 県道302号線 上石並橋 橋梁 修繕

宮崎県 日向市 県道51号線 跨線橋 橋梁 修繕

宮崎県 西都市 国道219号 戸崎橋1 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

宮崎県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

宮崎県 日之影町 国道218号 槇峰大橋 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道352号線 柳瀬橋1 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道337号線 日南線跨線橋 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 国道222号 馬越橋 橋梁 修繕

宮崎県 美郷町 国道388号 入下橋 橋梁 修繕

宮崎県 延岡市 国道218号 天馬大橋 橋梁 修繕

宮崎県 五ヶ瀬町 国道218号 岩神橋 橋梁 修繕

宮崎県 日之影町 県道237号線 網之瀬橋 橋梁 修繕

宮崎県 高千穂町 国道218号 無名橋31 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道13号線 四升田橋 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道342号線 弥生橋 橋梁 修繕

宮崎県 小林市 県道104号線 六瀬観音橋（下り線） 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道367号線 島田橋 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道367号線 木崎橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道42号線 池之河原橋 橋梁 修繕

宮崎県 小林市 県道53号線 轟木橋（ＢＯＸ） 橋梁 修繕

宮崎県 諸塚村 県道50号線 古原橋 橋梁 修繕

宮崎県 串間市 国道448号 上千野橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 国道269号 東郡元橋 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 国道222号 上新村橋 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 国道222号 野之中橋 橋梁 修繕

宮崎県 椎葉村 国道388号 無名橋52 橋梁 修繕

宮崎県 日向市 県道15号線 畑浦橋 橋梁 修繕

宮崎県 諸塚村 県道50号線 上長川橋 橋梁 修繕

宮崎県 延岡市 県道217号線 早日渡橋 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 国道222号 深瀬橋1 橋梁 修繕

宮崎県 串間市 県道112号線 夕風橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 国道269号 千町橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道45号線 鵜野島橋 橋梁 修繕

宮崎県 西都市 県道365号線 避溢橋 橋梁 修繕

宮崎県 木城町 県道22号線 塊所橋 橋梁 更新

宮崎県 日向市 県道226号線 エソバミ橋 橋梁 修繕

宮崎県 延岡市 国道388号 三川内橋 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 県道436号線 新川橋3 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道13号線 清滝橋 橋梁 修繕

宮崎県 宮崎市 県道337号線 山崎橋(BOX) 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 国道222号 藷楠橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道12号線 無名橋85 橋梁 修繕

宮崎県 綾町 県道361号線 第６湯ノ谷橋 橋梁 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 吐野橋 橋梁 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 原ノ小畑橋 橋梁 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 大谷橋4 橋梁 修繕

宮崎県 椎葉村 国道388号 荒河橋 橋梁 修繕
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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

宮崎県 木城町 県道22号線 鳥子橋 橋梁 修繕

宮崎県 木城町 県道22号線 川原橋 橋梁 修繕

宮崎県 美郷町 国道388号 和田小橋2 橋梁 修繕

宮崎県 日向市 国道446号 立岩橋2 橋梁 修繕

宮崎県 諸塚村 国道503号 花塚橋 橋梁 修繕

宮崎県 諸塚村 県道50号線 松株橋 橋梁 修繕

宮崎県 諸塚村 県道50号線 小水流橋 橋梁 修繕

宮崎県 椎葉村 県道142号線 本谷橋3 橋梁 修繕

宮崎県 日向市 県道230号線 亀崎橋 橋梁 修繕

宮崎県 美郷町 県道234号線 無名橋111 橋梁 修繕

宮崎県 高千穂町 国道325号 田原新橋 橋梁 修繕

宮崎県 日之影町 県道210号線 大吐橋 橋梁 修繕

宮崎県 都城市 県道12号線 ６号ボックス 橋梁 修繕

宮崎県 日南市 国道222号 鶴ヶ峯跨線橋 橋梁 修繕

宮崎県トンネル長寿命化修繕計画

宮崎県 西米良村 国道219号 横谷トンネル トンネル 修繕

宮崎県 高千穂町 国道218号 高千穂トンネル トンネル 修繕

宮崎県 延岡市 国道218号 北方トンネル トンネル 修繕

宮崎県 西米良村 国道219号 やまびこトンネル トンネル 修繕

宮崎県 西米良村 国道219号 山之戸隧道 トンネル 修繕

宮崎県 西都市 国道219号 銀鏡隧道 トンネル 修繕

宮崎県 西都市 国道219号 中尾トンネル トンネル 修繕

宮崎県 西都市 国道219号 椎原トンネル トンネル 修繕

宮崎県 西都市 国道219号 岩井谷トンネル トンネル 修繕

宮崎県 宮崎市 国道219号 城山トンネル トンネル 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 針金橋トンネル トンネル 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 佐礼隧道 トンネル 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 下椎葉第２隧道 トンネル 修繕

