
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年08月19日

計画の名称 安全で快適な地域社会の創造（防災・安全）（第２期）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 長崎県,長崎市,佐世保市,島原市,諫早市,大村市,平戸市,松浦市,対馬市,壱岐市,雲仙市,長与町,時津町,川棚町,小値賀町,佐々町,新上五島町,西海市,五島市

計画の目標 自然災害等に対する通行車両の安全性確保、快適な走行環境の提供、交通安全対策など、安心・安全な暮らしを実現するための事業展開を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              38,090  Ａ              38,005  Ｂ                   0  Ｃ                  85  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.22 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H３１当初 R３末 R５末

   1 道路防災要対策箇所（189箇所）における対策を完了する。

豪雨や台風等に起因した災害により、長時間の通行止めが発生することを防止するため、災害危険箇所の防災対策を推進する。 96箇所 138箇所 189箇所

道路防災要対策箇所の対策完了箇所数

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０２号　長崎市 法面・落石対策  5箇所 長崎市  ■  ■  ■  ■         246 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-002 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）４９９号　長崎市

戸町～以下宿町

法面・落石対策  2箇所 長崎市  ■  ■  ■  ■         175 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-003 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）野母崎宿線　長崎

市脇岬町～飯香浦町

法面・落石対策  7箇所 長崎市  ■  ■  ■  ■         180 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-004 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）神ノ浦港長浦線　

長崎市琴海戸根町

法面・落石対策  4箇所 長崎市  ■  ■  ■  ■  ■         149 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-005 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３２４号　長崎市

田上町～茂木町

法面・落石対策  3箇所 長崎市  ■  ■  ■  ■  ■          91 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-006 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０７号　長与町

岡郷

法面・落石対策  2箇所 長与町  ■  ■          65 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-007 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）長崎式見港線　長

崎市向町

法面・落石対策  2箇所 長崎市  ■  ■          20 －

長崎県国土強靭化地域計画

1 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）東長崎長与線　長

崎市畦別当町

法面・落石対策  3箇所 長崎市  ■  ■  ■  ■          82 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-009 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）長崎南環状線　長

崎市新戸町

法面・落石対策  1箇所 長崎市  ■  ■          20 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-010 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）長崎漁港村松線　

長崎市松崎町

法面・落石対策  1箇所 長崎市  ■           5 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-011 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）形上宮浦港線　西

海市西彼町

法面・落石対策  1箇所 長崎市  ■  ■          11 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-012 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）多良岳公園線　諫

早市高来町

法面・落石対策  1箇所 諫早市  ■  ■          55 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-013 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）大村嬉野線　大村

市重井田町

法面・落石対策  1箇所 大村市  ■  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

2 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-014 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）諫早多良岳線　諫

早市白木峰町

法面・落石対策  1箇所 諫早市  ■  ■          20 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-015 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０２号　佐世保

市～西海市

法面・落石対策  3箇所 佐世保市～西海

市

 ■  ■  ■  ■  ■         117 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-016 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０６号　西海市

西彼町

冠水対策　1箇所 西海市  ■  ■  ■  ■         130 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-017 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）俵ヶ浦日野線　佐

世保市庵ノ浦町～赤崎町

法面・落石対策  7箇所 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         448 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-018 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）扇山公園線　西海

市大瀬戸町

法面・落石対策  1箇所 西海市  ■  ■  ■          45 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-019 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）佐世保世知原線　

佐世保市知見寺町

法面・落石対策  1箇所 佐世保市  ■  ■  ■         100 －

長崎県国土強靭化地域計画

3 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-020 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）南風崎停車場指方

線　佐世保市指方町

法面・落石対策  1箇所、冠

水対策　1箇所

佐世保市  ■  ■          45 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-021 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）奥ノ平時津線　西

海市西彼町

法面・落石対策  1箇所 西海市  ■          20 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-022 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）佐世保日野松浦線

　佐世保市皆瀬町

法面・落石対策  3箇所 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■          93 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-023 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）七釜西彼線　西海

市西海町～西彼町

法面・落石対策  1箇所 西海市  ■  ■          11 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-024 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）平戸田平線　平戸

