
宮 崎 県

道 路 局



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：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 国道10号 都城市 都城道路（Ⅱ期） 1,250

改築 国道218号 五ヶ瀬町 蘇陽五ヶ瀬道路 94

改築 国道218号 五ヶ瀬町～高千穂町 五ヶ瀬高千穂道路 529

改築 国道218号 高千穂町～日之影町 高千穂雲海橋道路 50

改築 国道220号 日南市 日南・志布志道路 1,498

改築 国道220号 日南市、串間市 油津・夏井道路 560

改築 国道220号 日南市 日南防災（南区間・宮浦～鵜戸） 120

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：宮崎県 (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10号 延岡市 宮崎10号交通安全対策 50

交通安全 国道218号 延岡市 宮崎218号交通安全対策 4

交通安全 国道220号 日南市、串間市 宮崎220号交通安全対策 10

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：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 115

甲斐元地区電線共同溝 160

路線名 備考

電線共同溝 国道10号 都城市 宮崎10号電線共同溝 275



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：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

維持管理 国道10号 延岡市～都城市 宮崎10号維持管理 120

維持管理 カーボンニュートラル・豪雪対策 76

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：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 国道10号 都城市 都城道路（Ⅱ期） 300

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: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 690

改築 （一）
学園木花台本郷北方
線

宮崎市 山下工区 90

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: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 1,672 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 88 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 54 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 18 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 50 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 9 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 6 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 2 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 5 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 19 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
宮崎県

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

宮崎県橋梁長寿命化修繕計画
宮崎県 小林市 県道102号線 吉田温泉橋 橋梁 修繕
宮崎県 都城市 県道105号線 渡司橋 橋梁 修繕
宮崎県 宮崎市 県道10号線 鈴美跨線橋 橋梁 修繕
宮崎県 高岡町 県道13号線 四升田橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道144号線 下槻木橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道１号線 白鹿橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道１号線 ホテル前橋 橋梁 修繕
宮崎県 延岡市 県道207号線 桑平橋 橋梁 修繕
宮崎県 高千穂町 県道207号線 芹の谷橋 橋梁 修繕
宮崎県 日向市 県道22号線 上野野橋 橋梁 修繕
宮崎県 西都市 県道22号線 竹尾橋１ 橋梁 修繕
宮崎県 高千穂町 県道237号線 日之影橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道26号線 小野林道４号橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道26号線 小野林道６号線 橋梁 修繕
宮崎県 高鍋町 県道302号線 図目木橋 橋梁 修繕
宮崎県 高鍋町 県道302号線 孫谷橋 橋梁 修繕
宮崎県 高岡町 県道360号線 椎屋橋２ 橋梁 修繕
宮崎県 高岡町 県道361号線 第６湯ノ谷橋 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 宮崎市 県道377号線 いすず橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道401号線 6号無名橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道401号線 7号無名橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道401号線 町元橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道406号線 無名橋（BOX）10 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 県道410号線 真方橋 橋梁 修繕
宮崎県 都城市 県道414号線 蔵元橋２ 橋梁 修繕
宮崎県 都城市 県道42号線 椎屋大橋 橋梁 修繕
宮崎県 宮崎市 県道9号線 磐戸橋（下り線） 橋梁 修繕
宮崎県 宮崎市 県道9号線 磐戸橋（上り線） 橋梁 修繕
宮崎県 宮崎市 県道9号線 新城ノ下橋 橋梁 修繕
宮崎県 西都市 国道２１８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 高千穂町 国道２１８号 観音滝橋 橋梁 修繕
宮崎県 西都市 国道２１９号 戸屋之谷橋 橋梁 修繕
宮崎県 都城市 国道２２１号 椎之木橋 橋梁 修繕
宮崎県 西都市 国道２６５号 原ノ小畑橋 橋梁 修繕
宮崎県 小林市 国道２６８号 野尻大橋 橋梁 修繕
宮崎県 宮崎市 国道２６９号 青井岳大橋 橋梁 修繕
宮崎県 都城市 国道２６９号 五十山第２号橋 橋梁 修繕
宮崎県 西都市 国道３８８号 荒河橋 橋梁 修繕
宮崎県 日向市 国道３８８号 入下橋 橋梁 修繕
宮崎県 延岡市 国道３８８号 下阿蘇橋 橋梁 修繕
宮崎県 延岡市 国道３８８号 須美江橋 橋梁 修繕
宮崎県 串間市 国道４４８号 宮の浦大橋 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 国富町 県道24号線 本庄橋 橋梁 更新
宮崎県 高鍋町 県道304号線 高城橋 橋梁 修繕
宮崎県 都城市 県道31号線 仏堂橋 橋梁 修繕
宮崎県 高岡町 県道360号線 無名橋（BOX）3 橋梁 修繕
宮崎県 西都市 国道265号 大谷橋4 橋梁 修繕
宮崎県 都城市 国道269号 日当瀬橋 橋梁 修繕
宮崎県 日向市 国道388号 坂元橋2 橋梁 修繕
宮崎県 日向市 国道446号 新生橋 橋梁 修繕
宮崎県 日向市 国道446号 中村橋1 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 点検

