
※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

ＪＲ長崎本線連続立体交差事業
（浦上駅～長崎駅間）

街路事業 7,225,100
高架本体工事一式、用地補償一式、
設計調査一式 補助

ＪＲ長崎本線連続立体交差事業
（浦上駅～長崎駅間）

街路事業 2,215,600
高架本体工事一式、用地補償一式、
設計調査一式 交付金

（主）野母崎宿線
　長崎市　飯香浦工区

道路改良 52,500
L=0(1,100)m、W=6(7.5)m
土工、舗装工

交付金

（主）長崎南環状線
　長崎市　新戸町～江川町工区

道路改良 504,000
L=0(5,150)m、W=6.5(10)m
用地・補償

補助

（主）神ノ浦港長浦線
　長崎市　神浦向工区

道路改良 73,500
L=0(370)m、W=5.5(9.25)m
用地・補償、護岸工

交付金

（国）324号　長崎市　滑川工区 道路改良 136,500
L=0(360)m,W=6.0(7.5)m
用地・補償、土工

交付金

（主）東長崎長与線（道路リニューアル）
長崎市 道路改良 5,250

L=0(140)m,W=5.5(7)m
用地・補償

交付金

（国）499号　長崎市　岳路拡幅 道路改良 125,874
L=0(2,100)m、W=6(9.75)m
用地・補償、土工

交付金

（国）499号　長崎市　栄上拡幅 道路改良 460,996
L=0(1,300)m、W=13(22)m
用地・補償、法面工、舗装工

交付金

（都）滑石町線　長崎市　大神宮工区 街路事業 461,173
L=0(850)m W=13.0(30.0)m
用地・補償、市道付替工事

交付金

滑石町線（大神宮工区）負担金 街路事業 100,000
市道付替負担金（長崎市）
橋梁工

交付金

（国）202号（福田本町） 交通安全施設 105,000 歩道　L=80(770)m W=2.5m 交付金

（国）202号（長崎駅前） 交通安全施設 73,500 調査、設計業務　1式 交付金

（国）202号（門型標識補修） 交通安全施設 10,500 門型標識補修　N=3基 交付金

（国）202号他（ナンバリング） 交通安全施設 18,900 道路案内標識改修　N=50基 交付金

（国）202号他
（トンネル補修）

災害防除 84,000 非常用施設更新　1トンネル 交付金

（国）202号（長崎市） 災害防除 72,251 落石対策設計　2箇所 交付金

（国）499号
（長崎市戸町～以下宿町）

災害防除 5,250
落石対策設計　2箇所
用地補償　１式

交付金

（国）324号
（長崎市田上町～茂木町）

災害防除 10,500 落石対策　1箇所 交付金

（主）長崎畝刈線
（トンネル補修）

災害防除 63,000 照明更新　1トンネル 交付金

（主）野母崎宿線
（長崎市宮摺町～飯香浦町） 災害防除 3,150 法面補修　1箇所 交付金

（主）東長崎長与線
（長崎市畦別当町）

災害防除 31,500 落石対策　1箇所 交付金

（主）長崎南環状線
（長崎市新戸町）

災害防除 10,500 落石対策　1箇所 交付金

（一）長崎式見港線
（長崎市向町）

災害防除 4,200
落石対策　1箇所
用地補償　1式

交付金

（一）長与大橋町線
（長崎市昭和町）

災害防除 6,300 法面補修1箇所 交付金

（国）202号（荒川橋） 橋梁補修 42,000
橋梁補修　1橋　Ｌ＝115.0ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝115.0ｍ

交付金

（国）202号（新神浦橋） 橋梁補修 31,500
橋梁補修　1橋　Ｌ＝126.2ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝126.2ｍ

交付金

（国）251号（矢上大橋） 橋梁補修 31,500 橋梁補修　1橋　Ｌ＝186.2ｍ 交付金

（主）野母崎宿線（太田尾橋） 橋梁補修 49,350
橋梁補修　1橋　Ｌ＝72.5ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝72.5ｍ

