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※　国庫補助事業等の実施地区は、現段階の状況で作成しています。
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【中部農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

復旧治山 畑田 宮崎市 新 9,000 測量設計

緊急予防治山 須志田西 国富町 継 12,600 山腹工

予防治山 古屋 綾町 新 18,800 調査測量設計

林地荒廃防止 川北 宮崎市 新 22,100 調査測量設計

林地荒廃防止 初田 国富町 新 12,000 山腹工

保育 広瀬川 宮崎市 新 1,410 下刈外

保育 浜山 宮崎市 新 7,600 下刈外

保育 山崎No.2 宮崎市 新 6,690 下刈外

保育 阿波岐原 宮崎市 新 6,650 下刈外

保育 番所下 宮崎市 新 4,450 下刈外

保育 松崎 宮崎市 継 2,110 下刈

地方創生道整備推進
交付金

綾南線 綾町 継 19,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

倉輪線 綾町 継 10,000 改良

中部農林振興局　計 132,410

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）
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【南那珂農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

機能強化・老朽化対策 浜町 串間市 継 33,000 防潮工

林地荒廃防止 糀ヶ宇戸 串間市 新 32,000 山腹工

自然環境整備交付金
（国定公園等整備事業）

日南海岸国定公園
贄波園地

日南市 新 35,000 木橋補修２橋

林道点検診断・保全整備 日南市 日南市 新 6,343 保全整備

南那珂農林振興局　計 106,343

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）
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【北諸県農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

予防治山 幣次 都城市 新 49,692 落石防止工

林地荒廃防止 煙硝谷 都城市 継 58,300
谷止工１基
山腹工

林地荒廃防止 上安久 都城市 新 55,000 谷止工１基

保育 日平 都城市 継 3,240 下刈

保育 椎八重9-1 三股町 継 1,740 下刈

保育 椎八重9-2 三股町 新 1,640 除伐

保安林改良 大八重18-1 三股町 新 6,350 本数調整伐

保安林改良 大八重18-2 三股町 新 8,409 本数調整伐

北諸県農林振興局　計 184,371

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）
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【西諸県農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

林地荒廃防止 向江原 えびの市 新 36,600 山腹工

林地荒廃防止 牟礼 えびの市 新 66,000 山腹工

林地荒廃防止 春宮ノ下 えびの市 新 61,000 山腹工

保育 山中之前No.1 小林市 継 1,870 下刈

保育 中野 小林市 継 2,860 下刈

保育 大鹿倉 高原町 継 4,500 下刈

環境保全施設整備交付金
（国立公園整備事業）

御池松の港野営場 高原町 新 25,000 管理棟等補修１式

自然環境整備交付金
（国立公園整備事業）

えびの給水施設 えびの市 継 2,000 測量設計

自然環境整備交付金
（国立公園整備事業）

えびの野営場 えびの市 継 2,254 測量設計

自然環境整備交付金
（国立公園整備事業）

皇子原高千穂峰線道
路（歩道）

高原町 新 18,000 登山道整備

自然環境整備交付金
（国立公園整備事業）

高千穂峰山頂避難小
屋

高原町 新 30,000 避難小屋整備

西諸県農林振興局　計 250,084

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）
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【児湯農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

復旧治山 長薮 西米良村 継 35,000 調査測量設計

復旧治山（ゼロ国） 竹元谷 西米良村 新 200,000 地すべり防止工

防災林造成 池田No.1 新富町 継 26,178 改植

機能強化・老朽化対策 八重 西米良村 新 51,000 床固工１基

林地荒廃防止 小山重 西米良村 新 40,500 谷止工１基

保育 下永谷 高鍋町 継 950 下刈

改良 池田 新富町 新 11,694 改植

保育 池田 新富町 継 2,370 下刈

保育 青柳 木城町 継 2,470 下刈

地方創生道整備推進
交付金

長谷・児原線 西米良村 継 70,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

銀鏡・小川線 西都市 継 80,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

糸郷谷線 西都市 新 80,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

長谷・児原線 西都市 新 1,000 改良

森林環境保全整備 米良・椎葉線 西米良村 新 10,000 改良

山のみち地域づくり交付金 小川・棚倉峠線　 西米良村 継 100,000 開設

山のみち地域づくり交付金 小川・石打谷線　 西米良村 継 22,000 開設

林道点検診断・保全整備 西都市 西都市 新 5,000 点検診断

児湯農林振興局　計 738,162

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）
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【東臼杵農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

緊急予防治山（ゼロ国） 竹の八重 椎葉村 新 60,000 谷止工１基

予防治山 家田 延岡市 継 20,000 山腹工

機能強化・老朽化対策 五色谷 美郷町 新 58,000 谷止工１基

機能強化・老朽化対策 清川 美郷町 新 29,500 山腹工

林地荒廃防止 尾野 諸塚村 継 26,900 山腹工

保安林管理道整備 真弓岳線 諸塚村 継 29,686 法面改良

保育 甫場 延岡市 新 6,446 本数調整伐

保育 石ノ内山 延岡市 新 6,540 除伐

保安林緊急改良 土々呂毛 日向市 新 9,910 改植等

保育 山口 日向市 新 2,180 除伐

保育 日向No.２ 諸塚村 新 840 本数調整伐

保育 古枝尾 椎葉村 継 1,600 下刈

保育 長尾谷 椎葉村 継 1,180 下刈

保育 川の口No.１ 椎葉村 継 2,610 下刈

保育 川の口No.２ 椎葉村 継 1,410 下刈

保育 武田ノ内 美郷町 新 2,530 除伐

保育 板屋 美郷町 新 5,260 本数調整伐

自然環境整備交付金
（国定公園等整備事業）

九州中央山地国定公園矢立
野営場（矢立高原キャンプ場） 椎葉村 新 10,000 休憩棟改修

地方創生道整備推進
交付金

古枝尾・向山線 椎葉村 継 50,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

黒岳線 椎葉村・諸塚村 継 120,000 開設

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）
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【東臼杵農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

地方創生道整備推進
交付金

可愛岳線 延岡市 継 75,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

下鹿川・上鹿川線 延岡市 継 75,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

西林・神陰線 日向市 継 70,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

山神・持田線 美郷町 継 116,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

長迫・小原線 日向市・美郷町 継 15,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

小原・山神線 美郷町 継 25,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

桑の木線 延岡市 継 80,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

高平山線 延岡市 継 80,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

横瀬・広瀬線 日向市 継 26,400 開設

地方創生道整備推進
交付金

松尾線 諸塚村 継 10,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

川内・片桐線 諸塚村 継 60,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

馬口岳線 椎葉村 継 70,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

檜山線 延岡市 継 16,500 改良

地方創生道整備推進
交付金

熊野江線 延岡市 新 7,682 改良

地方創生道整備推進
交付金

塩見線 延岡市 継 12,520 改良

地方創生道整備推進
交付金

竜子・下祝子線 延岡市 継 15,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

間柏原・中山線 椎葉村 継 20,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

中の八重・夜狩内線 椎葉村 継 15,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

川内・奥村線 椎葉村 継 15,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

下鹿川・上鹿川線 延岡市 継 14,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

下塚・大井線 延岡市 継 15,000 舗装
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【東臼杵農林振興局】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

地方創生道整備推進
交付金

俵野・黒原線 延岡市 継 15,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

熊山線 日向市 継 8,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

滝の内線 美郷町 継 12,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

大平線 美郷町 継 30,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

川内・奥村線 諸塚村 新 36,000 舗装

森林環境保全整備 センゲン線 日向市 継 70,000 開設

森林環境保全整備 古枝尾・向山線 椎葉村 継 50,000 開設

森林環境保全整備 内の口線 諸塚村 継 60,000 開設

森林環境保全整備 小原線 諸塚村 継 40,000 開設

森林環境保全整備 笹の峠線 美郷町 継 10,000 改良

森林環境保全整備 峠谷線 門川町 継 66,667 開設（Ｒ４当初ゼロ国）

林道点検診断・保全整備 延岡市 延岡市 新 19,163 保全整備

林道点検診断・保全整備 門川町 門川町 新 1,700 点検診断

林道点検診断・保全整備 諸塚村 諸塚村 新 22,000 点検診断

東臼杵農林振興局　計 1,718,224
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【西臼杵支庁】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

緊急予防治山 徳別当 高千穂町 新 45,000 谷止工１基

緊急予防治山 旧切畑 高千穂町 新 71,000 谷止工１基

緊急機能強化・老朽化対策 佐別当２ 日之影町 新 3,000 測量設計

林地荒廃防止 南平 高千穂町 新 86,500 落石防止工

林地荒廃防止 一本木 五ヶ瀬町 新 29,500 谷止工１基

保安林改良 親父山平 高千穂町 新 5,130 本数調整伐

保安林改良 土々呂山 五ヶ瀬町 新 4,230 本数調整伐

自然環境整備交付金
（国定公園等整備事業）

九州自然歩道
高千穂コース

高千穂町 新 3,800 歩道改修

地方創生道整備推進
交付金

高千穂・日之影線 高千穂町・日之影町 継 280,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

竹の原・諸和久線 日之影町 継 80,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

岩神・大石線 五ヶ瀬町 継 100,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

黒原・煤市線 高千穂町 継 20,000 舗装

地方創生道整備推進
交付金

大菅線 日之影町 継 5,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

樅木尾・鳥屋の平線 日之影町 継 40,000 開設

地方創生道整備推進
交付金

黒原・煤市線 高千穂町 継 42,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

諸塚山線 高千穂町 新 10,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

宇目・須木線 日之影町 継 25,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

二子山西線 日之影町 新 30,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

尾平線 五ヶ瀬町 継 20,000 改良

地方創生道整備推進
交付金

荻原・波帰線 五ヶ瀬町 新 20,000 改良

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）
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【西臼杵支庁】 （単位：千円）

