
※「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

都市政策課
ＪＲ長崎本線連続立体交差事業
（浦上駅～長崎駅間） 街路事業 5,717,200

鉄道施設撤去一式、高架本体工事一式、側
道整備一式、用地補償一式、設計調査一式 補助

（主） 長崎南環状線（新戸町～江川町） 道路改良 1,189,650
L=0(5,150)m　W=6.5(10.0)m
用地補償、改良工、橋梁工

補助

（主）神ノ浦港長浦線（神浦向） 道路改良 21,000
L=0(370)m　W=5.5(9.25)m
改良工

交付金

（国）３２４号（滑川） 道路改良 157,500
L=0(360)m、W=6.0(7.5)m
改良工

交付金

(主)東長崎長与線(道路リニューアル) 道路改良 5,250
L=0(140)m　W=5.5(7.0)m
改良工、舗装工

交付金

（国）４９９号（岳路） 道路改良 448,258
L=0(2,100)m、W=6.0(9.75)m
改良工、舗装工、法面工

交付金

（国）４９９号（栄上） 道路改良 374,400
L=0(1,300)m、W=13.0(22.0)m
用地・補償、改良工、舗装工

交付金

（都）滑石町線（大神宮工区） 街路事業 243,643
L=0(850)m　W=13.0(30.0)m
用地・補償、護岸工

交付金

滑石町線（大神宮工区）負担金 街路事業 200,000
市道付替負担金(長崎市)
橋梁工、河川改修工

交付金

（国）２０２号（福田本町） 交通安全施設 84,000 歩道工　L=80m　　用地補償1式 交付金

（国）２０２号（長崎駅前） 交通安全施設 84,000
測量設計1式　　エレベーター
N=4基

交付金

（主）野母崎宿線（野母） 交通安全施設 2,100 護岸工　L=50m 交付金

（一）昭和馬町線（馬町） 交通安全施設 5,250 用地補償1式 交付金

（国）２０２号（琴海パーキング） 交通安全施設 1,575 トイレ設計　1式 交付金

（国）２０６号（浦上駅前） 交通安全施設 16,800
歩道橋撤去　N=1基　　測量設計
1式

交付金

（国）２０２号他（トンネル補修） 災害防除 26,250 トンネル設計　1式 補助

（国）３２４号（長崎市田上町～茂木町） 災害防除 21,000 落石防護柵工　L=30m 補助

（主）東長崎長与線（長崎市畦別当町） 災害防除 11,550 トンネル設計　1式 補助

（主）野母崎宿線（宮摺町～飯香浦町） 災害防除 170,100 法面工　A=400m2 交付金

（国）２０２号（長崎市） 災害防除 61,780 法面工　A=2,000m 交付金

（国）２０６号（大橋町～若葉町） 電線共同溝 208,522
電線共同溝　L=132m、建物調査
1式

交付金

（一）長崎式見港線（尾上） 電線共同溝 94,782
電線共同溝　L=100m、引込､連
系管路･設備　1式

交付金

（国）２５１号（長崎市） 舗装補修 10,500 舗装補修　L=0.11km 交付金

（国）４９９号（長崎市三和町～江川町） 舗装補修 31,500 舗装補修　L=0.39ｋｍ 交付金

（国）２０２号（荒川橋） 橋梁補修 184,800
橋梁補修　１橋　Ｌ＝１１５．０ｍ、
耐震補強　１橋　Ｌ＝１１５．０ｍ

補助

（国）２０２号（四谷河内橋） 橋梁補修 73,500
橋梁補修　１橋　Ｌ＝１６０．０ｍ、
耐震補強　１橋　Ｌ＝１６０．０ｍ

補助

（国）２０２号（新神浦橋） 橋梁補修 36,750
橋梁補修　１橋　Ｌ＝１２６．２ｍ、
耐震補強　１橋　Ｌ＝１２６．２ｍ

補助

（一）伊王島香焼線（伊王島大橋） 橋梁補修 5,250 橋梁補修　１橋　Ｌ＝８７６．０ｍ 補助

（一）脇岬樺島線（樺島大橋） 橋梁補修 52,500 橋梁補修　１橋　Ｌ＝２２７．０ｍ 補助

道路維持課

長崎市

令和２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、令和2年4月30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

令和２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、令和2年4月30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）

長崎港 港湾改修 10,500 道路（B) 補助

長崎港 港湾改修 958,301
浮桟橋、岸壁(-10m)(改良)、岸壁
(-12m)(改良)、提案事業

交付金

茂木港 港湾改修 63,000 物揚場（-3.0m）、道路（改良） 交付金

長崎港 海岸高潮 4,710 護岸（改良） 交付金

長崎港 海岸高潮 4,644 合併施工 受託事業

東望港 海岸高潮 43,050 護岸(改良) 交付金

形上海岸 海岸高潮 121,800 護岸（改良） 交付金

年崎海岸 海岸高潮 52,500 離岸堤 交付金

高島海岸 海岸老朽化 21,000 護岸（改良） 交付金

長崎港 港湾改修 1,699 道路補修 交付金

中島川 施設機能向上 84,000 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

鹿尾川 総合流域防災（南） 31,500 測試、用地補償 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 155,000 調査設計１式 補助

式見ダム 堰堤改良 21,000 浸水想定図作成 交付金

黒浜ダム 堰堤改良 26,617
浸水想定図作成、警報施設耐水
対策

交付金

鹿尾ダム 堰堤改良 21,000 浸水想定図作成 交付金

鳴見ダム 堰堤改良 21,000 浸水想定図作成 交付金

宮崎ダム 堰堤改良 26,617
浸水想定図作成、警報施設耐水
対策

交付金

高浜ダム 堰堤改良 16,800 浸水想定図作成 交付金

神浦ダム 堰堤改良 44,100 予備発電対策、浸水想定図作成 交付金

草住川 砂防 31,395 用地補償　１式　/　堰堤工　1式 補助

千代譲川(ﾆ) 砂防 21,000 堰堤工　1式 交付金

竿ノ浦川(ハ) 砂防 31,500 測量・調査・設計　1式 交付金

大坂川(ﾆ) 砂防 2,100 堰堤工　1式　/　調査業務　１式 交付金

水頭川 砂防 105,000 堰堤工　1式 交付金

矢の平川 砂防 112,350 堰堤工　1式 補助

大宮川(ﾆ) 砂防 75,600 堰堤工　1式 交付金

港湾課

河川課

砂防課

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

令和２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、令和2年4月30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）

田子ノ浦川 砂防 39,900 堰堤工　1式 補助

畝刈川 砂防 3,150 調査業務　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 115,500 堰堤工　1式 交付金

