
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 長崎県 島原市 復旧治山事業 安中温泉岳(2) 338            
渓間工6基、導流堤4基、山
腹工2.2ha

- 40                   

2 長崎県 島原市 復旧治山事業 安中温泉岳(3) 338            
渓間工6基、導流堤4基、山
腹工2.2ha

- 84                   

3 長崎県 五島市 復旧治山事業 濱田 30             
防風柵工450m、植栽工
1.08ha

- 30                   事業着手

4 長崎県 五島市 保安林整備事業 川原 17             森林整備72ha - 17                   

5 長崎県
平戸市、東彼杵
町ほか

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、路網開設延長9.2km

- 37                   

6 長崎県
島原市、雲仙市
ほか

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、路網開設延長
5.2km

6.60           107                 

7 長崎県
五島市、新上五
島町

森林環境保全整備事
業

五島壱岐 356            
保育面積4ha、路網開設延
長0.7km

- 17                   

8 長崎県 対馬市
森林環境保全整備事
業

対馬 462            
更新面積191ha、保育面積
786ha、路網開設延長4.5km

- 33                   
施業実施計画（５年毎に
策定）に掲げる全体事業
量の反映

（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。

主要工事計画
 費用対効果

(B/C)等
 当該予算の

事業費

前回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
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補助事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 長崎県
諫早市、雲仙
市

農業競争力強化基盤整備
事業

田尻 5,925         1.07           249                    

2 長崎県 諫早市
農業競争力強化基盤整備
事業

小豆崎 1,299         1.27           32                      

3 長崎県 雲仙市
農業競争力強化基盤整備
事業

八斗木 1,671         1.12           132                    

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 1,475         1.50           143                    

5 長崎県 南島原市
農業競争力強化基盤整備
事業

諏訪 1,076         1.31           129                    

6 長崎県 島原市
農業競争力強化基盤整備
事業

三会原第３ 2,286         1.32           194                    

7 長崎県
南島原市、雲
仙市

農業競争力強化基盤整備
事業

空池原 2,015         1.13           20                      

8 長崎県 南島原市
農業競争力強化基盤整備
事業

見岳 655            - 28                      事業着手

9 長崎県 佐世保市
農業競争力強化基盤整備
事業

針陽 641            - 25                      事業着手

10 長崎県 島原市
農業競争力強化基盤整備
事業

宇土山 915            - 19                      

11 長崎県 西海市
農業競争力強化基盤整備
事業

丸田 858            - 73                      

12 長崎県 諫早市
農業競争力強化基盤整備
事業

有喜南部 1,979         1.19           45                      

 当該予算の
事業費

前回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２７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

前回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 長崎県 壱岐市
農業競争力強化基盤整備
事業

刈田院 921            - 13                      

14 長崎県 諫早市 農業基盤整備促進事業 森山 112            - 30                      

15 長崎県 諫早市 農業基盤整備促進事業 小野区 165            - 28                      事業着手

16 長崎県 諫早市 農業基盤整備促進事業 田尻本村 92             - 20                      事業着手

17 長崎県 平戸市 農業基盤整備促進事業 紐差 4               - 4                        事業着手

18 長崎県
大村市、佐世
保市ほか

農村地域防災減災事業 長崎24内地 4,932         1.18           240                    

19 長崎県 南島原市 農村地域防災減災事業 南有馬 554            - 26                      

20 長崎県 松浦市 農村地域防災減災事業 松浦 437            - 34                      

21 長崎県 大村市 農村地域防災減災事業 大村北部 650            - 57                      

22 長崎県 佐世保市 農村地域防災減災事業 中里 372            - 163                    

23 長崎県
五島市、平戸
市

農村地域防災減災事業 長崎24離島 274            - 0.5                     

24 長崎県 川棚町 農村地域防災減災事業 川棚第２ 312            - 22                      
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補助事業（平成２７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

前回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 長崎県 平戸市 農村地域防災減災事業 生月第２ 162            - 38                      