事業名 地区名 関係市町村
新・
継別

事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

地方創生道整備推進
交付金

黒嶽線 高千穂町 継 10,000 舗装

森林環境保全整備 日出線 高千穂町 継 37,000 開設

森林環境保全整備 椿原線 高千穂町 継 24,000 開設

森林環境保全整備 後梅・二ツ橋線 日之影町 継 30,000 開設

林道点検診断・保全整備 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町 新 10,000 保全整備

西臼杵支庁　計 1,031,160
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公共事業実施地区一覧

令和４年度当初予算分

令和４年４月

環 境 森 林 部

～県単事業～



※　県単公共事業の実施地区は、現段階のものであり、変更の可能性があります。
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【自然環境課】 （単位：千円）

箇所数 予算額 箇所名 市町村名 地区名

178,913自然環境課　計

県内一円 29,600

県
単
治
山
事
業

県内一円

30,482

14,500

治山施設計画調査

13,000

県内一円

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

35,331

事　　　業　　　名

県
単
補
助
治
山
事
業

県内一円

県内一円

県内一円

56,000県単集落防災

自然災害防止

暮らしを守る山村集落環境整備事業

臨時県単治山

集落防災総合治山

 1



【森林経営課】 （単位：千円）

事業名 箇所数 予算額 箇所名 市町村名 地区名

県単林道網総合整備 県内一円 85,451

環境配慮型路網機能強化 県内一円 26,190

森林路網ストック活用緊急整備 県内一円 24,040

林道計画調査 県内一円 3,000

森林経営課　計 138,681

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）
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公共事業実施地区一覧
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農 政 水 産 部
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【中部農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

経営体育成基盤整備事業 村内 宮崎市 50,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 桃ノ木原 宮崎市 100,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援） 内山東 宮崎市 20,000

基幹農道整備事業
小田元４
期

宮崎市 54,000

基幹農道整備事業 巨田５期 宮崎市 56,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 佐土原 宮崎市 100,000

機能保全計画策定事業 宮崎第３ 宮崎市 9,800 新規

湛水防除事業 正蓮寺 宮崎市 207,000

湛水防除事業 天神 宮崎市 32,000 新規

ため池等整備事業
馬越上・
下

宮崎市 3,000

ため池等整備事業 目引 宮崎市 20,000

ため池等整備事業 平廻 宮崎市 10,000

ため池等整備事業 大迫 宮崎市 9,000

ため池等整備事業 三百坊 宮崎市 20,000

ため池等整備事業 権現新 宮崎市 12,000

ため池等整備事業 中 宮崎市 96,000

農業用河川工作物応急対策事業 新井手 宮崎市 20,000 新規

ため池等整備事業 大谷上池 国富町 40,000

ため池等整備事業 籾木池 国富町 20,000

ため池等整備事業
加藍尾上
下池

国富町 59,850

県営　計 20件 938,650

農地耕作条件改善事業
加江田入
料２

宮崎市 4,000

農地耕作条件改善事業
広原上大
迫

宮崎市 5,000

農地耕作条件改善事業
中山・花
見

宮崎市 15,900

農地耕作条件改善事業 飯田 宮崎市 5,000

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【中部農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村

農業水路等長寿命化・防災減災事業
瓜生野山
下

宮崎市 20,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 下本庄 国富町 10,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 岩知野 国富町 65,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 楠見 国富町 25,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 八幡 国富町 39,200

農業水路等長寿命化・防災減災事業 七迫 宮崎市 10,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 岩切 宮崎市 6,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 スダキ 宮崎市 15,150 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮田 宮崎市 9,500

農業水路等長寿命化・防災減災事業 菰迫 宮崎市 15,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 向高 国富町 5,200 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 嵐田 国富町 5,200 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業
綾川・薩
摩原

国富町 10,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 元町 綾町 20,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 四枝 綾町 12,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
宮崎市調査
計画（ため
池２）

宮崎市 17,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
宮崎市調査
計画（ため
池耐震）

宮崎市 20,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
国富町調査
計画（劣化
状況評価）

国富町 5,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
綾町調査計
画（劣化状
況評価）

綾町 3,000 新規

基幹水利施設管理事業 大淀川左岸 宮崎市 小林市 綾町 26,256

基幹水利施設管理事業 大淀川右岸 宮崎市 25,400

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制型） 綾川 宮崎市 西都市 国富町 綾町 4,068

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制型） 大淀川左岸 宮崎市 小林市 綾町 1,168

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制型） 大淀川右岸 宮崎市 1,194

水利施設管理強化事業 綾川 宮崎市 西都市 国富町 綾町 11,750

2



【中部農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村

水利施設管理強化事業 大淀川左岸 宮崎市 小林市 綾町 16,406

水利施設管理強化事業 大淀川右岸 宮崎市 18,827

団体営　計 31件 447,219

中部農林振興局　計 51件 1,385,869

3



【南那珂農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

経営体育成基盤整備事業
向田吉野
方

日南市 20,000

経営体育成基盤整備事業 塩屋原 串間市 110,000

ため池等整備事業 野中 日南市 3,900

ため池等整備事業 河ヶ迫 日南市 44,000

ため池等整備事業 七迫 日南市 20,000 新規

農業用河川工作物応急対策事業 大島 串間市 10,000

県営　計 6件 207,900

農地耕作条件改善事業 本西方 串間市 101,850

農地耕作条件改善事業 居城田 串間市 15,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮越 日南市 3,100

農村地域防災減災調査計画事業
日南市調査
計画（用排
水）

日南市 7,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
日南市調査
計画（ため
池）

日南市 15,200 新規

団体営　計 5件 142,150

南那珂農林振興局　計 11件 350,050

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【北諸県農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

経営体育成基盤整備事業
高木古田
第１

都城市 45,434 新規

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
江平第１
－１期

都城市 12,000 新規

畑地帯総合整備事業（担い手支援） 縄瀬 都城市 10,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
前方第４
－１期

都城市 14,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
前方第４
－２期

都城市 10,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
払川第２
－１期

都城市 119,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
払川第２
－２期

都城市 109,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
払川第２
－３期

都城市 104,200

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
牧之原２
－２期

都城市 60,800

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
牧之原２
－３期

都城市 20,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援） 石山 都城市 64,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 高才第３ 都城市 三股町 110,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 高才第１ 三股町 8,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 高木原 都城市 9,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 平田 都城市 10,000 新規

ため池等整備事業 割付 都城市 40,000

ため池等整備事業 岩満 都城市 30,000

ため池等整備事業 城山 都城市 50,000

県営　計 18件 825,434

農業水路等長寿命化・防災減災事業 大五郎 都城市 6,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 沖水第２ 都城市 6,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 安久 都城市 5,200 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 桜木 都城市 4,500 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 中川原 都城市 1,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 海北 都城市 2,400 新規

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【北諸県農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村

農業集落排水事業 都城市 都城市 45,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
三股町Ｈ
Ｍ

三股町 1,600 新規

基幹水利施設管理事業 都城盆地 都城市 三股町 21,519

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制型） 都城盆地 都城市 三股町 10,555

水利施設管理強化事業 都城盆地 都城市 三股町 14,166

団体営　計 11件 117,940

北諸県農林振興局　計 29件 943,374
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【西諸県農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

経営体育成基盤整備事業
野尻原１
期

小林市 200,000

経営体育成基盤整備事業
野尻原２
期

小林市 100,000

経営体育成基盤整備事業
野尻原３
期

小林市 20,000

経営体育成基盤整備事業
野尻原４
期

小林市 20,000 新規

経営体育成基盤整備事業 東原田 えびの市 27,000

経営体育成基盤整備事業 祓川第１ 高原町 62,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業
新田・浜
川原

えびの市 130,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 川間西 小林市 78,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
川間東１
期

小林市 80,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
川間東２
期

小林市 50,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
小林東部
第2-1期

小林市 75,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
小林東部
第2-2期

小林市 40,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援） 細野第１ 小林市 130,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
小林東部
第１

小林市 183,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
入佐第１
－１期

小林市 10,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
入佐第１
－２期

小林市 14,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 白鳥１期 えびの市 120,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 白鳥２期 えびの市 40,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
大河平１
期

えびの市 150,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
大河平２
期

えびの市 240,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
大河平３
期

えびの市 45,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
大河平４
期

えびの市 20,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 苧畑１期 えびの市 20,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 苧畑２期 えびの市 20,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 苧畑３期 えびの市 13,000

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【西諸県農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
田代･出
水１期

えびの市 30,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
田代･出
水２期

えびの市 12,000 新規

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
鹿児山１
期

高原町 50,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
鹿児山２
期

高原町 10,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
鹿児山３
期

高原町 39,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
後川内１
期

高原町 170,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
後川内２
期

高原町 160,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成） 祓川第２ 高原町 10,000

畑地帯総合整備事業（担い手育成）
日守第１
－１期

高原町 20,000

県営　計 34件 2,388,000

農地耕作条件改善事業 狭野１期 高原町 20,000 新規

農地耕作条件改善事業 宇都１期 高原町 20,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 尾八重野 えびの市 23,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 西長江浦 えびの市 18,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 尾八重２ えびの市 10,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 浜ノ瀬 小林市 えびの市 高原町 36,000 新規

水利施設管理強化事業 西諸 小林市 えびの市 高原町 535

団体営　計 7件 127,535

西諸県農林振興局　計 41件 2,515,535
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【児湯農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

経営体育成基盤整備事業 栳瀬１期 高鍋町 木城町 30,000

経営体育成基盤整備事業 大和 新富町 208,000

経営体育成基盤整備事業 新田西 新富町 40,000 新規

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
染ヶ岡・鬼ヶ
久保２期 高鍋町 川南町 60,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
染ヶ岡・鬼ヶ
久保３期 高鍋町 川南町 40,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
通山・坂
の上