紅葉谷川（イ） 砂防 10,500 用地補償　1式 交付金

立岩川（ヘ） 砂防 73,500 堰堤工　1式 交付金

立岩川（ホ） 砂防 3,150 測量業務　1式 交付金

小ヶ倉川（イ） 砂防 10,500 測量設計　1式 交付金

小江小浦川（ホ） 砂防 10,500 測量業務　1式 交付金

小江原川(二) 砂防 36,750 測量調査設計　1式 交付金

鳴見川（チ） 砂防 36,750 測量調査設計　1式 交付金

緊急改築（南圏域） 砂防 52,500
測量調査設計　1式　/　改築工
１式

交付金

総流防（南圏域） 砂防 48,300
測量調査設計　1式　/　流木止
工　１式

交付金

基礎調査（南圏域　砂防） 砂防 25,200 基礎調査　1式 交付金

情報基盤（南圏域　砂防） 砂防 5,250 システム改修　1式 交付金

上黒崎 地すべり 36,750 観測工　1式　/　抑止工　1式 交付金

曽段田 地すべり 6,300 観測工　1式　/　抑制工　1式 交付金

以下宿 地すべり 33,600 観測工　1式　/　抑止工　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

三川（３） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

田中(2) 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

小ヶ倉1丁目（4） 急傾斜 10,500 法面工　1式 交付金

多以良（4） 急傾斜 21,000 測量業務　1式　/　法面工　1式 交付金

滑石３丁目（4） 急傾斜 54,863 法面工　1式 交付金

大宮（3） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

若竹（4） 急傾斜 63,000 法面工　1式 交付金

川平（1） 急傾斜 1,050 測量業務　1式 交付金

大園（4） 急傾斜 105,000 法面工　1式 交付金

金堀（6） 急傾斜 21,000 法面工　1式 交付金

砂防課長崎市
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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

令和２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、令和2年4月30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）

西北（5） 急傾斜 21,000 測量業務　1式　/　法面工　1式 交付金

滑石３丁目（5） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

金堀（1） 急傾斜 1,050 測量業務　1式 交付金

大浜（19） 急傾斜 1,050 測量業務　1式 交付金

滑石5丁目（6） 急傾斜 42,000 測量業務　1式　/　法面工　1式 交付金

戸町2丁目（7-1） 急傾斜 3,150 測量業務　1式 交付金

戸町2丁目（7-2） 急傾斜 3,150 測量業務　1式 交付金

現川 急傾斜 3,150 測量業務　1式 交付金

緊急改築（南圏域） 急傾斜 32,550 法面工　1式 交付金

基礎調査（南圏域　急傾斜） 急傾斜 37,800 基礎調査　1式 交付金

毛井首団地 改善工事 222,560 EV付住戸改善工事 交付金

深堀団地 改善工事 317,901 EV付住戸改善工事 交付金

深堀団地 移転費 9,477 移転費 交付金

新大工町 間接補助 267,061 再開発事業 交付金

大橋団地 改善工事 3,328 屋根外壁改修設計 交付金

小江原団地 改善工事 4,368 屋根外壁改修設計 交付金

磯道団地 改善工事 41,600 屋根外壁改修工事 交付金

県内県営団地 改善工事 20,800 石綿含有調査 交付金

長崎駅周辺区画整理事業 街路事業 327,600 駅前広場整備一式（負担金） 交付金

14,187,469

（主）佐々鹿町江迎線（鹿町） 道路改良 126,000
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（楠泊～矢岳） 道路改良 10,500
L=0(2,200)m　W=6.0(9.75)m
舗装工

交付金

（一）俵ヶ浦日野線（赤崎） 道路改良 10,500
L=0(3,000)m　W=6.0(9.75)m
設計

交付金

（一）佐世保世知原線（板山） 道路改良 2,152,500
L=280(2,100)m　W=5.5(7.0)m
トンネル工、改良工

交付金

(主)佐世保嬉野線(道路リニューアル） 道路改良 5,250
L=0(120)m　W=6.0(7.5)m
舗装工

交付金

（一）平瀬佐世保線（広田） 道路改良 115,500
L=0(220)m　W=6.0(12.0)m
用地・補償、改良工

交付金

（国）２０２号（浦頭） 道路改良 586,554
L=0(2,000)m　W=13.0(20.0)m
用地・補償、改良工

交付金

（国）２０２号（有福） 交通安全施設 21,000 用地補償1式 交付金

（一）重尾長畑線（城間） 交通安全施設 66,150 歩道工　L=50m　　用地補償1式 交付金

道路建設課

佐世保市

長崎市計

長崎市

住宅課

砂防課

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

令和２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、令和2年4月30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）２０４号（田原） 交通安全施設 42,000 用地補償1式 交付金

（一）佐世保世知原線（田原） 交通安全施設 52,500 用地補償1式 交付金

（一）平瀬佐世保線（広田） 交通安全施設 105,000 用地補償1式 交付金

（国）４９８号（柚木） 交通安全施設 21,000 歩道工　L=30m　　用地補償1式 交付金

（主）佐世保吉井松浦線（下直谷） 交通安全施設 44,100 用地補償1式 交付金

（主）佐々鹿町江迎線（歌ヶ浦） 交通安全施設 21,000 用地補償1式 交付金

（主）佐々鹿町江迎線（臼ノ浦） 交通安全施設 52,500 歩道工　L=180m 交付金

（国）２０４号（西江迎） 交通安全施設 219,895 歩道工　L=420m 交付金

（一）佐世保世知原線
（佐世保市知見寺町）

災害防除 52,500 落石防護柵工　L=39m 補助

（主）柚木三川内線（トンネル補修） 災害防除 10,500 本体補修　1トンネル 補助

（主）佐々鹿町江迎線
（佐世保市小佐々町～鹿町町）

災害防除 52,500 法面工　A=880m2 補助

（国）２０４号（佐々町～江迎町） 災害防除 193,200
落石防護柵工　L=200m　　法面
工　A=11,030m2

補助

（一）南風崎停車場指方線（指方町） 災害防除 25,419 冠水対策工　L=87m 交付金

（国）２０２号（佐世保市～西海市） 災害防除 105,000 落石防止網工　A=3,200m2 補助

（国）２０４号（城山町～梅田町） 電線共同溝 123,219
電線共同溝　L=340m、建物調査
1式

交付金

（国）２０２号（佐世保市） 舗装補修 47,250 舗装補修　L=0.26ｋｍ 交付金

（国）２０４号（佐世保市～佐々町） 舗装補修 52,500 舗装補修　L=0.17ｋｍ 交付金

（国）２０２号（西海橋） 橋梁補修 21,000 橋梁補修　１橋　Ｌ＝３１６．２ｍ 補助

（一）佐世保鹿町線（相浦港大橋） 橋梁補修 22,050 橋梁補修　１橋　Ｌ＝１２７．０ｍ 補助

（主）佐々鹿町江迎線（楠泊橋） 橋梁補修 47,250
橋梁補修　１橋　Ｌ＝９９．０ｍ、
耐震補強　１橋　Ｌ＝９９．０ｍ

補助

（一）重尾長畑線（宮） 交通安全施設 9,450 用地補償1式 交付金

西海橋公園 都市公園 3,675 展望台設計　１式 交付金

早岐港 港湾改修 61,950 防波堤(2)、航路（-2.0m）（改良） 交付金

江迎港 港湾改修 6,930 物揚場(-4m)(改良） 交付金

日野川 広域河川改修 159,600 護岸工 交付金

相浦川 広域河川改修 161,700 堰設計、伐採工、掘削工 交付金

早岐川 広域河川改修 480,900 用地補償 交付金

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

道路維持課

佐世保市

河川課

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

令和２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、令和2年4月30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）