市野子町～主師町

法面・落石対策  7箇所 平戸市  ■  ■  ■  ■  ■         490 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-025 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）佐々鹿町江迎線　

佐世保市小佐々町～鹿町

町

法面・落石対策  3箇所 佐世保市  ■  ■  ■  ■         155 －

長崎県国土強靭化地域計画

4 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-026 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０４号　佐世保

市～佐々町

法面・落石対策  3箇所 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         220 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-027 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）御厨江迎線　佐世

保市江迎町

法面・落石対策  1箇所 佐世保市  ■  ■          16 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-028 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）鷹島線　松浦市鷹

島町

法面・落石対策  1箇所 松浦市  ■  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-029 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）松浦江迎線　松浦

市志佐町

法面・落石対策  1箇所 松浦市  ■  ■          70 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-030 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）志方江迎線　佐々

町大茂免

法面・落石対策  1箇所 佐々町  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-031 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）田ノ浦平戸港線　

平戸市大久保町

法面・落石対策  1箇所 平戸市  ■          50 －

長崎県国土強靭化地域計画

5 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-032 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２５１号　雲仙市

南串山町～南島原市加津

佐町

法面・落石対策  11箇所、越

波対策　2箇所

雲仙市～南島原

市

 ■  ■  ■  ■  ■         787 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-033 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２５１号　南島原

市加津佐町～西有家町

法面・落石対策  4箇所 南島原市  ■  ■  ■  ■  ■         205 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-034 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２５１号　雲仙市

小浜町～南串山町

法面・落石対策  16箇所 雲仙市  ■  ■  ■  ■  ■         423 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-035 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２５１号　雲仙市

国見町～南串山町

越波対策　2箇所 雲仙市  ■  ■  ■         541 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-036 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８９号　雲仙市

国見町～南島原市南有馬

町

法面・落石対策  5箇所 雲仙市  ■  ■  ■  ■         210 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-037 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）北野千々石線　雲

仙市小浜町～千々石町

法面・落石対策  8箇所 雲仙市  ■  ■  ■  ■  ■         553 －

長崎県国土強靭化地域計画

6 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-038 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）愛野島原線　雲仙

市吾妻町

法面・落石対策  1箇所 雲仙市  ■          50 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-039 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）雲仙千々石線　雲

仙市千々石町

法面・落石対策  1箇所 雲仙市  ■         120 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-040 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）平石千々石線　雲

仙市千々石町

法面・落石対策  7箇所 雲仙市  ■  ■  ■  ■  ■         666 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-041 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８４号　五島市

玉之浦町

法面・落石対策  7箇所 五島市  ■  ■  ■  ■  ■         453 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-042 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）福江富江線　五島

市三尾野町～富江町

法面・落石対策  1箇所 五島市  ■  ■  ■  ■          75 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-043 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）富江岐宿線　五島

市富江町

法面・落石対策  3箇所 五島市  ■  ■  ■  ■         509 －

長崎県国土強靭化地域計画

7 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-044 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）玉之浦岐宿線　五

島市玉之浦町

法面・落石対策  3箇所 五島市  ■  ■  ■  ■         185 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-045 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）奈留島線　五島市

奈留町

越波対策　1箇所 五島市  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-046 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８４号　新上五

島町奈良尾郷～浦桑郷

法面・落石対策  3箇所 新上五島町  ■  ■  ■  ■  ■         460 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-047 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）日ノ島猿浦線　新

上五島町間伏郷～若松郷

法面・落石対策  3箇所 新上五島町  ■  ■  ■  ■         114 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-048 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）佐尾港線　新上五

島町奈良尾郷

法面・落石対策  4箇所 新上五島町  ■  ■  ■  ■         336 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-049 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）岩瀬浦港線　新上

五島町岩瀬浦郷

法面・落石対策  3箇所 新上五島町  ■  ■  ■  ■          25 －

長崎県国土強靭化地域計画

8 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-050 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）太田有川港線　新

上五島町太田郷～有川郷

法面・落石対策  3箇所 新上五島町  ■  ■  ■  ■         395 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-051 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）上五島空港線　新