川南町 10,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援） 大内原 川南町 30,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
西光原・国
光原１期 川南町 40,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援）
西光原・国
光原２期 川南町 60,000

畑地帯総合整備事業（担い手支援） 十文字 川南町 80,000

基幹農道整備事業 平下 川南町 60,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 三財原 西都市 41,200 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 金丸 新富町 10,000 新規

ため池等整備事業 永谷本 西都市 28,000 新規

ため池等整備事業 鹿野田 西都市 11,000 新規

防災ダム事業 高平 高鍋町 30,000

湛水防除事業 大渕 新富町 10,000

農地保全整備事業 平下 川南町 20,000 新規

県営　計 18件 808,200

農地耕作条件改善事業
新富北第
３

新富町 15,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 下茶 西都市 2,750

農業水路等長寿命化・防災減災事業
三納川筋
第２

西都市 2,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 大和 新富町 5,900

農業水路等長寿命化・防災減災事業 塚原第１ 新富町 5,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 塚原第２ 新富町 3,000

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【児湯農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村

農業水路等長寿命化・防災減災事業 南高鍋 高鍋町 5,100 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業
三財川筋
２期

西都市 6,350 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 中原 高鍋町 5,000 新規

農業集落排水事業 西都市 西都市 8,000 新規

営農飲雑用水施設整備事業 一ツ瀬川 西都市 新富町 高鍋町 木城町 12,400 新規

農村地域防災減災調査計画事業
西都市調査
計画（劣化
状況評価）

西都市 18,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
高鍋町調査
計画（劣化
状況評価）

高鍋町 2,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
新富町調査
計画（劣化
状況評価）

新富町 6,700 新規

農村地域防災減災調査計画事業
木城町調査
計画（劣化
状況評価）

木城町 800 新規

農村地域防災減災調査計画事業
川南町調査
計画（劣化
状況評価）

川南町 8,200 新規

農村地域防災減災調査計画事業
都農町調査
計画（ため
池）

都農町 6,500 新規

農村地域防災減災調査計画事業
都農町調査
計画（劣化
状況評価）

都農町 1,900 新規

基幹水利施設管理事業 一ツ瀬川 西都市 高鍋町 新富町 木城町 70,000

基幹水利施設管理事業 尾鈴 高鍋町 川南町 都農町 19,002

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制型） 一ツ瀬川 西都市 高鍋町 新富町 木城町 11,847

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制型） 高鍋川南 木城町 川南町 5,994

国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制型） 尾鈴 高鍋町 川南町 都農町 794

水利施設管理強化事業 一ツ瀬川 西都市 高鍋町 新富町 木城町 14,328

水利施設管理強化事業 高鍋川南 木城町 川南町 7,580

水利施設管理強化事業 尾鈴 高鍋町 川南町 都農町 4,496

団体営　計 26件 248,641

児湯農林振興局　計 44件 1,056,841
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【東臼杵農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

経営体育成基盤整備事業
沖田第１
-１期

延岡市 10,000

経営体育成基盤整備事業
沖田第１
-２期

延岡市 10,000

経営体育成基盤整備事業
沖田第２
-１期

延岡市 30,000 新規

経営体育成基盤整備事業
鵜毛・籾
木

日向市 55,000

広域営農団地農道整備事業
沿海北部
６期

延岡市 50,000

ため池等整備事業
川島第
一・第二

延岡市 19,500

ため池等整備事業 稲葉崎 延岡市 42,400

農業用河川工作物応急対策事業 粟野名 延岡市 18,650

ため池等整備事業 長谷 日向市 70,800

中山間地域総合整備事業 美郷 美郷町 150,000

県営　計 10件 456,350

農地耕作条件改善事業 須美江 延岡市 9,000

農地耕作条件改善事業
須美江第
２

延岡市 62,500 新規

農地耕作条件改善事業 荒谷 延岡市 47,000 新規

農地耕作条件改善事業 本谷 日向市 2,500

農地耕作条件改善事業 深谷 日向市 9,000 新規

農地耕作条件改善事業 浅藪 椎葉村 1,200

農地整備・集約協力金 須美江 延岡市 2,062

農地整備・集約協力金
須美江第
２

延岡市 8,600 新規

農地整備・集約協力金 深谷 日向市 675 新規

基幹農道整備事業 日向市 日向市 2,000 新規

基幹農道整備事業 諸塚村 諸塚村 1,400 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 延岡9期 延岡市 12,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 中原前 美郷町 8,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 尾野平 美郷町 6,000

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【東臼杵農林振興局】

事業名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村

農業水路等長寿命化・防災減災事業 椿原 美郷町 15,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 キヨラ木 諸塚村 25,000 新規

農業集落排水事業 日向市 日向市 22,600

農村地域防災減災調査計画事業
延岡市調査
計画（劣化
状況評価）

延岡市 2,400 新規

農業水利施設危機管理対策事業 財光寺 日向市 7,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
日向市調査
計画（劣化
状況評価）

日向市 2,000 新規

団体営　計 20件 245,937

東臼杵農林振興局　計 30件 702,287
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【西臼杵支庁】

事業名 地区名 事業費 備考

ため池等整備事業 水ヶ崎 高千穂町 17,600

ため池等整備事業 栃ノ木 高千穂町 5,000

ため池等整備事業 浅ヶ部 高千穂町 10,000

ため池等整備事業 押方 高千穂町 50,000

ため池等整備事業 阿蘇原 高千穂町 10,000

ため池等整備事業 一の水 日之影町 40,000

ため池等整備事業 坂狩 五ヶ瀬町 5,000

中山間地域総合整備事業 七折 日之影町 69,000

中山間地域総合整備事業 岩井川 日之影町 220,000

中山間地域総合整備事業 上野 高千穂町 150,000

中山間地域総合整備事業 兼ヶ瀬 五ヶ瀬町 150,000

県営　計 11件 726,600

基幹農道整備事業
西臼杵（高
千穂町）

高千穂町 3,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業
高千穂８
期

高千穂町 22,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 新畑 日之影町 2,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 小崎 日之影町 14,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業 鞍岡2期 五ヶ瀬町 17,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 黒坂 五ヶ瀬町 3,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 内の口 五ヶ瀬町 10,000 新規

農業水路等長寿命化・防災減災事業 立宿 高千穂町 10,000 新規

ため池等整備事業 今藤 高千穂町 19,000

ため池等整備事業 西の内 高千穂町 21,000

農村地域防災減災調査計画事業
高千穂町調
査計画（用
排水１）

高千穂町 10,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
高千穂町調
査計画（橋
梁）

高千穂町 5,000 新規

農村地域防災減災調査計画事業
五ヶ瀬町調査
計画（劣化状
況評価）

五ヶ瀬町 900 新規

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【西臼杵支庁】

事業名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村

団体営　計 13件 136,900

西臼杵支庁　計 24件 863,500
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【漁業管理課】

事業名 地区名 事業費 備考

水産環境整備事業
日向灘海
域

日向市ほか 263,000 浮魚礁

水産基盤整備調査費補助 串間沖合 串間市ほか 17,000 調査

水産流通基盤整備事業 北浦漁港 延岡市 180,000 改修

水産生産基盤整備事業
土々呂漁
港

延岡市 97,000 改修

水産物供給基盤機能保全事業 南浦漁港 延岡市 7,000
老朽化対策
（補修）

水産物供給基盤機能保全事業
土々呂漁
港

延岡市 70,000
老朽化対策
（補修）

水産物供給基盤機能保全事業 都農漁港 都農町 50,000
老朽化対策
（浚渫）

水産物供給基盤機能保全事業 川南漁港 川南町 87,000
老朽化対策
（補修・浚渫）

水産物供給基盤機能保全事業 富田漁港 宮崎市 新富町 40,000
老朽化対策
（浚渫）

水産物供給基盤機能保全事業 青島漁港 宮崎市 70,000
老朽化対策
（補修・浚渫）

水産物供給基盤機能保全事業 本城漁港 串間市 50,000
老朽化対策
（浚渫）

漁港施設機能強化事業 門川漁港 門川町 100,000 地震・津波対策

漁港施設機能強化事業 青島漁港 宮崎市 109,000 地震・津波対策

漁港施設機能強化事業
大堂津漁
港

日南市 60,000 地震・津波対策

漁港施設機能強化事業
目井津漁
港

日南市 220,000 地震・津波対策

漁港施設機能強化事業
宮之浦漁
港

串間市 150,000 地震・津波対策

漁港機能増進事業
島野浦漁
港

延岡市 11,700
老朽化対策
（補修）

漁港機能増進事業 南浦漁港 延岡市 21,000
老朽化対策
（補修）

漁港機能増進事業
宮浦（鵜
戸）漁港

日南市 15,000
老朽化対策
（補修）

漁港海岸高潮対策事業
土々呂漁
港海岸

延岡市 90,000 地震・津波対策

県営　計 20件 1,707,700

漁村整備事業 富土地区 日南市 11,000
老朽化対策
（補修）

漁村整備事業
夫婦浦地
区

日南市 5,000
老朽化対策
（補修）

団体営　計 2件 16,000

漁業管理課　計 22件 1,723,700

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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【畜産振興課】

事業名 地区名 事業費 備考

草地畜産基盤整備事業 児湯 新富町 高鍋町 5,000

県営　計 1件 5,000

草地畜産基盤整備事業 西諸第二 小林市 えびの市 174,000

草地畜産基盤整備事業 東臼杵 日向市 門川町 124,800

団体営　計 2件 298,800

畜産振興課　計 3件 303,800

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

（単位：千円）

関係市町村
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令和４年４月
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※ 県単公共事業の実施地区は、現段階のものであり、変更の可能性があります。



