
※「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 20,000

高架本体工事1式、設計調査1式、
駅舎建築1式

補助

都市再開発支援事業 都市再開発支援事業 30,000
計画コーディネート業務1式、ス
キーム検討、基本計画策定

交付金

（主） 長崎南環状線（新戸町～江川町） 道路改良 1,260,000 L=0(5,150)m　W=6.5(10.0)m 補助

（主）神ノ浦港長浦線（神浦向） 道路改良 26,670 L=0(370)m　W=5.5(9.25)m 交付金

（国）３２４号（滑川） 道路改良 98,700 L=0(360)m、W=6.0(7.5)m 交付金

（国）４９９号（岳路拡幅） 道路改良 23,036 L=0(2,100)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（国）４９９号（栄上拡幅） 道路改良 108,900 L=0(1,300)m、W=13.0(22.0)m 交付金

（都）滑石町線（大神宮） 街路事業 442,931 L=0(850)m　W=13.0(30.0)m 交付金

（国）２０２号（長崎駅前） 交通安全施設 168,000 歩道整備 交付金

（国）２０２号（琴海パーキング） 交通安全施設 14,175 トイレ改修 交付金

（主）野母崎宿線（門型標識） 交通安全施設 4,200 門型標識補修 補助

（一）長崎式見港線（門型標識） 交通安全施設 2,100 門型標識補修 補助

（国）２０２号（長崎市見崎町） 災害防除 17,765 法面工 補助

（国）３２４号（長崎市田上町～茂木町） 災害防除 21,000 法面工 補助

（主）東長崎長与線（長崎市畦別当町） 災害防除 10,500 法面工 補助

（国）２０２号（飽ノ浦トンネル） 災害防除 189,000 トンネル補修 補助

（国）２０２号（沖平トンネル） 災害防除 14,962 トンネル補修 補助

（国）２０２号（京泊トンネル） 災害防除 31,500 トンネル補修 補助

（国）２０６号（大橋町～若葉町） 電線共同溝 121,800 電線共同溝 補助

（一）長崎式見港線（尾上） 電線共同溝 136,500 電線共同溝 補助

（国）２５１号（長崎市） 舗装補修 21,000 舗装補修 交付金

（一）長与大橋町線（文教町～昭和2丁目） 舗装補修 18,714 舗装補修 交付金

（国）２０２号（四谷河内橋） 橋梁補修 225,750 橋梁補修 補助

（国）２０２号（新神浦橋） 橋梁補修 157,500 橋梁補修 補助

（国）２０２号（稲佐橋） 橋梁補修 114,450 橋梁補修 補助

（国）２０６号（銭座橋） 橋梁補修 15,750 橋梁補修 補助

（国）２０６号（大子橋） 橋梁補修 15,750 橋梁補修 補助

（国）２０６号（大江橋） 橋梁補修 34,650 橋梁補修 補助

（国）２０６号（戸根橋側道橋（上）） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（国）２０６号（戸根橋側道橋（下）） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（国）２５１号（矢上大橋） 橋梁補修 105,000 橋梁補修 補助

道路建設課

長崎市

都市政策課

令和３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3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
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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３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3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）小ヶ倉田上線（小ヶ倉１号橋） 橋梁補修 11,597 橋梁補修 補助

（一）長崎野母崎自転車道路線（元宮公園橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（国）２０２号（稗田橋） 橋梁補修 11,550 橋梁補修 補助

長崎港 港湾改修 327,075 道路（B) 補助

長崎港 港湾改修 1,851,937
緑地（Ｂ）、岸壁(-4.5m)、浮桟橋、
提案事業等

交付金

茂木港 港湾改修 73,500 物揚場（-3.0m）（2） 交付金

伊王島港 港湾改修 72,450 浮桟橋(1)（改良）等 交付金

高島港 港湾改修 91,691 防波堤(沖)(改良)、浮桟橋（改良） 交付金

池島港 港湾改修 246,750 南防波堤（改良） 交付金

長崎港 海岸高潮 44,115 護岸（改良） 交付金

長崎港 海岸高潮 12,000 合併施工 受託事業

形上海岸 海岸老朽化 15,750 護岸（改良） 交付金

香焼西海岸 海岸高潮 31,500 離岸堤 交付金

高島海岸 海岸老朽化 94,500 護岸（改良） 交付金

長崎港 港湾改修 1,699 道路補修 交付金

江川川 都市基盤河川改修 5,800 護岸工、補償 交付金

大井手川 都市基盤河川改修 38,088 護岸工、橋梁工 交付金

江川 総合流域防災(南) 95,970 用地補償、護岸工 交付金

鹿尾川 総合流域防災(南) 84,000 測試、護岸工 交付金

江川 河川事業受託費 5,000 護岸工 受託事業

式見ダム 情報基盤 31,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

黒浜ダム 情報基盤 37,714 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

鹿尾ダム 情報基盤 21,000 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

小ヶ倉ダム 情報基盤 63,000 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

鳴見ダム 情報基盤 73,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

西山ダム 情報基盤 94,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

中尾ダム 情報基盤 73,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

高浜ダム 情報基盤 63,000 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

本河内高部ダム 情報基盤 21,000 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

本河内低部ダム 情報基盤 21,000 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

神浦ダム 情報基盤 42,000 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

港湾課

長崎市

道路維持課

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３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3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）

長崎緊急ダム（浦上ダム） 河川総合開発 186,798 調査設計１式 補助

草住川 砂防 29,925 堰堤工　1式 補助

草住川 砂防 1,575 堰堤工　1式 交付金

千代譲川(ニ) 砂防 31,500 堰堤工　1式 交付金

竿ノ浦川(ハ) 砂防 12,600 用地補償　1式 交付金

水頭川 砂防 42,000 堰堤工　1式 交付金

矢の平川 砂防 37,800 堰堤工　1式 補助

矢の平川 砂防 9,450 堰堤工　1式 交付金

大宮川(ﾆ) 砂防 3,150 堰堤工　1式 交付金

三川川（ヌ） 砂防 3,150 堰堤工　1式 交付金

紅葉谷川（ロ） 砂防 55,650 堰堤工　1式 交付金

紅葉谷川（イ） 砂防 5,250 用地補償　1式 交付金

立岩川（ヘ） 砂防 3,150 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 用地補償　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 10,500 測量業務　1式 交付金