相浦川 特定構造物改築 54,600 保守点検、補修 交付金

日宇川 総合流域防災（北） 31,500 護岸工、伐採工、掘削工 交付金

情報基盤 総合流域防災（北） 79,800 伝送回線高度化 交付金

野々川ダム 堰堤改良 63,325
ダム管理用制御処理装置更新、
予備発電対策、警報設備新設

交付金

猫山ダム 堰堤改良 18,900 予備発電対策、警報設備新設 交付金

江永ダム 堰堤改良 18,900 予備発電対策、警報設備新設 交付金

松山川 砂防 47,670 用地補償　1式 交付金

中原川 砂防 26,250 測量調査設計　1式 交付金

緊急改築（北圏域） 砂防 31,500 改築工　1式 交付金

基礎調査（北圏域　砂防） 砂防 42,000 基礎調査　1式 交付金

大野 地すべり 128,100 観測工　1式　/　抑制工　1式 補助

鷲尾岳 地すべり 50,400 抑制工　1式 補助

坊ノ上 地すべり 63,000 観測工　1式　/　抑制工　1式 交付金

木浦原 地すべり 147,000 抑制工　1式 補助

基礎調査（北圏域　地すべり） 地すべり 4,200 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 測量調査設計　1式 交付金

白岳（１１） 急傾斜 18,900 法面工　1式 交付金

梅田(３) 急傾斜 36,750 法面工　1式 交付金

大和（８） 急傾斜 73,500 法面工　1式 交付金

松瀬(2) 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

山手(15) 急傾斜 39,900 法面工　1式 交付金

瀬戸越(6) 急傾斜 15,750 法面工　1式 交付金

矢岳（5） 急傾斜 15,750 測量調査設計　1式 交付金

相浦（2） 急傾斜 63,000 法面工　1式 交付金

勝海（５） 急傾斜 42,000 測量調査設計　1式 交付金

小島（９） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

名切（１６） 急傾斜 42,000 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 1,050 測量調査設計　1式 交付金

佐世保市

河川課

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

令和２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、令和2年4月30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）

黒髪(122) 急傾斜 47,250 測量調査設計　1式 交付金

白岳（5） 急傾斜 5,250 測量調査設計　1式 交付金

大黒(2) 急傾斜 36,750 測量調査設計　1式 交付金

鹿子前（6） 急傾斜 36,750 法面工　1式 交付金

花高（4） 急傾斜 63,000 法面工　1式 交付金

天神 急傾斜 5,250 測量調査設計　1式 交付金

日野 急傾斜 21,000 測量調査設計　1式 交付金

庵浦（１） 急傾斜 15,750 測量調査設計　1式 交付金

吉福（２） 急傾斜 21,000 測量調査設計　1式 交付金

有福（７６） 急傾斜 15,750 測量調査設計　1式 交付金

基礎調査（北圏域　急傾斜） 急傾斜 76,650 基礎調査　1式 交付金

花高団地 建替工事 6,356 駐車場整備 交付金

花高団地 改善工事 285,751 EV付住戸改善工事・集会所 交付金

新田団地 改善工事 182,717 住戸改善工事・集会所 交付金

十郎原団地 改善工事 70,956 集会所 交付金

広田団地 改善工事 2,080 浄化槽解体・下水道接続 交付金

7,516,097

（国）２５１号（出平有明バイパス） 道路改良 2,028,600
L=0(3,400)m　W=7.0(12.0)m
用地・補償、改良工、橋梁工

補助

（国）２５１号（有明瑞穂バイパス） 道路改良 21,000
L=0(10,400)m　W=7.0(12.0)m
測量

補助

（一）礫石原松尾町停車場線（西） 道路改良 54,600
L=0(700)m、W=5.5(7)m
用地補償、調査・設計、改良工

交付金

（一）礫石原松尾町停車場線（大手原） 道路改良 3,150
L=0(260)m　W=6.0(7.5)m
測量

交付金

（都）新山本町線 街路事業 157,068
L=0(660)m W=6.0(18.0)m
用地・補償、改良工

交付金

（国）２５１号（亀の甲～大手原） 交通安全施設 31,500 歩道工　L=130m　　用地補償1式 交付金

（主）愛野島原線ほか３線
(白土湖通り交差点ほか３箇所)

交通安全施設 2,100 車止め・防護柵工　1式 交付金

（国）２５１号（片町～新馬場町） 電線共同溝 4,739 測量設計　1式 交付金

（国）２５１号（三杉大橋） 橋梁補修 15,750 橋梁補修　１橋　Ｌ＝３６０．０ｍ 補助

（国）２５１号（瑞穂橋） 橋梁補修 7,350 橋梁補修　１橋　Ｌ＝３１．０ｍ 補助

百花台公園 都市公園 16,275 東屋更新　Ｎ＝３基 交付金

島原港 港湾改修 402,384
道路、物揚場(-2m)(改良)(B)、浮
桟橋（改良）

交付金

島原港 海岸高潮 35,700 護岸（改良） 交付金
港湾課

島原市

道路建設課

道路維持課

住宅課

砂防課

佐世保市

佐世保市計
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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

令和２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、令和2年4月30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）

港湾課 島原港 海岸高潮 9,100 合併施工 受託事業

河川課 湯江川 河川事業受託費 30,556 橋梁工（針崎橋） 受託事業

基礎調査（南圏域　砂防） 砂防 8,715 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（南圏域　急傾斜） 急傾斜 17,430 基礎調査　1式 交付金

