
宮 崎 県

水管理・国土保全局



令和2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 625　 延岡市
のべおかし

小丸川 小丸川 一般河川改修事業 710　 高鍋町
たかなべちょう

、木城町
きじょうちょう

大淀川 大淀川 一般河川改修事業 1,430　 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 4,320　
≪鹿児島県
か ご し ま け ん

≫伊佐市
い さ し

、薩摩川内
さつませんだい

市
し

、さつま町
ちょう

、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 211　 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 150　 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 357　 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 600　 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。



令和２年度補正予算　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 横市川 大規模特定河川事業 32　
みやこのじょうし

都城市

一ツ瀬川 三財川 大規模特定河川事業 248　
さ い と し

西都市



宮崎県

　令和２年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

河川総合開発事業 大淀川岩瀬ダム再生 159

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

おおよどかわ やたけがわ やたけがわ やたけだい６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 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 250

合計 1 箇所 250

令和２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



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 さぼうえんていこう

砂防等事業 加江田川 竹ノ内１谷川 宮崎市 鏡洲 砂防堰堤工 50
かぜたかわ のなかたにかわ にちなんし かぜだ 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 30
おおよどかわ ひがしまきばかわ こばやしし ほその さぼうえんていこう

大淀川 東牧場川 小林市 細野 砂防堰堤工 30
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

五ヶ瀬川 赤谷川 西臼杵郡 日之影町 七折 砂防堰堤工 60

４箇所 170合計

令和２年度　第３次補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（宮崎県　1/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 おおやぶにちく ひがしうすきぐん しいばそん おおかわうち のりめんこう

砂防等事業 一ツ瀬川 大藪２地区 東臼杵郡 椎葉村 大河内 法面工 110

小計 １箇所 110

事業間連携 ひろとかわ くろにたにちく にちなんし きたごうちょう よこぼーりんぐこう

砂防等事業 広渡川 黒仁田（二）地区 日南市 北郷町 横ボーリング工 10

小計 １箇所 10

２箇所 120合計

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

所在地事業区分 水系名 箇所名



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

100

宮崎県　計 100

令和2年度第3次補正予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　直轄海岸事業）



令和2年度補正予算（ゼロ国債）　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

大淀川 大淀川 一般河川改修事業 470　
みやざきし

宮崎市

（※）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。



防災・安全交付金（河川事業）

宮崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

一ッ瀬川広域河川改修事業 30,000

三財川広域河川改修事業 30,000
祝子川広域河川改修事業 30,000

大淀川圏域総合流域防災事業 620,000

川内川圏域総合流域防災事業 19,000

小丸川圏域総合流域防災事業 230,000

五十鈴川広域河川改修事業 120,000

五ヶ瀬川圏域総合流域防災事
業

200,000

深年川広域河川改修事業（1-
A-1）

50,000

情報基盤整備事業（1-A-20） 5,000

松尾ダム　堰堤改良事業 4,443

綾北ダム　堰堤改良事業 23,016

立花ダム　堰堤改良事業 58,114

日南ダム　堰堤改良事業 115,652

大淀川流域ダム総合流域防災
事業

221,775

小丸川・一ツ瀬川流域ダム総合
流域防災事業

112,000

情報基盤整備事業 5,000

- 計 1,874,000

1,874,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異
なる配分を妨げるものではない

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



防災・安全交付金（砂防事業）

宮崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

野中谷川通常砂防事業 宮崎県 25,000
平原谷川通常砂防事業 宮崎県 30,000
東牧場川通常砂防事業 宮崎県 42,500
中河間谷川通常砂防事業 宮崎県 32,500
谷川南川通常砂防事業 宮崎県 21,000
中田谷川１通常砂防事業 宮崎県 36,500
黒木谷川通常砂防事業 宮崎県 5,000
山下谷沢通常砂防事業 宮崎県 30,000
上北方谷１川通常砂防事業 宮崎県 15,000
西ノ前谷川通常砂防事業 宮崎県 5,000
高野谷川通常砂防事業 宮崎県 50,000
大河平谷川通常砂防事業 宮崎県 17,500
崎ノ田谷川通常砂防事業 宮崎県 60,000

浦ノ田川２・南割付谷川通常砂
防事業

宮崎県 12,500

無名沢川通常砂防事業 宮崎県 12,500
鵜毛谷川２通常砂防事業 宮崎県 40,000
松本川通常砂防事業 宮崎県 15,000
水の口川通常砂防事業 宮崎県 5,000
桑水流川３通常砂防事業 宮崎県 9,000
内の口川通常砂防事業 宮崎県 20,000
陣内川２通常砂防事業 宮崎県 15,000
なが迫谷通常砂防事業 宮崎県 15,000
上町沢川通常砂防事業 宮崎県 10,000
直海沢通常砂防事業 宮崎県 10,000

鶴地区急傾斜地崩壊対策事業 宮崎県 17,550

芳士元村地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 27,000

永道浜-4地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 9,000

東地区急傾斜地崩壊対策事業 宮崎県 81,000

大平１地区急傾斜地崩壊対策
事業

宮崎県 18,000

三幸ヶ野地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 15,750

榎田－１地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 22,500

上八峡地区急傾斜地崩壊対策
事業

宮崎県 26,125

八重の平地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 60,325

櫛津第７地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 4,500

三原尾野地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 21,375

岩下－１地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 13,500

大淀川圏域緊急改築事業 宮崎県 75,000
川内川圏域緊急改築事業 宮崎県 12,000
小丸川圏域緊急改築事業 宮崎県 40,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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