宮崎県 椎葉村 国道265号 音ヶ瀬トンネル トンネル 修繕

宮崎県 延岡市 国道326号 椎葉谷トンネル トンネル 修繕

宮崎県 諸塚村 国道327号 古園１号トンネル トンネル 修繕

宮崎県 延岡市 国道388号 浦城トンネル トンネル 修繕

宮崎県 串間市 国道448号 都井トンネル トンネル 修繕

宮崎県 諸塚村 国道503号 吐の川トンネル トンネル 修繕

宮崎県 三股町 県道都城北郷線 新矢立トンネル トンネル 修繕

宮崎県 椎葉村 国道327号 石原トンネル トンネル 修繕

宮崎県道路附属物等長寿命化修繕計画

宮崎県 宮崎市 国道269号 寺町１号横断歩道橋 道路附属物等 修繕

宮崎県 宮崎市 県道10号線 佐土原横断歩道橋 道路附属物等 修繕

宮崎県 宮崎市 県道377号線 青島歩道橋 道路附属物等 修繕

宮崎市橋梁長寿命化修繕計画

宮崎市 宮崎市 市道垂門久保線 樋の口橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道提内1号線 提内橋 橋梁 修繕
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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

宮崎市 宮崎市 市道糸原北1号線 北原橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道金田3号線 金田橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道富吉跡江線 川久保橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道上小松油出線 油出橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道水待鳥越線 宮前橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道椎屋形鶴の谷線 辺里山橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道中津瀬通線 源太平橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道花ヶ島通線 柳ノ丸橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道中村源藤線 両国橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道大塚中通線 高松橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道田吉航大線 番所橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道鏡洲小学校南線 想児橋2 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道大丸尾引線 地蔵橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道西春田2号線 鴨ノ口2号橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道三角寺松山線 松山跨線橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道市道鉄道曲目線 第二門石橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道市道麓梅谷線 山住橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道楠見線 上の谷橋 橋梁 修繕

宮崎市 宮崎市 市道ライスセンター線 加治子橋 橋梁 修繕

宮崎市道路附属物等長寿命化修繕計画

宮崎市 宮崎市 市道南宮崎駅東通線 南宮崎駅二号歩道橋 道路附属物等 修繕

宮崎市 宮崎市 市道西桜町南線 桜橋人道橋 道路附属物等 修繕

都城市橋梁長寿命化修繕計画

都城市 都城市 市道 折田代268号線 下大池橋 橋梁 修繕

都城市 都城市 市道 今屋・今房線 平田橋1 橋梁 修繕

都城市 都城市 市道 高木通線 高桜橋 橋梁 更新

都城市 都城市 市道 今町・安久通線 柳田橋2 橋梁 修繕

都城市 都城市 市道 今町・安久線 樅之元橋 橋梁 修繕

都城市 都城市 市道 安久・正応寺線 亀郷橋 橋梁 修繕

都城市 都城市 市道 倉平・仁田ヶ平線 仁田ヶ平橋 橋梁 修繕

延岡市橋梁長寿命化修繕計画

延岡市 延岡市 市道熊野江別府線 鵜戸尻橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道竹谷神社線 宮下橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道惣ヶ内2号線 第３惣ヶ内橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道伊形堤防2号線 上伊形２号橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道猪ノ島刈鉢線 猪之島橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道曽立屋形原線 熊田橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道鐙線 鐙橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道上替崎深瀬線 深崎橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道波帰線 美々地谷橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道長畑線 長畑１号橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道蕨原線 蕨原橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道長谷川内線 長谷川内橋 橋梁 修繕
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延岡市 延岡市 市道野々水流線 雄幸橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道下塚市ノ内2号線 市ノ内１号橋 橋梁 修繕

延岡市 延岡市 市道小鹿倉線 清流橋 橋梁 修繕

延岡市トンネル長寿命化修繕計画

延岡市 延岡市 市道島浦港宇治線 島浦隧道 トンネル 修繕

延岡市 延岡市 市道富美山山月1号線 富美山隧道 トンネル 修繕

延岡市 延岡市 市道小峰22号線 小峰トンネル トンネル 修繕

延岡市 延岡市 市道宇和田大峡線 蛇谷トンネル トンネル 修繕

延岡市 延岡市 市道市尾内蒲江線 蒲北トンネル トンネル 修繕

延岡市 延岡市 市道宇和田大峡線 可愛トンネル トンネル 修繕

日南市橋梁長寿命化修繕計画

日南市 日南市 市道　上飛ケ峯線 樋渡橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　油津星倉線 高樋橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　榎原大牟礼線 竹ノ内橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　白木俣線 割岩橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　無田亀割線 南光神橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　吾田東小学校通線 立野橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　渡橋線 渡橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　山川線 富士原橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　福谷線 福谷橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　中央谷之城線 谷之城橋 橋梁 修繕

