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1 村づくり計画課 農地整備事業（補助金事業） 宮古島市 真良瀬嶺 沖縄県 H28～H33 1,325,000 1.06 妥当 区画整理　A=50.4ha

2 村づくり計画課 農地整備事業（補助金事業） 宮古島市 下南 沖縄県 H28～H33 1,233,000 1.06 妥当 区画整理　A=52.2ha

3 村づくり計画課 水利施設整備事業（補助金事業） 石垣市 大浜 沖縄県 H28～H35 1,715,000 1.04 妥当 畑地かんがい施設（更新）　A=150.6ha

4 村づくり計画課 水利施設整備事業（補助金事業） 石垣市 大里・星野 沖縄県 H28～H34 1,194,000 1.22 妥当 畑地かんがい施設　A=81.5ha

5 村づくり計画課 農地保全整備事業 石垣市 大里 沖縄県 H28～H32 394,000 1.22 妥当 農地保全 A=41.5ha

6 村づくり計画課 農地保全整備事業 石垣市 星野 沖縄県 H28～H34 874,000 1.03 妥当
農地保全 A=35.6ha
ほ場整備 A=42.0ha

7 村づくり計画課
農業基盤整備促進事業（交付金
事業）

座間味村 阿真 座間味村 H28 6,000 - 妥当 営農用水施設 N=　1基

8 村づくり計画課
農業基盤整備促進事業（交付金
事業）

豊見城市 保栄茂 豊見城市 H28 18,000 - 妥当 排水路 L=220m

9 村づくり計画課 水質保全対策事業 久米島町 仲里 久米島町 H28～H30 130,000 1.81 妥当
排水路 L=1408m、路面保護工 L=1435m、
グリーンベルト L=2033m、畦畔
L=1295m、沈砂池 N=1基

10 村づくり計画課 農業集落排水事業 伊是名村 伊是名西部 伊是名村 H28～H31 500,000 1.12 妥当
【機能強化】管路 L=2.8km、ポンプ施設一
式、処理施設一式
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11 村づくり計画課 農業集落排水事業 金武町 伊芸 金武町 H28～H31 510,000 1.11 妥当
【機能強化】ポンプ施設一式、処理施設一
式

12 森林管理課 治山事業 国頭村 辺野喜 沖縄県 H28～H29 35,444 3.46 妥当

　本事業は、当該箇所渓流部において不安定土
砂の堆積と縦横浸食が確認されることから、今
後の台風、豪雨によって、渓流から土砂が流出
し直下の林道、人家に被害が発生する恐れがあ
る。
　そのため、不安定土砂の固定及び縦横浸食防
止のため谷止工を配置し、森林の土砂流出防止
機能を向上させ、土砂流出による山地災害の未
然防止を図る。

13 森林管理課 治山事業 名護市 世冨慶 沖縄県 H28 22,000 8.72 妥当

　本事業は、当該箇所直下の市道に落石、転石
が確認されることから、今後の台風、豪雨によっ
て、市道を挟んだ反対側の区公民館や体育館
等の公共施設に被害が発生する恐れがある。
　そのため、法面保護工等により、表層崩壊を防
止し、土砂流出等による山地災害の未然防止を
図る。

14 森林管理課 治山事業 名護市 許田 沖縄県 H28～H29 92,800 1.59 妥当

　本事業は、連年の台風や豪雨によって一部山
腹崩壊や亀裂が確認されたことから、山腹基礎
工や山腹緑化工等により、山地災害防止を図
る。

15 森林管理課 治山事業 名護市 稲嶺 沖縄県 H28 10,000 13.67 妥当

　本事業は、連年の台風等による波浪、塩害、
風害等により疎林化した潮害防備保安林におい
て、植栽工及び防風工を実施し、防潮・防風機
能の強化を図る。

16 森林管理課 治山事業 石垣市 白保 沖縄県 H28 15,000 2.20 妥当

　本事業は、平成27年に連続して襲来した台風
による潮風害等を受け疎林化した潮害防備保安
林において、植栽工及び防風工を実施し、防風・
防潮機能の強化を図る。

17 森林管理課 治山事業 石垣市 伊原間 沖縄県 H28 8,000 1.69 妥当

　本事業は、平成27年９月に襲来した台風21号
の潮風害や飛砂等で衰退した潮害防備保安林
において、植栽工及び防風工を実施し、防風・防
潮機能の強化を図る。

18 森林管理課 治山事業 うるま市 津堅 沖縄県 H28～H29 36,290 1.17 妥当

　本事業は連年の台風等によって枯損・疎林化
し、潮風害防止機能が低下した当該保安林にお
いて、枯損木・雑木を伐採し、植栽工及び防風
工を実施し、防風・防潮機能の強化を図る。