【漁業管理課】
（単位：千円）

事　　　　業　　　　名 箇所数 予算額 箇所名（路河川名） 市町村名 地区名

水産施設改良費 １箇所 80,000 沖縄周辺海域

県単漁港維持管理費 県内一円 122,833 川南漁港　外 川南町　外

県単漁港調査費 県内一円 20,577 北浦漁港　外 延岡市　外

県単漁港建設費 県内一円 66,227 都井漁港　外 串間市　外

県単海岸保全漁港事業費 １箇所 12,825 青島漁港海岸 宮崎市

漁場利用調整対策費 県内一円 68,640 宮崎県 延岡市　外

371,102

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

漁業管理課　計

1





公共事業実施地区一覧
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県 土 整 備 部
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【宮崎土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

地域連携道路事業 学園木花台本郷北方線 宮崎市 山下 209,160 道路改良

社会資本整備総合交付金 宮崎西環状線 宮崎市 古城 271,363 道路改良

社会資本整備総合交付金 木脇高岡線 宮崎市 宮王丸 73,150 道路改良

社会資本整備総合交付金 清武南インター線 宮崎市 清武南 41,800 道路改良

防災・安全交付金 宮崎田野線 宮崎市 桜町 57,475 道路改良

道路建設課　計 652,948

防災・安全交付金 宮崎島之内線 宮崎市 瀬頭 125,400 交通安全

防災・安全交付金 大久保木崎線 宮崎市 通山 44,566 交通安全

防災・安全交付金 鰐塚山田野停車場線 宮崎市 朝日町 10,450 交通安全

防災・安全交付金 塩鶴木崎線 宮崎市 鏡洲 65,466 交通安全

防災・安全交付金 宮崎田野線 宮崎市 鷺瀬 20,900 交通安全

防災・安全交付金 日南高岡線 宮崎市 桜町 52,250 交通安全

防災・安全交付金 高岡郡司分線 宮崎市
西新町ポンプ
場

5,225 補修

防災・安全交付金 日南高岡線 宮崎市 尾八重 10,450 法面

道路メンテナンス事業 国道２６９号 宮崎市 青井岳大橋 167,200 補修

道路メンテナンス事業 宮崎高鍋線 宮崎市 一ッ瀬橋 10,450 補修

道路メンテナンス事業 野首麓線 宮崎市 柳瀬橋 52,250 補修

道路メンテナンス事業 中村木崎線 宮崎市 木崎橋 20,900 補修

道路メンテナンス事業 中村木崎線 宮崎市 島田橋 10,450 補修

道路メンテナンス事業 佐土原国富線 宮崎市 平橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 城ヶ崎清武線 宮崎市
山崎橋
（ＢＯＸ）

5,225 補修

道路メンテナンス事業 青島停車場線 宮崎市 弥生橋 20,900 補修

道路メンテナンス事業 国道２６９号 宮崎市
寺町１号横断
歩道橋

53,890 補修

道路メンテナンス事業 内海加江田線 宮崎市 青島歩道橋 83,600 補修

道路メンテナンス事業 中村木崎線 宮崎市
東大淀横断歩
道橋

10,450 補修

道路保全課　計 775,247

大規模特定河川事業 小松川 宮崎市 霧島 73,000 大規模

防災・安全交付金 小松川 宮崎市 霧島 31,000 総流防

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【宮崎土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

防災・安全交付金 追手川 西都市 現王島 103,300 総流防

防災・安全交付金 新別府川防潮水門 宮崎市 新別府町 14,500
河川
メンテナンス

防災・安全交付金 追手川排水機場 宮崎市 上田島 45,600
河川
メンテナンス

防災・安全交付金 熊野川排水機場 宮崎市 熊野 4,100
河川
メンテナンス

防災・安全交付金 六田川排水機場 宮崎市 富吉 14,500
河川
メンテナンス

防災・安全交付金 小松川分流水門 宮崎市 和知川原 64,200
河川
メンテナンス

河川課　計 350,200

特定土砂災害対策推進事業費補助 竹之内１谷川 宮崎市 鏡洲 13,585 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 片井野川　外 宮崎市 田野　外 125,400
砂防
メンテナンス

防災・安全交付金 上北方谷１川 宮崎市 上北方 52,250 通常砂防

防災・安全交付金 伊倉谷川 宮崎市 東上那珂 44,935 通常砂防

防災・安全交付金 北伊倉１谷川 宮崎市 東上那珂 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 芳士元村 宮崎市 芳士 81,510 急傾斜

防災・安全交付金 白浜 宮崎市 折生迫 13,585 急傾斜

防災・安全交付金 中福良－２ 宮崎市 大塚 52,250 急傾斜

防災・安全交付金 広原畑 宮崎市 広原 52,250 急傾斜

防災・安全交付金 高蝉－１ 宮崎市 浮田 57,475 急傾斜

防災・安全交付金 志戸前－１ 宮崎市 広原 57,475 急傾斜

防災・安全交付金 照明院 宮崎市 柏原 18,810 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 宮崎市 7,837
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 宮崎市 7,837
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 595,649

社会資本整備総合交付金（広域連携） 県総合運動公園 宮崎市 熊野 114,471 公園施設改修

社会資本整備総合交付金 平和台公園 宮崎市 下北方町 57,475 公園施設改修

防災・安全交付金 県総合運動公園 宮崎市 熊野 84,079 公園施設改修

防災・安全交付金 阿波岐原森林公園 宮崎市 阿波岐原町 36,575 公園施設改修

防災・安全交付金 旭通線 宮崎市 昭和町 26,125 街路

交通安全対策（通学路緊急対策） 中村木崎線 宮崎市 本郷 114,950 街路

2



【宮崎土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 中村木崎線 宮崎市 国富 26,125 街路

都市計画課　計 459,800

2,833,844宮崎土木事務所　計

3



【日南土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

社会資本整備総合交付金 酒谷榎原線 日南市 種子田 104,500 道路改良

防災・安全交付金 仏坂大堂津線 日南市 細田 20,900 道路改良

防災・安全交付金 宮崎北郷線 日南市 山仮屋 41,800 道路改良

防災・安全交付金 市木南郷線 日南市 贄波 20,900 道路改良

防災・安全交付金 酒谷榎原線 日南市 下塚田 20,900 道路改良

防災・安全交付金 北方南郷線 日南市 潟上 26,125 道路改良

道路建設課　計 235,125

防災・安全交付金 元狩倉日南線 日南市 飫肥 41,800 交通安全

防災・安全交付金 元狩倉日南線 日南市 飫肥２ 41,800 交通安全

防災・安全交付金 都城北郷線 日南市 板谷 5,225 法面

防災・安全交付金 国道２２２号 日南市 白木俣 20,900 路側

道路メンテナンス事業 国道２２２号 日南市 藷楠橋 20,900 補修

道路メンテナンス事業 都城北郷線 日南市 鋒野橋 62,700 補修

道路保全課　計 193,325

大規模特定河川事業 広渡川 日南市 郷之原 159,000 大規模

大規模特定河川事業 戸高川 日南市 平野 105,000 大規模

防災・安全交付金 戸高川 日南市 平野 126,400
河川
メンテナンス

防災・安全交付金 広渡川 日南市 吾田 134,300 広域河川

防災・安全交付金 戸高川 日南市 平野 10,400 広域河川

防災・安全交付金 酒谷川 日南市 酒谷 83,200 広域河川

防災・安全交付金 古奥海岸 日南市 古奥 42,500
海岸
メンテナンス

河川課　計 660,800

特定土砂災害対策推進事業費補助 黒荷田(二) 日南市 北河内 20,900 地すべり

特定土砂災害対策推進事業費補助 贄波　外 日南市 贄波　外 62,700
砂防・急傾斜
メンテナンス

防災・安全交付金 上町沢川 日南市 油津 67,925 通常砂防

防災・安全交付金 無名沢 日南市 郷之原 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 上田平谷川 日南市 西弁分 17,765 通常砂防

防災・安全交付金 永道浜-4 日南市 下方 73,150 急傾斜

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【日南土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

防災・安全交付金 岩下－１ 日南市 益安 31,350 急傾斜

防災・安全交付金 岩崎 日南市 材木 29,260 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 日南市 7,837
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 日南市 7,837
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 329,174

1,418,424日南土木事務所　計
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【串間土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

社会資本整備総合交付金 北方南郷線 串間市 秋山 31,350 道路改良

防災・安全交付金 国道448号 串間市 石波 691,270 道路改良

防災・安全交付金 都井西方線 串間市 港 56,430 道路改良

防災・安全交付金 一氏西方線 串間市 矢床 20,900 道路改良

防災・安全交付金 市木串間線 串間市 牧内 41,800 道路改良

道路建設課　計 841,750

防災・安全交付金 国道４４８号 串間市 蔵元 135,850 交通安全

道路メンテナンス事業 市木串間線 串間市 平田橋 5,225 補修

道路保全課　計 141,075

防災・安全交付金 天神川 串間市 西方 10,300 総流防

河川課　計 10,300

特定土砂災害対策推進事業費補助 平原谷川 串間市 市木 125,400 通常砂防

防災・安全交付金 西ノ前谷川 串間市 大納 67,925 通常砂防

防災・安全交付金 二田里谷川２ 串間市 西方 20,900 通常砂防

防災・安全交付金 大平１ 串間市 大平 47,025 急傾斜

防災・安全交付金 三幸ヶ野 串間市 大平 31,350 急傾斜

防災・安全交付金 穂佐ヶ原１ 串間市 西方 5,225 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 串間市 13,063
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 串間市 13,063
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 323,951

防災・安全交付金 福島港 串間市 今町 3,150 照明灯

港湾課　計 3,150

1,320,226串間土木事務所　計

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【都城土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

