
直轄事業（平成２６年度当初予算）

　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（一期） 32,100        ダム 1ヶ所 1.27           510                 

2 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           2,500               

3 宮崎県 宮崎市
国営かんがい排水事業
（国営施設機能保全事
業）

大淀川右岸 5,300         
ダム（改修） 1ヶ所
用水路（改修）　38.1km
水管理施設（改修）　1式

1.01           200                 
国営施設機能保全対策
移行

（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。

主要工事計画
 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
関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費
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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 宮崎県 高千穂町 復旧治山事業 尾平越 49             渓間工2基 - 49                   

5 宮崎県 西都市 復旧治山事業 黒原 58             山腹工0.61ha - 58                   

6 宮崎県 都農町 防災林造成事業 岩山 190            消波工430m - 78                   

7 宮崎県 川南町 防災林造成事業 孫谷浜山 53             消波工300m - 27                   

8 宮崎県 椎葉村 水源地域整備事業 向山 29             渓間工1基 - 29                   

9 宮崎県 西都市 水源地域整備事業 東仙 17             山腹工0.09ha、渓間工1基 - 17                   

10 宮崎県 宮崎市 水源地域整備事業 下本田野 124            山腹工0.50ha、渓間工5基 - 52                   

11 宮崎県 小林市 水源地域整備事業 古賀根 60             山腹工0.17ha、渓間工2基 - 23                   

12 宮崎県 小林市 水源地域整備事業 雛守 148            渓間工８基 - 34                   

13 宮崎県 綾町 水源地域整備事業 竹野 68             渓間工4基 - 20                   

主要工事計画
 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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

 宮崎　直轄 - 2



直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

14 宮崎県 都城市 水源地域整備事業 霧島１ 146            渓間工5基 - 24                   

15 宮崎県 日南市 水源地域整備事業 本狩倉 53             渓間工3基 - 20                   

16 宮崎県 延岡市 保安林整備事業 浜山 6               森林整備1ha - 6                    

17 宮崎県 延岡市 保安林整備事業 上鹿川 10             森林整備50ha - 10                   

18 宮崎県 西都市 保安林整備事業 東仙 5               森林整備24ha - 5                    

19 宮崎県 木城町 保安林整備事業 濱口 3               森林整備15ha - 3                    

20 宮崎県 川南町 保安林整備事業 尾鈴 3               森林整備13ha - 3                    

21 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 明神山 20             森林整備40ha - 20                   

22 宮崎県 都城市 保安林整備事業 崎山 10             森林整備70ha - 10                   

23 宮崎県 串間市 保安林整備事業 一氏 6               森林整備30ha - 6                    
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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

主要工事計画
 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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費

24 宮崎県
延岡市、高千穂
町ほか

森林環境保全整備事
業

五ヶ瀬川 1,419         
更新面積275ha、保育面積
4,679ha、路網整備開設延長
28.3km

5.40           292                 
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
日向市、門川町
ほか

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           118                 

26 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           536                 

27 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           1,019               

28 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           826                 

29 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           686                 

（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２６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            - 55                      

3 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

第２内山 1,112         1.06           100                    

4 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

村内 939            - 60                      

5 宮崎県 えびの市
農業競争力強化基盤整備
事業

尾八重野 832            - 30                      

6 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

払川第１ 717            - 2                        

7 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

大萩 804            - 20                      

8 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 743            - 1                        

9 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

横尾原 922            - 3                        

10 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

大井手 685            - 1                        

11 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

住吉２期 983            - 90                      

12 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

万ヶ塚 757            - 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・市町村名

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２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

浜之段第１ 630            - 50                      

14 宮崎県 三股町
農業競争力強化基盤整備
事業

高才第２ 566            - 50                      

15 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 1,015         1.10           70                      

16 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

花見 535            - 20                      

17 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

牧之原１期 693            - 10                      

18 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

前方第１ 521            - 10                      

19 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

縄瀬 703            - 10                      

20 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            - 90                      

21 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

八所 782            - 45                      

22 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 551            - 40                      

23 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

長尾下１期 456            - 10                      

24 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

釘松 546            - 20                      
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

