
宮 崎 県

水管理・国土保全局



令和２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 382　 延岡市
の べ お か し

小丸川 小丸川 一般河川改修事業 355　 高鍋
たかなべ

町
ちょう

、木城町
きじょうちょう

大淀川 大淀川 一般河川改修事業 1,633　 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 6,758　
≪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 60　 宮崎市
み や ざ き し

五ヶ瀬川 総合水系環境整備事業 92　 延岡市
の べ お か し

大淀川 総合水系環境整備事業 15　 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２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 110　 都城市
みやこのじょうし

大淀川 山田川 大規模特定河川事業 364　 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 320　 都城市
みやこのじょうし

大淀川 小松川 大規模特定河川事業 100　 宮崎市
みやざきし

耳川 耳川 大規模特定河川事業 100　 日向市
ひゅ うがし

五十鈴川 五十鈴川 大規模特定河川事業 150　 門川町
かどがわちょう

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 100　 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 400 432



令和２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 ゆうさちこう

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 さぼうえんていこう

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 350
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 さぼうえんていこう

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 210
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 さぼうえんていこう

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 243
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 さぼうえんていこう

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 130

合計 ５箇所 1,333

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模更新 おおよどかわすいけい ひがしだけかわ みやこのじょうし やまのくちちょうやまのくち えんていかいりょうこう

砂防等事業 大淀川水系 東岳川 都城市 山之口町山之口 堰堤改良工 76
大規模更新 おおよどかわすいけい おおよどかわ きたもろかたぐん みまたちょう みやむら、ながた えんていかいりょうこう

砂防等事業 大淀川水系 大淀川 北諸県郡 三股町 宮村、長田 堰堤改良工 131
大規模更新 おおよどかわすいけい やじかわ ひがしもろかたぐん あやちょう ふもと えんていかいりょうこう

砂防等事業 大淀川水系 耶治川 東諸県郡 綾町 麓 堰堤改良工 65
大規模更新 ひろとかわすいけい いのはえかわ にちなんし きたごうちょうごうのはる えんていかいりょうこう

砂防等事業 広渡川水系 猪八重川 日南市 北郷町郷之原 堰堤改良工 90

小計 4箇所 362

事業間連携 かえだかわ たけのうち１たにかわ みやざきし かがみす さぼうえんていこう

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 30
事業間連携 かぜたかわ のなかたにかわ にちなんし かぜた さぼうえんていこう

砂防等事業 風田川 野中谷川 日南市 風田 砂防堰堤工 20
事業間連携 いちきかわ ひらばるたにかわ くしまし いちき さぼうえんていこう

砂防等事業 市木川 平原谷川 串間市 市木 砂防堰堤工 10
事業間連携 おおよどかわ ひかしたのたにかわ みやこのじょうし よしのもとちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 大淀川 東田野谷川 都城市 吉野元町 砂防堰堤工 26
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 大淀川 高野谷川 都城市 高野町 砂防堰堤工 138
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 大淀川 瀬之口川 都城市 山田町瀬之口 砂防堰堤工 40
事業間連携 おおよどかわ ひかしまきばかわ こばやしし ひがしまきば さぼうえんていこう

砂防等事業 大淀川 東牧場川 小林市 東牧場 砂防堰堤工 70
事業間連携 おおよどかわ なかごまたにかわ こばやしし なかはら さぼうえんていこう

砂防等事業 大淀川 中河間谷川 小林市 中原 砂防堰堤工 10
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 名貫川 谷川南川 児湯郡 川南町 川南 砂防堰堤工 40
事業間連携 いすずかわ なかたたにかわ１ ひがしうすきぐん みさとちょう うなま さぼうえんていこう

砂防等事業 五十鈴川 中田谷川１ 東臼杵郡 美郷町 宇納間 砂防堰堤工 15
事業間連携 おきたかわ おくのたにかわ のべおかし このまち さぼうえんていこう

砂防等事業 沖田川 奥の谷川 延岡市 小野町 砂防堰堤工 60
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 五ヶ瀬川 山下谷沢 延岡市 北川町長井 砂防堰堤工 20
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 五ヶ瀬川 城屋敷川 西臼杵群 高千穂町 向山 砂防堰堤工 30
事業間連携 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 さぼうえんていこう

砂防等事業 五ヶ瀬川 赤谷川 西臼杵群 日之影町 七折 砂防堰堤工 5
事業間連携 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 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 80