交付金

（一）小ヶ倉田上線
（小ヶ倉橋）

橋梁補修 10,500 耐震補強　1橋　Ｌ＝60.0ｍ 交付金

（一）昭和馬町線（浦上橋） 橋梁補修 21,000 橋梁補修　1橋　Ｌ＝26.0ｍ 交付金

都市政策課

長崎市

道路維持課

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

道路建設課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（国）206号
（大橋町～若葉町）

電線共同溝 111,300 L=140（280）m　W=12.0（24.45）m 交付金

（一）長崎式見港線（尾上） 電線共同溝 141,750 L=380（380）m　W=6.5（20.0）m 交付金

（国）202号
（長崎市小江～相川）

舗装補修 3,150 舗装補修　Ｌ＝80ｍ 交付金

（国）202号
（長崎市永田町～三重田）

舗装補修 7,350 舗装補修　Ｌ＝180ｍ 交付金

（国）251号
（長崎市戸石町）

舗装補修 5,250 舗装補修　Ｌ＝110ｍ 交付金

（国）499号
（長崎市柳田町）

舗装補修 10,500 舗装補修　Ｌ＝260ｍ 交付金

（国）499号
（長崎市三和町～柳田町）

舗装補修 6,825 舗装補修　Ｌ＝150ｍ 交付金

（国）324号
（長崎市工区）

舗装補修 32,025 舗装補修　Ｌ＝250ｍ 交付金

（一）小ヶ倉田上線
（長崎市小ヶ倉町）

舗装補修 6,300 舗装補修　Ｌ＝120ｍ 交付金

（一）伊王島香焼線
（伊王島大橋（点検））

橋梁補修 15,750 橋梁補修　1橋　Ｌ＝876.0ｍ 交付金

（一）脇岬樺島線
（樺島大橋）

橋梁補修 13,650 橋梁補修　1橋　Ｌ＝227.0ｍ 交付金

（国）202号
（「道の駅」夕陽が丘そとめ）

交通安全施設 2,625 トイレ改修　1式 交付金

長崎港 港湾改修 1,297,800
岸壁（-5.5m）、岸壁（-10m）（改良）、
浮桟橋(改良)、提案事業

交付金

茂木港 港湾改修 46,200 物揚場（-3.0m）（2） 交付金

長崎港 海岸高潮 4,968 護岸（改良） 交付金

長崎港 海岸高潮 5,200 合併施工 受託事業

東望港 海岸高潮 13,020 護岸(改良) 交付金

形上海岸 海岸高潮 105,000 護岸（改良） 交付金

形上海岸 海岸高潮 25,000 合併施工 受託事業

年崎海岸 海岸高潮 159,600 離岸堤 交付金

長崎港 港湾改修 1,781 道路補修 交付金

中島川 広域河川改修 10,500 橋梁設計 交付金

中島川 施設機能向上 94,500 堰改築 交付金

江川川 都市基盤河川改修 12,222 護岸工 交付金

大井手川 都市基盤河川改修 31,235 護岸工 交付金

江川 総合流域防災（南） 52,500 用地補償 交付金

鹿尾川 総合流域防災（南） 42,000 測試、用地補償 交付金

情報基盤 総合流域防災（南） 12,600 伝送回線高度化 交付金

江川 河川事業受託費 6,111 護岸工（市道兼用） 受託事業

長崎緊急ダム（浦上ダム） 河川総合開発 120,000 調査設計1式 補助

道路維持課

港湾課

河川課

長崎市
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

黒浜ダム 堰堤改良 525 警報施設耐水対策 交付金

宮崎ダム 堰堤改良 525 警報施設耐水対策 交付金

神浦ダム 堰堤改良 14,154
予備発電更新、警報施設耐水対策、
警報設備新設 交付金

中尾ダム 情報基盤 62,842
ＣＣＴＶ設備更新、地震計測装置更
新、無線機更新

交付金

草住川 砂防 10,500 用地補償　1式 補助

千代譲川(ﾆ) 砂防 66,150 堰堤工　1式 交付金

大坂川(ﾆ) 砂防 157,500 堰堤工　1式 交付金

水頭川 砂防 33,600 堰堤工　1式 交付金

矢の平川 砂防 52,500 渓流保全工　1式 交付金

大宮川(ﾆ) 砂防 94,500 堰堤工　1式 交付金

田子ノ浦川 砂防 105,000 堰堤工　1式 補助

畝刈川 砂防 52,500 堰堤工　1式 補助

三川川（ヌ） 砂防 84,000 堰堤工　1式 交付金

紅葉谷川（ロ） 砂防 10,500 堰堤工　1式 交付金

紅葉谷川（イ） 砂防 31,500 測量・調査・設計　1式 交付金

立岩川（ヘ） 砂防 63,000 渓流保全工　1式 交付金

立岩川（ホ） 砂防 3,150 用地補償　1式 交付金

荒平川（イ） 砂防 31,500 測量・調査・設計　1式 交付金

基礎調査（南圏域　砂防） 基礎調査 18,900 基礎調査　1式 交付金

上黒崎 地すべり 21,000 観測工　1式　/　杭工　1式 交付金

曽段田 地すべり 31,500 杭工　1式 交付金

以下宿 地すべり 1,050 観測工　1式 交付金

三川（3） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

田中(2) 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

小ヶ倉1丁目（4） 急傾斜 1,050 測量・調査・設計　1式 交付金

片淵3丁目 急傾斜 21,000 測量・調査・設計　1式 交付金

片淵3丁目 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

赤迫(２) 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

多以良（4） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

滑石3丁目（4） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

長崎市

砂防課

河川課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

滑石3丁目（4） 急傾斜 63,000 法面工　1式 交付金

大宮（3） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

若竹（4） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

川平（1） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

大園（4） 急傾斜 1,050 測量・調査・設計　1式 交付金

金堀（6） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

西北（5） 急傾斜 1,050 測量・調査・設計　1式 交付金

滑石3丁目（5） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

金堀（1） 急傾斜 3,150 測量・調査・設計　1式 交付金

田中（61） 急傾斜 3,150 測量・調査・設計　1式 交付金

大浜（19） 急傾斜 3,150 測量・調査・設計　1式 交付金

緊急改築（南圏域） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

深堀団地 建替工事 110,164 解体工事 交付金

川口団地 建替工事 16,837 基本計画 交付金

深堀団地 建替工事 47,415 駐車場整備 交付金

毛井首団地 改善工事 217,148 EV付住戸改善工事 交付金

深堀団地 改善工事 211,852 大規模改善工事 交付金

深堀団地 移転費 10,827 移転費 交付金

新大工町 間接補助 142,279 再開発事業 交付金

深堀団地 改善工事 58,259 屋根外壁改修工事 交付金

平野団地・平和団地 改善工事 3,178 屋根外壁改修設計 交付金

磯道団地 改善工事 3,178 屋根外壁改修設計 交付金

深堀団地 改善工事 95,333 耐震改修工事 交付金

長崎駅周辺区画整理事業 街路事業 307,125 駅前広場整備一式（負担金） 交付金

17,212,197

（主）佐々鹿町江迎線
　佐世保市　志方～黒石工区

道路改良 62,475
L=1,200(1,200)m、W=6(9.75)m
土工、護岸工、舗装工

交付金

（主）佐々鹿町江迎線
　佐世保市　鹿町工区

道路改良 393,750
L=0(2,500)m、W=6(7.5)m
調査、土工

交付金

（主）佐々鹿町江迎線
　佐世保市　楠泊～矢岳工区

道路改良 105,000
L=0(2,200)m、W=6.0(9.75)m
設計、土工

交付金

（一）佐世保世知原線
　佐世保市　板山工区

道路改良 765,450
L=0(2,100)m、W=5.5(7)m
調査、トンネル工、土工

交付金

（主）佐世保嬉野線（道路リニューアル）
佐世保市 道路改良 3,150

L=0(120)m,W=6(7.5)m
測量、用地・補償

交付金

長崎市計

長崎市

住宅課

佐世保市 道路建設課

砂防課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（一）平瀬佐世保線
　佐世保市　広田工区

道路改良 115,500
L=0(220)m、W=6(12)m
用地・補償

交付金

（国）２０２号
　佐世保市　浦頭拡幅

道路改良 997,500
L=0(1,800)m、W=13.0(22.0)m
調査、用地・補償、土工、橋梁工、舗装
工

交付金

（国）202号（有福） 交通安全施設 105,000 歩道　L=320(830)m W=2.5m 交付金

（国）498号（柚木） 交通安全施設 21,000 歩道　L=140m(270)m W=2.5m 交付金