鳴見川（チ） 砂防 10,500 用地補償　1式 交付金

上黒崎 地すべり 43,155 抑止工　1式 交付金

曽段田 地すべり 1,050 観測工　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 52,500 法面工　1式 交付金

田中(2) 急傾斜 3,150 測量業務　1式 交付金

小ヶ倉1丁目（4） 急傾斜 1,050 測量業務　1式 交付金

赤迫(２) 急傾斜 15,750 測量調査設計　1式 交付金

多以良（4） 急傾斜 21,000 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

大宮（3） 急傾斜 36,750 法面工　1式 交付金

若竹（4） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

大園（4） 急傾斜 156,450 法面工　1式 交付金

金堀（6） 急傾斜 43,050 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３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3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 1,050 測量業務　1式 交付金

滑石３丁目（5） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

金堀（1） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

田中（61） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

大浜（19） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

滑石5丁目（6） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

戸町2丁目（7-1） 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

戸町2丁目（7-2） 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

現川 急傾斜 4,200 測量業務　1式 交付金

大園（3） 急傾斜 1,050 測量業務　1式 交付金

葉山２丁目（４） 急傾斜 21,000 測量調査設計　1式 交付金

三重（２） 急傾斜 21,000 測量調査設計　1式 交付金

緊急改築（南圏域） 砂防 52,500 改築工　1式 交付金

緊急改築（南圏域） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

土砂災害リスク情報整備（南圏域） 砂防 12,600 標識設置　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 砂防 12,600 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 地すべり 3,150 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 急傾斜 55,755 基礎調査　1式 交付金

深堀団地 改善工事 304,592 ＥＶ付き住戸改善工事 交付金

大橋団地 改善工事 254,128 屋根外壁改修工事 交付金

磯道団地 改善工事 100,000 屋根外壁改修工事 交付金

深堀団地 改善工事 134,000 屋根外壁改修工事 交付金

矢上第2団地（集会所） 改善工事 15,000 外部改修工事 交付金

矢上第2団地 改善工事 155,000 ＥＶ改修工事 交付金

本原団地 改善工事 22,000 ＥＶ改修工事 交付金

新大工町 間接補助 187,115 再開発事業 交付金

長崎駅周辺区画整理事業 街路事業 101,250 駅前広場整備一式（負担金） 交付金

9,718,932

（主）佐々鹿町江迎線（鹿町） 道路改良 105,000 L=0(2,500)m、W=6.0(7.5)m 交付金

（主）佐々鹿町江迎線（楠泊～矢岳） 道路改良 73,500 L=0(2,200)m　W=6.0(9.75)m 交付金

（一）俵ヶ浦日野線（赤崎） 道路改良 147,000 L=0(3,000)m　W=6.0(9.75)m 交付金

住宅課

長崎市計

砂防課

長崎市

道路建設課佐世保市
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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３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3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）佐世保世知原線（板山） 道路改良 399,000 L=0(2,100)m　W=5.5(7.0)m 交付金

（一）平瀬佐世保線（広田） 道路改良 210,000 L=0(220)m　W=6.0(12.0)m 交付金

（国）２０２号（浦頭拡幅） 道路改良 462,000 L=0(1,800)m　W=13.0(20.0)m 交付金

（一）平瀬佐世保線（早岐） 道路改良 31,500 L=0(300)m　W=6.0(15.0)m 交付金

（都）春日瀬戸越線 街路事業 1,061,780 L=0(1,990)m　W=6.5(16.5)m 交付金

（国）２０４号（田原） 交通安全施設 45,150 歩道整備 交付金

（主）佐世保港線 交通安全施設 2,100 門型標識補修 補助

（一）ハウステンボス線 交通安全施設 2,100 門型標識補修 補助

（主）佐世保吉井松浦線（下直谷） 交通安全施設 31,500 歩道整備 交付金

（主）佐々鹿町江迎線（歌ヶ浦） 交通安全施設 21,000 歩道整備 交付金

（国）２０４号（西江迎） 交通安全施設 84,000 歩道整備 交付金

（主）佐々鹿町江迎線（臼ノ浦） 交通安全施設 5,250 歩道整備 交付金

（国）２０２号（佐世保市～西海市） 災害防除 114,950 法面工 補助

（主）栗木吉井線（小塚岳トンネル） 災害防除 8,505 トンネル補修 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 47,250 法面工 補助

（主）佐世保吉井松浦線（佐世保市吉井町） 災害防除 5,250 法面工 交付金

（主）佐世保吉井松浦線（子産坂トンネル） 災害防除 10,500 トンネル補修 補助

（主）佐々鹿町江迎線（歌ヶ浦トンネル） 災害防除 38,272 トンネル補修 補助

（国）２０４号（本山トンネル） 災害防除 5,250 トンネル補修 補助

（国）２０２号（西海橋） 橋梁補修 52,500 橋梁補修 補助

（一）平瀬佐世保線（潮入橋側道橋（左）） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（一）嬉野川棚線（桜追橋） 橋梁補修 11,550 橋梁補修 補助

西海橋公園 都市公園 46,455 施設更新 交付金

港湾課 早岐港 港湾改修 105,000 防波堤（２） 交付金

日野川 広域河川改修 210,000 護岸工 交付金

相浦川 広域河川改修 31,500 設計 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

相浦川 特定構造物改築 2,100 保守点検 交付金

宮村川 総合流域防災(北) 157,500 掘削工 交付金

日宇川 総合流域防災(北) 57,750 用地補償、設計 交付金

道路維持課

道路建設課

佐世保市

河川課

5／20



※「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３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3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）