宮崎県トンネル長寿命化修繕計画
宮崎県 西都市 県道都農綾線 永野隧道 トンネル 修繕
宮崎県 小林市 国道２２１号 雲海トンネル トンネル 修繕
宮崎県 小林市 国道２２１号 観望トンネル トンネル 修繕
宮崎県 西都市 国道２６５号 竹原トンネル トンネル 修繕
宮崎県 西都市 国道219号 山之戸隧道 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 国道269号 寺町2号横断歩道橋 道路附属物等 撤去



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
宮崎県

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

都城市橋梁長寿命化修繕計画
都城市 都城市 市道 川間457号線 片ヶ八重６号橋 橋梁 修繕
都城市 都城市 市道 白谷橋線 白谷橋 橋梁 修繕
都城市 都城市 市道 西之前通線 平橋１号橋 橋梁 修繕
都城市 都城市 市道 平山1号線 下椎屋橋 橋梁 修繕

日南市橋梁長寿命化修繕計画
日南市 日南市 市道　鵜戸小学校前通線 手洗橋 橋梁 修繕
日南市 日南市 市道　暁通線 暁通橋側道橋 橋梁 修繕

小林市橋梁長寿命化修繕計画
小林市 小林市 競馬場・池ノ上線 栗巣野橋 橋梁 修繕

綾町橋梁長寿命化修繕計画
綾町 綾町 町道田中・神下線 第1灰原橋 橋梁 更新

新富町橋梁長寿命化修繕計画
新富町 新富町 町道湯之宮～新田原線 湯之宮橋 橋梁 修繕

諸塚村橋梁長寿命化修繕計画
諸塚村 諸塚村 村道塚原七ツ山線 穂白尾橋 橋梁 修繕

椎葉村橋梁長寿命化修繕計画
椎葉村 椎葉村 村道井戸谷線 井戸谷橋 橋梁 修繕
椎葉村 椎葉村 村道木浦線 木浦谷橋 橋梁 修繕
椎葉村 椎葉村 村道水越サエ線 渡瀬橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

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: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 155 個別の構造物は別紙（ゼロ国債）参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙（ゼロ国債）

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
宮崎県

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

宮崎県橋梁長寿命化修繕計画
宮崎県 都城市 国道２２２号 狐谷橋 橋梁 修繕



宮 崎 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　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 540　 延岡市
のべおかし