（国）204号（田原） 交通安全施設 47,250 交差点改良　L=0(154)m 交付金

（一）重尾長畑線（城間） 交通安全施設 63,000 歩道　L=320(765)m W=2.5m 交付金

（一）佐世保世知原線（田原） 交通安全施設 73,500 交差点改良　L=0(154)m 交付金

（一）平瀬佐世保線（広田） 交通安全施設 125,950 歩道　L=0(180)m W=2.5m 交付金

（一）重尾長畑線（宮） 交通安全施設 31,500 歩道　L=0(384)m W=2.5m 交付金

（一）俵ヶ浦日野線
（佐世保市庵ノ浦町～赤崎町）

災害防除 19,607 落石対策　1箇所 交付金

（国）498号（国見橋） 橋梁補修 73,500 橋梁補修　1橋　Ｌ＝25.0ｍ 交付金

（一）平瀬佐世保線
（潮入橋側道橋（右））

橋梁補修 45,045 橋梁補修　1橋　Ｌ＝84.0ｍ 交付金

（国）204号
（城山町～梅田町）

電線共同溝 157,500 L=100（200）m　W=13.0（20.0）m 交付金

（国）202号
（佐世保市工区）

舗装補修 26,250 舗装補修　Ｌ＝150ｍ 交付金

（主）佐世保日野松浦線
（日野町）

舗装補修 21,000 舗装補修　Ｌ＝250ｍ 交付金

（国）204号（西江迎） 交通安全施設 146,596 歩道　L=225(1,260)m W=2.5m 交付金

（主）佐世保吉井松浦線
（下直谷）

交通安全施設 5,250 歩道　L=110m(700)m W=2.5m 交付金

（主）佐々鹿町江迎線
（歌ヶ浦）

交通安全施設 52,500 歩道　L=0(550)m W=2.5m 交付金

（主）御厨田代江迎線
（中尾）

交通安全施設 39,900 歩道　L=200(200)m W=2.5m 交付金

（主）佐々鹿町江迎線
（臼ノ浦）

交通安全施設 52,500 歩道　L=0(180)m W=2.5m 交付金

（国）204号
（佐世保市～佐々町）

災害防除 31,500
落石対策設計　2箇所
用地補償　1式

交付金

（主）佐々鹿町江迎線
（佐世保市小佐々町～鹿町町） 災害防除 5,250 落石対策設計　3箇所 交付金

（主）佐々鹿町江迎線（楠泊橋） 橋梁補修 178,500
橋梁補修　1橋　Ｌ＝99.0ｍ、耐震補
強　1橋　Ｌ＝99.0ｍ

交付金

（国）204号
（佐世保市～佐々町）

舗装補修 10,500 舗装補修　Ｌ＝60ｍ 交付金

（主）佐々鹿町江迎線（黒石） 舗装補修 42,000 舗装補修　Ｌ＝170ｍ 交付金

西海橋公園 都市公園 21,000 遊具更新 交付金

港湾課 早岐港 港湾改修 47,775 道路(2)、航路（-2.0m）（改良） 交付金

日野川 広域河川改修 52,500 護岸工 交付金

相浦川 広域河川改修 31,500 堰設計 交付金

早岐川 広域河川改修 545,626 用地補償 交付金

道路維持課
佐世保市

河川課

道路建設課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

小野川 特定構造物改築 2,100 保守点検 交付金

日野川 特定構造物改築 2,100 保守点検 交付金

相浦川 特定構造物改築 33,600 保守点検、補修 交付金

宮村川 総合流域防災（北） 42,000 設計 交付金

日宇川 総合流域防災（北） 100,800 護岸工、伐採工、掘削工 交付金

情報基盤 総合流域防災（北） 115,500 伝送回線高度化 交付金

猫山ダム 堰堤改良 6,300 警報施設耐水対策、警報設備新設 交付金

江永ダム 堰堤改良 26,086
浸水想定図作成、警報施設耐水対
策

交付金

松山川 砂防 21,000 測量・調査・設計　1式 交付金

緊急改築（北圏域） 総流防（北圏域） 58,800 堰堤工　1式 交付金

基礎調査（北圏域　砂防） 基礎調査 81,900 基礎調査　1式 交付金

大野 地すべり 136,500
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

鷲尾岳 地すべり 157,500
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

補助

坊ノ上 地すべり 57,750
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

基礎調査（北圏域　地すべり） 地すべり 25,200 基礎調査　1式 交付金

陣の内（2） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

有福（3） 急傾斜 2,100 法面工　1式 交付金

白岳（11） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

梅田(3) 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

大和（8） 急傾斜 3,150 法面工　1式 交付金

黒髪（4） 急傾斜 1,050 法面工　1式 交付金

石坂（2） 急傾斜 47,250 法面工　1式 交付金

松瀬(2) 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

山手(15) 急傾斜 3,150 法面工　1式 交付金

瀬戸越(6) 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

矢岳（5） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

相浦（2） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

小西浦 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

勝海（5） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

小島（9） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

佐世保市

砂防課

河川課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

名切（16） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

長坂（15） 急傾斜 36,750 法面工　1式 交付金

折橋（11） 急傾斜 2,100 法面工　1式 交付金

黒髪(122) 急傾斜 47,250 法面工　1式 交付金

白岳（5） 急傾斜 15,750 法面工　1式 交付金

大黒(2) 急傾斜 5,250 測量・調査・設計　1式 交付金

鹿子前（6） 急傾斜 8,400 測量・調査・設計　1式 交付金

花高（4） 急傾斜 3,150 測量・調査・設計　1式 交付金

基礎調査（北圏域　急傾斜） 急傾斜 37,800 基礎調査　1式 交付金

花高団地 改善工事 197,674 EV付住戸改善工事・集会所 交付金

新田団地 改善工事 244,151 住戸改善工事・集会所 交付金

十郎原団地 改善工事 5,826 集会所 交付金

花高団地 改善工事 123,933 屋根外壁改修工事 交付金

若竹台団地 改善工事 3,178 屋根外壁改修設計 交付金

6,653,871

（国）251号
　島原市　出平有明ＢＰ

道路改良 1,444,800
L=0(3,400)m、W=7(12)m
調査・設計、用地・補償、土工

補助

（一）礫石原松尾町停車場線
　島原市　西工区

道路改良 63,000
L=0(700)m、W=5.5(7)m
設計、用地補償

交付金

（一）　礫石原松尾町停車場線
　島原市　大手原工区

道路改良 57,750
L=0(260)m、W=5.5(7.0)m
調査、用地・補償

交付金

（都）新山本町線　島原市 街路事業 219,895
L=0(660)m W=6.0(18.0)m
調査、用地・補償、土工

交付金

（国）251号
（亀の甲～大手原）

交通安全施設 126,000 歩道　L=80(630)m W=2.5m 交付金

（国）251号
（島原市中組町標識）

交通安全施設 2,100 門型標識補修　N=1基 交付金

（国）251号
（「道の駅」みずなし本陣ふかえ）

交通安全施設 35,175 トイレ改修　1式 交付金

島原港 港湾改修 94,500 浮桟橋(改良)、可動橋（B)(改良) 交付金

島原港 海岸高潮 31,500 護岸（改良） 交付金

島原港 海岸高潮 6,800 合併施工 受託事業

湯江川 総合流域防災（南） 27,300 伐採工、掘削工 交付金

湯江川 河川事業受託費 30,556 橋梁工（針崎橋） 受託事業

砂防課 基礎調査（南圏域　砂防） 基礎調査 6,300 基礎調査　1式 交付金

2,145,676

諫早市 道路建設課
（一）諫早外環状線
　諫早市　諫早インター工区

道路改良 2,053,787
L=4,300(4,300)m、W=7(12)m
土工、橋梁工、舗装工

補助

島原市計

佐世保市計

島原市

河川課

砂防課

佐世保市

住宅課

道路維持課

道路建設課

港湾課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（一）諫早外環状線
　諫早市　長野～栗面工区

道路改良 1,780,867
L=0(2,700)m、W=7(12)m
土工、橋梁工

補助

（国）207号
　諫早市　佐瀬拡幅

道路改良 339,150
L=0(2,500)m、W=5.5(7)m
土工、舗装工

交付金

（国）207号
　諫早市　東長田拡幅

道路改良 157,500
L=0(1,900)m、W=14(23.25)m
調査、用地・補償、土工