26 長崎県 松浦市 農村地域防災減災事業 福島 239            - 24                      

27 長崎県 平戸市 農村地域防災減災事業 大島 643            - 44                      

28 長崎県 五島市 農村地域防災減災事業 籠淵 200            - 26                      

29 長崎県 平戸市 農村地域防災減災事業 大島第２ 176            - 26                      

30 長崎県 壱岐市 農村地域防災減災事業 郷ノ浦 358            - 26                      

31 長崎県 大村市 農村地域防災減災事業 野岳 906            - 60                      

32 長崎県 平戸市 農村地域防災減災事業 松本 980            - 22                      

33 長崎県 平戸市 農村地域防災減災事業 里堺目 460            - 2                        

（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２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

34 長崎県 波佐見町 復旧治山事業 永尾 400            - 41                      

35 長崎県 平戸市 復旧治山事業 山中 120            - 44                      

36 長崎県 佐々町 復旧治山事業 古川 760            - 50                      

37 長崎県 南島原市 復旧治山事業 砥石川 160            - 30                      

38 長崎県 南島原市 復旧治山事業 権田 300            - 5                        

39 長崎県 佐々町 地すべり防止事業 川内谷 800            - 76                      

40 長崎県 平戸市 地すべり防止事業 矢比津 500            - 70                      

41 長崎県 松浦市 地すべり防止事業 北平 1,028         4.33           60                      

42 長崎県 佐世保市 地すべり防止事業 平山 1,406         5.37           93                      
全体計画の変更による事業
費等の変更

43 長崎県 南島原市 地すべり防止事業 大抜 166            - 55                      

44 長崎県 南島原市 地すべり防止事業 新切 168            - 95                      

45 長崎県 佐世保市 地すべり防止事業 樽川内 1,299         4.47           90                      

 当該予算の
事業費

前回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２７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

前回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

46 長崎県 佐世保市 地すべり防止事業 大瀬 922            - 92                      

47 長崎県 佐世保市 保安林整備事業 佐世保 5               - 5                        

48 長崎県 新上五島町 復旧治山事業 有福 321            - 15                      

49 長崎県 新上五島町 復旧治山事業 築地 200            - 50                      

50 長崎県 対馬市 復旧治山事業 位の端 580            - 40                      

51 長崎県 新上五島町 復旧治山事業 小串 311            - 43                      

52 長崎県 対馬市 復旧治山事業 久須保 560            - 70                      

53 長崎県 対馬市 復旧治山事業 竹敷 292            - 81                      

54 長崎県 五島市 保安林整備事業 五島 7               - 7                        

55 長崎県 新上五島町 保安林整備事業 新上五島 1               - 1                        

56 長崎県 雲仙市 復旧治山事業 中ノ場 120            - 10                      事業着手

57 長崎県 新上五島町 復旧治山事業 青砂ヶ浦 77             - 19                      事業着手
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補助事業（平成２７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

前回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

58 長崎県 対馬市 復旧治山事業 舟志 180            - 30                      事業着手

59 長崎県 対馬市 復旧治山事業 小鹿 320            - 30                      事業着手

60 長崎県
佐世保市、平
戸市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

長崎北部 826            - 347                    

61 長崎県
長崎市、島原
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

長崎南部 1,858         7.91           780                    

62 長崎県
壱岐市、五島
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

五島壱岐 397            - 167                    

63 長崎県 対馬市
森林環境保全整備事業
(造林関係分)

対馬 1,077         6.13           452                    

（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２７年度当初予算）

　水産基盤整備事業 （単位：百万円）

64 長崎県 長崎市 水産流通基盤整備事業 長崎 28,491        1.22           2,249                  
事業計画の変更等による全
体事業費の増及び費用対効
果（B/C）等の改訂