2,846,017

(一)諫早外環状線
（長野～栗面工区）

道路改良 1,789,030
L=0(2,700)m　W=7.0(12.0)m
改良工、橋梁工、トンネル設備工

補助

（国）２０７号（佐瀬） 道路改良 84,000
L=2,500(2,500)m、W=5.5(7.0)m
改良工、舗装工

交付金

（国）２０７号（東長田） 道路改良 112,490
L=0(1,900)m、W=14.0(23.25)m
用地・補償、調査

交付金

（一）久山港線（久山） 道路改良 289,179
L=0(1,300)m　W=6.5(10.25)m
改良工、用地・補償

交付金

（一）諫早外環状線（長野） 道路改良 315,000
L=0(500)m　W=6.5(8.0)m
改良工、橋梁工

交付金

（一）富川渓線（富川） 道路改良 362,893
L=0(2,900)m　W=5.5(7.5)m
用地・補償、改良工

交付金

（主）諫早飯盛線（土師野尾～飯盛） 道路改良 10,500
L=0(2,300)m　W=6.0(9.75)m
測量

交付金

（主）有喜本諫早停車場線（松里） 道路改良 10,500
L=0(900)m、W=6.0(9.75)m
測量

交付金

（一）田結久山線（飯盛里） 道路改良 10,500
L=0(2,000)m　W=6.0(7.5)m
測量

交付金

（国）２０７号（宇都） 交通安全施設 84,000
歩道工　L=260m　　車道舗装工
A=2,400m2

交付金

（国）２５１号（有喜） 交通安全施設 57,750
橋梁下部工　N=1基　　用地補償
1式

交付金

（国）２０７号（伊木力） 交通安全施設 21,000 用地補償1式 交付金

（一）田結久山線（トンネル補修） 災害防除 85,049 照明更新　１トンネル 補助

（一）諫早多良岳線（善住寺） 災害防除 5,250 擁壁工　L=47m 補助

（一）多良岳公園線（高来町） 災害防除 47,250 ロープネット工　L=23m 補助

（国）２０７号（長田） 交通安全施設 31,413 擁壁工　L=120m 交付金

（国）２０７号（天満町～泉町） 電線共同溝 4,739 引込､連系管路･設備　1式 交付金

（国）２５１号（諫早市） 舗装補修 35,175 舗装補修　L=0.34ｋｍ 交付金

（主）有喜本諫早停車場線（諫早市） 舗装補修 10,500 舗装補修　L=0.2ｋｍ 交付金

県立総合運動公園 都市公園 47,250 井戸更新　Ｎ＝１箇所 交付金

港湾課 小長井港 港湾改修 88,200 船揚場（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） 126,000 橋梁工 交付金
河川課

諫早市

島原市

島原市計

砂防課

道路建設課

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

令和２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、令和2年4月30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）

江ノ浦川 大規模特定河川 296,100 護岸工、橋梁工、用地補償 補助

情報基盤 総合流域防災（南） 94,500 伝送回線高度化 交付金

有喜川 大規模特定河川 52,500 橋梁工 補助

土師野尾ダム 堰堤改良 29,925 浸水想定図作成 交付金

船津ダム 情報基盤 5,250 無線機更新 交付金

伊木力ダム 情報基盤 10,500 無線機更新 交付金

崎ノ谷川 砂防 73,500 堰堤工　1式 補助

寺畑川 砂防 63,000 堰堤工　1式 補助

山口谷川 砂防 157,500 堰堤工　1式 補助

西泊川（イ） 砂防 17,850 用地補償　1式 交付金

小角川 砂防 105,000 堰堤工　1式 補助

情報基盤（南圏域　砂防） 砂防 27,457 観測局装置　1式 交付金

寺坂 地すべり 57,750 観測工　1式　/　抑制工　1式 補助

穴越 地すべり 10,500 観測工　1式 交付金

基礎調査（南圏域　急傾斜） 急傾斜 4,725 基礎調査　1式 交付金

西諫早団地 建替工事 14,828 基本計画 交付金

幸町団地 改善工事 20,800 ＥＶ改修工事 交付金

栗面団地 改善工事 41,600 屋根外壁改修工事 交付金

諫早駅東地区
市街地再開発
事業

83,000
市街地再開発事業（県費補助
金）

交付金

4,804,453

（都）池田沖田線（竹松工区） 街路事業 395,811
L=0(1,970)m、W=6.0(20.0)m
改良工、舗装工、仮線路工事

交付金

池田沖田線（竹松工区）負担金 街路事業 5,000
雨水管渠付替負担金(大村市)
管渠工

交付金

（国）４４４号（久良原） 交通安全施設 31,500 測量設計1式　　用地補償1式 交付金

（主）大村貝津線（西部） 交通安全施設 52,500 測量設計1式 交付金

（国）２０７号他（自転車走行環境整備） 交通安全施設 15,750 走行環境整備1式 交付金

（主）大村嬉野線（大村市重井田町） 災害防除 5,250 擁壁工　L=49m 補助

（主）長崎空港線（森園） 電線共同溝 56,870 電線共同溝　L=40m 交付金

（国）４４４号
（桜馬場２丁目～池田２丁目）

電線共同溝 28,436 詳細設計　1式 交付金

（国）４４４号（大村市） 舗装補修 21,000 舗装補修　L=0.1ｋｍ 交付金

港湾課 大村港 港湾改修 168,000 浮桟橋、防波堤 交付金

河川課

諫早市

住宅課

諫早市計

大村市

砂防課

道路建設課

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

令和２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、令和2年4月30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）

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 大規模特定河川 157,500 JR橋架替 補助

萱瀬ダム 情報基盤 26,250 無線機更新 交付金

下長瀬川 砂防 36,750 測量調査設計　1式 補助

緊急改築（南圏域） 砂防 35,700 測量調査設計　1式 交付金

情報基盤（南圏域　砂防） 砂防 27,458 観測局装置　1式 交付金

基礎調査（南圏域　急傾斜） 急傾斜 4,725 基礎調査　1式 交付金

住宅課 久原第2団地 改善工事 4,448 屋根外壁改修設計 交付金

1,142,133

（主）平戸田平線（向月） 道路改良 31,500
L=0(1,560)m、W=5.5(7.0)m
改良工

交付金

（国）３８３号（草積） 道路改良 10,500
L=0(3,900)m、W=6.0(9.75)m
用地・補償

交付金

（一）以善田平港線（坊田） 道路改良 105,639
L=0(1,320)m,W=5.5(9.25)m
用地・補償、改良工

交付金

（主）平戸田平線（田平） 道路改良 426,005
L=0(2,300)m、W=6(9.75)m
改良工、橋梁工、舗装工

交付金

（主）平戸田平線（田平）負担金 道路改良 50,845
市道付替負担金（平戸市）
橋梁工、改良工

交付金

（国）３８３号（水垂～中野大久保） 交通安全施設 26,250 用地補償1式　測量設計1式 交付金

（国）３８３号（宝亀） 交通安全施設 91,176
歩道工　L=100m　　舗装工
L=100m

交付金

（国）２０４号（小手田） 交通安全施設 8,400 測量設計1式 交付金

（主）平戸田平線
（平戸市野子町～春日町）

災害防除 84,000
落石防護柵工　L=25m　　法面工
A=980m2

補助

（主）平戸田平線（山中） 交通安全施設 31,413 歩道工　L=130m　　用地補償1式 交付金

（一）田ノ浦平戸港線（大久保町～崎方） 電線共同溝 25,200 測量･調査･設計　1式 補助

（国）２０４号（松浦市～平戸市） 舗装補修 21,000 舗装補修　L=0.15ｋｍ 交付金

（主）平戸生月線（生月大橋） 橋梁補修 210,000 橋梁補修　１橋　Ｌ＝９６０．０ｍ 補助

田平公園 都市公園 42,000 テニスコート舗装更新　Ｎ＝３面 交付金

川内港 港湾改修 12,600 物揚場（-3.0m）（改良） 交付金

平戸港 港湾改修 207,270
防波堤（北）（改良）、浮桟橋（改
良）

交付金

大島港 港湾改修 49,000 道路（改良） 交付金

基礎調査（北圏域　砂防） 砂防 42,000 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（北圏域　地すべり） 地すべり 4,200 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（北圏域　急傾斜） 急傾斜 76,650 基礎調査　1式 交付金