五ヶ瀬川圏域緊急改築事業 宮崎県 40,000
- 計 1,017,625

伊倉谷川通常砂防事業 宮崎県 20,000
東田野谷川通常砂防事業 宮崎県 5,000
奥の谷川通常砂防事業 宮崎県 20,000
城屋敷川通常砂防事業 宮崎県 9,925
赤谷川通常砂防事業 宮崎県 20,000
尾平谷川通常砂防事業 宮崎県 20,000
上田平谷川通常砂防事業 宮崎県 20,000
瀬之口川通常砂防事業 宮崎県 25,000
十三谷川通常砂防事業 宮崎県 5,000
斧研谷川2通常砂防事業 宮崎県 30,000
永迫谷２通常砂防事業 宮崎県 12,500
片地谷川通常砂防事業 宮崎県 12,500
北伊倉１谷川通常砂防事業 宮崎県 15,000
西川内谷川４通常砂防事業 宮崎県 15,000
汐谷川１通常砂防事業 宮崎県 5,000
八丁計川通常砂防事業 宮崎県 10,000
尾八重川通常砂防事業 宮崎県 15,000
今村川-２通常砂防事業 宮崎県 15,000

黒仁田（二）地区地すべり対策
事業

宮崎県 5,000

大藪２地区地すべり対策事業 宮崎県 56,500

松の平下地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 35,625

差木野第5地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 33,250

三足地区急傾斜地崩壊対策事
業

宮崎県 57,000

野下－１地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 33,750

追手地区急傾斜地崩壊対策事
業

宮崎県 22,500

坂谷地区急傾斜地崩壊対策事
業

宮崎県 27,000

中福良－２地区急傾斜地崩壊
対策事業

宮崎県 11,250

広原畑地区急傾斜地崩壊対策
事業

宮崎県 19,000

高蝉－１地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 18,000

志戸前－１地区急傾斜地崩壊
対策事業

宮崎県 22,500

西牛の脛地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 63,175

城山西側地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 4,500

征矢抜地区急傾斜地崩壊対策
事業

宮崎県 62,225

脇２地区急傾斜地崩壊対策事
業

宮崎県 13,500

今別府－①地区急傾斜地崩壊
対策事業

宮崎県 42,750

梅ノ木地区急傾斜地崩壊対策
事業

宮崎県 45,000

城ヶ丘-2地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 4,500

赤木地区急傾斜地崩壊対策事
業

宮崎県 9,500

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）



桶の元地区急傾斜地崩壊対策
事業

宮崎県 26,550

針金橋地区急傾斜地崩壊対策
事業

宮崎県 31,500

川島第6・第7地区急傾斜地崩壊
対策事業

宮崎県 52,250

伊達第２地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 2,375

小川第６地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 31,500

櫛津第２地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 13,500

片田第7･8地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 2,250

若宮－１地区急傾斜地崩壊対
策事業

宮崎県 9,000

総合流域防災事業（情報基盤） 宮崎県 40,000

- 計 1,070,375

2,088,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異
なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

宮崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

宮崎市　宮崎処理区　ポンプ
場　地震対策

宮崎市 15,400

宮崎市　宮崎処理区　処理
場　地震対策

宮崎市 24,110

宮崎市　青島処理区　ポンプ
場　地震対策

宮崎市 17,225

宮崎市　青島処理区　処理
場　地震対策

宮崎市 39,480

宮崎市　大淀処理区　ポンプ
場　地震対策

宮崎市 3,950

宮崎市　大淀処理区　処理
場　地震対策

宮崎市 8,800

宮崎市　田野処理区　処理
場　地震対策

宮崎市 25,635

宮崎市　木花処理区　ポンプ
場　地震対策

宮崎市 400

宮崎市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

宮崎市 20,000

宮崎市　全域（計画策定等）
処理場　地震対策

宮崎市 15,000

宮崎市　全域　管渠等　老朽
化対策

宮崎市 155,000

- 計 325,000
宮崎市　恒久　管渠等　流域
治水対策

宮崎市 5,000

宮崎市　合又　管渠等　流域
治水対策

宮崎市 5,000

宮崎市　東大淀　管渠等　流
域治水対策

宮崎市 25,000

- 計 35,000
都城市　中央・都城処理区
管渠等　地震対策

都城市 11,500

都城市　中央・都城排水区
処理場　地震対策

都城市 10,374

- 計 21,874
都城市　中央・都城排水区
管渠等　地震対策

都城市 6,500

都城市　中央・都城排水区
処理場　地震対策

都城市 6,000

- 計 12,500
延岡市　一ヶ岡処理区　処理
場　地震対策

延岡市 8,000

延岡市　妙田処理区　ポンプ
場　地震対策

延岡市 4,000

延岡市　妙田処理区　管渠
等　地震対策

延岡市 4,000

延岡市　妙田処理区　管渠
等　老朽化対策

延岡市 24,000

- 計 40,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

災害に強く、暮らしを支える施設づくり（下
水道）（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）

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）

延岡市における安全・安心な下水道施設
づくり（防災・安全）



防災・安全交付金（下水道事業）

宮崎県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

延岡市　一ヶ岡処理区　処理
場　地震対策

延岡市 7,000

延岡市　松山排水区　管渠
等　流域治水対策

延岡市 31,000

- 計 38,000
日南市　日南処理区　管渠
等　老朽化対策

日南市 106,560

日南市　日南処理区　処理
場　地震対策

日南市 24,750

- 計 131,310

603,684

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）

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）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない


