
直轄事業（平成２６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
小林市、えびの
市、高原町

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           739                 

（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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　直轄 - 1



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

2 宮崎県 都城市 復旧治山事業 荒襲(1) 544            渓間工7基 - 160                 

3 宮崎県
西都市、高鍋町
ほか

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           19                   

4 宮崎県
宮崎市、小林市
ほか

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           94                   

5 宮崎県
都城市、小林市
ほか

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           86                   

6 宮崎県 日南市、串間市
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           92                   

（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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　直轄 - 2



補助事業（平成２６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 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

南ヶ丘第１－１期 777            - 14                      

2 宮崎県 川南町
農業競争力強化基盤整備
事業

尾鈴北２－２期 627            - 2                        

3 宮崎県 日向市 農村地域防災減災事業 寺迫 203            - 30                      

（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・市町村名
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２６年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 野地 329            - 66                      

5 宮崎県 三股町 復旧治山事業 椎八重 836            - 44                      

（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・市町村名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　補助 - 2



交付金等（平成２６年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 宮崎県 農山漁村地域整備交付金 95                       

（注）「当該補正予算の配分額（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

 当該補正予算の
配分額（国費）

宮崎　交付金 - 1



直轄事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 宮崎県 都城市 復旧治山事業 荒襲(2) 544            渓間工7基 - 62                   

2 宮崎県 日南市 復旧治山事業 河原谷 92             渓間工1基、山腹工0.75ha - 80                   

3 宮崎県 都農町 防災林造成事業 岩山 94             消波工100m - 55                   

4 宮崎県 日之影町 水源地域整備事業 水無平 97             渓間工2基 - 70                   

5 宮崎県 宮崎市 水源地域整備事業 本田野 116            渓間工3基、山腹工0.51ha - 53                   

6 宮崎県
都城市、小林市
ほか

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           42                   

（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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

 費用対効果
(B/C)等

宮崎　直轄（ゼロ国） - 1



補助事業（平成２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 宮崎県 宮崎市 地すべり防止事業 丸目 700            - 172                    

2 宮崎県 西米良村 地すべり防止事業 二畝之谷 676            - 130                    

3 宮崎県 新富町 防災林造成事業 池田 65             - 44                      

4 宮崎県 高鍋町 防災林造成事業 下永谷 35             - 24                      

（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・市町村名
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２６年度補正予算（第１号）ゼロ国債）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

5 宮崎県 延岡市 漁港施設機能強化事業 北浦 950             - 80                      

（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・市町村名
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



（参考）関係市町村名（平成２６年度補正予算（第１号））

直-3 宮崎県 森林環境保全整備事業 一ツ瀬川 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町

直-4 宮崎県 森林環境保全整備事業 大淀川(宮崎署） 宮崎市、小林市、国富町、綾町

直-5 宮崎県 森林環境保全整備事業 大淀川(都城支署） 都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町

直（ゼロ国）-6 宮崎県 森林環境保全整備事業 大淀川（都城支署） 都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

宮崎　参考 - 1


