
直轄事業（平成２７年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 沖縄県 伊江村 国営かんがい排水事業 伊江 25,000        

地下ダム１ヶ所
揚水機場２ヶ所
用水路L=8.3㎞
ファームポンド２ヶ所

1.07           2,500               

2 沖縄県 宮古島市 国営かんがい排水事業 宮古伊良部 52,300        

地下ダム２ヶ所
揚水機場６ヶ所
用水路L=55.0㎞
ファームポンド２ヶ所

1.08           3,000               

3 沖縄県 石垣市 国営かんがい排水事業 石垣島（一期） 15,700        

ダム４ヶ所
頭首工３ヶ所
揚水機場４ヶ所
用水路L=24.0㎞

1.11           756                 

（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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直轄事業（平成２７年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

4 沖縄県 竹富町 復旧治山事業 西表 20             渓間工1基 - 20                   

（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 沖縄県 伊江村
農業競争力強化基盤整備
事業

東江上 1,450         1.02           170                    

2 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

長南 740            - 22                      

3 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西東 860            - 35                      

4 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

洲鎌上地 1,260         1.30           42                      

5 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西原東 975            - 78                      

6 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

入江 570            - 20                      

7 沖縄県 伊江村
農業競争力強化基盤整備
事業

伊江東部 1,036         1.01           83                      

8 沖縄県 石垣市
農業競争力強化基盤整備
事業

大座 431            - 25                      

9 沖縄県 糸満市
農業競争力強化基盤整備
事業

真壁南 1,900         1.16           50                      

10 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西西１期 1,489         2.19           80                      

11 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

松原南 1,698         2.08           368                    

12 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

村越１期 1,685         1.83           104                    

 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 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西西２期 810            - 120                    

14 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

村越２期 775            - 79                      

15 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西新生 1,869         1.33           356                    

16 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

加治道 1,183         1.21           245                    

17 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西原第３ 1,588         1.02           310                    

18 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

長中 2,038         1.10           418                    

19 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

イリノソコ 1,272         1.03           287                    

20 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

福嶺南 1,933         1.03           328                    

21 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

更竹 1,653         1.02           220                    

22 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

福地 1,960         1.01           280                    

23 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

狭間 1,777         1.02           44                      

24 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

増原 1,347         1.09           41                      
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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 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

ウヅラ嶺 1,516         1.01           47                      

26 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

上区西 1,159         1.07           45                      事業着手

27 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西中底原 3,596         1.04           70                      事業着手

28 沖縄県 糸満市
農業競争力強化基盤整備
事業

喜屋武第３ 1,150         1.28           240                    

29 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

洲鎌 1,040         1.11           47                      

30 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

長南 1,400         1.07           107                    

31 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

西原第１（２期） 1,220         1.14           77                      

32 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

上地南 880            - 36                      

33 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

新城西 860            - 20                      

34 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

魚口 1,420         1.02           309                    

35 沖縄県 石垣市
農業競争力強化基盤整備
事業

大座 1,665         1.05           152                    

36 沖縄県 糸満市
農業競争力強化基盤整備
事業

喜屋武ウナ原 994            - 45                      
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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