1,555,648

大村市

平戸市

道路建設課

道路維持課

港湾課

砂防課

河川課

砂防課

大村市計

平戸市計
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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

令和２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、令和2年4月30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）星鹿港線（御厨） 道路改良 28,350
L=0(1,000)m、W=6.0(9.75)m
改良工、舗装工

交付金

（主）佐世保吉井松浦線（栢木） 道路改良 73,500
L=0(560)m、W=6.0(9.75)m
用地・補償、舗装工

交付金

（一）上志佐今福停車場線（今福） 道路改良 78,750
L=0(920)m　W=5.5(7.0)m
用地・補償、橋梁工

交付金

（国）２０４号（調川） 交通安全施設 48,300 歩道工　L=40m　　用地補償1式 交付金

（一）松浦江迎線（志佐町庄野） 災害防除 52,500 落石防護柵工　L=66m 補助

（一）喜内瀬鍋串辻線（福島大橋） 橋梁補修 11,550 橋梁補修　１橋　Ｌ＝２２５．０ｍ 補助

（国）２０４号（松浦大橋） 橋梁補修 105,000
橋梁補修　１橋　Ｌ＝１１６．０ｍ、
耐震補強　１橋　Ｌ＝１１６．０ｍ

補助

（一）鷹島肥前線（鷹島肥前大橋） 橋梁補修 10,500 橋梁補修　１橋　Ｌ＝１２５１．０ｍ 補助

福島港 海岸高潮 53,700 護岸（改良） 交付金

松浦港 港湾改修 42,525 緑地、浮桟橋（改良） 交付金

福島港 港湾改修 5,016 道路補修 交付金

笛吹ダム 堰堤改良 15,750 浸水想定図作成 交付金

笛吹ダム 情報基盤 48,300 水位データ収集設備更新 交付金

白井岳 地すべり 24,150 観測工　1式　/　抑制工　1式 補助

立岩 地すべり 42,000 観測工　1式 補助

里 地すべり 115,500 抑止工　1式 交付金

端免 地すべり 15,750 抑制工　1式 交付金

星鹿 地すべり 123,375 観測工　1式　/　抑制工　1式 補助

894,516

（国）３８２号（樫滝） 道路改良 78,750
L=0(2,600)m、W=5.5(7.0)m
用地・補償、改良工、舗装工

交付金

（主）厳原豆酘美津島線（吹崎） 道路改良 21,000
L=0(2,200)m、W=5.5(7.0)m
設計、用地・補償

交付金

（主）厳原豆酘美津島線
（尾浦～安神）

道路改良 577,011
L=0(1,900)m、W=5.5(7.0)m
改良工、法面工、トンネル工

交付金

（一）比田勝港線（西泊） 道路改良 52,500
L=0(480)m、W=5.5(9.25)m
用地・補償、改良工

交付金

（国）３８２号（畠ケ浦バイパス） 道路改良 10,500
L=0(1,400)m、W=6.0(7.5)m
調査・設計

交付金

（国）３８２号
（美止々～佐護バイパス）

道路改良 42,000
L=0(1,290)m、W=5.5(7.0)m
測量・設計

交付金

（一）大浦比田勝線（豊） 道路改良 42,000
L=0(1,380)m、W=5.5(7)m
測量・設計

交付金

（主）上対馬豊玉線（位ノ端） 道路改良 21,000
L=0(1,700)m　W=5.5(7.0)m
調査・設計

交付金

（国）３８２号（宮谷） 交通安全施設 115,500 歩道工　L=80m　　用地補償1式 交付金

（国）３８２号（中村） 交通安全施設 105,000 擁壁工　L=200m　　用地補償1式 交付金

（国）３８２号（鶏知～千馬ヶ原） 交通安全施設 21,000 歩道工　L=50m　　測量設計1式 交付金

港湾課

河川課

砂防課

道路建設課

道路維持課

道路建設課

道路維持課

対馬市

松浦市計

松浦市
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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

令和２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、令和2年4月30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（御岳公園） 交通安全施設 2,100 トイレ改修　1式 交付金

（主）厳原豆酘美津島線
（トンネル補修）

災害防除 2,100 本体補修　2トンネル 補助

（主）上対馬豊玉線
（トンネル補修）

災害防除 2,100 本体補修　2トンネル 補助

（主）上対馬豊玉線
（対馬市上対馬町）

災害防除 21,505 法面工　A＝2,000m2 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 141,479 護岸補修　L=20m 交付金

（一）唐崎岬線（対馬市豊玉町） 災害防除 12,175 護岸補修　L=10m 交付金

（一）舟志宮原線（対馬市上県町） 災害防除 73,500 落石防護柵工　L=135m 交付金

（一）上県小鹿港線
（対馬市上県町～上対馬町）

災害防除 31,413 法面工　A=18000m 交付金

（国）３８２号（中村） 電線共同溝 26,250
電線共同溝　L=150m、引込､連
系管路･設備　1式

補助

（国）３８２号（万関橋） 橋梁補修 70,350 耐震補強　１橋　Ｌ＝２１０．０ｍ 補助

（国）３８２号（大船越橋） 橋梁補修 73,500 耐震補強　１橋　Ｌ＝５２．０ｍ 補助

対馬市美津島町 空港整備 320,250 滑走路改良、照明施設 補助

厳原港 港湾改修 189,000 岸壁(-7m)、道路（H） 補助

厳原港 港湾改修 74,900 道路（G),駐車場(2)、(3) 交付金

比田勝港 港湾改修 52,500 浮桟橋、物揚場（-3m）、道路 交付金

仁位港 港湾改修 15,750 物揚場（-4.0m）（改良） 交付金

竹敷港 港湾改修 10,500 物揚場（-2.0m）（改良） 交付金

鹿見港 港湾改修 47,250 船揚場 交付金

小茂田港 港湾改修 126,000
防波堤（改良）、物揚場（-3m）
（改良）

交付金

佐須奈港 港湾改修 90,720
道路（改良）、物揚場（-3m）（改
良）

交付金

貝鮒海岸 海岸老朽化 84,000 護岸（改良） 交付金

濃部海岸 海岸老朽化 21,000 護岸（改良） 交付金

島山海岸 海岸老朽化 21,000 護岸（改良） 交付金

位ノ端海岸 海岸老朽化 21,000 護岸（改良） 交付金

久根川 総合流域防災（離島） 35,700 用地補償 交付金

田川 総合流域防災（離島） 52,500 護岸工 交付金

加志川 総合流域防災（離島） 48,300 測量設計 交付金

瀬川 総合流域防災（離島） 50,400 測量設計 交付金

情報基盤 総合流域防災（離島） 83,160 伝送回線高度化 交付金

雞知ダム 堰堤改良 72,887 取水設備更新、警報設備新設 交付金

港湾課

河川課

道路維持課

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

令和２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、令和2年4月30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）