江迎川 総合流域防災(北) 31,500 測量設計 交付金

早岐川 大規模特定河川 315,000 橋梁工、用地補償 補助

早岐川 河川事業受託費 5,000 測量、調査 受託事業

日宇川 河川事業受託費 20,000 護岸工 受託事業

つづらダム 情報基盤 73,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

松山川 砂防 31,500 用地補償　1式 交付金

中原川 砂防 10,500 用地補償　1式 交付金

大野 地すべり 17,010 抑制工　1式 補助

大野 地すべり 1,890 抑制工　1式 交付金

鷲尾岳 地すべり 47,250 抑制工　1式 補助

鷲尾岳 地すべり 5,250 抑制工　1式 交付金

木浦原 地すべり 71,400 抑制工　1式 補助

木浦原 地すべり 17,850 抑制工　1式 交付金

坊ノ上 地すべり 62,496 抑止工　1式 交付金

陣の内（２） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

有福（３） 急傾斜 25,200 法面工　1式 交付金

白岳（１１） 急傾斜 25,200 法面工　1式 交付金

梅田(３) 急傾斜 76,650 法面工　1式 交付金

松瀬(2) 急傾斜 63,000 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 36,750 法面工　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 105,000 法面工　1式 交付金

小島（９） 急傾斜 63,000 法面工　1式 交付金

名切（１６） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

長坂（15） 急傾斜 52,500 法面工　1式 交付金

折橋（11） 急傾斜 4,200 測量業務　1式 交付金

黒髪(122) 急傾斜 68,250 法面工　1式 交付金

白岳（5） 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

大黒(2) 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

鹿子前（6） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

河川課

佐世保市

砂防課

6／20



※「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３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3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）

花高（4） 急傾斜 47,250 法面工　1式 交付金

天神 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

日野 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

庵浦（１） 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

吉福（２） 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

有福（７６） 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

長坂（9） 急傾斜 31,500 法面工　1式 交付金

東浜(11) 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

指方 急傾斜 5,250 測量業務　1式 交付金

緊急改築（北圏域） 砂防 42,000 改築工　1式 交付金

土砂災害リスク情報整備（北圏域） 砂防 4,200 標識設置　1式 交付金

牧の地 地すべり 210,000 抑止工　1式 補助

基礎調査（北圏域） 砂防 20,475 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（北圏域） 地すべり 7,245 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（北圏域） 急傾斜 76,545 基礎調査　1式 交付金

花高団地 改善工事 166,000 ＥＶ付き住戸改善工事 交付金

若竹台団地 改善工事 164,000 外部改修工事 交付金

広田団地 改善工事 10,000 下水道接続工事 交付金

5,938,723

（国）２５１号（出平有明バイパス） 道路改良 52,500 L=0(3,400)m　W=7.0(12.0)m 補助

（国）２５１号（有明瑞穂バイパス） 道路改良 378,000 L=0(10,400)m　W=7.0(12.0)m 補助

（一）礫石原松尾町停車場線（西） 道路改良 245,700 L=0(880)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（一）礫石原松尾町停車場線（大手原） 道路改良 21,000 L=0(260)m　W=6.0(7.5)m 交付金

（都）新山本町線 街路事業 248,167 L=0(660)m W=6.0(18.0)m 交付金

（都）新山本町線　負担金 街路事業 30,000 排水路整備負担金（島原市） 交付金

（国）２５１号（片町） 交通安全施設 10,500 歩道整備 交付金

（国）２５１号（門型標識） 交通安全施設 6,300 門型標識補修 補助

（国）２５１号（亀の甲～大手原） 交通安全施設 15,750 歩道整備 交付金

（国）２５１号（自転車走行環境整備） 交通安全施設 12,600 自転車走行環境整備 交付金

（国）２５１号（片町～新馬場町） 電線共同溝 2,100 電線共同溝 補助

（国）２５１号（中組跨線橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

佐世保市

島原市

佐世保市計

道路建設課

砂防課

道路維持課

住宅課

7／20



※「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３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3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（栗谷橋） 橋梁補修 11,550 橋梁補修 補助

（国）２５１号（新栄橋） 橋梁補修 11,550 橋梁補修 補助

島原港 港湾改修 42,974
物揚場(-2m)(改良)(B)、浮桟橋
（Ａ）(改良)等

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 15,448 合併施工 受託事業

河川課 湯江川 河川事業受託費 30,000 橋梁工 受託事業

砂防課 土砂災害リスク情報整備（南圏域）砂防 2,100 標識設置　1式 交付金

1,177,189

（国）２０７号（佐瀬拡幅） 道路改良 9,240 L=0(800)m　W=5.5(7.0)m 交付金

（国）２０７号（東長田拡幅） 道路改良 226,219 L=0(1,900)m、W=14.0(23.25)m 交付金

（一）久山港線（久山） 道路改良 73,500 L=0(1,300)m　W=6.5(10.25)m 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 交付金

（一）富川渓線（富川） 道路改良 239,085 L=0(2,900)m　W=5.5(7.5)m 交付金

（主）諫早飯盛線（土師野尾～飯盛） 道路改良 21,000 L=0(2,300)m　W=6.0(9.75)m 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 交付金

（一）田結久山線（飯盛里） 道路改良 42,000 L=0(2,000)m　W=6.0(7.5)m 交付金

（主）諫早飯盛線（栗面） 道路改良 105,000 L=0(200)m　W=6.5(11.5)m 交付金

（国）２０７号（伊木力） 交通安全施設 10,500 歩道整備 交付金

（一）多良岳公園線（諫早市高来町） 災害防除 15,750 法面工 補助

（国）２０７号（諫早市） 舗装補修 126,144 舗装補修 交付金

（国）２５１号（諫早市） 舗装補修 68,619 舗装補修 交付金

（主）有喜本諫早停車場線（諫早市） 舗装補修 21,000 舗装補修 交付金

（一）小長井線 交通安全施設 15,750 歩道整備 交付金

（国）２０７号 交通安全施設 2,100 門型標識補修 補助

（国）２０７号（今里橋） 橋梁補修 40,425 橋梁補修 補助

（国）２０７号（長田橋） 橋梁補修 42,000 橋梁補修 補助

（国）２０７号（西ノ崎跨線橋側道橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（国）２０７号（無名橋） 橋梁補修 11,550 橋梁補修 補助