交付金

（一）久山港線
　諫早市　久山工区

道路改良 274,050
L=0(1,300)m、W=6.5(10.25)m
用地・補償

交付金

（一）諫早外環状線
　諫早市　長野工区

道路改良 210,000
L=0(500)m、W=6.5(8)m
土工

交付金

（一）富川渓線
　諫早市　富川工区

道路改良 303,450
L=0(2,800)m、W=5.5(7.5)m
用地・補償

交付金

（国）207号（宇都） 交通安全施設 10,500 歩道　L=160(1,000)m W=2.5m 交付金

（国）251号（有喜） 交通安全施設 105,000 歩道　L=0(30)m W=2.5m 交付金

（国）207号（伊木力） 交通安全施設 21,000 歩道　L=0(500)m W=2.5m 交付金

（国）207号（長田） 交通安全施設 38,743 歩道　L=235(800)m W=2.5m 交付金

（主）諫早飯盛線（西小路） 交通安全施設 41,884 歩道　L=170(1,020)m W=2.5m 交付金

（主）有喜本諫早停車場線（栄町） 交通安全施設 94,500 歩道　L=240(240)m W=2.5m 交付金

（国）207号（天満町～泉町） 電線共同溝 10,752 建物事後調査・補償　1式 交付金

（国）207号（諫早市工区） 舗装補修 28,455 舗装補修　Ｌ＝400ｍ 交付金

（国）251号（諫早市工区） 舗装補修 27,825 舗装補修　Ｌ＝520ｍ 交付金

（主）有喜本諫早停車場線
（松里～川床～鷲尾）

舗装補修 6,825 舗装補修　Ｌ＝100ｍ 交付金

県立総合運動公園 都市公園 54,600 照明設備更新 交付金

港湾課 小長井港 港湾改修 20,160 泊地(-4.5m)(改良) 交付金

仁反田川 特定構造物改築 10,500 保守点検、補修 交付金

中山西川 総合流域防災（南） 48,945 橋梁工 交付金

江ノ浦川 総合流域防災（南） 155,400 護岸工、橋梁工、用地補償 交付金

有喜川 大規模特定河川 105,000 橋梁工 補助

伊木力ダム 堰堤改良 42,000 浸水想定図作成 交付金

土師野尾ダム 情報基盤 5,250 無線機更新 交付金

船津ダム 情報基盤 4,996 無線機更新 交付金

崎ノ谷川 砂防 5,250 用地補償　1式 補助

寺畑川 砂防 73,500 堰堤工　1式 補助

山口谷川 砂防 73,500 堰堤工　1式 補助

西泊川（イ） 砂防 73,500 堰堤工　1式 交付金

小角川 砂防 10,500 用地補償　1式 補助

道路維持課

河川課

諫早市

道路建設課

砂防課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

寺坂 地すべり 126,000
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

補助

穴越 地すべり 17,850
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

岩ノ口（2） 急傾斜 59,062 法面工　1式 交付金

諫早駅東地区 市街地再開発事業 58,000 市街地再開発事業（県費補助金） 交付金

栗面団地 改善工事 3,178 屋根外壁改修設計 交付金

6,451,479

道路建設課
（都）池田沖田線
　大村市　竹松工区

街路事業 314,136
L=200(1,970)m W=6.0(20.0)m
土工、舗装工、仮線路工事

交付金

（国）444号（西大村本町標識） 交通安全施設 2,415 門型標識補修　N=1基 交付金

（国）202号他（ナンバリング） 交通安全施設 630 道路案内標識改修　N=1基 交付金

（主）長崎空港線（森園） 電線共同溝 10,500 L=50（50）m　W=6.5（10.5）m 交付金

（国）444号（中岳工区） 舗装補修 7,062 舗装補修　Ｌ＝50ｍ 交付金

よし川 都市基盤河川改修 69,185 護岸工、堰、掘削工 交付金

郡川 総合流域防災（南） 96,600 伐採工、掘削工 交付金

郡川 大規模特定河川 630,000 JR橋架替 補助

萱瀬ダム 情報基盤 5,250 無線機更新 交付金

1,135,778

（主）平戸田平線
　平戸市　向月工区

道路改良 110,446
L=0(1,560)m、W=5.5(7)m
土工

交付金

（国）383号
　平戸市　草積拡幅

道路改良 115,500
L=0(3,900)m、W=6.0(9.75)m
用地・補償、土工

交付金

（一）以善田平港線
　平戸市　坊田工区

道路改良 105,000
L=0(1,320)m,W=5.5(9.25)m
用地・補償、土工、舗装工

交付金

（主）平戸田平線
　平戸市　春日工区

道路改良 161,070
L=450(450)m、W=5.5(7)m
調査、トンネル工、舗装工

交付金

（主）平戸田平線
　平戸市　田平工区

道路改良 319,371
L=0(2,300)m、W=6(9.75)m
土工、橋梁工

交付金

主　平戸田平線（田平）負担金 道路改良 40,000
市道付替負担金（平戸市）
橋梁工

交付金

（国）383号
（水垂～中野大久保）

交通安全施設 99,750 歩道　L=120m(980)m W=2.5m 交付金

（国）204号（小手田） 交通安全施設 15,750 歩道　L=0(330)m W=2.5m 交付金

（国）383号（宝亀） 交通安全施設 25,881 歩道　L=120(1,440)m W=2.5m 交付金

（主）平戸田平線（山中） 交通安全施設 57,591 歩道　L=280(910)m W=2.5m 交付金

（主）平戸生月線（標識補修） 交通安全施設 5,250 門型標識補修　N=1基 交付金

（主）平戸田平線
（平戸市野子町～春日町）

災害防除 8,400 法面補修　1箇所 交付金

（国）383号（平戸大橋） 橋梁補修 105,000 橋梁補修　1橋　Ｌ＝879.0ｍ 交付金

諫早市計

大村市計

道路建設課

河川課

大村市

平戸市

道路維持課

道路維持課

諫早市

砂防課

住宅課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（主）平戸生月線（生月大橋） 橋梁補修 321,300
橋梁補修　1橋　Ｌ＝960.0ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝960.0ｍ

補助

（一）田ノ浦平戸港線
（平戸市大久保町）

災害防除 52,500 護岸補修　1箇所 交付金

（国）204号
（「道の駅」昆虫の里たびら）

交通安全施設 2,625 トイレ改修　1式 交付金

道路維持課 田平公園 都市公園 7,560 運動施設更新 交付金

港湾課 平戸港 港湾改修 40,008
物揚場（-2.0m）（改良）、浮桟橋（改
良）

交付金

種子田川 砂防 147,000 堰堤工　1式 交付金

基礎調査（北圏域　砂防） 基礎調査 47,250 基礎調査　1式 交付金

1,787,252

（一）星鹿港線
　松浦市　御厨工区

道路改良 97,650
L=0(1,000)m、W=6(9.75)m
用地・補償、護岸工、舗装工

交付金

（主）佐世保吉井松浦線
　松浦市　栢木工区

道路改良 172,200
L=0(560)m、W=6(9.75)m
用地・補償、土工

交付金

（一）上志佐今福停車場線
　松浦市　今福工区

道路改良 36,750
L=0(900)m、W=5.5(7)m
用地・補償

交付金

（国）２０４号（調川） 交通安全施設 46,073 歩道　L=90(660)m W=2.5m 交付金

（一）鷹島線（松浦市鷹島町） 災害防除 21,000 落石対策設計　1箇所 交付金

（一）松浦江迎線（松浦市志佐町） 災害防除 6,300 落石対策　1箇所 交付金

国）２０４号（松浦大橋） 橋梁補修 10,500
橋梁補修　1橋　Ｌ＝116.0ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝116.0ｍ

交付金

国）２０４号（松浦市～平戸町） 舗装補修 31,500 舗装補修　Ｌ＝200ｍ 交付金

一）鷹島肥前線（鷹島肥前大橋） 橋梁補修 52,500 橋梁補修　1橋　Ｌ＝1,251.0ｍ 交付金

調川港 港湾改修 66,150 岸壁(-5m)（改良）、道路（改良） 交付金

福島港 港湾改修 5,109 道路補修 交付金

河川課 笛吹ダム 情報基盤 21,000 水位データ収集設備更新 交付金

白井岳 地すべり 68,250
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

立岩 地すべり 84,525
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

補助

里 地すべり 189,000 観測工　1式　/　杭工　1式 交付金

端免 地すべり 105,000 観測工　1式　/　杭工　1式 交付金

星鹿 地すべり 10,500
観測工　1式　/　測量・調査・設計　1
式

交付金

1,024,007

（国）382号
　対馬市　樫滝拡幅

道路改良 126,000
L=0(2,600)m、W=5.5(7)m
用地・補償、土工

交付金

（主）厳原豆酘美津島線
　対馬市　吹崎工区

道路改良 105,000
L=0(2,000)m、W=5.5(7)m
調査・設計、用地・補償

交付金

砂防課

道路建設課

砂防課

松浦市計

平戸市

道路維持課

松浦市

平戸市計

道路維持課

道路建設課

港湾課

対馬市
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（主）厳原豆酘美津島線
　対馬市　尾浦～安神工区

