




































直轄事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　農業農村整備事業

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
　(百万円)

主要工事計画
費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

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
用水路L=112.2km
揚水機場９ヶ所
ファームポンド25ヶ所

1.06 120

2 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１ヶ所
用水路L=38.1km

1.01 480

3 宮崎県 宮崎市
国営造成土地改良施設
防災情報ネットワーク
事業

大淀川右岸 20 管理設備１式 - 10 事業着手

4 宮崎県
西都市、高鍋町
ほか

国営造成土地改良施設
防災情報ネットワーク
事業

一ツ瀬川 19 管理設備１式 - 9 事業着手

5 宮崎県 都城市、三股町
国営造成土地改良施設
防災情報ネットワーク
事業

都城盆地 25 管理設備１式 - 15 事業着手

6 宮崎県
高鍋町、川南町、
都農町

国営造成土地改良施設
防災情報ネットワーク
事業

尾鈴 24 管理設備１式 - 24 事業着手

7 宮崎県
宮崎市、小林市、
綾町

国営造成土地改良施設
防災情報ネットワーク
事業

大淀川左岸 25 管理設備１式 - 15 事業着手

8 宮崎県
小林市、えびの
市、高原町

国営造成土地改良施設
防災情報ネットワーク
事業

西諸 32 管理設備１式 - 32 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。
(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き費用対効果(Ｂ／Ｃ)分析等を実施した総事業費１０億円以上の地区について記載している。

宮崎 直轄 - 1



直轄事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　林野公共事業

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
　(百万円)

主要工事計画
費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

9 宮崎県 宮崎市 復旧治山事業 納屋ヶ平 39 渓間工1基 - 39 事業着手

10 宮崎県 宮崎市 復旧治山事業 去川 38 渓間工1基 - 38 事業着手

11 宮崎県 都城市 復旧治山事業 大丸（１） 45 谷止工1基、山腹工0.10ha - 45 事業着手

12 宮崎県 都城市 復旧治山事業 大丸（２） 45 谷止工1基、山腹工0.10ha - 45 事業着手

13 宮崎県 都城市 復旧治山事業 大丸（３） 35 谷止工2基、山腹工0.06ha - 35 事業着手

14 宮崎県 延岡市 復旧治山事業 二股２ 45 渓間工1基 - 45 事業着手

15 宮崎県 日南市 復旧治山事業 大荷田 29 山腹工0.24ha - 29 事業着手

16 宮崎県 三股町 復旧治山事業 轟木 15
山腹工（航空実播工）
0.30ha

- 15 事業着手

17 宮崎県 木城町 復旧治山事業 濱口 21 渓間工1基 - 21 事業着手

18 宮崎県 日之影町 復旧治山事業 黒仁田七折 56 渓間工1基、山腹工0.30ha - 56 事業着手

宮崎 直轄 - 2



直轄事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　林野公共事業

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
　(百万円)

主要工事計画
費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

19 宮崎県 五ヶ瀬町 復旧治山事業 波帰２ 32 渓間工1基 - 32 事業着手

20 宮崎県
延岡市、日之影町
ほか

森林環境保全整備事業 五ヶ瀬川 1,419
更新面積308ha、保育面積
5,027ha、路網開設延長
28.3km

5.40 59

21 宮崎県
椎葉村、日向市ほ
か

森林環境保全整備事業 耳川 955
更新面積144ha、保育面積
2,675ha、路網開設延長
9.0km

- 118

22 宮崎県
西都市、木城町ほ
か

森林環境保全整備事業 一ツ瀬川 1,996
更新面積521ha、保育面積
5,237ha、路網開設延長
25.7km

6.86 25

23 宮崎県
小林市、都城市ほ
か

森林環境保全整備事業 大淀川 15,470
更新面積1,940ha、保育面
積22,730ha、路網開設延長
115.7km

3.35 397

24 宮崎県 日南市、串間市 森林環境保全整備事業 広渡川 3,938
更新面積1,780ha、保育面
積13,307ha、路網開設延長
25.3km

7.39 99

(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き費用対効果(Ｂ／Ｃ)分析等を実施した総事業費１０億円以上の地区について記載している。

宮崎 直轄 - 3



補助事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　農業農村整備事業

番号 事　業　名 地　区　名 全体事業費
　(百万円)

