
長崎　直轄 - 1

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 長崎県 復旧治山事業 島原 541            渓間工１基 - 149                 

2 長崎県 復旧治山事業 川原 20             渓間工1基 - 20                   

3 長崎県 保安林整備事業 長崎北部 2               森林整備10ha - 2                     

4 長崎県 保安林整備事業 長崎南部 2               森林整備10ha - 2                     

5 長崎県 保安林整備事業 五島 5               森林整備26ha - 5                     

6 長崎県 保安林整備事業 対馬 6               森林整備34ha - 6                     

7 長崎県
森林環境保全整備事
業

長崎北部 568
更新面積102ha、保育面積
951ha、路網整備開設延長
9.2km

- 94
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

8 長崎県
森林環境保全整備事
業

長崎南部 1,189
更新面積56ha、保育面積
2,873ha、路網整備開設延長
5.2km

6.60 83

9 長崎県
森林環境保全整備事
業

五島壱岐 356
保育面積4ha、路網整備開
設延長0.7km

- 38

 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

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画



長崎　直轄 - 2

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 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

事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

10 長崎県
森林環境保全整備事
業

対馬 367
更新面積25ha、保育面積
1,136ha、路網整備開設延長
3.3km

- 104

（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。



長崎　直轄 - 3

直轄事業（平成２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

11 長崎県
フロンティア漁場整備事
業

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２５年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 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           352                    