道路メンテナンス事業 高城山田線 都城市 王子橋 485,938 道路改良

社会資本整備総合交付金 国道269号 都城市 麓 47,025 道路改良

社会資本整備総合交付金 国道269号 都城市 脇別府 20,900 道路改良

社会資本整備総合交付金 都城霧島公園線 都城市 横市橋 271,700 道路改良

防災・安全交付金 都城野尻線 都城市 椎屋 214,225 道路改良

防災・安全交付金 馬渡大川原線 都城市 馬渡 20,900 道路改良

防災・安全交付金 都城北郷線 三股町 長田 31,626 道路改良

道路建設課　計 1,092,314

防災・安全交付金 御池都城線 都城市 大根田 5,225 交通安全

防災・安全交付金 国道２６９号 都城市 栄町 26,125 交通安全

防災・安全交付金 国道２６９号 都城市 北原 5,225 交通安全

防災・安全交付金 国道２６９号 都城市 栄町２ 248,444 交通安全

防災・安全交付金 国道２２３号 都城市 夏尾 20,900 盛土

防災・安全交付金 財部庄内安久線 三股町 一万城 52,250 冠水

道路メンテナンス事業 国道２２２号 都城市 狐谷橋 428,450 補修

道路メンテナンス事業 都城野尻線 都城市 池之河原橋 52,250 補修

道路メンテナンス事業 国道２６９号 都城市 山之口橋 31,350 補修

道路メンテナンス事業 中方限庄内線 都城市 天神橋 36,575 補修

道路メンテナンス事業 都城東環状線 都城市 岩下橋 31,350 補修

道路メンテナンス事業 国道２２２号 都城市 昭和橋 6,270 補修

道路メンテナンス事業 国道２２１号 都城市 栢木橋 20,900 補修

道路メンテナンス事業 三股高城線 都城市 大井手橋 10,450 補修

道路メンテナンス事業 国道２６９号 都城市 千町橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 国道２２１号 都城市 大淀橋 135,850 補修

道路交通安全施設等整備事業 国道２６９号 都城市 今町 20,900 交通安全

道路交通安全施設等整備事業 高城山田線 都城市 志和池 153,615 交通安全

道路交通安全施設等整備事業 財部庄内安久線 都城市 乙房 52,250 交通安全

道路交通安全施設等整備事業 国道２２１号 都城市 新田 174,097 交通安全

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【都城土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

道路交通安全施設等整備事業 国道２２１号 都城市 横谷 10,450 交通安全

道路保全課　計 1,528,151

大規模特定河川事業 山田川 都城市 山田 279,000 大規模

大規模特定河川事業 横市川 都城市 横市町 472,000 大規模

防災・安全交付金 花の木川 都城市 花木 88,800 総流防

防災・安全交付金 岩瀬ダム 小林市 須木下田 34,846
ダム
メンテナンス

河川課　計 874,646

特定土砂災害対策推進事業費補助 東田野谷川 都城市 東田野 52,250 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 高野谷川 都城市 荒川内 38,665 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 瀬之口川 都城市 瀬之口 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 西牛の脛 都城市 夏尾 83,600 急傾斜

防災・安全交付金 城山西側 都城市 都島町 57,475 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 都城市外 7,837
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 都城市外 7,837
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 258,114

交通安全対策（通学路緊急対策） 早鈴岳下通線 都城市 鷹尾蓑原 73,150 街路

交通安全対策（通学路緊急対策） 早鈴岳下通線 都城市 鷹尾蓑原北 83,600 街路

交通安全対策（通学路緊急対策） 中央西通線 都城市 大王 20,900 街路

都市計画課　計 177,650

3,930,875都城土木事務所　計
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【小林土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

地域連携道路事業 国道447号 えびの市 真幸バイパス 2,661,250 道路改良

交通安全対策（通学路緊急対策） 石阿弥陀五日市線 小林市 黒仁田 9,688 道路改良

社会資本整備総合交付金 奈佐木高岡線 小林市 猪之口 31,350 道路改良

社会資本整備総合交付金 えびの高原小田線 えびの市 末永 156,750 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 宮崎須木線 小林市 小野 143,165 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 京町小林線 小林市 轟木 61,655 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 高千穂峰狭野線 高原町 狭野 28,215 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 有水高原線 高原町 木場谷 20,900 道路改良

防災・安全交付金 京町小林線 えびの市 京町 52,250 道路改良

道路建設課　計 3,165,223

防災・安全交付金 国道２２１号 えびの市 麓 52,250 交通安全

防災・安全交付金 国道２２１号 高原町 下麓 36,575 交通安全

防災・安全交付金 国道２６８号 小林市 紙屋 16,720 交通安全

防災・安全交付金 国道２６５号 小林市 中原 10,450 法面

道路メンテナンス事業 国道２２１号 えびの市 霧の大橋 52,250 補修

道路メンテナンス事業 高原野尻線 小林市 春の町橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 中河間多良木線 小林市 梅之木橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 高原野尻線 小林市 五色橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 奈佐木高岡線 小林市 町元橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 田代八重綾線 小林市 無名橋 26,125 補修

道路メンテナンス事業 奈佐木高岡線 小林市 1号無名橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 国道２２１号 えびの市 加久藤トンネル 36,575 補修

道路交通安全施設等整備事業 小林えびの高原牧園線 小林市 堀ノ内 30,723 交通安全

道路交通安全施設等整備事業 国道２６８号 小林市 栗須 81,928 交通安全

道路保全課　計 369,721

防災・安全交付金 綾北ダム 小林市 須木下田 27,600
ダム
メンテナンス

防災・安全交付金 田代八重ダム 小林市 須木下田 43,358
ダム
メンテナンス

河川課　計 70,958

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【小林土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

特定土砂災害対策推進事業費補助 東牧場川 小林市 東牧場 41,800 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 中河間谷川 小林市 中原 31,350 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 洗出川　外 小林市外 細野　外 41,800
砂防
メンテナンス

防災・安全交付金 大河平谷川 えびの市 大河平 41,800 通常砂防

防災・安全交付金 斧研谷川２ えびの市 坂元 9,655 通常砂防

防災・安全交付金 十三谷川 小林市 中原 52,250 通常砂防

防災・安全交付金 永迫谷２ えびの市 坂元 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 片地谷川 小林市 下田 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 霧島山 小林市 20,900 火山噴火

防災・安全交付金 榎田－１ えびの市 榎田 47,025 急傾斜

防災・安全交付金 大沢津２ 小林市 大沢津 33,440 急傾斜

防災・安全交付金 川無－１ 小林市 川無 26,125 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 小林市外 7,837
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 小林市外 7,837
基礎調査
（急傾斜）

防災・安全交付金 管内一円 小林市 20,900
情報基盤
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 小林市 20,900
情報基盤
（急傾斜）

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業
（市営事業）

上之薗－新① 小林市 上之薗－新① 2,251 災害関連

砂防課　計 426,770

交通安全対策（通学路緊急対策） 夷守線 小林市 北八反 41,800 街路

都市計画課　計 41,800

4,074,472小林土木事務所　計
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【高岡土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

道路メンテナンス事業 高鍋高岡線 高岡町 本庄橋 211,250 道路改良

交通安全対策（通学路緊急対策） 旭村木脇線 国富町 三名2 31,458 道路改良

交通安全対策（通学路緊急対策） 法ヶ岳本庄線 国富町 十日町 48,448 道路改良

社会資本整備総合交付金 木脇高岡線 国富町 太田原 250,800 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 宮崎須木線 綾町 川中 273,790 道路改良

道路建設課　計 815,746

防災・安全交付金 宮崎須木線 綾町 南俣 73,150 交通安全

防災・安全交付金 宮崎須木線 綾町 上畑 4,180 交通安全

防災・安全交付金 高岡郡司分線 宮崎市 的野 20,900 交通安全

道路メンテナンス事業 田ノ平綾線 綾町 綾南川橋 10,450 補修

道路メンテナンス事業 田代八重綾線 綾町 椎屋橋 26,125 補修

道路メンテナンス事業 綾法ヶ岳線 綾町 小田爪橋 10,450 補修

道路メンテナンス事業 田代八重綾線 綾町 無名橋（BOX） 5,225 補修

道路メンテナンス事業 綾法ヶ岳線 綾町 第７湯ノ谷橋 15,675 補修

道路メンテナンス事業 日南高岡線 宮崎市 番所橋 15,675 補修

道路メンテナンス事業 国道２６８号 宮崎市 梁瀬隧道 10,450 補修

道路メンテナンス事業 宮崎須木線 綾町
小野林道隧道
（川中トンネル）

10,450 補修

道路メンテナンス事業 田代八重綾線 綾町 綾北隧道 5,225 補修

土砂災害対策道路事業 国道２６８号 宮崎市 浦之名 109,725 法面

道路交通安全施設等整備事業 宮崎須木線 国富町 岩知野 122,892 交通安全

道路保全課　計 440,572

防災・安全交付金 深年川 国富町 須志田 72,800 広域河川

防災・安全交付金 飯田川排水機場 宮崎市 飯田 18,600
河川
メンテナンス

河川課　計 91,400

防災・安全交付金 崎ノ田谷川 綾町 入野 11,495 通常砂防

防災・安全交付金 浦ノ田川２・南割付川 綾町 北俣 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 寺崎川 国富町 嵐田 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 城平川－新① 綾町 入野 10,450 通常砂防

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【高岡土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

防災・安全交付金 水流－１ 宮崎市 小山田 20,900 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 綾町外 8,360
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 綾町外 8,360
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 80,465

1,428,183高岡土木事務所　計
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【西都土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