（国）２５１号（新田結橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（主）長崎多良見線（重尾大橋） 橋梁補修 11,550 橋梁補修 補助

（一）諫早外環状線（本明川大橋） 橋梁補修 22,050 橋梁補修 補助

諫早市

島原市 港湾課

島原市計

道路建設課

道路維持課

道路維持課

8／20



※「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３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3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 県立総合運動公園 都市公園 105,000 施設更新 交付金

港湾課 小長井港 港湾改修 88,199 船揚場（改良） 交付金

仁反田川 特定構造物改築 2,100 保守点検 交付金

中山西川 総合流域防災(南) 77,700 護岸工 交付金

江ノ浦川 大規模特定河川 189,000 橋梁工 補助

有喜川 大規模特定河川 63,000 橋梁工 補助

中山西川 河川事業受託費 40,000 橋梁工 受託事業

江ノ浦川 河川事業受託費 10,000 護岸工 受託事業

土師野尾ダム 情報基盤 31,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

船津ダム 情報基盤 31,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

伊木力ダム 情報基盤 31,500 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

崎ノ谷川 砂防 22,890 堰堤工　1式 補助

崎ノ谷川 砂防 1,260 堰堤工　1式 交付金

寺畑川 砂防 43,890 堰堤工　1式 補助

寺畑川 砂防 2,310 堰堤工　1式 交付金

山口谷川 砂防 29,925 堰堤工　1式 補助

山口谷川 砂防 1,575 堰堤工　1式 交付金

西泊川（イ） 砂防 8,400 用地補償　1式 交付金

小角川 砂防 91,770 堰堤工　1式 補助

小角川 砂防 4,830 堰堤工　1式 交付金

寺坂 地すべり 33,075 抑止工　1式 補助

寺坂 地すべり 3,675 抑止工　1式 交付金

総流防（南圏域） 砂防 21,000 測量調査設計　1式 交付金

情報基盤（南圏域） 砂防 10,500 観測局装置　1式 交付金

土砂災害リスク情報整備（南圏域） 砂防 2,100 標識設置　1式 交付金

住宅課 栗面団地 改善工事 114,000 外部改修工事 交付金

2,508,581

（都）池田沖田線（竹松） 街路事業 188,481 L=0(1,970)m、W=6.0(20.0)m 交付金

池田沖田線（竹松）負担金 街路事業 30,000 雨水管渠付替負担金(大村市) 交付金

（主）大村貝津線（西部） 交通安全施設 5,250 歩道整備 交付金

（国）４４４号（平谷黒木トンネル） 災害防除 12,600 トンネル補修 補助

諫早市

大村市

砂防課

諫早市計

道路建設課

河川課

道路維持課

9／20



※「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３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3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）

（主）長崎空港線（森園） 電線共同溝 31,500 電線共同溝 補助

（国）４４４号（桜馬場２丁目～池田２丁目） 電線共同溝 115,500 電線共同溝 補助

（国）４４４号（大村市） 舗装補修 10,500 舗装補修 交付金

（主）大村貝津線（三鈴大橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

港湾課 大村港 港湾改修 29,370 浮桟橋等 交付金

よし川 都市基盤河川改修 68,000 護岸工、橋梁工、堰 交付金

郡川 総合流域防災(南) 105,000 護岸工、橋梁工 交付金

郡川 大規模特定河川 199,500 橋梁工 補助

佐奈河内川 河川災害復旧助成 532,113
河道拡幅、河床掘削、護岸工、
橋梁工

補助

佐奈河内川 河川事業受託費 100,000 橋梁工 受託事業

萱瀬ダム 情報基盤 49,350 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

下長瀬川 砂防 4,200 測量業務　1式 補助

下長瀬川 砂防 1,050 測量業務　1式 交付金

緊急改築（南圏域） 砂防 1,050 用地補償　1式 交付金

久原第2団地 改善工事 114,000 外部改修工事 交付金

桜馬場団地 改善工事 169,000 外部改修工事 交付金

1,775,914

（主）平戸田平線（向月） 道路改良 191,100 L=0(1,560)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（国）３８３号（草積拡幅） 道路改良 78,918 L=0(3,900)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（一）以善田平港線（坊田） 道路改良 105,000 L=0(1,320)m,W=5.5(9.25)m 交付金

（主）平戸田平線（田平） 道路改良 263,874 L=0(2,300)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（主）平戸田平線（田平）負担金 道路改良 20,000 市道付替負担金（平戸市） 交付金

（国）２０４号（小手田） 交通安全施設 42,000 歩道整備 防災

（主）平戸田平線（平戸市野子町～岩の上町） 災害防除 99,750 法面工 補助

（主）平戸田平線（山中） 交通安全施設 5,250 歩道整備 防災

（国）３８３号（平戸大橋） 橋梁補修 42,000 橋梁補修 補助

（主）平戸生月線（生月大橋） 橋梁補修 157,500 橋梁補修 補助

（主）平戸生月線（白石２号橋） 橋梁補修 10,500 橋梁補修 補助

（国）３８３号（岩の上） 舗装補修 23,964 舗装補修 交付金

田平公園 都市公園 16,545 施設更新 交付金

港湾課 田平港 港湾改修 23,294
物揚場(-3m)(改良)(1)、道路（改
良）

交付金

大村市

平戸市

砂防課

道路維持課

住宅課

大村市計

道路建設課

道路維持課

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３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3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）

川内港 港湾改修 18,270 物揚場(-3m)(改良)(Ｃ) 交付金

大島港 港湾改修 43,050 道路(改良) 交付金

平戸港 港湾改修 148,050 防波堤（南）等 交付金

基礎調査（北圏域） 砂防 20,475 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（北圏域） 地すべり 7,245 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（北圏域） 急傾斜 76,545 基礎調査　1式 交付金

