
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



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

五十鈴川広域河川改修事業 5,000

祝子川広域河川改修事業 78,000

三財川広域河川改修事業 50,000

一ツ瀬川広域河川改修事業 103,000

耳川広域河川改修事業 5,000

飯田川特定構造物改築事業 33,000

小松川特定構造物改築事業 30,000

新別府川特定構造物改築事業 3,000

六田川特定構造物改築事業 1,000

熊野川特定構造物改築事業 4,000

戸高川特定構造物改築事業 15,000

深年川広域河川改修事業（1-
A-1）

5,000

広渡川広域河川改修事業（1-
A-3）

64,000

酒谷川広域河川改修事業（1-
A-5）

25,000

宮田川広域河川改修事業（1-
A-9）

59,000

小松川総合流域防災事業（1-
A-15）

15,000

花の木川総合流域防災事業（1-
A-17）

5,000

天神川総合流域防災事業（1-
A-19）

5,000

情報基盤整備事業（1-A-20） 50,000

追手川総合流域防災事業（1-
A-21）

20,000

浦尻川総合流域防災事業（1-
A-22）

5,000

津波・高潮・耐震対策河川事業
（沖田川外（1-A-23）

63,000

浦上川総合流域防災事業（1-
A-33）

64,000

耳川水系総合土砂管理事業 12,000

耳川下流土地利用一体型水防
災事業

117,000

一ツ瀬川水系総合土砂管理事
業

10,000

令和３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）

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



大淀川圏域氾濫推定図作成事
業

宮崎県 20,000

都城市ハザードマップ作成事業 都城市 8,000

立花ダム堰堤改良事業 6,300

綾北ダム堰堤改良事業 29,500

松尾ダム堰堤改良事業 12,000

日南ダム堰堤改良事業 6,000

小丸川・一ツ瀬川流域ダム総合
流域防災事業

39,000

大淀川流域ダム総合流域防災
事業

23,200

- 計 990,000

990,000

※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

合計



社会資本整備総合交付金（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

神代川総合流域防災事業(A-1) 宮崎県 122,000

- 計 122,000

122,000

令和３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）

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）

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 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