費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

1 宮崎県 宮崎市 農業競争力強化農地整備事業 村内 939 - 40

2 宮崎県 宮崎市 水利施設等保全高度化事業 内山東 644 - 50

3 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 前方第１ 738 - 30

4 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 縄瀬 611 - 30

5 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 前方第４－１期 630 - 34

6 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 払川第２－１期 486 - 130

7 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 牧之原２－２期 466 - 27

8 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 石山 576 - 130

9 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 前方第４－２期 257 - 50

10 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 払川第２－２期 872 - 130

11 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 牧之原２－３期 534 - 39

12 宮崎県 都城市 水利施設等保全高度化事業 払川第２－３期 752 - 130

13 宮崎県 小林市 水利施設等保全高度化事業 南ヶ丘第１－２期 365 - 11

14 宮崎県 小林市 水利施設等保全高度化事業 細野第１ 872 - 195

実　　　　　　　　施
都道府県名・市町村名

宮崎 補助 - 1



補助事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　農業農村整備事業

番号 事　業　名 地　区　名 全体事業費
　(百万円)

費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

実　　　　　　　　施
都道府県名・市町村名

15 宮崎県 小林市 水利施設等保全高度化事業 小林東部第１ 967 - 300

16 宮崎県 小林市 水利施設等保全高度化事業 川間西 948 - 50

17 宮崎県 小林市 水利施設等保全高度化事業 川間東１期 808 - 100

18 宮崎県 小林市 水利施設等保全高度化事業 川間東２期 530 - 50

19 宮崎県 小林市 水利施設等保全高度化事業 入佐第１－１期 1,508 1.13 50

20 宮崎県 えびの市 水利施設等保全高度化事業 白鳥１期 952 - 120

21 宮崎県 えびの市 水利施設等保全高度化事業 白鳥２期 599 - 150

22 宮崎県 三股町 水利施設等保全高度化事業 高才第１ 439 - 70

23 宮崎県 高原町 水利施設等保全高度化事業 鹿児山２期 679 - 60

24 宮崎県 高原町 水利施設等保全高度化事業 鹿児山３期 500 - 40

25 宮崎県 高原町 水利施設等保全高度化事業 後川内１期 921 - 293

26 宮崎県 高原町 水利施設等保全高度化事業 後川内２期 552 - 70

27 宮崎県 川南町 水利施設等保全高度化事業 通山・坂の上 845 - 50

28 宮崎県 川南町 水利施設等保全高度化事業 大内原 777 - 40

宮崎 補助 - 2



補助事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　農業農村整備事業

番号 事　業　名 地　区　名 全体事業費
　(百万円)

費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

実　　　　　　　　施
都道府県名・市町村名

29 宮崎県 川南町 水利施設等保全高度化事業 西光原・国光原第１期 1,409 1.20 50

30 宮崎県 串間市 農村地域防災減災事業 市木 348 - 25

31 宮崎県 国富町 農村地域防災減災事業 嵐田 1,496 1.17 60

32 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 馬越上・下 163 - 27

33 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 正蓮寺 1,237 1.10 120

34 宮崎県 宮崎市 農村地域防災減災事業 平廻 92 - 30

35 宮崎県 木城町 農村地域防災減災事業 岩渕 185 - 10

36 宮崎県 高鍋町 農村地域防災減災事業 高平 473 - 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。
(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き費用対効果(Ｂ／Ｃ)分析等を実施した総事業費１０億円以上の地区について記載している。

宮崎 補助 - 3



補助事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　林野公共事業

番号 事　業　名 地　区　名 全体事業費
　(百万円)

費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

37 宮崎県 日向市 復旧治山事業 久居原 93 - 30 事業着手

38 宮崎県 綾町 復旧治山事業 上畑 112 - 47 事業着手

39 宮崎県 西米良村 復旧治山事業 尾春 90 - 50 事業着手

40 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 ヨリキ 99 - 40 事業着手

41 宮崎県 美郷町 復旧治山事業 石塚ノ鼻 544 - 80
事業計画の変更等による全体事
業費の増

42 宮崎県 五ヶ瀬町 復旧治山事業 朝ノ戸 80 - 78

43 宮崎県 串間市 防災林造成事業 新渡目 15 - 15 事業着手

44 宮崎県 川南町 防災林造成事業 伊倉 90 - 90 事業着手

45 宮崎県 日向市 森林資源循環利用林道整備事業 センゲン線 888 - 50 事業着手

46 宮崎県 西米良村 森林資源循環利用林道整備事業 長谷・児原線 300 - 85

47 宮崎県 門川町 森林資源循環利用林道整備事業 峠谷線 922 - 50
事業計画の変更等による全体事
業費の増

48 宮崎県 諸塚村 森林資源循環利用林道整備事業 内の口線 610 - 60
事業計画の変更等による全体事
業費の増

49 宮崎県 椎葉村 森林資源循環利用林道整備事業 古枝尾・向山線 275 - 55 事業着手

50 宮崎県 日之影町 森林資源循環利用林道整備事業 高千穂・日之影線 350 - 70 事業着手

実　　　　　　　　施
都道府県名・市町村名

宮崎 補助 - 4



補助事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　林野公共事業

番号 事　業　名 地　区　名 全体事業費
　(百万円)