日南市 日南市 市道　大迫口ヶ野線 大迫橋 橋梁 修繕

小林市橋梁長寿命化修繕計画

小林市 小林市 市道二原・下津佐線 山澄橋 橋梁 修繕

小林市 小林市 市道轟木・大久保線 轟木１号橋 橋梁 修繕

小林市 小林市 市道大王・夷守台線 大幡橋 橋梁 修繕

小林市 小林市 市道瀬戸ノ口・久津原線 久津原橋 橋梁 修繕

小林市 小林市 市道坂の下軍谷線 上軍谷橋 橋梁 修繕

小林市 小林市 市道猫坂永迫線 猫坂橋 橋梁 修繕

小林市 小林市 市道川内荒谷線 川内橋1 橋梁 修繕

小林市 小林市 市道滝グランド線 大谷橋 橋梁 修繕

小林市トンネル長寿命化修繕計画

小林市 小林市 市道永田奈佐木線 軍谷隧道 トンネル 修繕

日向市橋梁長寿命化修繕計画

日向市 日向市 市道草場大曲線 中原橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道塩見美々津線 耳川大橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道塩見美々津線 田の原大橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道中原八幡線 御手洗橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道松原秋留線 秋留橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道山の田大斎線 大斎橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道東郷橋卸児線 東郷橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道下仲瀬赤井笠線 深谷橋 橋梁 修繕

日向市 日向市 市道北町亀崎線 後田橋 橋梁 修繕
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串間市橋梁長寿命化修繕計画