道路改良 677,250
L=0(1,900)m、W=5.5(7)m
土工、法面工

交付金

（一）比田勝港線
　対馬市　西泊工区

道路改良 115,500
L=0(480)m、W=5.5(9.25)m
用地・補償

交付金

（国）382号
　対馬市　畠ヶ浦BP

道路改良 5,250
L=0(1,420)m、W=5.5(7)m
調査

交付金

（国）382号
　対馬市　美止々～佐護BP

道路改良 126,000
L=0(1,300)m、W=5.5(7)m
測量・調査・設計

交付金

（一）大浦比田勝線
　対馬市　豊工区

道路改良 52,500
L=0(1,380)m、W=5.5(7)m
測量・調査・設計

交付金

（主）上対馬豊玉線
  対馬市　位ノ端工区

道路改良 10,500
L=0(1,700)m、W=5.5(7)m
測量

交付金

（国）382号（宮谷） 交通安全施設 168,000 歩道　L=0(300)m W=2.5m 交付金

（国）382号（鶏知） 交通安全施設 4,200 歩道　L=50(850)m W=2.5m 交付金

（国）382号（中村） 交通安全施設 210,000 歩道　L=0(500)m W=2.5m 交付金

（国）382号（鶏知～千馬ヶ原） 交通安全施設 21,000 歩道　L=0(1100)m W=2.5m 交付金

（主）厳原豆酘美津島線
（トンネル補修（4））

災害防除 44,100 照明更新　2トンネル 交付金

（主）木坂佐賀線（トンネル補修） 災害防除 35,700 照明更新　1トンネル 交付金

（主）木坂佐賀線（対馬市峰町） 災害防除 10,500 落石対策　1箇所 交付金

（主）厳原豆酘美津島線
（対馬市厳原町～美津島町）

災害防除 31,500 落石対策　2箇所 交付金

（一）唐崎岬線（対馬市豊玉町） 災害防除 56,055 護岸改良　1箇所 交付金

（国）382号（万関橋） 橋梁補修 84,000
橋梁補修　1橋　Ｌ＝210.0ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝210.0ｍ

交付金

（国）382号（中村） 電線共同溝 12,600 L=100（100）m　W=6.0（16.0） 交付金

（主）上対馬豊玉線
（対馬市上対馬町）

災害防除 16,129 法面補修　1箇所 交付金

（主）上県小鹿港線
（対馬市上県町～上対馬町）

災害防除 16,129 落石対策　1箇所 交付金

（一）鹿見港線（対馬市上県町） 災害防除 21,000 落石対策　1箇所 交付金

（一）舟志宮原線（対馬市上県町） 災害防除 10,500 落石対策　1箇所 交付金

（一）大浦比田勝線
（対馬市上対馬町）

災害防除 15,750 落石対策　1箇所 交付金

（国）382号（万関橋（点検）） 橋梁補修 26,250 橋梁補修　1橋　Ｌ＝210.0ｍ 交付金

（国）382号（大船越橋（点検）） 橋梁補修 10,500 橋梁補修　1橋　Ｌ＝52.0ｍ 交付金

対馬空港 空港整備 324,187
滑走路改良 240m、
照明施設 1式

補助

厳原港 港湾改修 109,200 岸壁(-7m)、道路（H） 補助

厳原港 港湾改修 225,750
道路（G),駐車場(2)、(3)、可動橋(改良)、
防波堤、物揚場（-4.0m）（改良） 交付金

比田勝港 港湾改修 5,250 浮桟橋 交付金

対馬市

道路建設課

港湾課

道路維持課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

仁位港 港湾改修 21,000 物揚場（-4.0m）（改良） 交付金

竹敷港 港湾改修 31,500 物揚場（-2.0m）（改良） 交付金

貝鮒海岸 海岸老朽化 68,250 護岸（改良） 交付金

濃部海岸 海岸老朽化 99,750 護岸（改良） 交付金

久根川 総合流域防災（離島） 6,300 用地補償 交付金

田川 総合流域防災（離島） 73,500 護岸工 交付金

加志川 総合流域防災（離島） 10,500 測量設計 交付金

情報基盤 総合流域防災（離島） 30,450 伝送回線高度化 交付金

雞知ダム 堰堤改良 51,870
取水放流設備更新、ＣＣＴＶ設備更
新、警報施設耐水対策

交付金

仁田ダム 堰堤改良 32,025
ＣＣＴＶ設備更新、警報施設耐水対
策

交付金

目保呂ダム 堰堤改良 32,025
ＣＣＴＶ設備更新、警報施設耐水対
策

交付金

一重川 砂防 110,250 堰堤工　1式 交付金

佐須瀬在家川 砂防 5,250 用地補償　1式 交付金

加藤川（ロ） 砂防 57,750 測量・調査・設計　1式 交付金

加藤川（ニ） 砂防 57,750 測量・調査・設計　1式 交付金

東山下 地すべり 68,250 観測工　1式　/　杭工　1式 交付金

三根俵炭 急傾斜 68,250 法面工　1式 交付金

白川 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

基礎調査（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 107,100 基礎調査　1式 交付金

3,639,570

（一）湯ノ本芦辺線
　壱岐市　立石南触工区 道路改良 168,966

L=0(1,290)m、W=5.5(9.25)m
土工、舗装工

交付金

（一）渡良浦初瀬線
　壱岐市　坪触工区 道路改良 108,150

L=0(2,300)m、W=5.5(7)m
調査・設計、用地・補償、土工

交付金

（国）382号（道路リニューアル）
壱岐市 道路改良 34,125

L=0(600)m、W=6(7.5)m
土工

交付金

（一）渡良浦初瀬線
　壱岐市　渡良浦工区

道路改良 89,250
L=0(500)m、W=5.5(9.25)m
調査、用地・補償

交付金

（一）湯ノ本芦辺線
　壱岐市　中野～芦辺工区

道路改良 59,850
L=0(3,000)m、W=5.5(7.0)m
測量・調査・設計

交付金

（国）382号（池田東） 交通安全施設 63,000 歩道　L=0(540)m W=2.5m 交付金

（主）勝本石田線（諸吉工区） 交通安全施設 26,250 歩道　L=0(280)m W=2.5m 交付金

（一）湯ノ本芦辺線（壱岐市芦辺
町）

災害防除 1,050 落石対策　1箇所 交付金

対馬市計

道路建設課

対馬市

砂防課

河川課

港湾課

壱岐市

道路維持課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（国）382号（清水橋） 橋梁補修 5,250 橋梁補修　1橋　Ｌ＝18.0ｍ 交付金

（主）郷ノ浦港線
（郷ノ浦大橋（点検））

橋梁補修 21,000 橋梁補修　1橋　Ｌ＝179.0ｍ 交付金

郷ノ浦港 港湾改修 105,000
浮桟橋(改良)、
岸壁(-5.5m)(改良)