2 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           0.2                     

3 長崎県 雲仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

八斗木 1,358         1.19           0.2                     

4 長崎県 雲仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

山田原第２ 1,446         1.52           25                      

5 長崎県 南島原市
農業競争力強化基盤整備
事業

諏訪 1,075         1.56           25                      

6 長崎県 雲仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

三会原第３ 2,286         1.26           4                        

7 長崎県 大村市 農業基盤整備促進事業 大村 7               - 7                        事業着手

8 長崎県 川棚町 農業基盤整備促進事業 川棚 17             - 17                      事業着手

9 長崎県 平戸市 地すべり対策事業 松本 980            - 152                    

10 長崎県 平戸市 地すべり対策事業 里堺目 460            - 10                      

11 長崎県 大村市
震災対策農業水利施設整
備事業

野岳 906            - 268                    　

12 長崎県 諫早市
震災対策農業水利施設整
備事業

杉谷 250            - 5                        　

 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

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



 長崎　補助 - 2

補助事業（平成２５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

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

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            - 16                      　

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           782                    　

15 長崎県 南島原市 農村地域防災減災事業 南有馬 554            - 50                      事業着手

16 長崎県 波佐見町 農村地域防災減災事業 江良山 60             - 60                      事業着手

17 長崎県 松浦市 農村地域防災減災事業 松浦 437            - 77                      事業着手

18 長崎県 大村市 農村地域防災減災事業 大村北部 650            - 40                      事業着手

19 長崎県 佐世保市 農村地域防災減災事業 中里 372            - 30                      事業着手

20 長崎県 平戸市 農村地域防災減災事業 生月第２ 162            - 35                      　

（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。



 長崎　補助 - 3

補助事業（平成２５年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

21 長崎県
時津町・波佐
見町

復旧治山事業 県央 561            - 67                      

22 長崎県
平戸市・佐々
町

復旧治山事業 県北 870            - 92                      

23 長崎県 南島原市 復旧治山事業 島原 300            - 30                      

24 長崎県 大村市 復旧治山事業 小川内 100            - 25                      

25 長崎県 佐世保市 地すべり防止事業 平山 3,051         1.15           40                      

26 長崎県 南島原市 地すべり防止事業 島原 359            - 35                      

27 長崎県 佐世保市 地すべり防止事業 樽川内 1,420         4.47           150                    

28 長崎県 佐世保市 地すべり防止事業 大瀬 1,722         2.00           90                      

29 長崎県 新上五島町 復旧治山事業 五島 321            - 44                      

30 長崎県 対馬市 復旧治山事業 塩浜 430            - 40                      事業着手

31 長崎県 対馬市 復旧治山事業 位の端 580            - 40                      事業着手

32 長崎県 五島市 復旧治山事業 中須 195            - 30                      

 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

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



 長崎　補助 - 4

補助事業（平成２５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

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

33 長崎県 対馬市 復旧治山事業 久須保 560            - 88                      

34 長崎県 対馬市 復旧治山事業 竹敷 292            - 51                      

35 長崎県 西海市 保安林整備事業 江ノ島 3               - 3                        

36 長崎県 小値賀町 保安林整備事業 小値賀 2               - 2                        

37 長崎県 五島市 保安林整備事業 五島 2               - 2                        

38 長崎県 新上五島町 保安林整備事業 新上五島 2               - 2                        

39 長崎県 壱岐市 保安林整備事業 壱岐 5               - 5                        

40 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

長崎北部 826            - 109                    

41 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           246                    

42 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

五島壱岐 397            - 53                      

43 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

対馬          1,077            6.13 143                    

（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２５年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

44 長崎県 長崎市 水産流通基盤整備事業 長崎 24,386        1.29           2,087                  

45 長崎県 松浦市 水産流通基盤整備事業 阿翁浦 1,763         1.82           138                    

46 長崎県 水産環境整備事業 長崎北 7,400         1.86           800                    

47 長崎県 水産環境整備事業 長崎南 8,400         1.86           1,090                  

48 長崎県 西海市他 水産環境整備事業 西彼 510            - 112                    

49 長崎県 長崎市 水産環境整備事業 橘湾 370            - 123                    

50 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 宮ノ浦 2,881         1.33           10                      

51 長崎県 佐世保市 水産生産基盤整備事業 太郎ヶ浦 542            - 178                    事業着手

52 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 生月 533            - 292                    

53 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 薄香湾 730            - 186                    

54 長崎県 松浦市 水産生産基盤整備事業 星鹿 1,161         1.40           92                      

55 長崎県 平戸市 漁港施設機能強化事業 下中野 200            - 198                    

 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

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２５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

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

56 長崎県 平戸市 漁港施設機能強化事業 志々伎 137            - 136                    

57 長崎県 長崎市 漁港施設機能強化事業 式見 990            - 986                    

58 長崎県 五島市 水産流通基盤整備事業 奈留 703            - 283                    

59 長崎県 五島市 水産流通基盤整備事業 奥浦 1,608         1.25           795                    

60 長崎県 水産環境整備事業 対馬 9,300         1.78           740                    

61 長崎県 水産環境整備事業 壱岐 7,300         1.61           1,037                  

62 長崎県 水産環境整備事業 五島 5,500         1.72           604                    

63 長崎県 対馬市 水産環境整備事業 対馬沿岸 510            - 152                    

64 長崎県 平戸市 水産環境整備事業 的山大島 99             - 6                        事業着手

65 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 上対馬東 1,777         1.13           101                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

66 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 豊玉東 2,002         1.73           148                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

67 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 美津島南 1,906         1.50           101                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂
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補助事業（平成２５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

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

68 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 美津島西 1,769         1.11           20                      
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

69 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 阿連 2,903         1.14           152                    
期中評価による費用対効果
(B/C)等の改訂

70 長崎県 小値賀町 水産生産基盤整備事業 小値賀 2,750         1.17           550                    事業着手

71 長崎県 壱岐市 水産生産基盤整備事業 大島 676            - 36                      事業着手

72 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 度島 580            - 136                    事業着手

73 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 大根坂 618            - 222                    

74 長崎県 五島市 水産生産基盤整備事業 三井楽 934            - 180                    

75 長崎県 五島市 水産生産基盤整備事業 荒川 546            - 164                    

76 長崎県 壱岐市 水産生産基盤整備事業 芦辺 750            - 197                    

77 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 伊奈 941            - 165                    

78 長崎県 対馬市 漁港施設機能強化事業 水崎 240            - 128                    

（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２５年度当初予算）

（単位：百万円）

1 長崎県 農山漁村地域整備交付金 3,748                   

（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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