65 長崎県 松浦市 水産流通基盤整備事業 阿翁浦 1,563         1.46           95                      

66 長崎県
佐世保市、平
戸市ほか

水産環境整備事業 長崎北 7,400         1.86           650                    

67 長崎県
長崎市、佐世
保市ほか

水産環境整備事業 長崎南 8,400         1.86           761                    

68 長崎県
長崎市、西海
市

水産環境整備事業 西彼 510             - 5                        

69 長崎県
長崎市、諫早
市ほか

水産環境整備事業 橘湾 370             - 5                        

70 長崎県
南島原市、島
原市ほか

水産環境整備事業 有明海沿岸 650             - 130                    

71 長崎県 佐世保市 水産生産基盤整備事業 太郎ヶ浦 542             - 102                    

72 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 生月 533             - 48                      

73 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 薄香湾 860             - 82                      
事業計画の変更等による全
体事業費の増

74 長崎県 長崎市 漁港施設機能強化事業 式見 990             - 264                    

75 長崎県 平戸市 漁港施設機能強化事業 平戸市本土 737             - 172                    

 当該予算の
事業費

前回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２７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

前回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

76 長崎県 五島市 水産流通基盤整備事業 奈留 703             - 43                      

77 長崎県 五島市 水産流通基盤整備事業 奥浦 1,608         1.24           177                    

78 長崎県 対馬市 水産環境整備事業 対馬 9,300         1.78           1,054                  

79 長崎県 壱岐市 水産環境整備事業 壱岐 7,300         1.61           530                    

80 長崎県
五島市、新上
五島町

水産環境整備事業 五島 5,500         1.72           900                    

81 長崎県 対馬市 水産環境整備事業 対馬沿岸 510             - 147                    

82 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 上対馬東 1,777         1.13           132                    

83 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 豊玉東 2,002         1.73           172                    

84 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 美津島南 1,906         1.50           152                    

85 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 阿連 2,903          1,14 142                    

86 長崎県 小値賀町 水産生産基盤整備事業 小値賀 2,750         1.52           598                    

87 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 瀬 640             - 136                    
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補助事業（平成２７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

前回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

88 長崎県 壱岐市 水産生産基盤整備事業 大島 676             - 90                      

89 長崎県 平戸市 水産生産基盤整備事業 度島 620             - 450                    

90 長崎県 五島市 水産生産基盤整備事業 三井楽 934             - 90                      

91 長崎県 五島市 水産生産基盤整備事業 荒川 2,632         2.66           291                    
事業計画の変更等による全
体事業費の増及び費用対効
果（B/C）等の改訂

92 長崎県 壱岐市 水産生産基盤整備事業 芦辺 990             - 119                    
事業計画の変更等による全
体事業費の増

93 長崎県 対馬市 水産生産基盤整備事業 伊奈 875             - 40                      
事業計画の変更等による全
体事業費の増

94 長崎県 佐世保市 漁港施設機能強化事業 黒島 502             - 106                    

95 長崎県 対馬市 漁港施設機能強化事業 水崎 408             - 165                    
事業計画の変更等による全
体事業費の増

（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２７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 3,359                   

2 長崎県 美しい森林づくり基盤整備交付金 54                       

（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２７年度当初予算）

直-5 長崎県 森林環境保全整備事業 長崎北部 佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵町、波佐見町

直-6 長崎県 森林環境保全整備事業 長崎南部 長崎市、島原市、大村市、西海市、雲仙市、南島原市

補-18 長崎県 農村地域防災減災事業 長崎24内地 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

補-60 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

長崎北部 佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町

補-61 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

長崎南部 長崎市、島原市、諫早市、大村市、西海市、雲仙市、南島原市、長与町、時津町

補-62 長崎県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

五島壱岐 壱岐市、五島市、新上五島町

補-66 長崎県 水産環境整備事業 長崎北 佐世保市、平戸市、松浦市、小値賀町、佐々町

補-67 長崎県 水産環境整備事業 長崎南
長崎市、佐世保市、島原市、諫早市、大村市、西海市、雲仙市、南島原市、長与
町、時津町、東彼杵町、川棚町

補-69 長崎県 水産環境整備事業 橘湾 長崎市、諫早市、南島原市

補-70 長崎県 水産環境整備事業 有明海沿岸 南島原市、島原市、雲仙市、諫早市

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

長崎　参考 - 1