上五島町小河原郷

法面・落石対策  1箇所 新上五島町  ■          55 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-052 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）有川新魚目線　新

上五島町榎津郷～似首郷

法面・落石対策  3箇所 新上五島町  ■  ■  ■          72 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-053 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）津和崎立串線　新

上五島町立串郷～津和崎

郷

法面・落石対策  5箇所 新上五島町  ■  ■  ■  ■  ■          83 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-054 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）湯ノ本芦辺線　壱

岐市芦辺町

法面・落石対策  1箇所 壱岐市  ■  ■  ■          80 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-055 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８２号　壱岐市

勝本町

法面・落石対策  2箇所 壱岐市  ■  ■  ■         116 －

長崎県国土強靭化地域計画

9 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-056 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）渡良浦初瀬線　壱

岐市郷ノ浦町～石田町

法面・落石対策  1箇所 壱岐市  ■  ■  ■  ■  ■          25 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-057 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）勝本石田線　壱岐

市勝本町～芦辺町

法面・落石対策  3箇所 壱岐市  ■  ■  ■  ■  ■          35 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-058 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）木坂佐賀線　対馬

市峰町

法面・落石対策  1箇所 対馬市  ■  ■          35 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-059 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）厳原豆酘美津島線

　対馬市厳原町～美津島

町

法面・落石対策  4箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         223 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-060 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）桟原小茂田線　対

馬市厳原町

法面・落石対策  1箇所、越

波対策　2箇所

対馬市  ■  ■  ■  ■         330 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-061 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）瀬浦厳原港線　対

馬市厳原町

法面・落石対策  3箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■         145 －

長崎県国土強靭化地域計画

10 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-062 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）唐崎岬線　対馬市

豊玉町

法面・落石対策  4箇所、越

波対策　1箇所

対馬市  ■  ■         250 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-063 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８２号　対馬市

上対馬町～上県町

法面・落石対策  10箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         297 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-064 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）上対馬豊玉線　対

馬市上対馬町～豊玉町

法面・落石対策  10箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         271 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-065 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）上県小鹿港線　対

馬市上県町～上対馬町

法面・落石対策  1箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■          41 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-066 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）鹿見港線　対馬市

上県町

法面・落石対策  2箇所 対馬市  ■  ■  ■          46 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-067 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）舟志宮原線　対馬

市上県町

法面・落石対策  5箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         370 －

長崎県国土強靭化地域計画

11 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-068 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）大浦比田勝線　対

馬市上対馬町

法面・落石対策  8箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         276 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-069 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）比田勝港線　対馬

市上対馬町

法面・落石対策  1箇所 対馬市  ■  ■  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-070 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）舟志佐須奈線　対

馬市上対馬町～上県町

法面・落石対策  4箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         118 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-071 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０２号　長崎市

小江町～相川町工区

舗装補修　L=0.08㎞ 長崎市  ■           3 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-072 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０２号　長崎市

永田町～三重田町工区

舗装補修　L=3.2㎞ 長崎市  ■  ■  ■  ■  ■         400 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-073 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０６号　時津町

工区

舗装補修　L=10.3㎞ 時津町  ■  ■  ■  ■  ■         700 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

12 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-074 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２５１号　長崎市

工区

舗装補修　L=2.1㎞ 長崎市  ■  ■  ■  ■  ■         424 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-075 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３２４号　長崎市

工区

舗装補修　L=0.25㎞ 長崎市  ■          34 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-076 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）４９９号　長崎市

三和町～江川町工区

舗装補修　L=9.4㎞ 長崎市  ■  ■  ■  ■  ■         700 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-077 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）４９９号　長崎市

柳田町工区

舗装補修　L=0.26㎞ 長崎市  ■          14 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-078 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）長崎多良見線・長

与町工区

舗装補修　L=0.27㎞ 長与町  ■          23 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-079 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）東長崎長与線・長

与町工区

舗装補修　L=1.6㎞ 長与町  ■  ■  ■  ■  ■         360 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

13 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-080 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）小ヶ倉田上線・長