25 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            - 40                      

26 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            - 30                      

27 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

長尾下２期 461            - 10                      

28 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 374            - 20                      

29 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

鹿児山２期 551            - 10                      

30 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 646            - 10                      

31 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 369            - 10                      

32 宮崎県 三股町
農業競争力強化基盤整備
事業

宮ノ原第２ 323            - 30                      

33 宮崎県 えびの市
農業競争力強化基盤整備
事業

白鳥１期 925            - 30                      

34 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            - 30                      

35 宮崎県 高原町
農業競争力強化基盤整備
事業

後川内１期 894            - 15                      

36 宮崎県 宮崎市
農業競争力強化基盤整備
事業

内山東 660            - 30                      事業着手
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

37 宮崎県 都城市
農業競争力強化基盤整備
事業

払川第２－１期 2,109         1.32           30                      事業着手

38 宮崎県 三股町
農業競争力強化基盤整備
事業

高才第１ 450            - 20                      事業着手

39 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

細野第１ 895            - 30                      事業着手

40 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

小林東部第１ 992            - 30                      事業着手

41 宮崎県 小林市
農業競争力強化基盤整備
事業

川間西 960            - 30                      事業着手

42 宮崎県
高鍋町、川南
町

農業競争力強化基盤整備
事業

通山・坂の上 866            - 30                      事業着手

43 宮崎県 川南町
農業競争力強化基盤整備
事業

尾鈴北第３ 222            - 30                      事業着手

44 宮崎県 都城市 農業基盤整備促進事業 都城第2 30             - 29                      事業着手

45 宮崎県
西都市、高鍋
町　ほか

農業基盤整備促進事業 一ツ瀬川 30             - 24                      事業着手

46 宮崎県 新富町 農業基盤整備促進事業 新富第２ 95             - 29                      事業着手

47 宮崎県 木城町 農業基盤整備促進事業 高城第２ 42             - 15                      事業着手

48 宮崎県 川南町 農業基盤整備促進事業 川南第３ 15             - 15                      事業着手
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

49 宮崎県 川南町 農業基盤整備促進事業 川南原第５ 10             - 10                      事業着手

50 宮崎県 高鍋町 農業基盤整備促進事業 高鍋 10             - 10                      事業着手

51 宮崎県 都農町 農業基盤整備促進事業 都農 7               - 7                        事業着手

52 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 池内 202            - 5                        

53 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 上北松ヶ迫 97             - 13                      

54 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 高峰上下 163            - 20                      

55 宮崎県 日向市 農村地域防災減災事業 寺迫 203            - 79                      

56 宮崎県 串間市 農村地域防災減災事業 上本城１ 258            - 15                      

57 宮崎県 串間市 農村地域防災減災事業 上本城２ 90             - 6                        

58 宮崎県 川南町 農村地域防災減災事業 下野田原２期 294            - 8                        

59 宮崎県 日南市 農村地域防災減災事業 宮浦 252            - 6                        

60 宮崎県 串間市 農村地域防災減災事業 市木 348            - 40                      
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

61 宮崎県 高千穂町 農村地域防災減災事業 石原２期 294            - 60                      

62 宮崎県 都城市 農村地域防災減災事業 内城 59             - 3                        

63 宮崎県 小林市 農村地域防災減災事業 山ノ口原 241            - 50                      

64 宮崎県 高千穂町 農村地域防災減災事業 桑水流 184            - 30                      

65 宮崎県 都城市 農村地域防災減災事業 上下水流 312            - 20                      

66 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 正蓮寺 247            - 2                        

67 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 瓜生野 176            - 77                      

68 宮崎県 門川町 農村地域防災減災事業 中村 156            - 24                      

69 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 宮崎市 149            - 36                      

70 宮崎県 高千穂町 農村地域防災減災事業 高千穂町 108            - 47                      

71 宮崎県 日之影町 農村地域防災減災事業 日之影町 38             - 7                        

72 宮崎県 五ヶ瀬町 農村地域防災減災事業 五ヶ瀬町 48             - 2                        
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