社会資本整備総合交付金 小川越野尾線 西米良村 小川 83,600 道路改良

社会資本整備総合交付金 国道388号 椎葉村 矢立 62,700 道路改良

防災・安全交付金 杉安高鍋線 西都市 串木 172,425 道路改良

防災・安全交付金 国道219号 西米良村 越野尾二之渡 114,224 道路改良

防災・安全交付金 国道219号 西米良村 越野尾 96,459 道路改良

防災・安全交付金 国道219号 西都市 古仏所 87,780 道路改良

道路建設課　計 617,188

防災・安全交付金 国道２１９号 西都市 南杉安 28,789 交通安全

防災・安全交付金 国道２１９号 西都市 岩井谷トンネル 57,475 補修

防災・安全交付金 小川越野尾線 西米良村 小川 44,935 法面

防災・安全交付金 国道２１９号 西米良村 村所 10,450 法面・盛土

防災・安全交付金 西都南郷線 西都市 栗八重 26,125 法面

道路メンテナンス事業 高鍋高岡線 西都市 山田川原橋 20,900 補修

道路メンテナンス事業 下三財都於郡線 西都市 青山橋 1,568 補修

道路メンテナンス事業 高鍋高岡線 西都市 三宅橋 41,800 補修

道路メンテナンス事業 国道２６５号 西米良村 渓流橋 1,568 補修

道路メンテナンス事業 国道２６５号 西米良村 永久橋 2,090 補修

道路メンテナンス事業 寒川下三財線 西都市 吐合橋 15,675 補修

道路メンテナンス事業 宮崎佐土原西都原自転車道線 西都市 濁川橋 6,270 補修

道路メンテナンス事業 国道３８８号 椎葉村 荒河橋 3,135 補修

道路メンテナンス事業 国道２１９号 西都市 楠之木橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 木城西都線 西都市 有峰前橋 8,360 補修

道路メンテナンス事業 国道３８８号 椎葉村 鵜野鷲橋 3,135 補修

道路メンテナンス事業 国道２１９号 西米良村 越野尾橋 4,180 補修

道路メンテナンス事業 国道２１９号 西米良村 山之戸隧道 148,792 補修

道路メンテナンス事業 寒川下三財線 西都市 上三財隧道 10,450 補修

道路メンテナンス事業 国道２１９号 西米良村 横谷トンネル 36,575 補修

土砂災害対策道路事業 国道２１９号 西米良村 山之戸轟八重 47,025 法面

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【西都土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

土砂災害対策道路事業 国道２６５号 西米良村 上米良 47,025 法面

土砂災害対策道路事業 国道２６５号 椎葉村 大桑胡麻山 41,800 法面

道路保全課　計 613,347

大規模特定河川事業 三財川 西都市 現王島 105,000 大規模

防災・安全交付金 三財川 西都市 現王島 31,200 広域河川

防災・安全交付金 一ツ瀬川 西都市 杉安 20,800 広域河川

防災・安全交付金 一ツ瀬川（総合土砂管理） 西都市ほか 20,800
広域河川
（効果促進）

防災・安全交付金 立花ダム 西都市 寒川 55,324
ダム
メンテナンス

防災・安全交付金 長谷ダム 西都市 寒川 21,100
ダム
メンテナンス

河川課　計 254,224

特定土砂災害対策推進事業費補助 大藪２ 椎葉村 大河内 104,500 地すべり

特定土砂災害対策推進事業費補助 三財川　外 西都市外 三財　外 26,125
砂防
メンテナンス

防災・安全交付金 野々首 椎葉村 大河内 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 征矢抜 西都市 銀鏡 52,250 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 西都市外 7,837
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 西都市外 7,837
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 208,999

1,693,758西都土木事務所　計
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【高鍋土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

社会資本整備総合交付金 高鍋高岡線 新富町 新富 18,810 道路改良

社会資本整備総合交付金 東郷西都線 木城町 松尾 217,360 道路改良

社会資本整備総合交付金 東郷西都線 木城町 松尾ダム 89,940 道路改良

防災・安全交付金 杉安高鍋線 高鍋町 牛牧 57,475 道路改良

防災・安全交付金 高鍋高岡線 高鍋町 鐘塚橋 20,900 道路改良

防災・安全交付金 荒武新富線 新富町 新田新町 52,250 道路改良

防衛施設周辺事業 川床日向新富停車場線 新富町 湯之宮 77,689 道路改良

道路建設課　計 534,424

防災・安全交付金 高鍋美々津線 都農町 都南橋 125,400 交通安全

防災・安全交付金 尾鈴川南停車場線 川南町 唐瀬 26,125 交通安全

防災・安全交付金 高鍋美々津線 川南町 通山 10,450 交通安全

防災・安全交付金 高鍋美々津線 川南町 孫谷 41,800 法面

道路メンテナンス事業 高鍋美々津線 川南町 孫谷橋 1,045 補修

道路メンテナンス事業 高鍋美々津線 都農町 図目木橋 1,045 補修

道路保全課　計 205,865

防災・安全交付金 一ツ瀬川 宮崎市 佐土原 83,200 広域河川

防災・安全交付金 宮田川 高鍋町 南高鍋 10,400 広域河川

防災・安全交付金 松尾ダム 木城町 中之又 317,497
ダム
メンテナンス

障害防止対策事業費補助金 猿ヶ瀬川 新富町 新田 131,535 障害対策防止

河川課　計 542,632

特定土砂災害対策推進事業費補助 谷川南川 川南町 川南 52,250 通常砂防

防災・安全交付金 松本川 高鍋町 上江 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 釜谷川 都農町 平山 31,350 通常砂防

防災・安全交付金 脇２ 新富町 南高鍋 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 今別府－① 新富町 三納代 47,025 急傾斜

防災・安全交付金 城山－２ 木城町 高城 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 高鍋町外 10,450
基礎調査
（砂防）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【高鍋土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

防災・安全交付金 管内一円 高鍋町外 10,450
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 182,875

防災・安全交付金 町小丸線 高鍋町 畑田 20,900 街路

都市計画課　計 20,900

1,486,696高鍋土木事務所　計

16



【日向土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

地域連携道路事業 国道503号 諸塚村 飯干バイパス 42,800 道路改良

社会資本整備総合交付金 国道327号 日向市 永田 164,579 道路改良

社会資本整備総合交付金 国道503号 諸塚村 鶴野 271,700 道路改良

社会資本整備総合交付金 国道388号 美郷町 新屋敷 43,890 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 国道503号 諸塚村 宮之元 31,350 道路改良

防災・安全交付金 国道327号 日向市 切瀬 204,820 道路改良

防災・安全交付金 高鍋美々津線 日向市 寺迫 39,710 道路改良

防災・安全交付金 国道388号 門川町 松瀬 62,700 道路改良

防災・安全交付金 八重原延岡線 門川町 阿仙原１ 20,900 道路改良

防災・安全交付金 国道327号 椎葉村 佐土の谷 231,385 道路改良

防災・安全交付金 国道265号 椎葉村 十根川 117,040 道路改良

防災・安全交付金 上椎葉湯前線 椎葉村 六弥太 52,250 道路改良

防災・安全交付金 国道327号 椎葉村 尾平 10,450 道路改良

道路建設課　計 1,293,574

防災・安全交付金 国道３２７号 日向市 小野田２ 62,700 交通安全

防災・安全交付金 上椎葉湯前線 椎葉村 上椎葉 20,900 法面

防災・安全交付金 国道３８８号 門川町 門川 20,900 法面

防災・安全交付金 国道３２７号 諸塚村 家代 31,350 路側

道路メンテナンス事業 上椎葉湯前線 椎葉村 鶴富橋 20,900 補修

道路メンテナンス事業 国道５０３号 諸塚村 飯干橋 5,225 補修

道路メンテナンス事業 国道３８８号 美郷町 坂元橋 10,450 補修

道路メンテナンス事業 高鍋美々津線 日向市 上石並橋 26,125 補修

道路メンテナンス事業 国道３２７号 日向市 小川吐橋 83,600 補修

道路メンテナンス事業 中野原美々津線 日向市 跨線橋 167,200 補修

土砂災害対策道路事業 国道３８８号 門川町 前平 54,340 法面

土砂災害対策道路事業 国道５０３号 諸塚村
大白尾八重の
平

114,950 法面

道路保全課　計 618,640

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【日向土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

大規模特定河川事業 耳川 日向市 福瀬大橋 105,000 大規模

大規模特定河川事業 五十鈴川 門川町 上井野 126,000 大規模

防災・安全交付金 耳川 日向市 鶴野内 72,800 広域河川

防災・安全交付金 耳川（下流） 日向市 幸脇 62,200 水防災

防災・安全交付金 庄手川 日向市 日知屋 6,200
河川
メンテナンス

防災・安全交付金 渡川ダム 美里町 南郷 55,275
ダム
メンテナンス

河川課　計 427,475

特定土砂災害対策推進事業費補助 中田谷川１ 美郷町 宇納間 78,375 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 小八重川　外 美郷町外 宇納間　外 15,675
砂防
メンテナンス

特定緊急砂防事業費補助 鹿野遊谷川 椎葉村 下福良 271,700 災関フォロー

防災・安全交付金 鵜毛谷川２ 日向市 平岩 27,170 通常砂防

防災・安全交付金 黒木谷川 美郷町 宇納間 17,765 通常砂防

防災・安全交付金 汐谷川１ 美郷町 宇納間 31,350 通常砂防

防災・安全交付金 本谷②、③ 日向市 富高 52,250 急傾斜

防災・安全交付金 下古園 美郷町 下古園 31,350 急傾斜

防災・安全交付金 上八峡 美郷町 田代 75,240 急傾斜

防災・安全交付金 八重の平 諸塚村 七ツ山 5,225 急傾斜

防災・安全交付金 松の平下 諸塚村 松の平 5,225 急傾斜

防災・安全交付金 梅ノ木 門川町 門川尾末 54,340 急傾斜

防災・安全交付金 岩崎-1 日向市 塩見 41,800 急傾斜

防災・安全交付金 赤木 美郷町 水清谷 5,225 急傾斜

防災・安全交付金 樋の元 美郷町 水清谷 41,800 急傾斜

防災・安全交付金 針金橋 椎葉村 下福良 5,225 急傾斜

防災・安全交付金 若宮－１ 美郷町 田代 15,675 急傾斜

防災・安全交付金 中村－２ 日向市 塩見 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 須賀崎 門川町 須賀崎 20,900 急傾斜