崎市工区

舗装補修　L=1.2㎞ 長崎市  ■  ■  ■  ■  ■         440 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-081 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）長与大橋町線・長

与町工区・長崎市工区

舗装補修　L=0.25㎞ 長与町・長崎市  ■  ■  ■  ■  ■         120 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-082 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０７号　諫早市

工区

舗装補修　L=2.6㎞ 諫早市  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-083 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２５１号　諫早市

工区

舗装補修　L=4.4㎞ 諫早市  ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-084 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）４４４号　大村市

工区

舗装補修　L=1.2㎞ 大村市  ■  ■  ■  ■  ■         169 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-085 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）長崎多良見線　諫

早市工区

舗装補修　L=0.55㎞ 諫早市  ■          38 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

14 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-086 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）有喜本諫早停車場

線　諫早市工区

舗装補修　L=3.6㎞ 諫早市  ■  ■  ■         260 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-087 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０２号　佐世保

市工区

舗装補修　L=1.4㎞ 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         500 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-088 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）佐世保日野松浦線

　佐世保市工区

舗装補修　L=0.25㎞ 佐世保市  ■          25 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-089 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０４号　佐世保

市～佐々町工区

舗装補修　L=4.8㎞ 佐世保市、佐々

町

 ■  ■  ■  ■  ■       1,065 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-090 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）佐々鹿町江迎線　

佐世保市工区

舗装補修　L=0.23㎞ 佐世保市  ■          55 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-091 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０４号　松浦市

～平戸市工区

舗装補修　L=0.9㎞ 松浦市、平戸市  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

15 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-092 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０２号　西海市

工区

舗装補修　L=4.4㎞ 西海市  ■  ■  ■  ■  ■         350 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-093 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０６号　西海市

工区

舗装補修　L=4.5㎞ 西海市  ■  ■  ■  ■  ■         650 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-094 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２５１号　雲仙市

～南島原市工区

舗装補修　L=4.0㎞ 雲仙市、南島原

市

 ■  ■  ■  ■  ■       1,263 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-095 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８４号　新上五

島町工区

舗装補修　L=0.2㎞ 新上五島町  ■  ■  ■         169 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-096 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８４号　五島市

工区

舗装補修　L=0.1㎞ 五島市  ■  ■  ■  ■          60 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-097 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 計画調

査

道路舗装調査事業 路面性状調査（補修計画）、

路面下空洞調査

県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         430 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-098 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０２号ほか 情報板更新　１６基 長崎市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         400 策定済

16 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-099 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０２号ほか 道路照明灯更新　１３５基 長崎市ほか  ■  ■  ■         250 策定済

A01-100 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）３８２号ほか 道路照明灯更新　３１基 対馬市ほか  ■  ■  ■          50 策定済

A01-101 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０７号　長田工

区

歩道整備　Ｌ＝８４０ｍ 諫早市  ■  ■  ■  ■  ■         300 未策定

A01-102 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０４号　田原工

区

交差点改良　Ｌ＝１５４ｍ 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         398 未策定

A01-103 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）３８３号　宝亀工

区

歩道整備　Ｌ＝２６０ｍ 平戸市  ■  ■         150 未策定

A01-104 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （主）有喜本諫早停車場

線　栄町工区

歩道整備　Ｌ＝２４０ｍ 諫早市  ■          60 未策定

A01-105 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （一）嬉野川棚線　石木

工区

歩道整備　Ｌ＝３１６０ｍ 川棚町  ■  ■  ■  ■  ■         700 未策定

17 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-106 道路 一般 長崎市 直接 長崎市 市町村

道

改築 （２）川上町出雲線　出

雲工区

現道拡幅　L=0.5㎞ 長崎市  ■  ■  ■  ■  ■         212 －

A01-107 道路 一般 長崎市 直接 長崎市 市町村

道

改築 （他）籠町稲田町１号線

　稲田町工区

電線共同溝　L=0.25km 長崎市  ■  ■  ■         216 －

A01-108 道路 一般 長崎市 直接 長崎市 市町村

道

修繕 （１）西山目覚町線ほか

１線　西山工区ほか１工

区

舗装補修　L=2.54km 長崎市  ■  ■  ■  ■         180 策定済

A01-109 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （他）万津臨港線　万津

工区

電線共同溝　L=0.22km 佐世保市  ■          25 －

A01-110 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

計画調

査

（他）道路法面盛土擁壁

点検・計画

法面盛土擁壁点検・計画　N=

277箇所

佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■          47 策定済

A01-111 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

計画調

査

（他）道路附属物点検・

計画

道路附属物点検・計画　N=15

28基

佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■          79 策定済

18 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-112 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