串間市 串間市 市道春日白坂線 小田代橋 橋梁 修繕

串間市 串間市 市道揚原古大内線 古大内橋 橋梁 修繕

串間市 串間市 市道居城田線 口広橋 橋梁 修繕

串間市 串間市 市道宮ノ浦1号線 第二明田橋 橋梁 修繕

串間市 串間市 市道名谷通線 名谷橋 橋梁 修繕

串間市 串間市 市道奴久見高松線 八反田橋 橋梁 修繕

串間市 串間市 市道代田上代田線 中ノ谷2号橋 橋梁 修繕

西都市橋梁長寿命化修繕計画

西都市 西都市 市道上鶴線 上鶴橋 橋梁 修繕

西都市 西都市 市道囲瀬川線 牛掛橋 橋梁 更新

えびの市橋梁長寿命化修繕計画

えびの市 えびの市 市道京町岡松線 下真幸橋 橋梁 修繕

えびの市 えびの市 市道中島榎田線 榎田橋 橋梁 修繕

高原町橋梁長寿命化修繕計画

高原町 高原町 町道　東鷹巣原線 東橋 橋梁 修繕

高原町 高原町 町道　安丸柳野線 前原橋 橋梁 修繕

国富町橋梁長寿命化修繕計画

国富町 国富町 町道向高須志田線 森永橋 橋梁 修繕

国富町 国富町 町道井水笹尾線 湯の谷橋 橋梁 修繕

国富町 国富町 町道井水笹尾線 笹尾橋 橋梁 修繕

国富町 国富町 町道萩原鳥越線 鳥越橋 橋梁 修繕

国富町 国富町 町道大久保八重尾線 大久保橋 橋梁 修繕

国富町 国富町 町道大坪上床線 大坪橋 橋梁 修繕

国富町 国富町 町道飯盛橋線 飯盛橋 橋梁 修繕

綾町橋梁長寿命化修繕計画

綾町 綾町 町道中川原・辺保木線 第３中川原橋 橋梁 修繕

綾町 綾町 町道宮原・尾堂線 第２尾堂橋 橋梁 修繕

綾町 綾町 町道田中・神下線 第１灰原橋 橋梁 更新

高鍋町橋梁長寿命化修繕計画

高鍋町 高鍋町 町道天神鶴・茂広毛付線 二本松橋 橋梁 修繕

高鍋町 高鍋町 町道新山・南唐木戸線 市ノ山1号橋 橋梁 修繕

高鍋町 高鍋町 町道下永谷・上地頭用線 鷲ヶ久保橋 橋梁 修繕

高鍋町 高鍋町 町道羽坂(2)線 真米4号橋 橋梁 修繕

高鍋町 高鍋町 町道坂本・鬼ヶ久保線 坂本橋 橋梁 修繕

西米良村橋梁長寿命化修繕計画

西米良村 西米良村 村道下鶴線 小川内橋 橋梁 修繕

西米良村 西米良村 村道八重公民館2号線 八重橋 橋梁 修繕

西米良村 西米良村 村道竹之元谷線 吐合橋 橋梁 修繕

木城町橋梁長寿命化修繕計画

木城町 木城町 町道溜水田神線 岩戸橋 橋梁 修繕

木城町 木城町 町道溜水田神線 駄留橋 橋梁 修繕

木城町 木城町 町道溜水田神線 第四岩渕橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

宮崎県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

木城町 木城町 町道中八重線 中八重橋 橋梁 修繕

木城町 木城町 町道春山線 旗口1号橋 橋梁 修繕

木城町 木城町 町道打越中之又線 塊所1号橋 橋梁 修繕

木城町 木城町 町道打越中之又線 中之又橋 橋梁 修繕

木城町 木城町 町道鵜懐鹿遊線 戸崎橋 橋梁 修繕

木城町 木城町 町道百合野櫛野線 無名橋2 橋梁 修繕

木城町道路附属物等長寿命化修繕計画

木城町 木城町 町道川原谷内線 白木八重トンネル 道路附属物等 修繕

川南町橋梁長寿命化修繕計画

川南町 川南町 町道唐瀬・市納線 上唐瀬橋 橋梁 修繕

川南町 川南町 町道唐瀬･市納線 弥次郎橋 橋梁 修繕

川南町 川南町 町道西ノ別府線 西別府橋 橋梁 修繕

都農町橋梁長寿命化修繕計画

都農町 都農町 町道征矢原～立野線 戸谷橋 橋梁 修繕

都農町 都農町 町道中瓜生～藤見線 藤見橋 橋梁 修繕

都農町 都農町 町道中町～上田線 石倉橋 橋梁 修繕

都農町 都農町 町道坂の上～名貫線 上町橋 橋梁 修繕

都農町 都農町 町道征矢原11号線 征矢原5号橋 橋梁 修繕

都農町道路附属物等長寿命化修繕計画

都農町 都農町 町道坂の上名貫線 都農横断歩道橋 道路附属物等 修繕

諸塚村橋梁長寿命化修繕計画

諸塚村 諸塚村 村道柳原家代線 旧柳原橋 橋梁 修繕

諸塚村 諸塚村 村道柳原高椎線 高橋 橋梁 修繕

椎葉村橋梁長寿命化修繕計画

椎葉村 椎葉村 村道小河内線 小河内橋 橋梁 修繕

椎葉村 椎葉村 村道野々首線 本郷橋 橋梁 修繕

椎葉村 椎葉村 村道木浦線 木浦中橋 橋梁 修繕

美郷町橋梁長寿命化修繕計画

美郷町 美郷町 町道和田若宮線 若宮橋 橋梁 修繕

美郷町 美郷町 町道入下長野線 岩下橋 橋梁 修繕

美郷町 美郷町 町道平城銀鏡線 平城橋 橋梁 修繕

美郷町 美郷町 町道尾沢小川内線 小川内橋 橋梁 修繕

美郷町 美郷町 町道小黒木線 第二石出橋 橋梁 更新

日之影町橋梁長寿命化修繕計画

日之影町 日之影町 町道波瀬岩戸線 内の田橋 橋梁 更新

日之影町 日之影町 町道中川下鹿川線 中川橋 橋梁 修繕

五ヶ瀬町橋梁長寿命化修繕計画

五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 町道宮の原・兼ヶ瀬線 戸川橋 橋梁 修繕

五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 町道廻渕・川曲線 川曲橋 橋梁 修繕

五ヶ瀬町 西臼杵郡五ヶ瀬町 町道本屋敷・波帰支線 本屋敷一号橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　宮崎県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

綾ユネスコエコパーク「照葉樹林」と「人」との共生計画 綾町 30

延joy・延rich・延life「ひなたの杜・海・街と人とが共生するまちづくり計画」 延岡市 71

山々を駆け巡るスカイラインプロジェクト 諸塚村 20

新・人つどい、神笑う　いのちをつなぐ「日本のふるさと」高千穂再生計画 高千穂町 40

森林の恵みで光さすまち日之影計画 日之影町 33

森林資源を活かした五ヶ瀬ブランド町づくり再生計画 五ヶ瀬町 20

人と自然の地域力！「木」が「喜」になるまちづくりプロジェクト 日向市 6

人と森をつなぐ道プロジェクト 美郷町 25

平家伝説が伝わる豊かな自然と神舞う神楽の里　椎葉再生計画 椎葉村 70

　小　計 315

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。



宮 崎 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・宮崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 一般河川改修事業 338　 延岡市
のべおかし

小丸川 小丸川 一般河川改修事業 224　 高鍋町
たかなべちょう

大淀川 大淀川 一般河川改修事業 1,060　 宮崎市
み やざ きし

、都城市
みやこのじょうし

川内川 川内川 一般河川改修事業 1,800　
≪宮崎県
みやざきけん

≫えびの市
し

≪鹿児島県
か ご し ま け ん

≫薩摩川内市
さつ ませ んだ いし

、伊佐市
い さ し

、湧水町
ゆうすいちょう

五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 河川工作物関連応急対策事業 18　 延岡市
のべおかし