1,393,330

（一）星鹿港線（御厨） 道路改良 73,500 L=0(1,000)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（主）佐世保吉井松浦線（栢木） 道路改良 30,450 L=0(560)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（一）上志佐今福停車場線（今福） 道路改良 179,550 L=0(920)m　W=5.5(7.0)m 交付金

（国）２０４号（松浦市～平戸市） 舗装補修 10,500 舗装補修 交付金

（国）２０４号（松浦大橋） 橋梁補修 55,650 橋梁補修 補助

（国）２０４号（高岩橋） 橋梁補修 28,350 橋梁補修 補助

（国）２０４号（高岩人道橋） 橋梁補修 21,000 橋梁補修 補助

（一）喜内瀬鍋串辻線（福島大橋） 橋梁補修 33,600 橋梁補修 補助

（主）佐世保吉井松浦線（栢ノ木橋） 橋梁補修 10,500 橋梁補修 補助

（国）２０４号（浦橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（国）２０４号（浦橋測道橋上） 橋梁補修 11,550 橋梁補修 補助

松浦港 港湾改修 57,750 緑地 交付金

調川港 港湾改修 15,750 道路（改良） 交付金

福島港 港湾改修 5,016 道路補修 交付金

河川課 笛吹ダム 情報基盤 42,000 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

白井岳 地すべり 11,340 抑制工　1式 補助

白井岳 地すべり 1,260 抑制工　1式 交付金

立岩 地すべり 50,431 抑制工　1式 補助

立岩 地すべり 7,318 抑制工　1式 交付金

里 地すべり 36,750 観測工　1式 交付金

星鹿 地すべり 84,000 抑制工　1式 補助

775,715

（国）３８２号（樫滝拡幅） 道路改良 64,050 L=0(2,600)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（主）厳原豆酘美津島線（吹崎） 道路改良 105,000 L=0(2,220)m、W=5.5(7.0)m 交付金

平戸市

道路建設課対馬市

平戸市計

道路建設課

道路維持課

砂防課

砂防課

松浦市計

港湾課

松浦市

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３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3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
（主）厳原豆酘美津島線
（尾浦～安神）

道路改良 206,371 L=0(1,900)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（一）比田勝港線（西泊） 道路改良 21,000 L=0(480)m、W=5.5(9.25)m 交付金

（国）３８２号（畠ケ浦バイパス） 道路改良 42,000 L=0(1,400)m、W=6.0(7.5)m 交付金

（国）３８２号
（美止々～佐護バイパス）

道路改良 5,250 L=0(1,290)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（一）大浦比田勝線（豊） 道路改良 5,250 L=0(1,380)m、W=5.5(7.0)m 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 交付金

（国）３８２号（宮谷） 交通安全施設 42,000 歩道整備 交付金

（国）３８２号（中村） 交通安全施設 210,000 歩道整備 交付金

（国）３８２号（鶏知～千馬ヶ原） 交通安全施設 21,000 歩道整備 交付金

（国）３８２号（山田山トンネル） 災害防除 5,250 トンネル補修 補助

（主）厳原豆酘美津島線
（向山トンネル）

災害防除 15,750 トンネル補修 補助

（主）上対馬豊玉線
（千尋藻トンネル）

災害防除 7,875 トンネル補修 補助

（主）厳原豆酘美津島線
（対馬市厳原町）

災害防除 21,000 護岸工 交付金

（一）唐崎岬線（対馬市豊玉町） 災害防除 3,412 法面工 交付金

（主）桟原小茂田線
（対馬市厳原町）

災害防除 31,500 法面工 交付金

（主）上対馬豊玉線
（対馬市上対馬町～豊玉町）

災害防除 10,450 法面工 交付金

（一）上県小鹿港線
（対馬市上県町～上対馬町）

災害防除 25,200 法面工 交付金

（一）舟志佐須奈線
（対馬市上対馬町～上県町）

災害防除 8,400 法面工 交付金

（国）３８２号（中村） 電線共同溝 69,300 電線共同溝 補助

（国）３８２号（万関橋） 橋梁補修 63,000 橋梁補修 補助

（国）３８２号（大船越橋） 橋梁補修 42,000 橋梁補修 補助

対馬空港 空港整備 63,000 滑走路改良 補助

厳原港 港湾改修 292,950 岸壁(-7.0m)、道路（H） 補助

厳原港 港湾改修 73,500
防波堤、駐車場(3)、岸壁(-
5.5m)(改良)等

交付金

比田勝港 港湾改修 69,300
岸壁(-5.5m)(改良)、物揚場（-
3m）

交付金

仁位港 港湾改修 47,250 浮桟橋(改良)、道路(改良) 交付金

竹敷港 港湾改修 10,500 物揚場（-3.0m）(B)（改良） 交付金

鹿見港 港湾改修 52,500 船揚場 交付金

小茂田港 港湾改修 63,000 防波堤（改良） 交付金

佐須奈港 港湾改修 18,900 物揚場（-3m）（改良） 交付金

濃部海岸 海岸老朽化 126,000 護岸（改良） 交付金

道路建設課

道路維持課

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

令和３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3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 位ノ端海岸 海岸老朽化 10,500 護岸（改良） 交付金

久根川 総合流域防災(離島) 27,300 用地補償 交付金

田川 総合流域防災(離島) 10,500 護岸工 交付金

佐護川 総合流域防災(離島) 48,300 護岸工 交付金

加志川 総合流域防災(離島) 42,000 橋梁工 交付金

田川 河川事業受託費 20,000 護岸工 受託事業

小浦ダム 情報基盤 5,250 無線機更新 交付金

雞知ダム 堰堤改良 158,550 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

仁田ダム 堰堤改良 143,850 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

一重川 砂防 68,250 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 31,500 用地補償　1式 交付金