交付金

勝本港 港湾改修 57,750 物揚場(-3m) 交付金

勝本ダム 堰堤改良 31,437
浸水想定図作成、警報施設耐水対
策

交付金

永田ダム 堰堤改良 871 警報施設耐水対策 交付金

男女岳ダム 堰堤改良 31,500 浸水想定図作成 交付金

勝本ダム 情報基盤 23,016 ＣＣＴＶ設備更新 交付金

浜田川 砂防 78,750 堰堤工　1式 交付金

谷江 地すべり 26,250
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

今井崎 急傾斜 1,050 法面工　1式 交付金

緊急改築（離島圏域） 急傾斜 61,425 法面工　1式 交付金

基礎調査（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 9,450 基礎調査　1式 交付金

1,003,390

（主）福江空港線
　五島市　上大津工区

道路改良 183,750
L=0(1,010)m、W=6(9.75)m
用地・補償、土工

交付金

（主）福江富江線
　五島市　浜工区

道路改良 157,500
L=0(800)m、W=5.5(9.25)m
調査、用地・補償、土工

交付金

（国）384号
　五島市　黒瀬拡幅

道路改良 94,500
L=240(240)m、W=5.5(8.95)m
法面工、舗装工

交付金

（一）玉之浦岐宿線
　五島市　幾久山工区

道路改良 47,250
L=0(500)m、W=5.5(8.95)m
測量・設計

交付金

（主）玉之浦大宝線
　五島市　立谷工区

道路改良 10,500
L=0(1,900)m、W=5.5(7)m
調査

交付金

（国）384号
　五島市　黒瀬拡幅Ⅱ

道路改良 21,000
L=0(300)m、W=5.5(8.95)m
測量・設計

交付金

（主）富江岐宿線（松尾） 交通安全施設 73,500 歩道　L=190(490)m W=2.5m 交付金

（主）福江富江線（本山） 交通安全施設 31,500 歩道　L=0(710)m W=2.5m 交付金

（一）大浜福江線（下崎山） 交通安全施設 63,000 歩道　L=0(410)m W=2.5m 交付金

（一）貝津岳浜ノ畔（里） 交通安全施設 21,000 歩道　L=0(460)m W=2.5m 交付金

（主）富江岐宿線（五島市富江町） 災害防除 73,500 落石対策　1箇所 交付金

一）奈留島線（トンネル補修） 災害防除 63,000 照明更新　1トンネル 交付金

国）384号（トンネル補修） 災害防除 7,350 照明更新　3トンネル 交付金

（国）384号（木場） 舗装補修 10,500 舗装補修　Ｌ＝60ｍ 交付金

壱岐市計

道路維持課

五島市

砂防課

河川課

道路維持課

壱岐市

港湾課

道路建設課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

福江港 港湾改修 21,000 浮桟橋（改良） 交付金

富江港 港湾改修 3,591 浮桟橋（改良） 交付金

玉ノ浦港 港湾改修 294,420 防波堤 交付金

相の浦港 港湾改修 32,550 岸壁（-7m）（改良）、浮桟橋D（改良） 交付金

椛島港 港湾改修 36,750 浮桟橋（改良） 交付金

玉ノ浦港 海岸高潮 295,527 護岸（改良） 交付金

牟田川 総合流域防災（離島） 42,000 護岸工 交付金

後の川 総合流域防災（離島） 9,450 用地補償 交付金

福江ダム 堰堤改良 58,800
放流ゲート設備更新、警報施設耐水
対策、警報設備新設

交付金

琴石川 砂防 173,880 堰堤工　1式 交付金

浦郷寺畑川 砂防 21,000 堰堤工　1式 交付金

妙泉寺川 砂防 63,000 堰堤工　1式 交付金

後川（イ） 砂防 10,500 測量・調査・設計　1式 交付金

中木場川 砂防 42,000 測量・調査・設計　1式 交付金

東平 急傾斜 4,200 法面工　1式 交付金

小川原 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

戸楽(2) 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

基礎調査（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 3,150 基礎調査　1式 交付金

2,053,668

（国）202号
　西海市　皆割石拡幅

道路改良 73,500
L=0(760)m、W=6(9.75)m
土工

交付金

（国）202号
　西海市　横瀬工区

道路改良 26,250
L=190(190)m、W=5.5(9.75)m
土工、舗装工

交付金

（国）206号（西海市西彼町） 災害防除 31,500 冠水対策設計　1箇所 交付金

（一）形上宮浦港線
（西海市西彼町）

災害防除 1,050 落石対策　1箇所 交付金

（国）206号（鳥加橋） 橋梁補修 24,150 橋梁補修　1橋　Ｌ＝35.0ｍ 交付金

（一）寺島馬込港線（寺島大橋） 橋梁補修 21,000 橋梁補修　1橋　Ｌ＝268.7ｍ 交付金

（主）大島太田和線（大島大橋） 橋梁補修 408,450 橋梁補修　1橋　Ｌ＝1,095.0ｍ 補助

（国）206号（西海市工区） 舗装補修 31,920 舗装補修　Ｌ＝510ｍ 交付金

（国）202号
（雪浦小松～瀬戸東浜）

舗装補修 19,950 舗装補修　Ｌ＝290ｍ 交付金

道路建設課

五島市

河川課

砂防課

五島市計

港湾課

西海市

道路維持課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

道路維持課
（主）西彼太田和港線
（「道の駅」さいかい）

交通安全施設 2,625 トイレ改修　1式 交付金

肥前大島港 港湾改修 553,875 岸壁(-4.5m)、岸壁(-7.5m） 補助

肥前大島港 港湾改修 1,645,000 受託工事（埋立） 受託事業

肥前大島港 港湾改修 258,300 物揚場(-3m)、泊地(-3m) 交付金

松島港 港湾改修 31,500 浮桟橋(改良) 交付金

面高港 海岸高潮 32,400 護岸（改良） 交付金

雪浦川 総合流域防災（南） 31,500 用地補償 交付金

雪浦ダム 堰堤改良 109,200
工事用道路、警報施設耐水対策、
警報設備新設

交付金

大川 砂防 47,250 堰堤工　1式 補助

基礎調査（南圏域　砂防） 基礎調査 47,250 基礎調査　1式 交付金

石宗 地すべり 67,200
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

南串 急傾斜 105,000 法面工　1式 交付金

多以良 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

3,600,370

（主）小浜北有馬線
　雲仙市　大亀～矢代工区

道路改良 84,000
L=0(1,850)m、W=5.5(7)m
調査・設計

交付金

（国）389号
　雲仙市　坂上下拡幅

道路改良 83,396
L=0(4,200)m、W=5.5(7)m
用地・補償、土工

交付金

（国）389号
　雲仙市　国見拡幅

道路改良 157,500
L=0(2,800)m、W=6(9.75)m
用地・補償

交付金

（国）251号
　雲仙市　瑞穂吾妻ＢＰ

道路改良 1,003,800
L=0(6,400)m、W=7(12)m
測量・調査・設計

補助

（国）389号
　雲仙市　多比良ＢＰ

道路改良 49,214
L=0(1,000)m、W=6.0(9.75)m
用地・補償、土工、舗装工

交付金