大淀川 大淀川 河川工作物関連応急対策事業 68　 都城市
みやこのじょうし

五ヶ瀬川 総合水系環境整備事業 3　 延岡
のべおか

市
し

大淀川 総合水系環境整備事業 138　 都城市
みやこのじょうし

（※）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。



令和３年度当初予算　河川事業（補助・宮崎県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

大淀川 小松川 大規模特定河川事業 120　 宮崎市
み や ざ き し

大淀川 山田川 大規模特定河川事業 180　 都城市
みやこのじょうし

大淀川 横市川 大規模特定河川事業 194　 都城市
みやこのじょうし

五十鈴川 五十鈴川 大規模特定河川事業 130　 門川町
かどがわちょう

耳川 耳川 大規模特定河川事業 120　 日向市
ひ ゅ う が し

広渡川 広渡川 大規模特定河川事業 100　 日南市
に ち な ん し

広渡川 戸高川 大規模特定河川事業 100　 日南市
に ち な ん し

一ツ瀬川 三財川 大規模特定河川事業 500　 西都市
さ い と し



宮崎県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 大淀川岩瀬ダム再生 440 464



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

おおよどがわ たかさきがわ ゆのもとがわ はらいがわＳさんじゅうにさぼうえんてい にしもろかたぐん たかはるちょう かまむた

宮崎河川国道 火山砂防 大淀川 高崎川 湯之元川 祓川Ｓ３２砂防堰堤 西諸県郡 高原町 蒲牟田 砂防堰堤工 309
おおよどがわ わたしがわ ふるえがわ ふるえがわにさぼうえんてい みやこのじょうし やまだちょうなかきりしま

大淀川 渡司川 古江川 古江川２砂防堰堤 都城市 山田町中霧島 砂防堰堤工 300
おおよどがわ やたけがわ やたけがわ やたけだいさんさぼうえんてい にしもろかたぐん たかはるちょう かまむた

大淀川 矢岳川 矢岳川 矢岳第３砂防堰堤 西諸県郡 高原町 蒲牟田 砂防堰堤工 375
おおよどがわ やたけがわ やたけがわ やたけだいろくさぼうえんてい にしもろかたぐん たかはるちょう かまむた

大淀川 矢岳川 矢岳川 矢岳第６砂防堰堤 西諸県郡 高原町 蒲牟田 砂防堰堤工 50

合計 4 箇所 1,034

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（宮崎県　１／１）

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）

事業間連携 かえだかわ たけのうちいちたにかわ みやざきし かがみず

砂防等事業 加江田川 竹之内１谷川 宮崎市 鏡洲 砂防堰堤工 20
いちきかわ ひらばるたにかわ くしまし いちき

市木川 平原谷川 串間市 市木 砂防堰堤工 30
おおよどかわ ひがしたのたにかわ みやこのじょうし よしのもとちょう

大淀川 東田野谷川 都城市 吉野元町 砂防堰堤工 10
おおよどかわ たかのたにかわ みやこのじょうし たかのちょう

大淀川 高野谷川 都城市 高野町 砂防堰堤工 85
おおよどかわ せのくちかわ みやこのじょうし やまだちょうせのくち

大淀川 瀬之口川 都城市 山田町瀬之口 砂防堰堤工 40
おおよどかわ ひがしまきばかわ こばやしし ひがしまきば

大淀川 東牧場川 小林市 東牧場 砂防堰堤工 60
おおよどかわ なかごまたにかわ こばやしし なかはら

大淀川 中河間谷川 小林市 中原 砂防堰堤工 65
なぬきかわ たにかわみなみかわ こゆぐん かわみなみちょう かわみなみ

名貫川 谷川南川 児湯郡 川南町 川南 砂防堰堤工 40
いすずかわ なかたたにかわいち ひがしうすきぐん みさとちょう うなま

五十鈴川 中田谷川１ 東臼杵郡 美郷町 宇納間 砂防堰堤工 45
おきたかわ おくのたにかわ のべおかし このまち

沖田川 奥の谷川 延岡市 小野町 砂防堰堤工 35
ごかせかわ やましたたにさわ のべおかし きたがわまちながい

五ヶ瀬川 山下谷沢 延岡市 北川町長井 砂防堰堤工 60
ごかせかわ じょうやしきかわ にしうすきぐん たかちほちょう むこうやま

五ヶ瀬川 城屋敷川 西臼杵郡 高千穂町 向山 砂防堰堤工 40
ごかせかわ あかたにかわ にしうすきぐん ひのかげちょう ななおり

五ヶ瀬川 赤谷川 西臼杵郡 日之影町 七折 砂防堰堤工 50
ごかせかわ おびらたにかわ にしうすきぐん ごかせちょう さんがしょ

五ヶ瀬川 尾平谷川 西臼杵郡 五ヶ瀬町 三ヶ所 砂防堰堤工 120

１４箇所 700合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（宮崎県　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 ひとつせかわ おおやぶに ひがしうすきぐん しいばそん おおやぶ

