
直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 宮崎県 復旧治山事業 上本田野 551            山腹工３．８４ha、渓間工１８基 - 91                   

2 宮崎県 復旧治山事業 上田代ヶ八重 76             渓間工４基 - 19                   

3 宮崎県 復旧治山事業 猪之尾 94             渓間工５基 - 21                   

4 宮崎県 復旧治山事業 小川内 31             渓間工２基 - 19                   

5 宮崎県 復旧治山事業 馬渡 133            山腹工０．４９ha、渓間工５基 - 23                   

6 宮崎県 復旧治山事業 荒襲 283            渓間工４基 - 40                   

7 宮崎県 復旧治山事業 霧島４ 82             
渓間工４基　資材運搬路１０００
ｍ - 43                   

8 宮崎県 復旧治山事業 第一永谷 21             渓間工１基 - 21                   

9 宮崎県 復旧治山事業 河原谷 45             渓間工２基 - 20                   

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

宮崎　直轄 - 1



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

10 宮崎県 予防治山事業 昌明寺 22             渓間工１基 - 22                   

11 宮崎県 水源地域整備事業 水無平 20             渓間工１基 - 20                   

12 宮崎県 水源地域整備事業 樫葉 18             渓間工１基 - 18                   

13 宮崎県 水源地域整備事業 二股 25             渓間工１基 - 25                   

14 宮崎県 水源地域整備事業 尾鈴１ 33             渓間工１基 - 33                   

15 宮崎県 保安林整備事業 三方界 5               森林整備２０．００ha - 4                     

16 宮崎県 保安林整備事業 八久保 8               森林整備４０．００ha - 8                     

17 宮崎県
森林環境保全整備事
業

五ヶ瀬川 531            
更新面積143ha、保育面積
203ha、路網整備開設延長
3.0km

- 51                   

18 宮崎県
森林環境保全整備事
業

耳川 1,399         
更新面積140ha、保育面積
2,041ha、路網整備開設延長
8.1km

9.30           68                   

宮崎　直轄 - 2



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

19 宮崎県
森林環境保全整備事
業

一ツ瀬川 1,768         
更新面積199ha、保育面積
1,694ha、路網整備開設延長
5.5km

9.40           144                 

20 宮崎県
森林環境保全整備事
業

大淀川(宮崎署） 9,887         
更新面積1,450ha、保育面積
21,112ha、路網整備開設延
長197.0km

5.75           121                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

21 宮崎県
森林環境保全整備事
業

大淀川(都城支
署）

9,887         
更新面積1,450ha、保育面積
21,112ha、路網整備開設延
長197.0km

5.75           203                 
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

22 宮崎県
森林環境保全整備事
業

広渡川 5,685         
更新面積1,166ha、保育面積
4,153ha、路網整備開設延長
11.2km

6.43           105                 

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

宮崎　直轄 - 3



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

村内 939            - 100                    

2 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

大井手 719            - 15                      

3 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

八所 821            - 40                      

4 宮崎県 川南町
農業競争力強化基盤整備
事業

尾鈴北第2-1期 579            - 20                      

5 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

釘松 573            - 20                      

6 宮崎県 川南町
農業競争力強化基盤整備
事業

尾鈴北第2-2期 658            - 40                      

7 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

南ヶ丘第1-2期 393            - 30                      

8 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

前方第４－１期 611            - 40                      

9 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

鹿児山３期 412            - 50                      

10 宮崎県 新富町 農業基盤整備促進事業 新富第２ 95             - 50                      事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　補助 - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

11 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

五ヶ瀬川 3,721         3.36           96                      

12 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

耳川 7,900         3.33           200                    

13 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

一ツ瀬川 1,012         3.24           25                      

14 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大淀川 2,773         3.40           70                      

15 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

広渡川          1,994            3.54 51                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　補助 - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

16 宮崎県 日南市 水産流通基盤整備事業 目井津 2,019         1.13           30                      

17 宮崎県 川南町 水産流通基盤整備事業 川南 7,317         1.06           10                      

18 宮崎県 水産環境整備事業 宮之浦沖合 950            - 100                    

19 宮崎県 延岡市 水産流通基盤整備事業 島野浦 4,200         1.31           65                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　補助 - 3



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 宮崎県 国営かんがい排水事業 西諸（二期） 23,900        
幹支線水路 L=109.5km
揚水機場 9ヶ所
ファームポンド 29ヶ所

1.27           1,011               

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

宮崎　直轄(ゼロ国) - 1



直轄事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 宮崎県 復旧治山事業 尾平越 47             渓間工２基 - 46                   

3 宮崎県 復旧治山事業 黒原 55             山腹工0.61ha - 55                   

4 宮崎県 防災林造成事業 岩山 190            防潮工430m - 74                   

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変
更がある継続事業の場合

の変更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

宮崎　直轄(ゼロ国) - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

住吉２期 661            - 50                      

2 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

浜之段第１ 469            - 50                      

3 宮崎県 三股町
農業競争力強化基盤整備
事業

高才第２ 403            - 50                      

4 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

小林北部第１ 782            - 40                      

5 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

南ヶ丘第1-1期 816            - 49                      

6 宮崎県 川南町
農業競争力強化基盤整備
事業

尾鈴北第2-1期 579            - 30                      

7 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

鹿児山１期 567            - 20                      

8 宮崎県 川南町
農業競争力強化基盤整備
事業

尾鈴北第2-2期 658            - 20                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　補助(ゼロ国) - 1



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

9 宮崎県 五ヶ瀬町 復旧治山事業 尾平 104            - 42                      

10 宮崎県 延岡市 復旧治山事業 二股 80             - 18                      

11 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 桑ノ木原 174            - 15                      

12 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 小林 153            - 40                      

13 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 城 221            - 105                    

14 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 本郷 191            - 75                      

15 宮崎県 諸塚村 復旧治山事業 小椎尾 95             - 35                      

16 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 北又江の原 296            - 20                      

17 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 小倉の平 185            - 80                      

18 宮崎県 西米良村 復旧治山事業 鳶之元 184            - 15                      

19 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 橋ノ元 105            - 55                      

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

宮崎　補助(ゼロ国) - 2



補助事業（平成２５年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

20 宮崎県 宮崎市 地すべり防止事業 丸目 700            - 140                    

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

宮崎　補助(ゼロ国) - 3


