
宮 崎 県

水管理・国土保全局



平成３１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 1,029　 延岡市
のべおかし

小丸川 小丸川 一般河川改修事業 345　 木城町
きじょうちょう

大淀川 大淀川 一般河川改修事業 1,750　 宮崎市
みやざきし

、都城市
みやこのじょうし

、綾町
あやちょう

、国富町
くにとみちょう

川内川 川内川 一般河川改修事業 6,124　
≪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

大淀川 大淀川 河川工作物関連応急対策事業 125　 宮崎市
みやざきし

五ヶ瀬川 総合水系環境整備事業 62　 延岡
のべおかし

市

大淀川 総合水系環境整備事業 33　 都城
みやこのじょうし

市

川内川 総合水系環境整備事業 271　
≪宮崎県

みやざきけん

≫えびの市
し

≪鹿児島県
かごしまけん

≫さつま町
ちょう

、伊佐
いさし

市、薩摩川内
さつませんだいし

市

（※）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。



平成３１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 有水川 事業間連携河川事業 60　 都城市
みやこのじょうし

耳川 耳川 大規模特定河川事業 100　 日向市
ひゅ うがし

大淀川 山田川 大規模特定河川事業 100　 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 570　 都城市
みやこのじょうし



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 90 101



平成31年度　直轄砂防事業箇所別調書（宮崎県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

おおよどがわすいけい しょうないがわ あらそがわ あらそがわさぼうしせつぐん みやこのじょうし よしのもとちょう

宮崎河川国道 火山砂防 大淀川水系 庄内川 荒襲川 荒襲川砂防施設群 都城市 吉之元町 遊砂地工 400
おおよどがわすいけい たかさきがわ まるたにがわ まるたにがわさぼうしせつぐん みやこのじょうし なつおちょう

大淀川水系 高崎川 丸谷川 丸谷川砂防施設群 都城市 夏尾町 砂防堰堤工 310
おおよどがわすいけい たかさきがわ ゆのもとがわ ゆのもとがわさぼうしせつぐん にしもろかたぐん たかはるちょう かまむた

大淀川水系 高崎川 湯之元川 湯之元川砂防施設群 西諸県郡 高原町 蒲牟田 砂防堰堤工 428
おおよどがわすいけい たかさきがわ たかさきがわ たかさきがわさぼうしせつぐん にしもろかたぐん たかはるちょう かまむた

大淀川水系 高崎川 高崎川 高崎川砂防施設群 西諸県郡 高原町 蒲牟田 砂防堰堤工 280
おおよどがわすいけい たかさきがわ わたしがわいち わたしがわいちさぼうえんてい みやこのじょうし みかわちょう

大淀川水系 高崎川 渡司川１ 渡司川１砂防堰堤 都城市 美川町 砂防堰堤工 150

合計 ５箇所 1,568

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）



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 ごかせがわ おびらたにがわ にしうすきぐん ごかせちょう さんがしょ さぼうえんていこう

砂防等事業 五ヶ瀬川 尾平谷川 西臼杵群 五ヶ瀬町 三ヶ所 砂防堰堤工 275

おおよどがわ ひがしまきばがわ こばやしし ひがしまきば さぼうえんていこう

大淀川 東牧場川 小林市 東牧場 砂防堰堤工 50

ごかせがわ じょうやしきがわ にしうすきぐん たかちほちょう むこうやま そくりょうせっけい

五ヶ瀬川 城屋敷川 西臼杵群 高千穂町 向山 測量設計 10
かぜたがわ のなかたにがわ にちなんし かぜた さぼうえんていこう

風田川 野中谷川 日南市 風田 砂防堰堤工 75
かえだがわ たけのうち　　たにがわ みやざきし かがみず さぼうえんていこう

加江田川 竹之内１谷川 宮崎市 鏡洲 砂防堰堤工 45

ごかせがわ あかたにがわ にしうすきぐん ひのかげちょう ななおり さぼうえんていこう

五ヶ瀬川 赤谷川 西臼杵群 日之影町 七折 砂防堰堤工 20
おきたがわ おくのたにがわ のべおかし このまち さぼうえんていこう

沖田川 奥の谷川 延岡市 小野町 砂防堰堤工 90
いちきがわ ひらばるたにがわ くしまし いちき そくりょうせっけい

市木川 平原谷川 串間市 市木 測量設計 30
おおよどがわ ひがしたのたにがわ みやこのじょうし よしのもとちょう そくりょうせっけい

大淀川 東田野谷川 都城市 吉野元町 測量設計 30
おおよどがわ なかごまたにがわ こばやしし すき なかはら そくりょうせっけい

大淀川 中河間谷川 小林市 須木 中原 測量設計 25
なぬきがわ 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 そくりょうせっけい

名貫川 谷川南川 児湯郡 川南町 川南 測量設計 40
いすずがわ なかたたにがわ ひがしうすきぐん みさとちょう うなま そくりょうせっけい

五十鈴川 中田谷川１ 東臼杵郡 美郷町 宇納間 測量設計 35
ごかせがわ やましたたにさわ のべおかし きたがわまち ながい そくりょうせっけい

五ヶ瀬川 山下谷沢 延岡市 北川町 長井 測量設計 30

１３箇所 755

事業区分
所在地

水系名 渓流名

合計

（宮崎県　1/2）

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書



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 くろにた にちなんし きたごうちょう きたがわち ちょうさかんそく

砂防等事業 黒仁田（二） 日南市 北郷町 北河内 調査観測 12

１箇所 12

平成31年度　　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書

事業区分 水系名 箇所名
所在地

（宮崎県　2/2）

合計



九州地方整備局（宮崎県） （単位：百万円）

事　業　名 海岸名 市町村名 事 業 費 備考

海岸保全施設整備事業 宮崎海岸 宮崎
みやざき

市
し

504

宮崎県　計 504

平成３１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）



平成３１年度予算　地方創生整備推進交付金 宮崎県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】（整備局配分）

（単位：千円）

箇所名 国　　費 事　業　費

国富町 297,928 595,856

宮崎県計 297,928 595,856
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。