砂防等事業 一ツ瀬川 大藪２ 東臼杵郡 椎葉村 大藪 排土工 10

事業間連携 ひろとかわ くろにた（二） にちなんし きたごうちょうきたかわうち

砂防等事業 広渡川 黒仁田（二） 日南市 北郷町北河内 横ボーリング工 20

2箇所 30合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（宮崎県　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 みみかわ かなすびたにかわ ひがしうすきぐん しいばそん しもふくら

砂防事業 耳川 鹿野遊谷川 東臼杵郡 椎葉村 下福良 法枠工 200

１箇所 200

令和３年度　当初予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（宮崎県　3/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



九州地方整備局（宮崎県） （単位：百万円）

海岸保全施設整備事業 宮崎海岸 宮崎
みやざき

市
し

497 養浜（宮崎市）等

宮崎県　計 497

備考事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：宮崎県 （単位：千円）

大淀処理場焼却炉代替施設整備事業 宮崎市 民間活力イノベーション推進下水道事業 22,000 11,000

計 22,000 11,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



宮　崎　県

都市局



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 宮崎県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

1/2, 41,684

宮崎市 宮崎市 継続 東部第二地区（4期） 4.5/10 19,800

1/2, 528,842

都城市 都城市 新規 山之口地区 4.5/10 251,200

570,526

合計 271,000

内示額について、下段を国費とする。



宮 崎 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 宮崎県
地区名 事業名 事業費 備考

延岡一ヶ岡地区 地域居住機能再生推進事業 37,972 
37,972 合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 宮崎県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 100,000
100,000合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

宮崎県
宮崎県
宮崎県重 要 港 湾 細 島 宮 崎 県 小 計 678
宮崎県 直 轄 250
宮崎県 補 助 428
宮崎県
宮崎県 宮 崎 宮 崎 県 小 計 257
宮崎県 直 轄 230
宮崎県 補 助 27
宮崎県
宮崎県 油 津 宮 崎 県 小 計 300
宮崎県 補 助 300
宮崎県

1,235

港湾管理者
令和3年度事業費

摘　　要

合　　　　計

宮 崎 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



港 湾 局

(単位：百万円)

津 波 対 策 古 江 宮 崎 県 小 計 500
補 助 500

500合　　　　計

海岸管理者
令和3年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

宮 崎 県

令 和 ３ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 822
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防
音工事補助等

福 岡 24,728
滑走路増設、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施設・住宅防音工
事補助等

北 九 州 1,143 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 1,920
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 2,889
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整
備、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助
等

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 1,795 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 960 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

山 形 174 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

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

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

3 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

4 / 4 



Ⅳ．管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 1,651 1.258

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

4 291 1.330

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

12 405 1.998

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

9 631 0.688

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

20 372 2.333

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

15 2,039 0.927

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

50 634 2.210

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

32 1,529 2.429

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

11 357 0.602

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

4 214 1.085

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

20 3,839 1.214

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

9 1,420 0.637

合　　　　　　　　計 185　※ 13,381 1.105

補助事業はなし ※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇
所減算

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1

留萌港船舶交通安全基盤整備事業 1
函館港船舶交通安全基盤整備事業 1
厚岸漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

能代港船舶交通安全基盤整備事業 1
宮古港船舶交通安全基盤整備事業 1
雄勝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
中之作港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
秋田船川港船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1
陸奥大島船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1
洲埼船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
剱埼船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1
銚子港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
橋田鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
トーガ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
広瀬船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
矢作川口沖船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
篠島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
朝日礁船舶交通安全基盤整備事業 1
ヨセマル船舶交通安全基盤整備事業 1
石鏡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
イチ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四丈船舶交通安全基盤整備事業 1
渡リ黒ミ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20



管区 事業箇所名 事業箇所数
五 明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1
福良港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤穂港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
新宮港船舶交通安全基盤整備事業 1
孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1
徳島小松島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 15
六 播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1

広島港船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
笠岡港船舶交通安全基盤整備事業 1
ネヅラ岩船舶交通安全基盤整備事業 1
竪場島船舶交通安全基盤整備事業 1
トクダキノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
直島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
東備港船舶交通安全基盤整備事業 1
岡山港船舶交通安全基盤整備事業 1
岩国港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
尾ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
福山港船舶交通安全基盤整備事業 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
森ノ瀬ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
似骨ノ礁船舶交通安全基盤整備事業 1
立花ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
細ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
中藻州船舶交通安全基盤整備事業 1
油ノ沖ノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
牛クソ船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
八島船舶交通安全基盤整備事業 1
入鹿瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
団子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
地ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1
干出岩船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸東航路船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
新居浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
錐ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
円瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
庄司太郎碆船舶交通安全基盤整備事業 1
水荷浦鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
渡ケ碆船舶交通安全基盤整備事業 1
日振島船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 50
七 魚釣埼船舶交通安全基盤整備事業 1

