
宮崎　直轄 - 1

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　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 尾鈴 28,000        
ダム 2ヶ所
頭首工 1ヶ所
導水路 L=0.6km ほか

1.00           838                 

2 宮崎県 国営かんがい排水事業 西諸（一期） 32,100        ダム 1ヶ所 1.27           864                 

3 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           2,478               

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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 - 2

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 宮崎県 復旧治山事業 祝子川 369            渓間工2基 - 108                 

5 宮崎県 復旧治山事業 波帰 122            山腹工0.15ha - 17                   

6 宮崎県 復旧治山事業 霧島３ 125            山腹工0.60ha、渓間工3基 - 71                   

7 宮崎県 復旧治山事業 青井岳 20             山腹工0.03ha、渓間工1基 - 20                   

8 宮崎県
地域防災対策総合治
山事業

本田野 501            渓間工５基 - 176                 

9 宮崎県 防災林造成事業 岩山 190            消波工146.5m - 89                   

10 宮崎県 水源地域整備事業 向山 16             渓間工1基 - 16                   

11 宮崎県 水源地域整備事業 長尾 100            山腹工0.34ha、渓間工1基 - 48                   

12 宮崎県 水源地域整備事業 黒仁田 55             渓間工1基 - 24                   

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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
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直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

13 宮崎県
保安林管理道整備事
業

吹山 48             保安林管理道400m - 48                   

14 宮崎県 保安林整備事業 五ヶ瀬川 22             森林整備48ha - 9                     

15 宮崎県 保安林整備事業 耳川 22             森林整備50ha - 10                   

16 宮崎県 保安林整備事業 一ツ瀬川 20             森林整備48ha - 9                     

17 宮崎県 保安林整備事業 大淀川（宮崎） 19             森林整備53ha - 11                   

18 宮崎県 保安林整備事業 大淀川（都城） 30             森林整備85ha - 17                   

19 宮崎県 保安林整備事業 広渡川 3               森林整備14ha - 3                     

20 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

- 410

21 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

9.30 216
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直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

22 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

9.40 654

23 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 1,155
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

24 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

5.75 856
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

25 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

6.43 716

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　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

江田山崎 313            - 10                      

2 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

跡江２期 620            - 16                      

3 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

第２内山 842            - 14                      

4 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

村内 984            - 20                      

5 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

払川第１ 773            - 80                      

6 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

大萩 868            - 10                      

7 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

払川第1-2期 796            - 50                      

8 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

横尾原 995            - 40                      

9 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

大井手 735            - 10                      

10 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

住吉２期 635            - 70                      

11 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

万ヶ塚 771            - 120                    

12 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

浜之段第１ 455            - 10                      

 当該予算の
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
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

13 宮崎県 三股町
農業競争力強化基盤整備
事業

高才第２ 394            - 20                      

14 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

小林北部第１ 824            - 70                      

15 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

花見 531            - 60                      

16 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

牧之原１期 690            - 120                    

17 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

前方第１ 518            - 100                    

18 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

縄瀬 701            - 50                      

19 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 771            - 40                      

20 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 546            - 40                      

21 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

長尾下１期 457            - 100                    

22 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

釘松 543            - 80                      

23 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

鹿児山１期 540            - 30                      

24 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 627            - 50                      
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

25 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

長尾下２期 451            - 130                    

26 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 366            - 40                      

27 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

鹿児山２期 539            - 110                    

28 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 630            - 100                    事業着手

29 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

牧之原２－１期 1,360         1.21           110                    事業着手

30 宮崎県 三股町
農業競争力強化基盤整備
事業

宮ノ原第２ 316            - 120                    事業着手

31 宮崎県 えびの市
農業競争力強化基盤整備
事業

白鳥１期 1,471         1.08           50                      事業着手

32 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

鹿児山３期 401            - 110                    事業着手

33 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

後川内１期 1,396         1.18           51                      事業着手

34 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

八所 774            - 50                      

35 宮崎県 都城市 農業基盤整備促進事業 都城 10             - 10                      事業着手

36 宮崎県 えびの市 農業基盤整備促進事業 下大河平 3               - 3                        事業着手
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

37 宮崎県 川南町 農業基盤整備促進事業 川南原第４ 3               - 3                        事業着手

38 宮崎県 宮崎市
震災対策農業水利施設整
備事業

池内 202            - 10                      　

39 宮崎県 日向市
震災対策農業水利施設整
備事業

下拂１号 90             - 1                        　

40 宮崎県 宮崎市
震災対策農業水利施設整
備事業

上北松ヶ迫 97             - 78                      　

41 宮崎県 宮崎市
震災対策農業水利施設整
備事業

高峰上下 163            - 73                      　

42 宮崎県 日向市
震災対策農業水利施設整
備事業

寺迫 203            - 20                      　

43 宮崎県

宮崎市、日南
市、串間市、
都城市、小林
市、川南町、
門川町、高千
穂町

農村地域防災減災事業 宮崎県 2,879         1.05           397                    　

44 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 宮崎市 149            - 67                      　

45 宮崎県 高千穂町 農村地域防災減災事業 高千穂町 85             - 16                      　

46 宮崎県 日之影町 農村地域防災減災事業 日之影町 38             - 10                      　
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