仁田ダム 堰堤改良 73,500 取水設備更新、警報設備新設 交付金

目保呂ダム 堰堤改良 63,000 受電設備更新、警報設備新設 交付金

小浦ダム 堰堤改良 10,500 予備発電対策 交付金

一重川 砂防 105,000 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 10,500 用地補償　1式 交付金

加藤川（ニ） 砂防 10,500 用地補償　1式 交付金

坂ノ間川（イ） 砂防 10,500 測量調査設計　1式 交付金

卯麦浜川 砂防 10,500 測量調査設計　1式 交付金

東山下 地すべり 73,500 観測工　1式　/　抑止工　1式 交付金

白川 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

三根俵炭 急傾斜 2,100 測量業務　1式 交付金

基礎調査（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 103,950 基礎調査　1式 交付金

情報基盤（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 38,850 観測局装置　1式 交付金

3,529,700

（一）湯ノ本芦辺線（立石南触） 道路改良 89,250
L=970(1,290)m、W=5.5(9.25)m
改良工、舗装工

交付金

（一）渡良浦初瀬線（坪触） 道路改良 168,465
L=0(2,300)m　W=5.5(7.0)m
用地・補償、改良工

交付金

(国)３８２号(道路リニューアル) 道路改良 10,911
L=0(740)m、W=6.0(9.75)m
改良工、舗装工

交付金

（一）渡良浦初瀬線（渡良浦） 道路改良 31,500
L=0(490)m、W=5.5(9.25)m
用地・補償

交付金

（一）湯ノ本芦辺線
（中野～芦辺）

道路改良 10,500
L=0(3,000)m、W=5.5(7.0)m
測量

交付金

（国）３８２号（池田東） 交通安全施設 63,000 用地補償1式 交付金

（主）勝本石田線（諸吉工区） 交通安全施設 52,500 用地補償1式 交付金

印通寺港 港湾改修 21,000 防波堤(A)（改良） 交付金

郷ノ浦港 港湾改修 22,050
可動橋（B)（改良）、岸壁（-5.5m）
（改良）①

交付金

勝本港 港湾改修 472,500 物揚場(-3m)(A)、物揚場(-3m)(B) 交付金

勝本ダム 堰堤改良 24,502
予備発電対策、警報施設耐水対
策

交付金

永田ダム 堰堤改良 21,000
ＣＣＴＶ設備更新、地震計測装置
更新、無線機更新

交付金

永田ダム 情報基盤 10,500 ＣＣＴＶ設備更新 交付金

男女岳ダム 情報基盤 10,500 ＣＣＴＶ設備更新 交付金

砂防課 浜田川 砂防 162,120 堰堤工　1式 交付金

河川課

砂防課

道路建設課

対馬市

壱岐市

道路維持課

対馬市計

港湾課

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

令和２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、令和2年4月30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）

谷江 地すべり 31,500 観測工　1式　/　抑制工　1式 交付金

今井崎 急傾斜 1,050 測量調査設計　1式 交付金

基礎調査（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 63,000 基礎調査　1式 交付金

1,265,848

（主）福江空港線（上大津） 道路改良 143,713
L=0(1,010)m　W=6.0(9.75)m
用地・補償、改良工、舗装工

交付金

（主）福江空港線（上大津2） 道路改良 10,500
L=0(830)m　W=6.0(10.75)m
測量

交付金

（主）福江富江線（浜） 道路改良 101,325
L=0(800)m　W=5.5(9.25)m
調査、用地・補償、改良工

交付金

（一）玉之浦岐宿線（幾久山） 道路改良 21,000
L=0(500)m、W=5.5(9.25)m
用地・補償

交付金

（主）玉之浦大宝線（立谷） 道路改良 52,500
L=0(1,900)m、W=5.5(7)m
測量・設計

交付金

(国)３８４号（黒瀬拡幅） 道路改良 10,500
L=0(300)m、W=5.5(9.25)m
調査

交付金

（主）富江岐宿線（松尾） 交通安全施設 31,500 歩道工　L=90m　　用地補償1式 交付金

（一）大浜福江線（下崎山） 交通安全施設 66,150 用地補償1式 交付金

（主）福江富江線（本山） 交通安全施設 21,000 用地補償1式 交付金

（一）貝津岳浜ノ畔（里） 交通安全施設 21,000 交差点設計1式　　用地補償1式 交付金

（国）３８４号他
（自転車走行環境整備）

交通安全施設 15,750 走行環境整備1式 交付金

（主）福江荒川線（五島市） 舗装補修 10,500 舗装補修　L=0.05ｋｍ 交付金

富江港 港湾改修 21,000 航路泊地(-4.5m) 交付金

福江港 港湾改修 23,100
浮桟橋（改良）、可動橋（改良）
（１）、可動橋（改良）（２）

交付金

相の浦港 港湾改修 118,188
岸壁（-7.5m)（改良）（耐震）、物揚場(-
2m)（改良）、浮桟橋D（改良） 交付金

玉ノ浦港 港湾改修 399,000 防波堤、航路（-4m） 交付金

玉ノ浦港 海岸高潮 190,909 護岸（改良） 交付金

牟田川 総合流域防災（離島） 21,000 護岸工 交付金

福江ダム 堰堤改良 129,137 放流設備更新 交付金

琴石川 砂防 315,000 堰堤工　1式 交付金

妙泉寺川 砂防 168,000 堰堤工　1式 交付金

後川（イ） 砂防 31,500 用地補償　1式 交付金

中木場川 砂防 21,000 用地補償　1式 交付金

小川原 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

戸楽(２) 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

道路維持課

砂防課

五島市

壱岐市

港湾課

河川課

砂防課

壱岐市計

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

令和２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、令和2年4月30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）