73 宮崎県 国富町 農村地域防災減災事業 嵐田 1,069         1.12           18                      

74 宮崎県 都城市 農村地域防災減災事業 割付 143            - 30                      

75 宮崎県 高千穂町 農村地域防災減災事業 芝原 117            - 25                      

76 宮崎県 日之影町 農村地域防災減災事業 波瀬 108            - 40                      

77 宮崎県 五ヶ瀬町 農村地域防災減災事業 高畑 153            - 25                      

78 宮崎県 日南市 農村地域防災減災事業 仮屋 79             - 51                      

79 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 鶴府 71             - 11                      事業着手

80 宮崎県 高千穂町 農村地域防災減災事業 才田 48             - 13                      事業着手

81 宮崎県 日之影町 農村地域防災減災事業 樅木尾 28             - 6                        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２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

82 宮崎県 五ヶ瀬町 復旧治山事業 尾平 104            - 40                      

83 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 天包 370            - 77                      

84 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 桑ノ木原 163            - 20                      

85 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 小林 153            - 67                      

86 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 城 221            - 79                      

87 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 本郷 191            - 84                      

88 宮崎県 椎葉村 復旧治山事業 大薮 81             - 21                      

89 宮崎県 諸塚村 復旧治山事業 小椎尾 95             - 49                      

90 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 北又江の原 296            - 21                      

91 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 小倉の平 185            - 36                      

92 宮崎県 西都市 復旧治山事業 浜砂 82             - 32                      

93 宮崎県 西米良村 復旧治山事業 鳶之元 184            - 33                      

 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・市町村名

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２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

94 宮崎県 西米良村 復旧治山事業 山中 153            - 63                      

95 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 橋ノ元 114            - 73                      

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

97 宮崎県 西米良村 地すべり防止事業 二畝之谷 676            - 70                      

98 宮崎県 椎葉村
水源の里保全緊急整備事
業

内ノ八重 471            - 70                      

99 宮崎県 高鍋町 保安林緊急改良事業 堀之内 32             - 12                      事業着手

100 宮崎県 高鍋町 保安林緊急改良事業 下永谷 29             - 10                      事業着手

101 宮崎県 新富町 保安林緊急改良事業 野中NO.1 56             - 15                      事業着手

102 宮崎県 新富町 保安林緊急改良事業 池田NO.1 13             - 13                      事業着手

103 宮崎県 日之影町 保安林整備事業 竹ノ平 7               - 7                        

104 宮崎県 高千穂町 保安林整備事業 中原山 15             - 15                      

105 宮崎県 延岡市 保安林整備事業 新開柚木 1               - 1                        
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

106 宮崎県 延岡市 保安林整備事業 愛宕山 3               - 3                        

107 宮崎県 延岡市 保安林整備事業 速日ノ峰 5               - 5                        

108 宮崎県 椎葉村 保安林整備事業 川の口№３ 1               - 1                        

109 宮崎県 西都市 保安林整備事業 柏葉 2               - 2                        

110 宮崎県 西都市 保安林整備事業 安部 1               - 1                        

111 宮崎県 高鍋町 保安林整備事業 肥後坂下 1               - 1                        

112 宮崎県 新富町 保安林整備事業 野中ＮＯ.２ 1               - 1                        

113 宮崎県 新富町 保安林整備事業 池田ＮＯ.２ 1               - 1                        

114 宮崎県 川南町 保安林整備事業 村上 1               - 1                        

115 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 広瀬川No.2 3               - 3                        

116 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 広瀬川No.3 24             - 24                      