（国）251号（木指～金浜） 交通安全施設 156,450 歩道　L=160(950)m W=2.5m 交付金

（国）251号（後山～板引） 交通安全施設 105,000 歩道　L=120(120)m W=2.5m 交付金

（国）251号（多比良） 交通安全施設 52,356 歩道　L=0(1,300)m W=2.5m 交付金

（国）251号
（雲仙市南串山町～南島原市加津佐
町）

災害防除 120,418 落石対策　1箇所 交付金

（国）251号
（雲仙市小浜町～南串山町）

災害防除 59,685 落石対策　1箇所 交付金

（国）389号
（雲仙市国見町～南島原市南有馬
町）

災害防除 52,500 法面補修　1箇所 交付金

一）北野千々石線
（小浜～千々石）

災害防除 10,500 本体補修　1トンネル 交付金

（一）北野千々石線
（雲仙市小浜町～千々石町）

災害防除 8,400
落石対策　1箇所
用地　1箇所

交付金

（一）雲仙千々石線
（雲仙市千々石町）

災害防除 105,000 落石対策　2箇所 交付金

西海市計

河川課

砂防課

港湾課

道路建設課

道路維持課

西海市

雲仙市
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（一）平石千々石線
（雲仙市千々石町）

災害防除 84,000 用地補償　1式 交付金

百花台公園 都市公園 15,540 遊具更新 交付金

多比良港 港湾改修 89,250 岸壁（-4.5m）(A)、第1可動橋 交付金

小浜港 海岸高潮 10,500 護岸（改良） 交付金

山田川 総合流域防災（南） 52,500 橋梁工 交付金

山田川 河川事業受託費 30,556 橋梁工 受託事業

石合川 砂防 1,050 補償　1式 交付金

脇の谷川 砂防 136,500 堰堤工　1式 補助

浦川 砂防 63,000 堰堤工　1式 交付金

基礎調査（南圏域　地すべり） 地すべり 12,600 基礎調査　1式 交付金

2,543,715

（主）小浜北有馬線
　南島原市　大亀～矢代工区

道路改良 84,000
L=0(1,850)m、W=5.5(7)m
調査・設計

交付金

（国）389号
　南島原市　坂上下拡幅

道路改良 83,396
L=0(4,200)m、W=5.5(7)m
用地・補償、土工

交付金

（一）雲仙有家線
　南島原市　中山工区

道路改良 42,000
L=0(1,000)m、W=5.5(7)m
測量・設計

交付金

（国）251号
　南島原市　小川交差点

道路改良 12,600
L=0(300)m、W=6.0(12.5)m
用地・補償

交付金

国）２５１号（布津新田） 交通安全施設 105,000 歩道　L=290(1,360)m W=2.5m 交付金

一）雲仙深江線 交通安全施設 52,500 歩道　L=0(410)m W=2.5m 交付金

国）２５１号（島原深江道路） 橋梁補修 21,000 橋梁補修　1橋　Ｌ＝4,239.0ｍ 交付金

国）２５１号（雲仙市～南島原市） 舗装補修 47,250 舗装補修　Ｌ＝200ｍ 交付金

国）２５１号（島原深江道路） 橋梁補修 21,838 橋梁補修　1橋　Ｌ＝4,239.0ｍ 交付金

港湾課 口ノ津港 港湾改修 567,000 浮桟橋(1)、道路、緑地 交付金

須川川 総合流域防災（南） 25,200 用地補償、伐採工、掘削工 交付金

須川川 河川事業受託費 30,556 橋梁工（西有家橋） 受託事業

宮ノ原 地すべり 84,000 観測工　1式 補助

基礎調査（南圏域　地すべり） 地すべり 9,450 基礎調査　1式 交付金

1,185,790

（主）長崎多良見線（平木場） 交通安全施設 31,500 歩道　L=0(650)m W=2.5m 交付金

（国）207号（長与町岡郷） 災害防除 10,500 落石対策設計　2箇所 交付金

雲仙市計

砂防課

南島原市計

河川課

砂防課

道路建設課

道路維持課長与町

港湾課

南島原市

道路維持課

河川課

道路維持課

雲仙市
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

（主）長崎多良見線
（長与町吉無田郷）

舗装補修 16,800 舗装補修　Ｌ＝270ｍ 交付金

（主）東長崎長与線
（長与町嬉里郷）

舗装補修 11,550 舗装補修　Ｌ＝150ｍ 交付金

（一）長与大橋町線
（長与町吉無田）

舗装補修 5,250 舗装補修　Ｌ＝70ｍ 交付金

高田川 総合流域防災（南） 105,000 護岸工 交付金

高田川 河川事業受託費 15,277 護岸工（町道兼用） 受託事業

長与ダム 情報基盤 5,250 無線機更新 交付金

住宅課 高田南都市改造事業 区画整理事業 442,000 長与町から受託している事業 受託事業

643,127

（一）奥ノ平時津線
　時津町　時津工区

道路改良 2,992,500
L=0(3,400)m、W=7(10.5)m
トンネル工、橋梁工

補助

（国）206号
　時津町　時津工区

道路改良 535,500
L=0(800)m、W=14(20)m
用地・補償、護岸工、橋梁工

交付金

国　206号（時津）負担金 道路改良 50,000
町道付替負担金(時津町)
橋梁工

交付金

（一）奥ノ平時津線
　時津町　日並工区

道路改良 168,000
L=0(700)m、W=6(12)m
用地・補償

交付金

（国）206号（道路リニューアル）
時津町

道路改良 4,200
L=0(280)m、W=6.0(9.25)m
用地・補償、土工

交付金

（一）奥ノ平時津線（火篭） 交通安全施設 10,500 歩道　L=120(450)m W=2.5m 交付金

（国）206号（時津町浦郷） 舗装補修 5,250 舗装補修　Ｌ＝60ｍ 交付金

時津川 総合流域防災（南） 199,500 橋梁工、補償 交付金

時津川 河川事業受託費 15,277 護岸工（町道兼用） 受託事業

松山（2） 急傾斜 21,000 法面工　1式 交付金

松山（2） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

4,033,227

道路建設課
（一）嬉野川棚線
　川棚町　木場工区

道路改良 110,250
L=0(600)m、W=5.5(7)m
用地・補償、土工

交付金

（主）川棚有田線（中組） 交通安全施設 42,000 歩道　L=95(340)m W=2.5m 交付金

（一）嬉野川棚線（石木） 交通安全施設 26,178 歩道　L=200(3,160)m W=2.5m 交付金

港湾課 川棚港 港湾改修 18,900 防波堤(改良) 交付金

川棚川 広域河川改修 52,500 伐採工、掘削工 交付金

石木ダム 河川総合開発 1,129,352 付替県道工事等 補助

1,379,180

波佐見町 道路維持課 （主）佐世保嬉野線（宿） 交通安全施設 52,500 歩道　L=145(222)m W=2.5m 交付金

長与町計

時津町計

川棚町計

道路維持課

河川課

道路建設課

砂防課

河川課

道路維持課

長与町

時津町

道路維持課

川棚町

河川課
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

波佐見町 河川課 野々川ダム 堰堤改良 136,500
制御処理設備更新、浸水想定図作成、
警報施設耐水対策、警報設備新設 交付金

189,000

小値賀町 道路維持課
（一）斑浜津線
（斑大橋）

橋梁補修 6,300 橋梁補修　1橋　Ｌ＝290.0ｍ 交付金

6,300

道路建設課
（主）佐々鹿町江迎線
　佐々町　志方～黒石工区

道路改良 62,475
L=1,200(1,200)m、W=6(9.75)m
土工、護岸工、舗装工

交付金