小計 15箇所 594

19箇所 956合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（宮崎県　1/2）

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 ひがしうすきぐん しいばそん おおやぶ はいどこう

砂防等事業 一ツ瀬川 大藪２ 東臼杵郡 椎葉村 大藪 排土工 190

小計 1箇所 190

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

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 8

小計 1箇所 8

2箇所 198合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（宮崎県　2/2）

事業区分 水系名 箇所名 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

502

宮崎県　計 502

令和２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）

事　業　名 海岸名 市町村名 備考事業費



宮崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

祝子川広域河川改修事業（1-
A-14）

350,000 215,000

耳川広域河川改修事業 122,000 107,000

三財川広域河川改修事業 726,000 716,000

一ッ瀬川広域河川改修事業 191,000 103,000

耳川下流土地利用一体型水
防災事業

85,000 75,000

北川（下流）土地利用一体型
水防災事業（1-A-16）

10,000

新別府川特定構造物改築事
業（1-A-1）

3,000

追手川特定構造物改築事業
（1-A-2）

9,000

飯田川特定構造物改築事業
（1-A-4）

38,000

六田川特定構造物改築事業
（1-A-17）

25,000

熊野川特定構造物改築事業
（1-A-3）

45,000

小松川特定構造物改築事業 24,000

耳川水系総合土砂管理事業 12,000

一ッ瀬川水系総合土砂管理事
業

10,000

1,650,000 1,216,000

1,888,000 1,244,000

3,538,000 2,460,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
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）緊急対策

小計

[一般計画]
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）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

宮崎県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



宮崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

神代川総合流域防災事業 宮崎県 66,000

66,000

66,000 0

[重点計画]
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） 小計

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



宮崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

黒木谷川通常砂防事業 5,000

上北方谷１川通常砂防事業 7,500

西ノ前谷川通常砂防事業 15,000

大河平谷川通常砂防事業 12,500 12,500

崎ノ田谷川通常砂防事業 53,750 53,750

西六反田川通常砂防事業 21,000

浦ノ田川２・南割付谷川通常砂
防事業

5,000

鵜毛谷川２通常砂防事業 35,000

よぼさき谷川通常砂防事業 2,500

蔵の平川通常砂防事業 15,000 15,000

水の口川通常砂防事業 5,000

桑水流川３通常砂防事業 5,000

内の口川通常砂防事業 218,750

波帰川通常砂防事業 35,000 35,000

上町沢川通常砂防事業 15,000

直海沢通常砂防事業 15,000

名谷川緊急改築事業 10,000 10,000

長寿命化計画策定事業 20,000

宮浦急傾斜地崩壊対策事業 11,875 11,875

鶴急傾斜地崩壊対策事業 13,500 13,500

芳士元村急傾斜地崩壊対策事
業

27,000

信成町－１急傾斜地崩壊対策
事業

18,000

永道浜-4急傾斜地崩壊対策事
業

20,250

桃の木－１急傾斜地崩壊対策
事業

14,250

東急傾斜地崩壊対策事業 31,500

大平１急傾斜地崩壊対策事業 9,000

三幸ヶ野急傾斜地崩壊対策事
業

2,250

榎田－１急傾斜地崩壊対策事
業

4,500

本谷②、③急傾斜地崩壊対策
事業

11,925

下古園急傾斜地崩壊対策事業 6,750

上八峡急傾斜地崩壊対策事業 31,825

八重の平急傾斜地崩壊対策事
業

19,000

櫛津第７急傾斜地崩壊対策事
業

4,500

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費

宮崎県[重点計画]
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）



三原尾野急傾斜地崩壊対策事
業

21,375

743,500 151,625

976,500 187,375

1,720,000 339,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　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）

小計

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



SP作成イメージ

宮崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

古奥海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

宮崎県 22,000 0

22,000 0

22,000 0

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

[重点計画]
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）緊急対策

小計

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。



宮崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[重点計画]　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 141,300 0

[一般計画]　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 1,299,195 24,100

[一般計画]　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 320,769 0

[重点計画]
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 23,430 0

[重点計画]
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 241,000 120,000

[一般計画]　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 309,000 15,000

[一般計画]　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 199,240 84,300

[重点計画]
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 30,000 16,800

[一般計画]　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 115,000 10,500

[一般計画]　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 141,720 0

[一般計画]　西米良村における『循環のみち下水道』の持続と進化（防災・安全） 西米良村 5,000 0

[一般計画]　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 7,000 0

[一般計画]　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 0

2,833,654 270,700

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



宮崎県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

[重点計画]　宮崎県における汚水処理の広域化・共同化推進（重点計画） 宮崎県 7,000 0

[一般計画]　安心して快適に暮らせる生活環境づくり（下水道） 宮崎市 59,500 0

[重点計画]　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 36,150 0

[重点計画]　延岡市における下水道整備の推進（重点計画） 延岡市 42,000 0

[一般計画]　延岡市における下水道整備の推進 延岡市 16,000 0

[重点計画]　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 105,000 0

[重点計画]　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 100,000 0

[重点計画]　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 30,000 0

[重点計画]　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 320,000 0

[一般計画]　三股町における『循環のみち下水道』の持続と進化 三股町 5,000 0

720,650 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費