小丸川 小丸川 一般河川改修事業 135　 木城町
きじょうちょう

大淀川 大淀川 一般河川改修事業 760　 宮崎市
みやざきし

川内川 川内川 一般河川改修事業 1,630　
≪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

≪宮崎県
みやざきけん

≫えびの市
し

五ヶ瀬川 五ヶ瀬川 河川維持修繕事業 215　 延岡
のべおか

市
し

～河口
か こ う

小丸川 小丸川 河川維持修繕事業 73　 木城
き じ ょ う

町
ちょう

～河口
か こ う

大淀川 大淀川 河川維持修繕事業 374　 都城市
みやこのじょうし

～河口
か こ う

川内川 川内川 河川維持修繕事業 654　 えびの市
し

～河口
か こ う

（※）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。



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

おおよどがわ たかさきがわ おおはたがわ おおはただいさんさぼうえんてい こばやしし ほその

宮崎河川国道 火山砂防 大淀川 高崎川 大幡川 大幡第３砂防堰堤 小林市 細野 砂防堰堤工 100
おおよどがわ たかさきがわ やたけがわ やたけだいいちさぼうえんてい にしもろかたぐん たかはるちょう かまむた

大淀川 高崎川 矢岳川 矢岳第１砂防堰堤 西諸県郡 高原町 蒲牟田 砂防堰堤工 100

合計 2 箇所 200

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（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



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 のりわくこう

砂防事業 耳川 鹿野遊谷川 東臼杵郡 椎葉村 下福良 法枠工 100

１箇所 100

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（宮崎県　1/1）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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

90

宮崎県　計 90

備考事　業　名 海岸名 市町村名 事業費

令和３年度補正　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



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 宮崎市
みやざきし

129

宮崎県　計 129

令和３年度補正（ゼロ国）　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



宮　崎　県

都市局



令和３年度　補正予算配分

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 今回内示額 改内示額 摘　　要

1/2, 558,316 12,000 570,316

都城市 都城市 継続 山之口地区 4.5/10 265,200 6,000 271,200

558,316 12,000 570,316

合計 265,200 6,000 271,200

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 第１号補正）

（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 209,222
209,222合計



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

宮崎県

宮崎県

宮崎県重 要 港 湾 細 島 宮 崎 県 小 計 100 100

宮崎県 補 助 100 100

宮崎県

宮崎県 宮 崎 宮 崎 県 小 計 850 850

宮崎県 直 轄 850 850

宮崎県

宮崎県 油 津 宮 崎 県 小 計 100 100

宮崎県 補 助 100 100

宮崎県

1,050 1,050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

宮 崎 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



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）

（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

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 224,010 

224,010 

※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）

（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

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 370,500 

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 165,375 

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

94,705 

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 55,176 

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 33,962 

宮崎県内における道路構造物の
的確な維持管理の推進（防災・
安全）

宮崎県 28,500 

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 23,940 

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 77,000 

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

1,739,000 

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 563,732 

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

114,125 



（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 15,000 

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 21,750 

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 300,000 

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 30,000 

宮崎市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

宮崎市 10,000 

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 46,500 

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 26,000 

延岡市安全・安心な暮らしを支
える地域づくり(防災・安全）

延岡市 155,000 

延岡市未来へ繋ぐ安全・安心な
公園づくり（防災・安全）

延岡市 13,000 

延岡市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

延岡市 8,117 

小林市未来へ繋ぐ安全・安心な
公園づくり(防災・安全)

小林市 15,000 

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 65,000 

串間市安全・安心の公園づくり
（防災・安全）重点

串間市 21,000 



（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

高原町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

高原町 675 

国富町宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

国富町 5,000 

3,998,057 

※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）

（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

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 42,750 

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 35,739 

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 3,420 

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 2,000 

宮崎県安全で安心できる公園づ
くり

宮崎県 125,970 

国民スポーツ大会開催に向けた
宮崎県総合運動公園の整備（重
点）

宮崎県 12,500 

宮崎国体開催に向けたスポーツ
拠点公園の整備

都城市 133,000 

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 27,090 

綾地区（3期）都市再生整備計画 綾町 25,000 

407,469 

※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）

（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

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 340,461 

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

29,400 

宮崎市安全・安心通学路整備計
画（防災・安全）

宮崎市 68,750 

438,611 

※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