豆酘埼船舶交通安全基盤整備事業 1
関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇島港船舶交通安全基盤整備事業 1
小野田港船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1
波津白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
住ノ江港船舶交通安全基盤整備事業 1
大牟田港船舶交通安全基盤整備事業 1
唐津港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊万里港船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
口曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
アサ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿町海老曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
滝瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
餅米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
薄香湾舵掛岩船舶交通安全基盤整備事業 1
アサマ船舶交通安全基盤整備事業 1
大白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
牛島沖船舶交通安全基盤整備事業 1
杓子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
イカヅチ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
中津港船舶交通安全基盤整備事業 1
郷ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 32



管区 事業箇所名 事業箇所数
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1
越前岬船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
博奕岬船舶交通安全基盤整備事業 1
御津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
黒島埼船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
松江港船舶交通安全基盤整備事業 1
安来港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11
九 猿山岬船舶交通安全基盤整備事業 1

伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
十 八代港船舶交通安全基盤整備事業 1

沖ノ瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
高杢島船舶交通安全基盤整備事業 1
助八瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
東チオミ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深平瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
三角港船舶交通安全基盤整備事業 1
満越ノ瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
小瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
メツ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
肥後延瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島港船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島湾口神瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥ノ巣山船舶交通安全基盤整備事業 1
草垣島船舶交通安全基盤整備事業 1
国頭岬船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
山川港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20
十一 糸満漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
本部港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
合　　　　計 185※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（宮崎県）
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

九州南部地域における広域観光
活性化計画

宮崎県 106,290 

宮崎県内における親しみをもて
安らぎある河川環境の整備およ
び保全（重点整備）

宮崎県 122,000 

宮崎県における活力ある港づく
りと地域の活性化（地域活性
化）

宮崎県 80,000 

拠点施設へのアクセス道路の整
備に伴う地域の産業・経済の基
盤強化

宮崎県,高鍋町 76,838 

市町村の道路ネットワークの構
築による安心・安全な地域づく
り支援

延岡市,小林市,串間市,三股町,川南町,都農
町,門川町,椎葉村,高千穂町,日南市,国富
町,都城市,綾町,五ヶ瀬町,諸塚村

213,916 

宮崎県住宅・住環境ひなたづく
り計画（第２期）

宮崎県,宮崎市,都城市,延岡市,日南市,小林
市,串間市,三股町,門川町,諸塚村,椎葉村,
美郷町,日向市,西都市,えびの市,綾町,新富
町,西米良村,木城町,川南町,都農町,高千穂
町,日之影町,五ヶ瀬町,国富町

646,328 

九州南部地域における広域観光
活性化計画（重点）

宮崎県 97,650 

大規模、広域的な災害リスクを
低減させる道づくり

宮崎県 837,853 

高規格幹線道路へのアクセス強
化に伴う地域の活性化を支援す
る道づくり

宮崎県 566,819 

南九州地域における産業・物流
活性化計画

宮崎県 10,960 

九州横軸三県における広域的な
観光活性化計画

宮崎県 680,400 

安心して快適に暮らせる生活環
境づくり（下水道）

宮崎市 43,950 

宮崎港周辺地区における安全・
安心なまちづくりの推進

宮崎市 198,955 



（宮崎県）
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

宮崎国体開催に向けたスポーツ
拠点公園の整備

都城市 113,000 

都城市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（重点計
画）

都城市 15,500 

岡富古川地区（2期）都市再生整
備計画

延岡市 79,000 

延岡市における下水道整備の推
進（重点計画）

延岡市 73,000 

延岡市中心市街地活性化整備計
画

延岡市 21,342 

延岡市における下水道整備の推
進

延岡市 26,000 

延岡市における宮崎国スポ・障
スポ開催に向けての都市公園整
備

延岡市 15,000 

日南市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（重点計
画）

日南市 143,500 

小林市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（重点計
画）

小林市 70,000 

日向市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（重点計
画）

日向市 50,000 

日向の拠点地域における持続可
能なコンパクトシティ+ネット
ワークシティの形成

日向市 426,705 

泉町地区都市再生整備計画 串間市 176,000 

えびの市永山運動公園拡張整備
事業計画

えびの市 144,000 

三股町における『循環のみち下
水道』の持続と進化（重点計
画）

三股町 205,000 



（宮崎県）
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

三股町における『循環のみち下
水道』の持続と進化

三股町 75,000 

国富地区（3期）都市再生整備計
画

国富町 8,100 

綾地区（3期）都市再生整備計画 綾町 46,500 

天岩戸地区（2期）都市再生整備
計画

高千穂町 29,000 

5,398,606 

※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年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（宮崎県）
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