加藤川（ニ） 砂防 31,500 用地補償　1式 交付金

坂ノ間川（イ） 砂防 15,750 用地補償　1式 交付金

卯麦浜川 砂防 4,200 用地補償　1式 交付金

東山下 地すべり 70,350 抑止工　1式 交付金

白川 急傾斜 10,500 法面工　1式 交付金

賀谷(1) 急傾斜 3,150 測量業務　1式 交付金

基礎調査（離島圏域） 急傾斜 120,928 基礎調査　1式 交付金

2,690,586

（一）渡良浦初瀬線（坪触） 道路改良 105,000 L=0(2,300)m　W=5.5(7.0)m 交付金

(国)３８２号(平人触) 道路改良 19,661 L=0(740)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（一）渡良浦初瀬線（渡良浦） 道路改良 47,250 L=0(490)m、W=5.5(9.25)m 交付金

（一）湯ノ本芦辺線
（中野～芦辺）

道路改良 21,000 L=0(3,000)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（国）３８２号（池田東） 交通安全施設 126,000 歩道整備 交付金

（主）勝本石田線（諸吉工区） 交通安全施設 74,550 歩道整備 交付金

（国）３８２号（東触～本村触） 交通安全施設 47,250 歩道整備 交付金

（国）３８２号（壱岐市勝本町） 災害防除 50,826 法面工 補助

（主）勝本石田線（壱岐市芦辺
町）

災害防除 10,500 法面工 交付金

（一）初瀬印通寺線
（壱岐市郷ノ浦町）

災害防除 21,000 法面工 交付金

港湾課 郷ノ浦港 港湾改修 107,100 物揚場(-2m)(B)(改良)、浮桟橋等 交付金

道路維持課

道路建設課

対馬市計

対馬市

壱岐市

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３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3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 勝本港 港湾改修 222,600 物揚場(-3m)(A)（改良）等 交付金

勝本ダム 情報基盤 21,000 無線機更新 交付金

永田ダム 情報基盤 21,000 無線機更新 交付金

男女岳ダム 情報基盤 35,704 無線機更新 交付金

浜田川 砂防 73,500 堰堤工　1式 交付金

花川 砂防 5,250 測量調査設計　1式 交付金

谷江 地すべり 10,605 抑制工　1式 交付金

今井崎 急傾斜 53,550 法面工　1式 交付金

基礎調査（離島圏域） 急傾斜 50,715 基礎調査　1式 交付金

1,124,061

（主）福江空港線（上大津） 道路改良 76,650 L=0(1,010)m　W=6.0(9.75)m 交付金

（主）福江空港線（上大津2） 道路改良 5,250 L=0(830)m　W=6.0(10.75)m 交付金

（主）福江富江線（浜） 道路改良 61,593 L=0(800)m　W=5.5(9.25)m 交付金

（一）玉之浦岐宿線（幾久山） 道路改良 47,250 L=0(500)m、W=5.5(9.25)m 交付金

（主）玉之浦大宝線（立谷） 道路改良 10,500 L=0(1,900)m、W=5.5(7.0)m 交付金

(国)３８４号（黒瀬拡幅） 道路改良 68,250 L=0(300)m、W=5.5(9.25)m 交付金

（主）福江富江線（吉田） 道路改良 10,500 L=0(810)m、W=5.5(9.25)m 交付金

（主）富江岐宿線（松尾） 交通安全施設 73,500 歩道整備 交付金

（一）大浜福江線（下崎山） 交通安全施設 79,111 歩道整備 交付金

（主）福江富江線（本山） 交通安全施設 210,000 歩道整備 交付金

（一）貝津岳浜ノ畔（里） 交通安全施設 52,500 歩道整備 交付金

（国）３８４号他（自転車走行環境整備） 交通安全施設 10,500 自転車走行環境整備 交付金

（国）３８４号（五島市玉之浦町） 災害防除 21,000 法面工 交付金

（主）福江荒川線（五島市玉之浦町） 災害防除 4,200 法面工 交付金

（主）福江富江線（五島市富江町） 災害防除 10,500 法面工 交付金

（主）富江岐宿線（五島市富江町） 災害防除 84,000 法面工 補助

（一）河務福江線線（五島市岐宿町） 災害防除 26,143 法面工 交付金

（一）玉之浦岐宿線（五島市岐宿町） 災害防除 47,250 法面工 交付金

（国）３８４号（打折第一トンネル） 災害防除 67,946 トンネル補修 補助

（国）３８４号（大川原トンネル） 災害防除 18,354 トンネル補修 補助

（国）３８４号（川原浦トンネル） 災害防除 18,354 トンネル補修 補助

道路建設課

道路維持課

五島市

壱岐市計

河川課

砂防課

壱岐市
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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３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3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）３８４号（荒川トンネル） 災害防除 12,125 トンネル補修 補助

（国）３８４号（白良ヶ浜トンネル） 災害防除 53,550 トンネル補修 補助

（主）福江富江線（増田トンネル） 災害防除 42,000 トンネル補修 補助

（一）玉之浦岐宿線（折口トンネル） 災害防除 31,500 トンネル補修 補助

（国）３８４号（五島市工区） 舗装補修 15,750 舗装補修 交付金

福江港 港湾改修 268,800 防波堤、物揚場(-3m)(改良)(4)等 交付金

富江港 港湾改修 66,150 浮桟橋(改良)等 交付金

玉ノ浦港 港湾改修 107,100 防波堤等 交付金

相の浦港 港湾改修 65,100 可動橋（改良）等 交付金

玉ノ浦港 海岸高潮 126,000 護岸（改良） 交付金

後の川 総合流域防災(離島) 10,500 護岸工 交付金

福江ダム 堰堤改良 26,250 放流設備更新 交付金

琴石川 砂防 210,000 堰堤工　1式 交付金

妙泉寺川 砂防 189,000 堰堤工　1式 交付金

後川（イ） 砂防 42,000 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 131,250 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 67,410 基礎調査　1式 交付金