五島市 砂防課 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

2,085,022

（国）２０２号（雪の浦憩いの広場） 交通安全施設 1,575 トイレ設計　1式 交付金

（一）扇山公園線（西海市大瀬戸町） 災害防除 40,950 落石防護柵工　L=89m 補助

（国）２０２号（トンネル補修） 災害防除 6,300 トンネル設計　1式 補助

（国）２０６号（西海市） 舗装補修 12,390 舗装補修　L=0.1ｋｍ 交付金

（国）２０２号（西海市） 舗装補修 10,500 舗装補修　L=0.11km 交付金

（主）崎戸大島線（中戸大橋） 橋梁補修 57,750 橋梁補修　１橋　Ｌ＝２００．０ｍ 補助

（主）崎戸大島線（本郷橋） 橋梁補修 7,350 橋梁補修　１橋　Ｌ＝９９．１ｍ 補助

（主）大島太田和線（大島大橋） 橋梁補修 213,153
橋梁補修　１橋　Ｌ＝１０９５．０ｍ、耐震
補強　１橋　Ｌ＝１０９５．０ｍ 補助

肥前大島港 港湾改修 49,350 馬込地区：道路 補助

肥前大島港 港湾改修 1,364,200 受託工事（埋立） 受託事業

瀬戸港 港湾改修 98,437 防波堤、浮桟橋（改良） 交付金

松島港 港湾改修 30,975 浮桟橋(改良) 交付金

肥前大島港 港湾改修 86,100 物揚場(-2m) 交付金

面高港 海岸高潮 23,650 護岸（改良） 交付金

七ツ釜港 海岸高潮 4,200 護岸（改良） 交付金

亀浦海岸 海岸老朽化 31,500 護岸（改良） 交付金

河川課 雪浦ダム 堰堤改良 105,000 工事用道路、放流設備更新 交付金

大川 砂防 78,750 堰堤工　1式 補助

基礎調査（南圏域　砂防） 砂防 42,000 基礎調査　1式 交付金

石宗 地すべり 84,000 観測工　1式　/　抑制工　1式 交付金

基礎調査（南圏域　地すべり） 地すべり 4,200 基礎調査　1式 交付金

南串 急傾斜 94,500 法面工　1式 交付金

多以良 急傾斜 63,000 法面工　1式 交付金

基礎調査（南圏域　急傾斜） 急傾斜 76,650 基礎調査　1式 交付金

2,586,480

（主）小浜北有馬線
（大亀～矢代）

道路改良 161,700
L=0(1,850)m、W=5.5(7.0)m
橋梁工、改良工

交付金

（国）３８９号(坂上下) 道路改良 84,095
L=0(4,200)m、W=5.5(7.0)m
用地・補償、改良工、舗装工

交付金

（国）３８９号（国見） 道路改良 31,500
L=0(2,800)m、W=6.0(9.75)m
用地・補償

交付金

砂防課

道路建設課雲仙市

西海市

道路維持課

港湾課

五島市計

西海市計
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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

令和２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、令和2年4月30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）２５１号（瑞穂吾妻バイパス） 道路改良 1,491,000
L=0(6,400)m　W=7.0(12.0)m
測量・設計、用地・補償、改良工

補助

（国）２５１号（有明瑞穂バイパス） 道路改良 21,000
L=0(10,400)m　W=7.0(12.0)m
測量

補助

（国）３８９号（多比良バイパス） 道路改良 10,471
L=0(1,000)m、W=6.0(9.75)m
用地・補償、調査

交付金

（国）２５１号（木指～金浜） 交通安全施設 52,500
歩道工　L=260m　　橋梁下部工
N=1基

交付金

（国）２５１号（後山～板引） 交通安全施設 52,500 歩道工　L=120m 交付金

（国）２５１号（多比良） 交通安全施設 20,942 歩道工　L=150m　　用地補償1式 交付金

（国）２５１号ほか１線
（市役所前交差点ほか２０箇所）

交通安全施設 8,400 車止め・防護柵工　1式 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 26,580 斜面監視システム管理　1式 交付金

（国）３８９号（雲仙市国見町
　～南島原市南有馬町）

災害防除 10,500 法面工A=150m2 補助

（一）北野千々石線
（雲仙市小浜町～千々石町）

災害防除 78,750 落石防護柵工　L=70m 交付金

（一）平石千々石線
（雲仙市千々石町）

災害防除 150,150 落石防護柵工　L=160m 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 21,124 消波ブロック工　L=20m 交付金

（国）２５１号
（雲仙市小浜町～南串山町）

災害防除 188,481 法面工　A=4,000m2 交付金

（国）２５１号
（雲仙市～南島原市工区）

舗装補修 26,507 舗装補修　L=0.12ｋｍ 交付金

多比良港 港湾改修 31,500 岸壁（-4.5m）(A) 交付金

小浜港 海岸高潮 36,750 護岸（改良） 交付金

山田川 総合流域防災（南） 63,000 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

脇の谷川 砂防 126,000 堰堤工　1式 補助

浦川 砂防 157,500 堰堤工　1式 交付金

北村西台川 砂防 21,000 測量調査設計　1式 交付金

基礎調査（南圏域　砂防） 砂防 5,355 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（南圏域　急傾斜） 急傾斜 10,815 基礎調査　1式 交付金

2,918,676

（主）小浜北有馬線（大亀～矢代） 道路改良 161,700
L=0(1,850)m、W=5.5(7.0)m
橋梁工、改良工

交付金

（国）３８９号(坂上下) 道路改良 84,095
L=0(4,200)m、W=5.5(7.0)m
用地・補償、改良工、舗装工

交付金

（一）雲仙有家線（中山） 道路改良 10,500
L=0(1,320)m　W=5.5(7.0)m
測量、調査

交付金

（国）２５１号（小川交差点） 道路改良 7,875
L=0(300)m、W=6.0(12.5)m
設計

交付金

道路維持課 （国）２５１号（布津新田） 交通安全施設 106,959 側道橋下部工　N=1基 交付金

道路建設課

道路維持課

港湾課

河川課

砂防課

雲仙市

道路建設課
南島原市

雲仙市計
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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

令和２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、令和2年4月30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）雲仙深江線（深江） 交通安全施設 21,000 用地補償1式 交付金

（国）２５１号（権田パーキング） 交通安全施設 3,150 トイレ設計　1式 交付金

（国）２５１号
（南島原市加津佐町～西有家町）

災害防除 31,413 擁壁工　L=316m 補助

港湾課 口ノ津港 港湾改修 270,900 防波堤（改良）、浮桟橋(2)、(3) 交付金

須川川 総合流域防災（南） 10,500 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

基礎調査（南圏域　砂防） 砂防 1,680 基礎調査　1式 交付金

宮ノ原 地すべり 105,000 観測工　1式　/　抑止工　1式 補助

基礎調査（南圏域　急傾斜） 急傾斜 3,255 基礎調査　1式 交付金

848,583

（主）長崎多良見線（平木場） 交通安全施設 21,000 橋梁設計1式　　用地補償1式 交付金

（国）２０７号（長与町岡郷） 災害防除 13,650 落石対策設計　１式 補助

高田川 総合流域防災（南） 136,500 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

住宅課 高田南都市改造事業 区画整理事業 1,230,000 長与町より受託している事業 受託事業

1,416,427

（一）奥ノ平時津線（時津） 道路改良 2,992,500
L=0(3,400)m、W=7(10.5)m
改良工、橋梁工、トンネル付属物工 補助

（国）２０６号（時津） 道路改良 31,500
L=0(900)m、W=14(20)m
舗装工

交付金

（国）２０６号（時津）負担金 道路改良 90,000
町道付替負担金（時津町）
橋梁工

交付金

（一）奥ノ平時津線（日並） 道路改良 420,000
L=0(700)m、W=6(12)m
用地・補償、改良工

交付金

(国)２０６号(道路リニューアル) 道路改良 5,250
L=0(280)m、W=6.0(9.25)m
改良工、舗装工

交付金

（一）奥ノ平時津線（火篭） 交通安全施設 21,000 軽量盛土工　L=45m 交付金

（国）２０６号（時津町） 舗装補修 31,500 舗装補修　L=0.6km 交付金

時津川 総合流域防災（南） 136,500 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

中山ダム 堰堤改良 21,000 浸水想定図作成 交付金

荒平川（イ） 砂防 10,500 用地補償　1式 交付金

総流防（南圏域） 砂防 4,200
測量調査設計　1式　/　流木止
工　１式

交付金

上開田 急傾斜 3,150 測量業務　1式 交付金

道路維持課

河川課

砂防課

道路維持課

河川課

時津町

南島原市

長与町

道路建設課

道路維持課

長与町計

河川課

砂防課

南島原市計
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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