道路維持課 （国）204号（口石） 交通安全施設 27,300 歩道　L=0(300)m W=2.5m 交付金

河川課 佐々川 総合流域防災（北） 323,400 護岸工、伐採工、掘削工 交付金

413,175

（主）有川新魚目線
　新上五島町　榎津工区

道路改良 419,790
L=0(1,210)m、W=6(12)m
用地・補償、土工

交付金

（主）有川新魚目線
　新上五島町　青砂ヶ浦工区

道路改良 257,250
L=0(1,300)m、W=5.5(9.25)m
護岸工

交付金

（国）384号
　新上五島町　白魚BP

道路改良 15,750
L=0(600)m、W=5.5(7）m
調査、用地・補償

交付金

（国）384号
　新上五島町　青方拡幅

道路改良 42,000
L=0(980)m、W=6(9.75)m
測量、設計

交付金

地域交通網計画調査 道路改良 6,900 交付金

（主）有川新魚目線（小串） 交通安全施設 15,750 歩道　L=30(350)m W=2.5m 交付金

（一）太田有川港線
（新上五島町太田郷～有川郷）

災害防除 55,650
用地補償　1式
落石対策　1箇所

交付金

（主）上五島空港線
（頭ヶ島大橋）

橋梁補修 42,000
橋梁補修　1橋　Ｌ＝300.0ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝300.0ｍ

交付金

（主）若松白魚線（若松大橋） 橋梁補修 121,800
橋梁補修　1橋　Ｌ＝522.0ｍ、
耐震補強　1橋　Ｌ＝522.0ｍ

交付金

（国）384号（浦桑郷） 舗装補修 21,000 舗装補修　Ｌ＝200ｍ 交付金

（一）日ノ島猿浦線
（漁生浦橋（点検））

橋梁補修 15,750 橋梁補修　1橋　Ｌ＝99.0ｍ 交付金

有川港 港湾改修 136,500 防波堤（改良）、浮桟橋（B)(改良) 交付金

青方港 港湾改修 189,000 道路 交付金

釣道川 総合流域防災（離島） 144,900 護岸補強 交付金

青方ダム 堰堤改良 1,050 警報施設耐水対策 交付金

宮ノ川ダム 堰堤改良 31,500 浸水想定図作成 交付金

青方ダム 情報基盤 11,550 地震計測装置更新、無線機更新 交付金

宮ノ川ダム 情報基盤 33,600 ＣＣＴＶ設備更新、無線機更新 交付金

観音川 砂防 1,050 用地補償　1式 交付金

旅手越川(ロ) 砂防 1,050 用地補償　1式 交付金

佐々町

佐々町計

波佐見町計

道路建設課

新上五島町

道路維持課

河川課

砂防課

港湾課

小値賀町計
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

土井浦川 砂防 10,500 堰堤工　1式 交付金

新港川(ロ) 砂防 42,000 堰堤工　1式 交付金

榎田川(イ) 砂防 94,500 堰堤工　1式 交付金

中尾川（ハ） 砂防 136,500 堰堤工　1式 交付金

紲子川 砂防 5,250 用地補償　1式 交付金

宮ノ上川 砂防 31,500 用地補償　1式 交付金

生ナ川（ロ） 砂防 47,250 測量・調査・設計　1式 交付金

生ナ川（ハ） 砂防 47,250 測量・調査・設計　1式 交付金

緊急改築（離島圏域） 総流防（離島圏域） 1,050 用地補償　1式 交付金

鶴山下 地すべり 42,000
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

仲知 地すべり 42,000
観測工　1式　/　横ボーリング工　1
式

交付金

小奈良尾 急傾斜 23,100 法面工　1式 交付金

基礎調査（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 47,250 基礎調査　1式 交付金

2,133,990

情報基盤
（南圏域　砂防）

情報基盤 15,750 観測局装置　1式 交付金

情報基盤
（南圏域　地すべり）

地すべり 15,750 観測局装置　1式 交付金

情報基盤
（南圏域　急傾斜）

急傾斜 10,500 観測局装置　1式 交付金

42,000

情報基盤
（北圏域　地すべり）

地すべり 31,500 観測局装置　1式 交付金

情報基盤
（北圏域　急傾斜）

急傾斜 35,254 観測局装置　1式 交付金

66,754

情報基盤
（離島圏域　砂防）

情報基盤 21,000 観測局装置　1式 交付金

情報基盤
（離島圏域　地すべり）

地すべり 21,000 観測局装置　1式 交付金

情報基盤
（離島圏域　急傾斜）

急傾斜 68,250 観測局装置　1式 交付金

110,250

（国）207号他
（自転車走行環境整備）

交通安全施設 8,274 路面表示、案内標識設置 交付金

（国）384号他
（自転車走行環境整備）

交通安全施設 10,500 路面表示、案内標識設置 交付金

南圏域計

北圏域計

離島圏域計

新上五島町 砂防課

新上五島町計

区分不能

砂防課

北圏域

道路維持課

砂防課

砂防課

南圏域

離島圏域
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※「備考」の欄には、予算の種別を記載しています。凡例は、以下の通りです。

地域名 所 管 課 事 業 箇 所 事 業 種 別 事 業 費 事 業 概 要 備 考

平成３1年度　当初予算　土木部所管　補助事業・交付金事業　箇所一覧（市町別）

（※本表は、平成31年4月25日現在のものであり、事業の進捗等により、変更される場合があります。）

■「補助」：補助事業
■「交付金」：社会資本整備総合交付金、地域再生基盤強化交付金（港整備交付金）
■（国）：国道、　（一）：一般県道、　（主）：主要地方道、　（都）：都市計画道路

（単位：千円）

橋梁点検（本土） 橋梁補修 94,500 橋梁総点検　1式 交付金

橋梁点検（離島） 橋梁補修 19,950 橋梁総点検　1式 交付金

トンネル点検（本土） 災害防除 36,750 トンネル総点検　1式 交付金

トンネル点検（離島） 災害防除 60,900 トンネル総点検　1式 交付金

土工構造物点検（本土） 災害防除 21,000 土工構造物点検　Ｎ＝1式 交付金

土工構造物点検（離島） 災害防除 26,250 土工構造物点検　Ｎ＝1式 交付金

道路舗装調査事業
（路面下空洞調査）

舗装補修 31,995 路面性状調査 交付金

港湾課 － 港湾改修 3,154 港湾統計調査 交付金

－ 186 水害統計調査 交付金

－ 765
市町事業（都市基盤河川改修事業）
指導監督交付金 交付金

市町村事業連絡調整費 5,400
市町施行都市計画事業の指導監督に要
する事務費 交付金

地域木造住宅振興費 間接補助 1,364 交付金

特定優良賃貸住宅供給促進費 家賃補助 4,545 交付金

特定優良賃貸住宅供給促進費 家賃補助 8,224 交付金

市町村公営住宅等連絡調整費 17,000
市町村が公営住宅建設事業等の指
導監督に要する事務費

交付金

県内県営団地 改善工事 51,476 石綿含有調査 交付金

402,233

59,856,000

【お問い合わせ先】

電話番号（直通）

●土木部都市政策課 095-894-3031

●土木部道路建設課 095-894-3044、3045

●土木部道路維持課 095-894-3143～3145

●土木部港湾課 095-894-3054

●土木部河川課 095-894-3083、3084

●土木部砂防課 095-894-3076

●土木部住宅課 095-894-3108

区分不能計

総計

区分不能

河川課

住宅課

道路維持課
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