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●交通安全施設等整備事業等

事業種別 工区 工事箇所
整備概要

全体 令和３年度

交通安全

施 設 等

整備事業

一般国道２０２号

福田本町工区

長崎市

福田本町

L = 770m W = 6.0(9.75)m

平成 24 年度～令和 5年度（予定）

用地取得

工  事

主要地方道

長崎多良見線

平木場工区

西彼杵郡

長与町

平木場郷

L = 650m W = 6.0(9.75)m

平成 30 年度～令和 6年度（予定）

調  査

設  計

道路災害

防除事業
一般国道２０２号

長崎市
塩浜町～
大浜町

飽ノ浦トンネル（照明更新）

令和 1年度～令和 3年度（予定）
工  事

橋梁補修

事  業

一般国道２０２号

新神浦橋

長崎市

神浦向町

L = 126.2m W = 7.0(10.0)m

平成 30 年度～令和 5年度(予定)
工  事

一般国道２０２号

四谷河内橋

長崎市

赤首町

L = 160.0m W = 6.0(11.0)m

平成 28 年度～令和 4年度(予定)
工  事

無電柱化

推進事業

一般国道２０６号

大橋町～若葉町

長崎市

大橋町～

若葉町

L = 1,080(2,160)m

平成 29 年度～令和 8年度（予定）

設計・調査

工  事

一般県道

長崎式見港線

尾上町

長崎市

尾上町

L = 380(760)m

平成 30 年度～令和 4年度（予定）
工  事
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①交通安全施設等整備事業 【交通安全確保に向けた通学路等の整備】

●目的 ●事業区間位置図

安全で安心できる生活環境を確

保するため、事故危険箇所におけ

る交差点改良や通学路や公共施設

周辺などの歩道必要区間における

歩道整備を行う。

●各工区の概要

一般国道 202 号 福田工区 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：長崎市福田本町

延  長：770 m

幅  員：6.0(9.75) m

着工年度：平成 24年度

完成年度：令和 5年度（予定）

事業内容：歩道整備

標準断面：

主要地方道長崎多良見線 平木場工区 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：西彼杵郡長与町平木場郷

延  長：650 m

幅  員：6.0(9.75) m

着工年度：平成 30年度

完成年度：令和 6年度（予定）

事業内容：歩道整備

標準断面：

一般国道 202 号
福田工区

主要地方道長崎多良見線
平木場工区

通学状況（整備前）

現状（整備前）
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②道路災害防除事業 【インフラの戦略的な維持管理、更新の推進】

【地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など

防災対策の推進】

●目的 ●事業区間位置図

道路網の安全性･信頼性の確保

とライフサイクルコストの縮減を

目的とし、道路トンネル維持管理

計画に基づき、「予防保全型の維持

管理」を行うため、道路トンネル

の補修工事及び施設更新を行う。

●各工区の概要

一般国道２０２号 飽ノ浦トンネル 事業推進中

【事業の諸元】

事業箇所：飽ノ浦トンネル(長崎市塩浜町～大浜町)

事業内容：照明施設更新

着工年度：令和元年度

完成年度：令和３年度

計画延長：1,559m 

幅  員：6.0（9.75）m

現  況（起点側）

一般国道長２０２号
（飽ノ浦トンネル）
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③橋梁補修事業 【インフラの戦略的な維持管理、更新の推進】             

【地震、大雨、台風、高潮などの自然災害に備えた施設整備など

防災対策の推進】

●目的 ●事業区間位置図

緊急輸送道路の一部である橋梁

の落橋等の甚大な被害を防止し、

緊急輸送道路としての機能を確保

するため、耐震補強工事や補修工

事を行う

●各工区の概要

一般国道 202 号（新神浦橋） 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：長崎市神浦向町

事業内容：耐震補強および補修

着工年度：平成 31年度

完成年度：令和 5年度（予定）

橋梁延長：126.2m 

幅  員：7.0（10.0）m

一般国道 202 号（四谷河内橋） 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：長崎市赤首町

事業内容：橋梁補強

着工年度：平成 28年度

完成年度：令和 4年度（予定）

橋梁延長：160.0m

幅  員：6.0（11.0）m

一般国道 202 号
（新神浦橋）

一般国道 202 号
（四谷河内橋）

全 景

全 景
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完成イメージ写真

④無電柱化推進事業  【地震,大雨,台風,高潮などの自然災害に備えた施設整備など防災対策の推進】

●目的           ●事業区間位置図

電力や通信のケーブルなどの

電線類の地中化は、

①安全で快適な通行空間の確保

②都市災害の防止

③都市景観の向上

④観光振興

⑤地域活性化等

を図るため実施している。

令和３年度は、国道２０６号及

び他１箇所の整備を推進する

●各工区の概要

一般国道２０６号 大橋町～若葉町工区 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：長崎市大橋町～若葉町

延  長：Ｌ＝1,080ｍ(2,160)ｍ

着工年度：平成 29年度

完成年度：令和  8 年度

施工概要：サイドポール、管路埋設、マンホール、

ハンドホール設置、調査・設計

一般県道長崎式見港線 尾上工区 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：長崎市尾上町

延  長：Ｌ＝380ｍ(760)ｍ

着工年度：平成 30年度

完成年度：令和 4年度（抜柱含む）

施工概要：管路埋設、マンホール、

ハンドホール設置

      

大橋町～若葉町工区

L=1,080m(2,160)m

尾上工区

L=380m(760)m
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⑤舗装補修事業  【インフラの戦略的な維持管理、更新の推進】

●目的           ●事業区間位置図

舗装補修は、

①安全性・快適性の確保

②歩行者・沿道住民の環境保全

③都市景観の向上

④耐久性の確保等

を図るため実施している。

令和３年度は 16 箇所を予定し

ている。

主要箇所は以下のとおりであ

る。

① 一般国道 206 号

② 一般国道 499 号

●各工区の概要

一般国道 206 号 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：時津町工区

計画延長：2900m 

施工概要：切削オーバーレイ

一般国道４９９号 事業推進中

【事業の諸元】

事業区間：長崎市三和町～江川工区

計画延長：1000ｍ

施工概要：切削オーバーレイ

国）206 時津工区

Ｌ＝2900ｍ

国）499

三和町～江川町工区

Ｌ＝1000ｍ