令和２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、令和2年4月30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）

時津町 砂防課 松山（２） 急傾斜 1,050 測量業務　1式 交付金

3,783,427

東彼杵町 港湾課 彼杵港 港湾改修 25,200 緑地（改良） 交付金

25,200

道路建設課 （一）嬉野川棚線（木場） 道路改良 63,456
L=0(600)m、W=5.5(7.00)m
用地・補償

交付金

道路維持課 （主）川棚有田線（中組） 交通安全施設 70,875 歩道工　L=265m　用地補償1式 交付金

港湾課 川棚港 港湾改修 178,500 緑地、物揚場（-2m）（改良） 交付金

川棚川 広域河川改修 132,300 伐採工、掘削工 交付金

石木ダム 河川総合開発 816,000 付替県道工事等 補助

1,261,131

波佐見町 道路維持課 （主）佐世保嬉野線（宿） 交通安全施設 45,780
歩道工　L=127m　　側道橋上部
工1式

交付金

45,780

佐々町 道路維持課 （国）２０４号（口石） 交通安全施設 31,500 歩道工　L=40m 交付金

河川課 佐々川 総合流域防災（北） 140,700 護岸工、伐採工、掘削工 交付金

172,200

（主）有川新魚目線（榎津） 道路改良 301,348
L=0(1,210)m、W=6.0(12.0)m
用地・補償、法面工、改良工

交付金

（主）有川新魚目線（青砂ヶ浦） 道路改良 268,771
L=0(1,300)m、W=5.5(9.25)m
護岸工

交付金

（国）３８４号（白魚バイパス） 道路改良 10,500
L=0(600)m、W=5.5(7.0)m
用地・補償、調査

交付金

（国）３８４号（青方拡幅） 道路改良 10,500
L=0(980)m、W=6.0(9.25)m
測量

交付金

（主）有川新魚目線（小串） 交通安全施設 31,500 用地補償1式 交付金

（一）日ノ島猿浦線（若松） 交通安全施設 3,150 測量設計1式 交付金

（国）３８４号他
（自転車走行環境整備）

交通安全施設 12,725 走行環境整備1式 交付金

（主）有川奈良尾線（鯛ノ浦） 交通安全施設 2,100 用地補償1式 交付金

（主）若松白魚線（若松大橋） 橋梁補修 352,800 耐震補強　１橋　Ｌ＝５２２．０ｍ 補助

有川港 港湾改修 240,450 防波堤（改良）、浮桟橋（B)(改良) 交付金

榎津海岸 海岸老朽化 21,000 護岸（改良） 交付金

青方港 港湾改修 105,000 道路 交付金

釣道川 大規模特定河川 157,500 掘削 補助

釣道川 総合流域防災（離島） 12,600 掘削 交付金

港湾課

河川課

川棚町

新上五島町

波佐見町計

佐々町計

河川課

道路建設課

道路維持課

時津町郡計

東彼杵町計

川棚町計
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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

令和２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、令和2年4月30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）

青方ダム 堰堤改良 5,250 予備発電対策 交付金

宮ノ川ダム 堰堤改良 5,250 予備発電対策 交付金

旅手越川(ロ) 砂防 1,050 用地補償　1式 交付金

土井浦川 砂防 1,050 堰堤工　1式 交付金

新港川(ﾛ) 砂防 52,500 堰堤工　1式 交付金

榎田川(ｲ) 砂防 52,500 堰堤工　1式 交付金

中尾川（ハ） 砂防 148,050 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 4,200 用地補償　1式 交付金

生ナ川（ロ） 砂防 4,200 用地補償　1式 交付金

生ナ川（ハ） 砂防 4,200 用地補償　1式 交付金

緊急改築（離島圏域） 砂防 1,050 測量調査設計　1式 交付金

鶴山下 地すべり 63,000 観測工　1式　/　抑制工　1式 交付金

仲知 地すべり 31,500 観測工　1式　/　抑制工　1式 交付金

基礎調査（離島圏域　急傾斜） 急傾斜 31,500 基礎調査　1式 交付金

1,940,494

情報基盤（北圏域　地すべり） 地すべり 84,000 観測局装置　1式 交付金

情報基盤（北圏域　急傾斜） 急傾斜 52,500 観測局装置　1式 交付金

136,500

地域交通網計画調査 道路改良 4,800
地域高規格道路及び地域連携
軸調査

補助

全国道路交通情勢調査 道路改良 7,200 交通量調査 補助

（一）嬉野川棚線（石木） 交通安全施設 10,471 歩道工　L=50m 交付金

橋梁点検（本土） 橋梁補修 210,000 橋梁総点検　１式 補助

橋梁点検（離島） 橋梁補修 40,950 橋梁総点検　１式 補助

トンネル点検（本土） 災害防除 63,000 トンネル点検　１式 補助

トンネル点検（離島） 災害防除 157,500 トンネル点検　１式 補助

道路土工構造物点検（離島） 災害防除 6,300 道路土工物点検　1式 交付金

大型構造物点検（土木） 災害防除 21,000 大型構造物点検　1式 補助

道路舗装調査事業
（路面下空洞調査）（本土）

舗装補修 27,328 路面性状調査 交付金

道路維持課

区分不能

河川課

砂防課

砂防課

道路建設課

北圏域

新上五島町

新上五島町計

北圏域計
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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

令和２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、令和2年4月30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
道路舗装調査事業
（路面下空洞調査）（離島）

舗装補修 7,748 路面性状調査 交付金

港湾課 － 港湾改修 3,300 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

砂防課 長寿命化計画ほか
砂防、地すべり、急傾
斜

163,800 長寿命化計画策定　１式 交付金

全域 建替工事 4,080 住生活基本計画 交付金

地域木造住宅振興費 間接補助 1,003 － 交付金

特定優良賃貸住宅供給促進費 家賃補助 4,750 － 交付金

特定優良賃貸住宅供給促進費 家賃補助 8,019 － 補助

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

長崎市外 － 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

764,600

55,726,400

【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

河川課

住宅課

区分不能

区分不能計

総計
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