計画調

査

（他）道路舗装点検・計

画

舗装点検・計画　L=587.2km 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         107 策定済

A01-113 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

修繕 （他）佐世保市道路法面

・擁壁補修

法面・擁壁補修　N=10箇所 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         280 策定済

A01-114 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

修繕 （他）佐世保市道路舗装

補修

舗装補修　L=15.9km 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         599 策定済

A01-115 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

交安 （他）西の原打越線　皆

瀬工区

踏切改良　L=0.01km 佐世保市  ■           3 －

A01-116 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

修繕 （他）道路附属物補修 道路案内標識改修　N=7基 佐世保市  ■  ■           8 策定済

A01-117 道路 一般 島原市 直接 島原市 市町村

道

交安 （他）東城内線ほか1線・

片町城内工区

歩行空間　L=0.54㎞ 島原市  ■  ■  ■  ■  ■          93 －

19 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-118 道路 一般 島原市 直接 島原市 市町村

道

施設整

備

（他）東城内線ほか1線　

片町城内工区

電線共同溝　L=0.43km 島原市  ■  ■  ■  ■  ■         422 －

A01-119 道路 一般 諫早市 直接 諫早市 市町村

道

修繕 （１）永昌東福田線ほか

２線

法面補修　N=3箇所 諫早市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-120 道路 一般 大村市 直接 大村市 市町村

道

改築 （他）植松坂口線ほか１

線

電線共同溝　L=0.3km 大村市  ■  ■          81 －

A01-121 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

改築 （１）神宮坂口線　永田

工区

現道拡幅　L=1.1㎞ 平戸市  ■  ■  ■         345 －

A01-122 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

修繕 （他）堤線ほか９線 法面・落石対策　N=23箇所 平戸市  ■  ■  ■  ■         152 －

A01-123 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

計画調

査

（他）道路舗装点検・計

画

舗装定期点検　L=700km 平戸市  ■  ■  ■  ■          20 －

20 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-124 道路 一般 松浦市 直接 松浦市 市町村

道

改築 （２）西木場女山線　大

崎工区

現道拡幅　L=1.89㎞ 松浦市  ■  ■  ■  ■  ■       1,200 －

A01-125 道路 一般 松浦市 直接 松浦市 市町村

道

修繕 （１）寺ノ尾郭公尾線ほ

か９線　御厨立木工区ほ

か９工区

法面・落石対策　L=1.87km 松浦市  ■  ■  ■  ■  ■         900 －

A01-126 道路 一般 松浦市 直接 松浦市 市町村

道

修繕 （１）志佐浦中央線　志

佐工区

舗装補修　L=1.34km 松浦市  ■  ■          90 －

A01-127 道路 離島 対馬市 直接 対馬市 市町村

道

修繕 （１）津柳女連線　津柳

工区

法面・落石対策　L=0.6km 対馬市  ■  ■  ■  ■         116 －

A01-128 道路 離島 対馬市 直接 対馬市 市町村

道

修繕 （１）佐保田線　志多浦

工区

法面補修　L=0.2km 対馬市  ■  ■  ■  ■          85 －

A01-129 道路 離島 対馬市 直接 対馬市 市町村

道

修繕 （他）三根津柳線ほか８

線　津柳トンネルほか８

トンネル

トンネル補修　N=9ﾄﾝﾈﾙ 対馬市  ■  ■  ■         376 －

21 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-130 道路 離島 対馬市 直接 対馬市 市町村

道

修繕 （１）曽位之端線　位之

端工区

法面・落石対策　L=0.6km 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         110 －