2,530,836

（国）２０２号（雪の浦憩いの広場） 交通安全施設 16,800 トイレ改修 交付金

（一）扇山公園線（西海市大瀬戸町） 災害防除 47,250 法面工 補助

（主）大島太田和線（呼子トンネル） 災害防除 8,505 トンネル補修 補助

（国）２０６号（西海市） 舗装補修 18,900 舗装補修 交付金

（国）２０２号（西海市） 舗装補修 38,709 舗装補修 交付金

（主）大島太田和線（大島大橋） 橋梁補修 210,000 橋梁補修 補助

（主）崎戸大島線（中戸橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

（主）崎戸大島線（中戸大橋） 橋梁補修 22,050 橋梁補修 補助

肥前大島港 港湾改修 440,000 受託工事（埋立） 受託事業

肥前大島港 港湾改修 21,000 物揚場(-2m)等 交付金

瀬戸港 港湾改修 21,000 防波堤（改良） 交付金

砂防課

河川課

港湾課

道路維持課

道路維持課

五島市

港湾課

西海市

五島市計
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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３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3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 松島港 港湾改修 415,800 浮桟橋(改良) 交付金

面高港 海岸高潮 96,322 護岸（改良） 交付金

亀浦海岸 海岸老朽化 5,250 護岸（改良） 交付金

河川課 雪浦川 総合流域防災(南) 105,000 河床掘削 交付金

大川 砂防 28,350 堰堤工　1式 補助

大川 砂防 3,150 堰堤工　1式 交付金

石宗 地すべり 52,500 抑止工　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 86,100 法面工　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 砂防 22,050 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 地すべり 7,560 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 急傾斜 76,860 基礎調査　1式 交付金

1,847,106

（主）小浜北有馬線（大亀～矢代） 道路改良 168,828 L=0(1,850)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（国）３８９号(坂上下拡幅) 道路改良 20,475 L=0(4,200)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（国）３８９号（国見拡幅） 道路改良 84,000 L=0(2,800)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（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 補助

（国）２５１号（有明瑞穂バイパス） 道路改良 378,000 L=0(10,400)m　W=7.0(12.0)m 補助

（国）３８９号（多比良バイパス） 道路改良 141,989 L=0(1,000)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（国）２５１号（木指～金浜） 交通安全施設 21,000 歩道整備 交付金

（国）２５１号（多比良） 交通安全施設 31,500 歩道整備 交付金

（一）北野千々石線 交通安全施設 5,250 対向車接近装置 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 12,600 車止め・防護柵工 交付金

（国）２５１号（自転車走行環境整備） 交通安全施設 12,600 歩道整備 交付金

（国）３８９号
（雲仙市国見町～南島原市南有
馬町）

災害防除 47,250 法面工 補助

（一）北野千々石線
（雲仙市小浜町～千々石町）

災害防除 4,200 法面工 交付金

（一）平石千々石線
（雲仙市千々石町）

災害防除 10,500 法面工 交付金

（国）２５１号（今木場橋） 橋梁補修 31,500 橋梁補修 補助

港湾課 多比良港 港湾改修 170,100
岸壁(-4.5m)(A)、第１可動橋(改
良)等

交付金

山田川 総合流域防災(南) 36,750 橋梁工 交付金

山田川 河川事業受託費 20,000 橋梁工 受託事業

道路建設課

砂防課

道路維持課

西海市計

港湾課

西海市

雲仙市

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３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3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）

砂防課 脇の谷川 砂防 59,850 堰堤工　1式 補助

脇の谷川 砂防 3,150 堰堤工　1式 交付金

浦川 砂防 10,500 用地補償　1式 交付金

北村西台川 砂防 10,500 測量業務　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 砂防 12,600 基礎調査　1式 交付金

基礎調査（南圏域） 急傾斜 46,935 基礎調査　1式 交付金

2,831,077

（主）小浜北有馬線（大亀～矢代） 道路改良 168,827 L=0(1,850)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（国）３８９号(坂上下拡幅) 道路改良 20,475 L=0(4,200)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（一）雲仙有家線（中山） 道路改良 7,875 L=0(1,320)m　W=5.5(7.0)m 交付金

（国）２５１号（小川交差点） 道路改良 5,250 L=0(300)m、W=6.0(12.5)m 交付金

（国）２５１号（布津新田） 交通安全施設 31,500 歩道整備 交付金

（一）雲仙深江線（深江） 交通安全施設 63,000 歩道整備 交付金

（国）２５１号（自転車走行環境整備） 交通安全施設 6,300 自転車走行環境整備 交付金

（国）２５１号（権田パーキング） 交通安全施設 13,013 トイレ改修 交付金

（国）２５１号（西有家橋） 橋梁補修 9,450 橋梁補修 補助

口ノ津港 港湾改修 164,850 防波堤（Ａ）（改良）等 交付金

須川港 港湾改修 12,600 物揚場（-3m）（改良）等 交付金

堂崎港 港湾改修 47,250 物揚場（-2m）（改良）(2) 交付金

須川川 総合流域防災(離島) 10,500 用地補償 交付金

須川川 河川事業受託費 30,000 橋梁工 受託事業

宮ノ原 地すべり 9,450 抑制工　1式 補助

宮ノ原 地すべり 1,050 抑制工　1式 交付金

601,390

道路維持課 （国）２０７号（長与町岡郷） 災害防除 60,900 法面工 補助

高田川 総合流域防災(南) 73,500 護岸工 交付金

高田川 河川事業受託費 10,000 護岸工 受託事業

長与ダム 情報基盤 19,950 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

砂防課 総流防（南圏域） 砂防 18,900 流木捕捉工　１式 交付金

住宅課 高田南都市改造事業 区画整理事業 1,657,000 長与町より受託している事業 受託事業

1,840,250

長与町

雲仙市

道路建設課

南島原市計

砂防課

河川課

雲仙市計

道路維持課

港湾課

砂防課

長与町計

南島原市

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３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3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）奥ノ平時津線（時津） 道路改良 682,500 L=0(3,400)m、W=7.0(10.5)m 補助