上北方谷１川谷川通常砂防事業 15,000

上町沢川通常砂防事業 25,000

無名沢川通常砂防事業 5,000

西ノ前谷川通常砂防事業 15,000

浦ノ田川２・南割付谷川通常砂防事業 20,000

松本川通常砂防事業 5,000

鵜毛谷川２通常砂防事業 40,000

黒木谷川通常砂防事業 15,000

よぼさき谷川 2,500

直海沢通常砂防事業 15,000

なが迫谷通常砂防事業 5,000

波帰川通常砂防事業 50,000

水の口川通常砂防事業 15,000

桑水流川３通常砂防事業 27,500

陣内川２通常砂防事業 5,000

尾谷通常砂防事業 15,000

芳士元村地区急傾斜地崩壊対策事業 40,500

永道浜－４地区急傾斜地崩壊対策事業 31,500

桃の木地区急傾斜地崩壊対策事業 4,750

岩下－１地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

東地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

大平１地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

三幸ヶ野地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

榎田－１地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

本谷②、③地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

下古園地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

上八峡地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

八重の平地区急傾斜地崩壊対策事業 11,875

櫛津第７地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

三原尾野地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

大淀川圏域緊急改築事業 40,000

川内川圏域緊急改築事業 7,500

小丸川圏域緊急改築事業 20,000

五ヶ瀬川圏域緊急改築事業 20,000

総合流域防災事業（長寿命化計画） 15,000

総合流域防災事業（土砂・洪水氾濫対策） 15,000

636,125

伊倉谷川通常砂防事業 25,000

北伊倉１谷川通常砂防事業 5,000

上田平谷川通常砂防事業 23,430

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

令和３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）

小計



永迫谷２通常砂防事業 5,000

片地谷川通常砂防事業 5,000

十三谷川通常砂防事業 15,000

汐谷川１通常砂防事業 15,000

八丁計川通常砂防事業 20,000

尾八重川通常砂防事業 20,000

今村川２通常砂防事業 5,000

火山噴火緊急減災対策事業（霧島山） 50,000

追手地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

坂谷地区急傾斜地崩壊対策事業 29,250

中福良－２地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

広原畑地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

高蝉－１地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

志戸前－１地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

岩崎地区急傾斜地崩壊対策事業 27,000

西牛の脛地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

城山西側地区急傾斜地崩壊対策事業 25,200

川無－１地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

征矢抜地区急傾斜地崩壊対策事業 6,650

脇２地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

今別府－①地区急傾斜地崩壊対策事業 25,200

松の平下地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

梅ノ木地区急傾斜地崩壊対策事業 42,750

岩崎－１地区急傾斜地崩壊対策事業 15,750

城ヶ丘－２地区急傾斜地崩壊対策事業 18,000

桶の元地区急傾斜地崩壊対策事業 16,200

針金橋地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

若宮－１地区急傾斜地崩壊対策事業 8,100

三足地区急傾斜地崩壊対策事業 28,500

差木野第５地区急傾斜地崩壊対策事業 19,000

川島第６・第７地区急傾斜地崩壊対策事業 28,500

伊達第２地区急傾斜地崩壊対策事業 23,750

小川第６地区急傾斜地崩壊対策事業 36,000

櫛津第２地区急傾斜地崩壊対策事業 22,500

片田第７・８地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

富美山第１地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

塩浜第２地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

総合流域防災事業（基礎調査） 60,000

総合流域防災事業（情報基盤） 5,000

効果促進事業 都城市 7,095

効果促進事業 美郷町 1,500

835,875

1,472,000

※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

小計

合計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

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

古奥海岸堤防老朽化対策緊急
事業

宮崎県 15,500

田吉海岸堤防等老朽化対策緊
急事業

宮崎県 5,000

- 計 20,500

20,500

令和３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）

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

※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

下水道施設の整備 宮崎市 1,008,324
- 計 1,008,324

下水道施設の整備 宮崎市 271,800
- 計 271,800

下水道施設の整備 都城市 122,650
- 計 122,650

下水道施設の整備 都城市 87,445
- 計 87,445

下水道施設の整備 延岡市 341,000
- 計 341,000

下水道施設の整備 延岡市 152,000
- 計 152,000

下水道施設の整備 日南市 199,000
- 計 199,000

下水道施設の整備 日南市 8,000
- 計 8,000

下水道施設の整備 小林市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 小林市 5,000
- 計 5,000

下水道施設の整備 日向市 117,105
- 計 117,105

下水道施設の整備 串間市 1,500
- 計 1,500

下水道施設の整備 西都市 62,223
- 計 62,223

下水道施設の整備 木城町 88,000
- 計 88,000

下水道施設の整備 高千穂町 1,000

- 計 1,000

2,470,047

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）

令和３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）

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）

※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

延岡市における安全・安心な下水道施設づくり
（防災・安全）

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）

日向市における『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）

高千穂町における『循環のみち下水道』の持続
と進化（防災・安全）

合計



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 宮崎市 43,950
- 計 43,950

下水道施設の整備 都城市 15,500
- 計 15,500

下水道施設の整備 延岡市 73,000
- 計 73,000

下水道施設の整備 延岡市 26,000
- 計 26,000

下水道施設の整備 日南市 143,500
- 計 143,500

下水道施設の整備 小林市 70,000
- 計 70,000

下水道施設の整備 日向市 50,000
- 計 50,000

下水道施設の整備 三股町 205,000
- 計 205,000

下水道施設の整備 三股町 75,000

- 計 75,000

701,950

※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

令和３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）

安心して快適に暮らせる生活環境づくり（下水
道）

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）

延岡市における下水道整備の推進（重点計画）

延岡市における下水道整備の推進

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）

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）

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）

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）

三股町における『循環のみち下水道』の持続と
進化

合計