47 宮崎県 五ヶ瀬町 農村地域防災減災事業 五ヶ瀬町 48             - 6                        　

48 宮崎県 西都市 農村地域防災減災事業 上沖 25             - 25                      事業着手

49 宮崎県 日南市 農村地域防災減災事業 日南市柑橘生産組合 48             - 48                      事業着手

50 宮崎県 都城市 農村地域防災減災事業
都城東部野菜生産組
合

62             - 62                      事業着手

51 宮崎県 串間市 農村地域防災減災事業 福北野菜生産組合 67             - 67                      事業着手

52 宮崎県 国富町 農村地域防災減災事業 嵐田 1,069         1.12           216                    　

53 宮崎県 都城市 農村地域防災減災事業 割付 143            - 12                      事業着手

54 宮崎県 高千穂町 農村地域防災減災事業 芝原 117            - 37                      事業着手

55 宮崎県 日之影町 農村地域防災減災事業 波瀬 108            - 48                      事業着手

56 宮崎県 五ヶ瀬町 農村地域防災減災事業 高畑 153            - 48                      事業着手

57 宮崎県 日南市 農村地域防災減災事業 仮屋 79             - 13                      事業着手

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

58 宮崎県 五ヶ瀬町 復旧治山事業 尾平 104            - 71                      

59 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 天包 370            - 50                      

60 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 野地 78             - 50                      

61 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 桑ノ木原 174            - 83                      

62 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 本郷 191            - 40                      

63 宮崎県 西都市 復旧治山事業 浜砂 82             - 50                      

64 宮崎県 西米良村 復旧治山事業 長薮 127            - 55                      

65 宮崎県 高原町 復旧治山事業 大谷 102            - 29                      

66 宮崎県 三股町 復旧治山事業 椎八重 836            - 366                    

67 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 石塚ノ鼻 368            - 30                      事業着手

68 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 橋ノ元 105            - 20                      事業着手

69 宮崎県 西米良村 復旧治山事業 大河内 82             - 82                      事業着手

 当該予算の
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
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

70 宮崎県 宮崎市 地すべり防止事業 丸目 700            - 70                      

71 宮崎県 西米良村 地すべり防止事業 二畝之谷 412            - 80                      

72 宮崎県 椎葉村
水源の里保全緊急整備事
業

内ノ八重 281            - 80                      

73 宮崎県 新富町 保安林緊急改良事業 野中No.2 53             - 20                      

74 宮崎県 日之影町 保安林整備事業 竹ノ平No.3 3               - 3                        

75 宮崎県 日之影町 保安林整備事業 竹ノ平No.4 1               - 1                        

76 宮崎県 延岡市 保安林整備事業 甫場 3               - 3                        

77 宮崎県 日向市 保安林整備事業 土々呂毛 9               - 9                        

78 宮崎県 美郷町 保安林整備事業 柳野 2               - 2                        

79 宮崎県 西都市 保安林整備事業 柏葉 4               - 4                        

80 宮崎県 西都市 保安林整備事業 阿部 1               - 1                        

81 宮崎県 高鍋町 保安林整備事業 肥後坂下 1               - 1                        
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

82 宮崎県 新富町 保安林整備事業 池田No.2 6               - 6                        

83 宮崎県 川南町 保安林整備事業 村上 3               - 3                        

84 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 広瀬川 20             - 20                      

85 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 阿波岐原No.2 5               - 5                        

86 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 前浜 7               - 7                        

87 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 松崎 12             - 12                      

88 宮崎県 綾町 保安林整備事業 大口No.2 3               - 3                        

89 宮崎県 小林市 保安林整備事業 水持迫 2               - 2                        

90 宮崎県 えびの市 保安林整備事業 松尾 1               - 1                        

91 宮崎県 えびの市 保安林整備事業 一番ヶ迫 2               - 2                        

92 宮崎県 えびの市 保安林整備事業 木場添 1               - 1                        

93 宮崎県 えびの市 保安林整備事業 押建 1               - 1                        
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

94 宮崎県 三股町 保安林整備事業 大八重No.2 6               - 6                        

95 宮崎県 三股町 保安林整備事業 椎八重No.2 14             - 14                      

96 宮崎県 三股町 保安林整備事業 椎八重No.3 3               - 3                        

97 宮崎県 日南市 保安林整備事業 塩束 8               - 8                        

98 宮崎県 串間市 保安林整備事業 新村 1               - 1                        

99 宮崎県 日向市 林業専用道等整備事業 センゲン線 190            - 47                      

100 宮崎県 諸塚村 林業専用道等整備事業 長谷線 58             - 29                      

101 宮崎県 諸塚村 林業専用道等整備事業 中崎線 51             - 19                      

102 宮崎県 諸塚村 林業専用道等整備事業 内の口線 197            - 39                      

103 宮崎県 椎葉村 林業専用道等整備事業 椎葉１号線 129            - 52                      

104 宮崎県 高千穂町 林業専用道等整備事業 日出線 171            - 46                      

105 宮崎県 高千穂町 林業専用道等整備事業 今藤線 12             - 12                      事業着手



 宮崎　補助 - 10

補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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

106 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           374                    

107 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

耳川 7,900         3.33           794                    

108 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           102                    

109 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           279                    

110 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

広渡川          1,994            3.54 200                    

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

111 宮崎県 延岡市 水産流通基盤整備事業 北浦 3,622         2.36           101                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

112 宮崎県 日南市 水産流通基盤整備事業 目井津 2,019         1.13           158                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

113 宮崎県 川南町 水産流通基盤整備事業 川南 7,317         1.06           88                      
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

114 宮崎県 水産環境整備事業 いるか岬沖合 730            - 60                      

115 宮崎県 水産環境整備事業 宮之浦沖合 950            - 120                    

116 宮崎県 水産環境整備事業 日向灘沖合 876            - 85                      

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

 当該予算の
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
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交付金等（平成２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 宮崎県 農山漁村地域整備交付金 2,569                   

（注）「当該予算の配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名

 当該予算の
配分額（国費）
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