防災・安全交付金 栗林１ 美郷町 水清谷 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 小笹陰 美郷町 小原 10,450 急傾斜
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【日向土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

防災・安全交付金 管内一円 日向市外 23,513
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 日向市外 23,513
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 874,666

3,214,355日向土木事務所　計
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【延岡土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

道路メンテナンス事業 北方北郷線 延岡市 川水流橋 626,332 道路改良

交通安全対策（通学路緊急対策） 八重原延岡線 延岡市 小野 20,972 道路改良

交通安全対策（通学路緊急対策） 北方土々呂線 延岡市 小野 19,378 道路改良

交通安全対策（通学路緊急対策） 北方土々呂線 延岡市 沖田 20,972 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 岩戸延岡線 延岡市 黒岩 130,625 道路改良

防災・安全交付金 岩戸延岡線 延岡市 黒岩 104,500 道路改良

防災・安全交付金 板上曽木線 延岡市 三椪 156,750 道路改良

防災・安全交付金 上祝子綱の瀬線 延岡市 下鹿川 83,600 道路改良

防災・安全交付金 北川北浦線 延岡市 三川内 104,500 道路改良

道路建設課　計 1,267,629

社会資本整備総合交付金（広域連携） 国道２１８号 延岡市 北方トンネル 73,150 補修

防災・安全交付金 国道３２６号 延岡市 八戸トンネル 5,225 補修

防災・安全交付金 国道３８８号 延岡市 古江トンネル 5,225 補修

防災・安全交付金 国道３８８号 延岡市 東谷トンネル 73,150 補修

防災・安全交付金 上祝子綱の瀬線 延岡市 綱の瀬 5,225 法面

防災・安全交付金 岩戸延岡線 延岡市 宮長 41,800 法面

防災・安全交付金 国道２１８号 延岡市 槙峰大橋 55,135 補強

道路メンテナンス事業 国道２１８号 延岡市 干支大橋 522,711 補修

道路メンテナンス事業 国道２１８号 延岡市 天馬大橋 313,500 補修

道路メンテナンス事業 国道３８８号 延岡市 古江トンネル 8,360 補修

道路メンテナンス事業 国道３２６号 延岡市
下赤稲荷トンネ
ル

8,360 補修

道路交通安全施設等整備事業 国道２１８号 延岡市 川水流 94,050 交通安全

道路交通安全施設等整備事業 国道２１８号 延岡市 舞野 35,844 交通安全

道路保全課　計 1,241,735

防災・安全交付金 祝子川 延岡市 宇和田、夏田 52,000 広域河川

防災・安全交付金 浦尻川 延岡市 浦城町 31,000 総流防

防災・安全交付金 浦上川 延岡市 土々呂 103,300 総流防

河川課　計 186,300

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【延岡土木事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

特定土砂災害対策推進事業費補助 山下谷沢 延岡市 長井 41,800 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 須怒江川　外 延岡市 須美江　外 52,250
砂防
メンテナンス

防災・安全交付金 なが迫谷 延岡市 古城 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 東八幡森川 延岡市 鹿川 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 元郵便谷川 延岡市 川名内 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 櫛津第７ 延岡市 土々呂町 52,250 急傾斜

防災・安全交付金 古城第１７ 延岡市 古城 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 無鹿１、９ 延岡市 無鹿町 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 差木野第５ 延岡市 差木野町 62,700 急傾斜

防災・安全交付金 川島第6・第７ 延岡市 川島町 99,275 急傾斜

防災・安全交付金 伊達第２ 延岡市 伊達町 62,700 急傾斜

防災・安全交付金 土々呂第２ 延岡市 土々呂町 5,225 急傾斜

防災・安全交付金 片田第７・８ 延岡市 伊形町 36,575 急傾斜

防災・安全交付金 塩浜第２ 延岡市 塩浜町 10,450 急傾斜

防災・安全交付金 西階第１１ 延岡市 西階 20,900 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 延岡市 34,485
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 延岡市 34,485
基礎調査
（急傾斜）

防災・安全交付金 管内一円 延岡市 4,180
情報基盤
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 延岡市 4,180
情報基盤
（急傾斜）

砂防課　計 573,705

防災・安全交付金 安賀多通線 延岡市 構口 599,989 街路

都市計画課　計 599,989

3,869,358延岡土木事務所　計
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【西臼杵支庁】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

社会資本整備総合交付金 竹田五ヶ瀬線 五ヶ瀬町 波帰之瀬 462,529 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 諸塚高千穂線 高千穂町 赤仁田 419,045 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 竹田五ヶ瀬線 高千穂町 夕塩 248,710 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 日之影宇目線 日之影町 赤石 104,500 道路改良

社会資本整備総合交付金（広域連携） 竹田五ヶ瀬線 五ヶ瀬町 土生 470,250 道路改良

防災・安全交付金 日之影宇目線 日之影町 赤石 52,250 道路改良

道路建設課　計 1,757,284

社会資本整備総合交付金（広域連携） 下野鹿狩戸線 高千穂町 岩戸３ 224,675 交通安全

社会資本整備総合交付金（広域連携） 国道２１８号 高千穂町 西の内橋 57,475 補修

社会資本整備総合交付金（広域連携） 国道２１８号 高千穂町 高千穂トンネル 41,800 補修

防災・安全交付金 国道３２５号 高千穂町 下野 41,800 交通安全

道路メンテナンス事業 国道２１８号 五ヶ瀬町 津花六号橋 41,800 補修

道路メンテナンス事業 国道２１８号 高千穂町 車屋橋 6,270 補修

道路メンテナンス事業 日之影宇目線 日之影町 煤市吐橋 6,270 補修

道路メンテナンス事業 鞍岡赤谷線 五ヶ瀬町 三ヶ所橋 6,270 補修

道路メンテナンス事業 鞍岡赤谷線 五ヶ瀬町 笠部谷橋 6,270 補修

道路メンテナンス事業 鞍岡赤谷線 五ヶ瀬町 兼ヶ瀬橋 6,270 補修

道路メンテナンス事業 国道２１８号 五ヶ瀬町 津花トンネル 8,360 補修

道路メンテナンス事業 国道２１８号 日之影町 平底トンネル 8,360 補修

道路メンテナンス事業 国道２１８号 五ヶ瀬町 五ヶ瀬隧道 8,360 補修

道路保全課　計 463,980

特定土砂災害対策推進事業費補助 城屋敷川 高千穂町 向山 47,025 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 赤谷川 日之影町 七折 73,150 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 尾平谷川 五ヶ瀬町 三ヶ所 10,450 通常砂防

特定土砂災害対策推進事業費補助 上村川　外 高千穂町外 岩戸　外 20,900
砂防
メンテナンス

防災・安全交付金 波帰川 五ヶ瀬町 鞍岡 52,250 通常砂防

防災・安全交付金 水の口川 高千穂町 向山 15,675 通常砂防

防災・安全交付金 桑水流川３ 高千穂町 岩戸 15,675 通常砂防

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

22



【西臼杵支庁】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

防災・安全交付金 陣内川２ 高千穂町 三田井 5,225 通常砂防

防災・安全交付金 尾谷川 高千穂町 三田井 20,900 通常砂防

防災・安全交付金 岩戸坂川１－１ 高千穂町 下野 31,350 通常砂防

防災・安全交付金 八丁計川 高千穂町 向山 10,450 通常砂防

防災・安全交付金 今村川２ 高千穂町 三田井 5,225 通常砂防

防災・安全交付金 三原尾野 高千穂町 押方 17,765 急傾斜

防災・安全交付金 管内一円 日之影町外 10,450
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 日之影町外 10,450
基礎調査
（急傾斜）

防災・安全交付金 管内一円 五ヶ瀬町 2,090
情報基盤
（砂防）

防災・安全交付金 管内一円 五ヶ瀬町 2,090
情報基盤
（急傾斜）

砂防課　計 351,120

2,572,384西臼杵支庁　計
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【中部港湾事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

改修（施設改良）事業 宮崎港 宮崎市 西 135,450 岸壁改良

防災・安全交付金 宮崎港 宮崎市 西 47,250 水門更新

防災・安全交付金 宮崎港 宮崎市 西 157,500 航路浚渫

社会資本整備総合交付金 宮崎港 宮崎市 西 52,500 緑地連絡橋

港湾課　計 392,700

【油津港湾事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

改修（防災安全対策）事業 油津港 日南市 東 210,000 西沖防波堤

改修（施設改良）事業 油津港 日南市 東 6,300 岸壁改良

防災・安全交付金 外浦港海岸 日南市 外浦 157,500 津波対策

防災・安全交付金 油津港 日南市 大節 28,350 岸壁補修

防災・安全交付金 油津港 日南市 東 94,500 岸壁改良

港湾整備交付金 外浦港海岸 日南市 外浦 44,100 浮桟橋補修

港湾課　計 540,750

【北部港湾事務所】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

改修（重要）事業 細島港 日向市 白浜 154,232 16号岸壁

津波対策緊急事業 古江港海岸 延岡市 古江 52,500 防波堤改良

防災・安全交付金 延岡新港 延岡市 新浜 126,000 防砂堤

防災・安全交付金 古江港 延岡市 阿蘇 75,600 浮桟橋補修

防災・安全交付金 細島港 日向市 商業港 78,750 緑地整備

港湾課　計 487,082

1,420,532港湾事務所　計

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考
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【県下全域分】 （単位:千円）