（国）２０６号（時津） 道路改良 46,200 L=0(900)m、W=14.0(20.0)m 交付金

（一）奥ノ平時津線（日並） 道路改良 23,100 L=0(700)m、W=6.0(12.0)m 交付金

(国)２０６号(子々川) 道路改良 7,381 L=0(280)m、W=6.0(9.45)m 交付金

時津川 総合流域防災(南) 131,250 護岸工、用地補償 交付金

時津川 河川事業受託費 10,000 護岸工 受託事業

中山ダム 情報基盤 19,950 ダム管理用制御処理装置更新 交付金

荒平川（イ） 砂防 52,500 堰堤工　1式 交付金

上開田 急傾斜 42,000 法面工　1式 交付金

総流防（南圏域） 砂防 17,850 流木捕捉工　１式 交付金

1,032,731

道路建設課 （一）嬉野川棚線（木場） 道路改良 42,000 L=0(600)m、W=5.5(7.0)m 交付金

川棚港 港湾改修 25,200 物揚場（-2m）（改良） 交付金

川棚港 港湾改修 157,500 緑地 交付金

川棚川 広域河川改修 52,500 河床掘削 交付金

石木ダム 河川総合開発 686,000 基礎掘削工、付替県道工事等 補助

963,200

小値賀町 道路維持課 （一）斑浜津線（斑大橋） 橋梁補修 70,350 橋梁補修 補助

70,350

佐々町 河川課 佐々川 総合流域防災(北) 42,000 設計 交付金

42,000

（主）有川新魚目線（榎津） 道路改良 21,000 L=0(1,210)m、W=6.0(12.0)m 交付金

（主）有川新魚目線（青砂ヶ浦） 道路改良 105,000 L=0(1,300)m、W=5.5(9.25)m 交付金

（国）３８４号（白魚バイパス） 道路改良 157,500 L=0(600)m、W=5.5(7.0)m 交付金

（国）３８４号（青方拡幅） 道路改良 52,500 L=0(980)m、W=6.0(9.75)m 交付金

（国）３８４号（新上五島町七目郷） 舗装補修 42,000 舗装補修 交付金

（主）有川新魚目線（小串） 交通安全施設 8,400 歩道整備 交付金

（一）日ノ島猿浦線（若松） 交通安全施設 91,350 歩道整備 交付金

（国）３８４号他（自転車走行環境整備） 交通安全施設 10,500 自転車走行環境整備 交付金

（主）上五島空港線（上有川） 交通安全施設 21,000 歩道整備 交付金

（主）有川奈良尾線（鯛ノ浦） 交通安全施設 8,400 歩道整備 交付金

川棚町

時津町

新上五島町

道路維持課

時津町

河川課

河川課

砂防課

道路建設課

道路建設課

佐々町計

道路建設課

港湾課

時津町郡計

川棚町計

小値賀町計

18／20



※「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３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3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）

（主）若松白魚線（若松大橋） 橋梁補修 105,000 橋梁補修 補助

（主）上五島空港線（頭ヶ島大橋） 橋梁補修 31,500 橋梁補修 補助

（一）佐尾港線
（新上五島町桐古里郷～奈良尾郷） 災害防除 105,000 法面工 交付金

（国）３８４号（こんぴらトンネル） 災害防除 8,400 トンネル補修 補助

有川港 港湾改修 212,100
防波堤（改良）、浮桟橋（Ａ)(改良)
等

交付金

青方港 港湾改修 88,200
岸壁(-4.5m)(A)(改良)、浮桟橋
（改良）等

交付金

榎津海岸 海岸老朽化 63,000 護岸（改良） 交付金

河川課 釣道川 総合流域防災(離島) 31,500 河床掘削 交付金

旅手越川(ロ) 砂防 10,500 用地補償　1式 交付金

新港川(ﾛ) 砂防 10,500 堰堤工　1式 交付金

榎田川(ｲ) 砂防 10,500 堰堤工　1式 交付金

中尾川（ハ） 砂防 105,000 堰堤工　1式 交付金

紲子川 砂防 3,150 用地補償　1式 交付金

宮ノ上川 砂防 3,150 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

新港川(イ) 砂防 10,500 測量調査設計　1式 交付金

先小路川 砂防 10,500 測量調査設計　1式 交付金

鶴山下 地すべり 15,750 観測工　1式 交付金

仲知 地すべり 31,500 抑制工　1式 交付金

小奈良尾 急傾斜 84,000 法面工　1式 交付金

緊急改築（離島圏域） 砂防 1,050 用地補償　1式 交付金

基礎調査（離島圏域） 急傾斜 2,835 基礎調査　1式 交付金

1,469,685

長寿命化計画（南圏域） 砂防 33,789 施設点検　1式 交付金

長寿命化計画（南圏域） 地すべり 13,933 施設点検　1式 交付金

長寿命化計画（南圏域） 急傾斜 56,700 施設点検　1式 交付金

104,422

長寿命化計画（北圏域） 砂防 10,395 施設点検　1式 交付金

長寿命化計画（北圏域） 地すべり 42,966 施設点検　1式 交付金

長寿命化計画（北圏域） 急傾斜 10,216 施設点検　1式 交付金

砂防課

南圏域

道路維持課

砂防課

北圏域

港湾課

南圏域計

砂防課

新上五島町計

新上五島町
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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３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3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）

63,577

都市政策課 県内一円　178箇所 宅地耐震化推進事業 30,000 変動予測調査　1式 交付金

道路建設課 地域交通網計画調査 道路改良 4,200
高規格道路及び地域連携軸調
査

補助

道路舗装調査事業
（路面下空洞調査）

舗装補修 23,928 路面下空洞調査 交付金

（一）嬉野川棚線（石木） 交通安全施設 7,886 歩道整備 交付金

港湾課 － 港湾改修 3,300 港湾統計調査 交付金

全域 総合流域防災 52,500 情報基盤整備 交付金

－ － 738
市町指導(都市基盤河川改修事
業)指導監督交付金

交付金

－ － 204 水害統計調査 交付金

地域木造住宅振興費 間接補助 707 － 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

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

141,632

40,641,287

【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

住宅課

道路維持課

北圏域計

総計

区分不能計

河川課
区分不能
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