37 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

山底 854            - 36                      

38 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

松原 1,564         1.06           18                      

39 沖縄県 宮古島市
農業競争力強化基盤整備
事業

地盛南 680            - 30                      

40 沖縄県 石垣市
農業競争力強化基盤整備
事業

米節東 738            - 110                    

41 沖縄県 石垣市
農業競争力強化基盤整備
事業

やいま 630            - 102                    

42 沖縄県 久米島町 農村地域防災減災事業 真謝２期 402            - 15                      

43 沖縄県 うるま市 農村地域防災減災事業 平安名３期 350            - 70                      

（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）

44 沖縄県 大宜味村 復旧治山事業 根路銘 145            - 90                      

45 沖縄県 糸満市 防災林造成事業 名城 151            - 26                      

46 沖縄県 宮古島市 防災林造成事業 比嘉 150            - 17                      

47 沖縄県 うるま市 防災林造成事業 与那城池味 76             - 16                      

48 沖縄県 久米島町 防災林造成事業 大原 296            - 25                      

49 沖縄県 多良間村 防災林造成事業 仲筋 20             - 6                        

50 沖縄県 久米島町 保安林緊急改良事業 大原 28             - 9                        

51 沖縄県 宮古島市 保安林緊急改良事業 狩俣 46             - 14                      

52 沖縄県 多良間村 保安林緊急改良事業 仲筋 60             - 7                        

53 沖縄県 南城市 復旧治山事業 安座真 289            - 31                      

54 沖縄県 竹富町 防災林造成事業 黒島 54             - 15                      事業着手

55 沖縄県 伊平屋村 防災林造成事業 田名 46             - 25                      事業着手

 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

56 沖縄県 恩納村 保安林緊急改良事業 恩納 26             - 10                      事業着手

57 沖縄県 石垣市 保安林緊急改良事業 崎枝 51             - 10                      事業着手

58 沖縄県 座間味村
水源の里保全緊急整備事
業

座間味 105            - 10                      事業着手

59 沖縄県 座間味村 保安林整備事業 阿佐 9               - 6                        事業着手

60 沖縄県 国頭村 保安林整備事業 国頭村 1               - 1                        

61 沖縄県 本部町 保安林整備事業 本部町 1               - 1                        

62 沖縄県 恩納村 保安林整備事業 恩納村 1               - 1                        

63 沖縄県 伊江村 保安林整備事業 伊江村 1               - 1                        

64 沖縄県 伊是名村 保安林整備事業 伊是名村 5               - 5                        

65 沖縄県 伊平屋村 保安林整備事業 伊平屋村 5               - 5                        

66 沖縄県 うるま市 保安林整備事業 うるま市 1               - 1                        

67 沖縄県 読谷村 保安林整備事業 読谷村 1               - 1                        
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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

68 沖縄県 糸満市 保安林整備事業 糸満市 5               - 5                        

69 沖縄県 久米島町 保安林整備事業 久米島町 3               - 3                        

70 沖縄県 南大東村 保安林整備事業 南大東村 5               - 5                        

71 沖縄県 渡名喜村 保安林整備事業 渡名喜村 1               - 1                        

72 沖縄県 宮古島市 保安林整備事業 宮古島市 15             - 15                      

73 沖縄県 多良間村 保安林整備事業 多良間村 7               - 7                        

74 沖縄県 石垣市 保安林整備事業 石垣市 4               - 4                        

75 沖縄県 竹富町 保安林整備事業 竹富町 1               - 1                        

76 沖縄県
国頭村、大宜
味村ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

沖縄北部 921            - 222                    

77 沖縄県
うるま市、沖
縄市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

沖縄中南部 99             - 24                      

78 沖縄県
宮古島市、多
良間村ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

宮古八重山 637            - 153                    

（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）

79 沖縄県 うるま市 水産流通基盤整備事業 平敷屋 2,040         1.10           200                    

80 沖縄県 久米島町 水産流通基盤整備事業 仲里 700             - 140                    

81 沖縄県
石垣市、南城
市ほか

水産環境整備事業 琉球II 1,906         1.46           136                    

82 沖縄県 久米島町 水産環境整備事業 久米島町 100             - 48                      

83 沖縄県
南大東村､北
大東村

水産生産基盤整備事業 南大東 18,500        1.25           1,436                  

84 沖縄県 渡名喜村 水産生産基盤整備事業 渡名喜 2,620         1.12           150                    事業着手

85 沖縄県 座間味村 水産生産基盤整備事業 阿嘉 730             - 100                    事業着手

86 沖縄県 宮古島市 水産生産基盤整備事業 池間 1,520         1.16           20                      事業着手

87 沖縄県 石垣市 水産生産基盤整備事業 登野城 800             - 117                    事業着手

88 沖縄県 宮古島市 水産生産基盤整備事業 荷川取 847             - 313                    

89 沖縄県 竹富町 漁港施設機能強化事業 波照間 356             - 176                    

（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。

 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

（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・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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（参考）関係市町村名（平成２７年度当初予算）

補-76 沖縄県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

沖縄北部
国頭村、大宜味村、東村、名護市、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武
町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

補-77 沖縄県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

沖縄中南部

うるま市、沖縄市、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、宜野湾市、
西原町、浦添市、那覇市、豊見城市、糸満市、八重瀬町、南城市、与那原町、南
風原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大
東村

補-78 沖縄県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

宮古八重山 宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町

補-81 沖縄県 水産環境整備事業 琉球Ⅱ

国頭村、名護市、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、読谷村、嘉手納町、北
谷町、宜野湾市、浦添市、那覇市、豊見城市、糸満市、伊江村、伊平屋村、伊是
名村、久米島町、粟国村、渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村、東村、宜野座村、金
武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南城市、八重
瀬町、南大東村、北大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名
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