
長崎　直轄　 - 1

直轄事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

1 長崎県
フロンティア漁場整備事
業

マアジ・マサバ・
マイワシ五島西
方沖

8,000 湧昇流漁場１基 2.56 1,300               

（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。

 費用対効果
(B/C)等

 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
事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画



長崎　補助　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 長崎県 壱岐市
農業競争力強化基盤整備
事業

刈田院 840            - 73                      

2 長崎県 島原市
農業競争力強化基盤整備
事業

宇土山 677            - 9                        

3 長崎県 西海市
農業競争力強化基盤整備
事業

丸田 803            - 50                      

4 長崎県
諌早市、雲仙
市

農業競争力強化基盤整備
事業

田尻 5,925         1.07           224                    

5 長崎県 諫早市
農業競争力強化基盤整備
事業

小豆崎 1,347         1.14           70                      

6 長崎県 長崎市 農業基盤整備促進事業 日吉 18             - 18                      事業着手

7 長崎県 平戸市 農業基盤整備促進事業 平戸 3               - 3                        事業着手

8 長崎県 平戸市 農業基盤整備促進事業 中野 47             - 4                        事業着手

9 長崎県 平戸市 農業基盤整備促進事業 朶の原 21             - 6                        事業着手

10 長崎県 平戸市 地すべり対策事業 松本 980            - 180                    

11 長崎県 平戸市 地すべり対策事業 里堺目 460            - 70                      

12 長崎県 諫早市
震災対策農業水利施設整
備事業

杉谷 250            - 52                      

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
 当該補正予算の

事業費



長崎　補助　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

13 長崎県 大村市
震災対策農業水利施設整
備事業

中山下 168            - 60                      

14 長崎県

大村市、佐世
保市、松浦
市、平戸市、
雲仙市、島原
市、南島原
市、川棚町

農村地域防災減災事業 長崎２４内地 4,975         1.18           484                    

15 長崎県
平戸市、五島
市、壱岐市

農村地域防災減災事業 長崎２４離島 260            - 22                      

16 長崎県 川棚町 農村地域防災減災事業 川棚第２ 312            - 260                    

17 長崎県 平戸市 農村地域防災減災事業 生月第２ 162            - 20                      

（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

 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



長崎　補助　 - 3

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

18 長崎県
時津町・波佐
見町

復旧治山事業 県央 561            - 302                    

19 長崎県
平戸市・佐々
町

復旧治山事業 県北 870            - 127                    

20 長崎県 南島原市 復旧治山事業 島原 300            - 40                      

21 長崎県 平戸市 防災林造成事業 根獅子 180            - 80                      

22 長崎県 平戸市 地すべり防止事業 県北 810            - 168                    

23 長崎県 松浦市 地すべり防止事業 雇尾 690            - 55                      

24 長崎県 松浦市 地すべり防止事業 北平 1,150         4.18           50                      

25 長崎県 佐世保市 地すべり防止事業 平山 3,051         1.15           90                      

26 長崎県 南島原市 地すべり防止事業 島原 354            - 80                      

27 長崎県 諫早市 保安林整備事業 県央 9               - 4                        事業着手

28 長崎県 佐世保市 保安林整備事業 県北 4               - 4                        事業着手

29 長崎県
雲仙市・南島
原市

保安林整備事業 島原 13             - 13                      事業着手

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
 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
番号

実施
都道府県名
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補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

30 長崎県 新上五島町 復旧治山事業 五島 321            - 104                    

31 長崎県 対馬市
水源の里保全緊急整備事
業

対馬 184            - 27                      

32 長崎県 対馬市 林業専用道等整備事業 ナムロ線 147            - 40                      

33 長崎県 新上五島町 林業専用道等整備事業 上五島縦貫線 949            - 77                      

34 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

長崎北部 826            - 77                      

35 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

長崎南部 1,858         7.91           174                    

36 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

五島壱岐 397            - 37                      

37 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

対馬          1,077 6.13           101                    

（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

 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
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補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

38 長崎県 水産環境整備事業 長崎北 7,400         1.86           1,105                  

39 長崎県 水産環境整備事業 長崎南 8,400         1.86           1,555                  

40 長崎県 五島市 水産流通基盤整備事業 奈留 703            － 100                    

41 長崎県 壱岐市 水産生産基盤整備事業 芦辺 750            － 51                      

42 長崎県 壱岐市 水産生産基盤整備事業 大島 3,440         1.10           214                    

43 長崎県 小値賀町 水産生産基盤整備事業 小値賀 4,801         1.39           255                    

44 長崎県 五島市 水産生産基盤整備事業 三井楽 934            － 203                    

45 長崎県 壱岐市 水産生産基盤整備事業 八幡浦 3,988         1.22           450                    

46 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 阿連 2,905         1.12           60                      

47 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 豊玉東 2,163         1.53           40                      

48 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 美津島南 3,238         1.24           150                    

49 長崎県 水産環境整備事業 対馬 9,300         1.78           780                    

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

 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
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補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

50 長崎県 水産環境整備事業 壱岐 7,300         1.61           576                    

51 長崎県 水産環境整備事業 五島 5,500         1.72           1,006                  

52 長崎県 水産環境整備事業 対馬沿岸 510            － 120                    事業着手

53 長崎県 漁港施設機能強化事業 長崎西 1,317         1.73           174                    

54 長崎県 漁港施設機能強化事業 長崎北部離島 727            － 166                    

（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

 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
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補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　水産基盤整備事業等 （単位：百万円）

1 長崎県 漁港施設機能強化事業 長崎西 1,317            1.73 165

（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く総事業費10億円以上について公表している。

 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
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２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 長崎県 農山漁村地域整備交付金 2,570                   

（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）
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