19 森林管理課 治山事業 宮古島市 比嘉 沖縄県 H28～H29 39,200 1.18 妥当

　本事業は連年の台風等によって枯損・疎林化
し、潮風害防止機能が低下した当該保安林にお
いて、枯損木・雑木を伐採し、植栽工及び防風
工を実施し、防風・防潮機能の強化を図る。
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20 森林管理課 治山事業 石垣市 桃里 沖縄県 H28 15,000 1.57 妥当

　本事業は、平成27年に連続して襲来した台風
による潮風害等を受け疎林化した潮害防備保安
林において、植栽工及び防風工を実施し、防風・
防潮機能の強化を図る。

21 漁港漁場課 水産物供給基盤機能保全事業 糸満市 喜屋武地区 糸満市 H28～H29 25,000 - 妥当 漁港施設の保全工事

22 漁港漁場課 水産物供給基盤機能保全事業 豊見城市 与根地区 豊見城市 H28 23,000 - 妥当 機能保全計画の策定

23 漁港漁場課 水産物供給基盤機能保全事業 名護市 辺野古地区 名護市 H28 29,869 - 妥当 機能保全計画の策定

24 漁港漁場課 水産物供給基盤機能保全事業 国頭村 安田地区 沖縄県 H28～H33 700,000 1.35 妥当 漁港施設の機能強化

25 漁港漁場課 地域水産物供給基盤整備事業 伊是名村 伊是名地区 沖縄県 H28～H32 1,987,000 1.33 妥当 漁港施設等の整備

26 漁港漁場課 漁村地域整備交付金 宮古島市 博愛地区 沖縄県 H28～H32 469,000 1.11 妥当 漁港施設等の整備

27 漁港漁場課 漁港海岸事業費 沖縄全域 沖縄地区 沖縄県 H28～H29 128,000 - 妥当 長寿命化計画の策定

28 園芸振興課
沖縄県特定地域経営支援対策
事業

豊見城市 豊見城
沖縄県農業
協同組合

H28 263,437 1.82 妥当

　トマト・マンゴーの生産拡大に対応した、農産
物集出荷場を整備することで、共同選別体制の
強化を図り、農産物出荷に係る生産コストを軽
減し、意欲ある多様な経営体の育成を図る。
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29 園芸振興課
沖縄県特定地域経営支援対策
事業

南城市 南城
沖縄県農業
協同組合

H28 110,522 1.02 妥当

台風等の気象災害等による作物への影響を受
けにくい高生産性農業用機械施設（温室）を整
備し、規模拡大や品質向上を推進することによ
り、安定的な農業経営を図る。

30 園芸振興課
沖縄県特定地域経営支援対策
事業

北大東村 北大東 北大東村 H28 306,583 1.02 妥当

　農産物集出荷施設を整備し、生産コストの縮
減を図ることにより、今までさとうきびと、かぼ
ちゃ・ばれいしょによる複合経営が十分に出来な
かった農家も参入できる環境が整うことから、生
産拡大による安定的な農業経営を推進し、意欲
ある生産農家の育成と確保や、担い手となる後
継者育成を図る。

31 園芸振興課
沖縄県特定地域経営支援対策
事業

宮古島市 みやこ第５
上野村葉た

ばこ施設組合
H28 278,349 1.93 妥当

　乾燥調整貯蔵施設（葉たばこ共同乾燥施設）
を整備することにより、個別に行っている葉たば
この乾燥処理の共同化による生産コストの縮減
を図り、農家の所得向上を図る。

32 園芸振興課
沖縄県特定地域経営支援対策
事業

宮古島市 みやこ第５

（仮称）農業生
産法人（同）長
山地区サトウキ

ビ生産組合

H28 49,090 1.49 妥当
　高生産性農業用機械施設（さとうきび収穫機
械及びトラクター等一式）を整備し、農作業の軽
減や担い手となる法人経営体の育成を図る。

33 園芸振興課
沖縄県特定地域経営支援対策
事業

多良間村 塩川高穴 多良間村 H28 33,210 2.24 妥当
　高生産性農業用機械施設（さとうきび収穫機
械等一式）を整備し、農作業の軽減による生産
コストの縮減を図る。

34 水産課 水産業構造改善事業 糸満市 糸満
（一財）沖縄
県水産公社

H28 116,640 3.58 妥当
糸満漁港（北地区）における燃油補給施
設の整備を行う。

35 水産課 水産業構造改善事業 久米島町 久米島
沖縄県

車海老漁業
協同組合

H28 136,404 1.49 妥当
クルマエビの養殖用種苗生産施設の整備
を行う。