費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

実　　　　　　　　施
都道府県名・市町村名

51 宮崎県 日之影町 森林資源循環利用林道整備事業 後梅・二ッ橋線 110 - 20
事業計画の変更等による全体事
業費の増

52 宮崎県 五ヶ瀬町 森林資源循環利用林道整備事業 岩神・大石線 217 - 70
事業計画の変更等による全体事
業費の減

53 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 3.36 175

54 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 12,768 6.07 674

55 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 1,384 4.16 179

56 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 2,830 4.48 258

57 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 81

(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き費用対効果(Ｂ／Ｃ)分析等を実施した総事業費１０億円以上の地区について記載している。

宮崎 補助 - 5



補助事業(平成３０年度補正予算(第２号))

　水産基盤整備事業

番号 事　業　名 地　区　名 全体事業費
　(百万円)

費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

58 宮崎県 延岡市 水産流通基盤整備事業 北浦 2,100 1.11 207

(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き費用対効果(Ｂ／Ｃ)分析等を実施した総事業費１０億円以上の地区について記載している。

実　　　　　　　　施
都道府県名・市町村名

宮崎 補助 - 6



直轄事業(平成３０年度補正予算(第２号)ゼロ国債)

　林野公共事業

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
　(百万円)

主要工事計画
費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

1 宮崎県
小林市、都城市ほ
か

森林環境保全整備事業 大淀川 15,470
更新面積1,940ha、保育面
積22,730ha、路網開設延長
115.7km

3.35 72

2 宮崎県 日南市、串間市 森林環境保全整備事業 広渡川 3,938
更新面積1,780ha、保育面
積13,307ha、路網開設延長
25.3km

7.39 43

(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き費用対効果(Ｂ／Ｃ)分析等を実施した総事業費１０億円以上の地区について記載している。

宮崎 直轄(ゼロ国) - 1



補助事業(平成３０年度補正予算(第２号)ゼロ国債)

　水産基盤整備事業

番号 事　業　名 地　区　名 全体事業費
　(百万円)

費用対効果
(Ｂ／Ｃ)等

当該補正予算の
事　　業　　費
　　　(百万円)

継続地区について直近の
公表から変更がある場合
の変更理由及びその内容

1 宮崎県 日南市 漁港施設機能強化事業 油津 437  - 105

2 宮崎県 日南市 漁港施設機能強化事業 大堂津 490  - 75

(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き費用対効果(Ｂ／Ｃ)分析等を実施した総事業費１０億円以上の地区について記載している。

実　　　　　　　　施
都道府県名・市町村名

宮崎 補助(ゼロ国) - 1



(参考)関係市町村名(平成３０年度補正予算(第２号))

番　号
実　　　施
都道府県名

事　業　名 地　区　名 関　係　市　町　村　名

直-4 宮崎県
国営造成土地改良施設防災情報
ネットワーク事業

一ツ瀬川 西都市、高鍋町、新富町、木城町

直-20 宮崎県 森林環境保全整備事業 五ヶ瀬川 延岡市、日之影町、高千穂町、五ヶ瀬町

直-21 宮崎県 森林環境保全整備事業 耳川 椎葉村、日向市、美郷町、諸塚村、門川町

直-22 宮崎県 森林環境保全整備事業 一ツ瀬川 西都市、木城町、都農町、川南町、西米良村、高鍋町、新富町

直-23 宮崎県 森林環境保全整備事業 大淀川 小林市、都城市、宮崎市、えびの市、国富町、綾町、三股町、高原町

補-53 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-54 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-55 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-56 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

直(ゼロ国)-1 宮崎県 森林環境保全整備事業 大淀川 小林市、都城市、宮崎市、えびの市、国富町、綾町、三股町、高原町

宮崎 参考 - 1



交付金(平成３０年度補正予算(第２号))

番号
実　　　施
都道府県名

事　業　名 配分額（国費）
　　　(百万円)

1 宮崎県 農山漁村地域整備交付金 79

(注)｢配分額（国費）｣は、単位未満を四捨五入している。

宮崎 交付金 - 1