117 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 山崎 4               - 4                        

 宮崎　補助 - 10



補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

118 宮崎県 宮崎市 保安林整備事業 松崎 4               - 4                        

119 宮崎県 小林市 保安林整備事業 水持迫 1               - 1                        

120 宮崎県 えびの市 保安林整備事業 押建 1               - 1                        

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

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

123 宮崎県 三股町 保安林整備事業 大八重ＮＯ２ 2               - 2                        

124 宮崎県 三股町 保安林整備事業 椎八重ＮＯ２ 9               - 9                        

125 宮崎県 三股町 保安林整備事業 椎八重ＮＯ３ 3               - 3                        

126 宮崎県 日南市 保安林整備事業 内ノ野東 6               - 6                        

127 宮崎県 日南市 保安林整備事業 権現谷 9               - 9                        

128 宮崎県 串間市 保安林整備事業 新渡目 8               - 8                        

129 宮崎県 日向市 林業専用道等整備事業 センゲン線 199            - 44                      
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補助事業（平成２６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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

130 宮崎県 諸塚村 林業専用道等整備事業 長谷線 72             - 33                      

131 宮崎県 諸塚村 林業専用道等整備事業 中崎線 98             - 52                      

132 宮崎県 諸塚村 林業専用道等整備事業 内の口線 161            - 42                      

133 宮崎県 椎葉村 林業専用道等整備事業 椎葉1号線 202            - 33                      

134 宮崎県 高千穂町 林業専用道等整備事業 日出線 200            - 40                      

135 宮崎県 高千穂町 林業専用道等整備事業 今藤線 24             - 12                      

136 宮崎県
高千穂町、日
之影町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

五ヶ瀬川 3,721         3.36           664                    

137 宮崎県
日向市、門川
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

耳川 7,900         3.33           1,409                  

138 宮崎県
西都市、高鍋
町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

一ツ瀬川 1,012         3.24           181                    

139 宮崎県
宮崎市、綾町
ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

大淀川 2,773         3.40           495                    

140 宮崎県
日南市、串間
市

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

広渡川 1,994         3.54           356                    

（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２６年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

141 宮崎県 延岡市 水産流通基盤整備事業 北浦 3,622         2.36           91                      

142 宮崎県 日南市 水産流通基盤整備事業 目井津 2,019         1.13           90                      

143 宮崎県 川南町 水産流通基盤整備事業 川南 7,317         1.06           80                      

144 宮崎県 延岡市 水産流通基盤整備事業 島野浦 4,200         1.31           12                      

145 宮崎県 延岡市 漁港施設機能強化事業 北浦 950             - 92                      

146 宮崎県 門川町 漁港施設機能強化事業 門川 950             - 88                      

147 宮崎県 川南町 漁港施設機能強化事業 川南 950             - 126                    

148 宮崎県 串間市 漁港施設機能強化事業 都井 950             - 90                      

149 宮崎県 宮崎市 漁港施設機能強化事業 青島 950             - 14                      

150 宮崎県 日南市 漁港施設機能強化事業 油津 950             - 26                      

151 宮崎県 延岡市 漁港施設機能強化事業 島野浦 950             - 54                      

152 宮崎県
日南市・串間
市

水産環境整備事業 宮之浦沖合 950             - 200                    

 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・市町村名

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２６年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

153 宮崎県
延岡市、日南
市　ほか

水産環境整備事業 日向灘沖合 876             - 398                    

（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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交付金等（平成２６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 1,584                   

2 宮崎県 美しい森林づくり基盤整備交付金 7

（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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（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-24 宮崎県 森林環境保全整備事業 五ヶ瀬川 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

直-25 宮崎県 森林環境保全整備事業 耳川 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町

直-26 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-27 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-28 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

補-45 宮崎県 農業基盤整備促進事業 一ツ瀬川 西都市、高鍋町、新富町、木城町

補-136 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

五ヶ瀬川 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、延岡市

補-137 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

耳川 日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村

補-138 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

一ツ瀬川 西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、西米良村

補-139 宮崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

大淀川 宮崎市、綾町、国富町、小林市、えびの市、高原町、都城市、三股町

補-153 宮崎県 水産環境整備事業 日向灘沖合
延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、
串間市

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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