宮崎県の海岸におけるL1津波対
策（防災・安全）（重点）

宮崎県 36,000 

宮崎県の港湾における物流機能
向上と戦略的な老朽化対策及び
県民の安全・安心の確保（防
災・安全）

宮崎県 78,000 

通学路（市町村）の要対策箇所
における安全確保（防災・安
全）

都城市,延岡市,日南市,小林市,日向市,串間
市,西都市,えびの市,三股町,高原町,国富
町,綾町,高鍋町,椎葉村,美郷町,高千穂町,
日之影町,五ヶ瀬町,西米良村,川南町

780,214 

地域住民の暮らしを守る道路環
境の整備（市町村）（防災・安
全）

小林市,えびの市,諸塚村,椎葉村,美郷町,高
千穂町,都城市,都農町,高鍋町

92,424 

道路構造物（市町村・道路施
設）の的確な維持管理（通常）
（防災・安全）

都城市,延岡市,日南市,小林市,日向市,西都
市,えびの市,三股町,高原町,国富町,綾町,
新富町,西米良村,木城町,門川町,椎葉村,美
郷町,高鍋町,五ヶ瀬町

463,130 

大規模震災時に優先して啓開す
べき道路の整備（防災・安全）

宮崎県 1,418,478 

宮崎県住宅・住環境ひなたづく
り計画（防災・安全）（第２
期）

宮崎県,宮崎市,都城市,延岡市,小林市,串間
市,三股町,川南町,門川町,高千穂町,日南
市,日向市,綾町,高鍋町,新富町,西米良村,
木城町,都農町,椎葉村,美郷町,五ヶ瀬町,西
都市,えびの市,高原町,国富町,諸塚村,日之
影町

354,436 

宮崎県安全で安心できる公園づ
くり(防災・安全)第2期

宮崎県 62,000 

宮崎県の港湾における粘り強い
防波堤の整備と戦略的な老朽化
対策及び県民の安全・安心の確
保(防災・安全)(重点)

宮崎県 93,000 

５５　宮崎県内における道路の
事前防災・減災対策の推進（防
災・安全）

宮崎県 171,644 

宮崎県内における道路のストッ
クの老朽化対策及び維持管理の
推進（防災・安全）

宮崎県 165,546 

地域の災害リスクを低減させる
道づくり（市町村）（防災・安
全）

都城市,小林市,三股町,綾町 83,683 



（宮崎県）
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

適切な道路の整備・管理により
地域住民の暮らしを守る道路環
境の整備（防災・安全）

宮崎県 892,725 

宮崎県におけるハード・ソフト
が一体となった総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）

宮崎県,宮崎市,都城市,高原町,諸塚村,美郷
町,高千穂町,日之影町,五ヶ瀬町

835,875 

宮崎県内における総合的・戦略
的な浸水対策の推進（防災・安
全）

宮崎県,五ヶ瀬町,日之影町,高千穂町,美郷
町,宮崎市,都城市,延岡市

1,010,500 

通学路の要対策箇所の安全を確
保する安全・安心な道づくり
（防災・安全）

宮崎県 2,661,922 

宮崎県におけるハード・ソフト
が一体となった総合的な土砂災
害対策の推進（防災・安全）
【重点】

宮崎県 724,321 

災害に強く、暮らしを支える施
設づくり（下水道）（重点計
画）

宮崎市 271,800 

命と暮らしを守る安全・安心な
施設づくり（下水道）（防災・
安全）

宮崎市 1,008,324 

宮崎市安全・安心通学路整備計
画（防災・安全）

宮崎市 1,264,854 

宮崎市道路ストック修繕計画
（防災・安全）

宮崎市 12,479 

宮崎市公園施設長寿命化更新計
画（防災・安全）

宮崎市 81,000 

都城市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）

都城市 122,650 

都城市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）（重点計画）

都城市 87,445 

延岡市における安全・安心な下
水道施設づくり（防災・安全）
（重点計画）

延岡市 341,000 

延岡市における安全・安心な下
水道施設づくり（防災・安全）

延岡市 152,000 



（宮崎県）
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

延岡市の安心・安全なまちづく
り（防災・安全）

延岡市 34,100 

日南市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）（重点計画）

日南市 8,000 

日南市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）

日南市 199,000 

小林市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）

小林市 5,000 

小林市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）（重点計画）

小林市 5,000 

日向市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）

日向市 117,105 

日向の防災力向上による安全で
安心なまちづくり（防災・安
全）

日向市 58,241 

串間市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）

串間市 1,500 

串間市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

串間市 6,000 

串間市安全・安心の公園づくり
（防災・安全）

串間市 2,500 

西都市における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）

西都市 62,223 

木城町における『循環のみち下
水道』の持続と進化（防災・安
全）

木城町 88,000 

高千穂町における『循環のみち
下水道』の持続と進化（防災・
安全）

高千穂町 1,000 

13,853,119 

※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