箇　　　所　　　名

（路線・河川・渓流・港・団地等）

防災・安全交付金 綾宮崎自転車道線　外 宮崎市　外 52,250 自転車道

防災・安全交付金 国道２１９号　外 宮崎市　外 55,820 舗装

道路メンテナンス事業 県内 宮崎市　外 62,700 道路附属物点検

道路保全課　計 170,770

防災・安全交付金 沖田川水系　外 178,500 津波・高潮・耐震

防災・安全交付金 管内一円 54,700
総流防
（情報基盤）

防災・安全交付金 管内一円 76,400 総流防
（効果促進、浸水想定）

河川課　計 309,600

防災・安全交付金 県内一円 県内一円 1,569
基礎調査
（砂防）

防災・安全交付金 県内一円 県内一円 1,569
基礎調査
（急傾斜）

砂防課　計 3,138

483,508県下全域分　計

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～国庫補助事業等～）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

25





公共事業実施地区一覧

令和４年度当初予算分

～県単事業～

令和４年４月

県 土 整 備 部
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※ 県単公共事業の実施地区は、現段階のものであり、変更の可能性があります。



【道路建設課】
（単位：千円）

事業名 箇所数 予算額 箇所名（路河川名） 市町村名 地区名

臨時県単特殊改良事業 県内一円 1,459,000 高鍋高岡線ほか 国富町ほか 嵐田ほか

県単道路橋梁調査事業 県内一円 230,000 国道３８８号ほか 門川町ほか 松瀬ほか

1,689,000

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

道路建設課　　計

1



【道路保全課】
（単位：千円）

事業名 箇所数 予算額 箇所名（路河川名） 市町村名 地区名

県単道路維持調査事業 県内一円 81,900 国道４４８号ほか 串間市ほか

人にやさしい沿道環境整備事業 県内一円 210,000 国道２６９号ほか 都城市ほか

地域総合メンテナンス事業 県内一円 1,134,785

県単道路維持事業 県内一円 2,691,186 国道２６９号ほか 宮崎市ほか

道路重要施設機能推進事業 県内一円 504,000 国道３２７号ほか 日向市ほか

県単舗装補修事業 県内一円 530,000 管内国県道 都城市ほか

臨時県単舗装打換事業 県内一円 1,710,000 国道２６５号ほか 西米良村ほか

沿道修景美化推進対策事業 県内一円 862,014 国道２２０号ほか 宮崎市ほか

道路災害関連事業 県内一円 180,300 田代八重綾線ほか 綾町ほか

県単橋梁維持事業 県内一円 380,000 日南高岡線ほか 日南市ほか

8,284,185

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

道路保全課　　計

2



【河川課】
（単位：千円）

事業名 箇所数 予算額 箇所名（路河川名） 市町村名 地区名

ダム施設管理事業 １３箇所 1,448,500 松尾ダムほか１２ダム 木城町ほか 中之又

ダム施設改良事業 １３箇所 53,900 松尾ダムほか１２ダム 木城町ほか 中之又

県単河川改良事業 県内一円 2,223,147

県単河川修繕事業 県内一円 252,000

県単河川災害関連事業 県内一円 9,030

県単河川調査事業 県内一円 234,000

臨時県単河川災害防止河川改良事業 県内一円 5,410

県単自然災害防止河川事業 県内一円 130,000

県単河川環境整備事業 県内一円 221,343

地域総合メンテナンス事業 県内一円 79,289

4,656,619

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

河　　川　　課　　計

3



【砂防課】
（単位：千円）

事業名 箇所数 予算額 箇所名（路河川名） 市町村名 地区名

県単砂防調査事業 県内一円 36,750

県単砂防事業 県内一円 71,400

県単砂防等修繕事業 県内一円 261,450

県単急傾斜地崩壊対策事業 県内一円 214,657

県単自然災害防止急傾斜地崩壊 １７地区 214,000 山口－１ 宮崎市 飯田

対策事業 野地第８ 延岡市 野地

野老ヶ八重 椎葉村 下福良

屋治 串間市 北方

小野第３ 延岡市 小野町

亀沢－1 えびの市 亀沢

上大久保－１ 宮崎市 今泉

新財市 日向市 塩見

鳥越-1 宮崎市 浮田

中浦 日南市 中浦

大沢津２ 小林市 野尻町

岩崎-1 日向市 富高

樋の元 美郷町 南郷町

三幸ヶ野 串間市 一氏

上椎葉 椎葉村 下福良

浅藪 諸塚村 家代

孝の子-2 小林市 吉村

地域総合メンテナンス事業 県内一円 13,020

811,277

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

砂　　防　　課　　計

 4



【港湾課】
（単位：千円）

事業名 箇所数 予算額 箇所名（路河川名） 市町村名 地区名

港湾維持管理事業 県内一円 498,189

港湾施設安全対策事業 県内一円 45,900

深浅測量等調査費 県内一円 212,000

県単港湾建設事業 県内一円 36,701

空港駐車場植栽管理事業 １箇所 18,000 宮崎空港 宮崎市

810,790

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

港　　湾　　課　　計

5



【都市計画課】
（単位：千円）

事業名 箇所数 予算額 箇所名（路河川名） 市町村名 地区名

県単街路事業 県内一円 25,000

都市計画調査費 県内一円 71,400

県単都市公園整備事業 ６箇所 553,797 平和台公園 宮崎市 下北方

西都原古墳群 西都市 三宅

県総合運動公園 宮崎市 熊野

阿波岐原森林公園 宮崎市 阿波岐原

県総合文化公園 宮崎市 下北方

青島亜熱帯植物園 宮崎市 青島

650,197

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～県単事業～）

都　　市　　計　　画　　課　　計

6



公共事業実施地区一覧

令和４年度当初予算分

～営繕工事～

令和４年４月

県 土 整 備 部



目 次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・営 繕 課 所 管 1

※ 営繕工事の実施地区は、現段階のものであり、変更の可能性があります。



【　営　繕　課　】 　

箇　　　所　　　名

（団地・学校等）

公共都市公園事業 県総合運動公園 宮崎市 167,200 武道館空調設備等改修

公共県営住宅建設事業 県営出来島団地 宮崎市 49,000 建設

公共県営住宅建設事業 県営源藤団地 宮崎市 110,000 給湯設備改修

公共県営住宅建設事業 県営希望ヶ丘団地 宮崎市 58,000 給湯設備改修

公共県営住宅建設事業 県営神宮駅東団地 宮崎市 80,000 外壁・屋根防水改修

公共県営住宅建設事業 県営住吉北団地 宮崎市 150,000 外壁・屋根防水改修

県立学校老朽化対策事業 県立宮崎海洋高校 宮崎市 41,958 外壁改修

県立学校老朽化対策事業 県立佐土原高校 宮崎市 66,555 外壁改修

県立学校冷房施設整備事業 県立宮崎農業高校 宮崎市 34,784 空調設備改修

県立学校冷房施設整備事業 県立みやざき中央支援学校 宮崎市 125,934 空調設備改修

県立学校冷房施設整備事業 県立宮崎商業高校 宮崎市 96,228 空調設備改修

　　　　　宮崎土木事務所管内　計 979,659

公共県営住宅建設事業 県営瀬貝団地 日南市 60,000 外壁改修

公共県営住宅建設事業 県営平部ヶ下団地 日南市 35,000 屋根防水改修

県立学校老朽化対策事業 県立日南振徳高校 日南市 45,053 プール改修

　　　　　日南土木事務所管内　計 140,053

公共県営住宅建設事業 県営沖水原Ｂ団地 三股町 70,000 エレベーター設置

公共県営住宅建設事業 県営一万城北団地 都城市 40,000 給湯設備改修

県立学校老朽化対策事業 県立都城商業高校 都城市 31,903 エレベーター設置

県立学校老朽化対策事業 県立都城きりしま支援学校 都城市 33,600 プール改修

県立学校冷房施設整備事業 県立都城さくら聴覚支援学校 都城市 79,786 空調設備改修

県立学校臨時営繕費 県立都城西高校 都城市 248,544 市道拡幅に伴う改修

　　　　　都城土木事務所管内　計 503,833

県立学校老朽化対策事業 県立小林高校 小林市 35,154 外壁改修

　　　　　小林土木事務所管内　計 35,154

県立学校老朽化対策事業 県立高鍋高校 高鍋町 90,000 プール改修

県立学校老朽化対策事業 県立高鍋高校 高鍋町 56,295 外壁改修

県立学校冷房施設整備事業 県立高鍋高校 高鍋町 125,724 空調設備改修

　　　　　高鍋土木事務所管内　計 272,019

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～営繕工事～）

（単位：千円）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

1



【　営　繕　課　】 　

箇　　　所　　　名

（団地・学校等）

公共事業実施地区一覧（令和４年度当初予算分～営繕工事～）

（単位：千円）

事業名 市町村名 地区名 事業費 備考

公共県営住宅建設事業 県営古城ヶ鼻団地 日向市 63,000 ４号棟建設

公共県営住宅建設事業 県営下水流団地 門川町 35,000 エレベーター設置

公共県営住宅建設事業 県営三ツ枝Ｂ団地 日向市 45,000 外構工事

　　　　　日向土木事務所管内　計 143,000

県立学校老朽化対策事業 県立延岡星雲高校 延岡市 54,891 外壁改修

県立学校冷房施設整備事業 県立延岡商業高校 延岡市 74,844 空調設備改修

　　　　　延岡土木事務所管内　計 129,735

県立学校老朽化対策事業 県立高千穂高校宮尾野農場 高千穂町 50,359 浄化槽改修

西臼杵支庁管内　計 50,359

2,253,812　　　　　営繕課　計

2