A01-131 道路 離島 対馬市 直接 対馬市 市町村

道

修繕 （他）小浦線　小浦工区 法面・落石対策　L=0.4km 対馬市  ■  ■  ■  ■  ■         110 －

A01-132 道路 離島 壱岐市 直接 壱岐市 市町村

道

修繕 （１）釘ノ尾塩谷線ほか

１０線　箱崎釘ノ尾触ほ

か１０箇所

法面補修　L=0.79km 壱岐市  ■  ■  ■  ■  ■         220 策定済

A01-133 道路 離島 壱岐市 直接 壱岐市 市町村

道

計画調

査

（他）壱岐市道路舗装定

期点検

舗装定期点検　L=169.4km 壱岐市  ■          30 策定済

A01-134 道路 離島 壱岐市 直接 壱岐市 市町村

道

計画調

査

（他）壱岐市道路法面等

定期点検

法面等定期点検　N=66箇所 壱岐市  ■          20 策定済

A01-135 道路 一般 雲仙市 直接 雲仙市 市町村

道

修繕 （１）吾妻平木場線ほか

４路線

舗装補修　L=3.8km 雲仙市  ■  ■          20 －

22 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-136 道路 一般 長与町 直接 長与町 市町村

道

修繕 （他）長与中央線　嬉里

工区ほか

舗装補修　L=0.97km 長与町  ■  ■  ■  ■  ■         180 策定済

A01-137 道路 一般 長与町 直接 長与町 市町村

道

修繕 （他）３工区１９号線ほ

か１線　嬉里工区

法面補修　L=0.26km 長与町  ■  ■  ■  ■  ■          60 －

A01-138 道路 一般 長与町 直接 長与町 市町村

道

交安 （１）嬉里谷・佐敷線　

定林橋

橋梁架橋　L=0.04km 長与町  ■  ■  ■         100 －

A01-139 道路 一般 時津町 直接 時津町 市町村

道

交安 （他）ゾーン30整備　浦

、浜田地区

路面標示　N=17箇所 時津町  ■           9 －

A01-140 道路 一般 川棚町 直接 川棚町 市町村

道

改築 （他）中倉線　下組工区 現道拡幅　L=0.37㎞ 川棚町  ■  ■  ■  ■  ■         261 －

A01-141 道路 離島 小値賀町 直接 小値賀町 市町村

道

修繕 （２）唐見崎線　唐見崎

工区

法面・落石対策　L=0.6km 小値賀町  ■  ■  ■  ■  ■         124 －

23 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-142 道路 離島 小値賀町 直接 小値賀町 市町村

道

改築 （２）野崎本線　野崎工

区

電線共同溝　L=0.5km 小値賀町  ■  ■  ■         150 －

A01-143 道路 一般 佐々町 直接 佐々町 市町村

道

計画調

査

（他）小浦浜線　崎真申

トンネル

トンネル定期点検　N=1箇所 佐々町  ■           3 －

A01-144 道路 離島 新上五島

町

直接 新上五島町 市町村

道

修繕 （１）若松越線　若松越

トンネル

トンネル補修　N=1箇所 新上五島町  ■  ■  ■          36 －

A01-145 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）有川奈良尾線　新

上五島町工区

法面・落石対策　N=1箇所 新上五島町  ■  ■          32 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-146 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）小浜北有馬線　雲

仙市～南島原市

法面・落石対策　N=2箇所 南島原市  ■  ■  ■          70 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-147 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）神ノ浦港長浦線　

長崎市琴海戸根町

法面・落石対策　N=6箇所 長崎市  ■  ■  ■          25 －

長崎県国土強靭化地域計画

24 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-148 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）佐世保吉井松浦線

　佐世保市工区

法面・落石対策　N=1箇所 佐世保市  ■  ■  ■          40 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-149 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）嬉野川棚線　川棚

町工区

法面・落石対策　N=1箇所 川棚町  ■           2 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-150 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）深堀三和線　長崎

市工区

法面・落石対策　N=1箇所 長崎市  ■  ■          58 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-151 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０６号ほか　道

路リニューアル事業（国

道・本土）

路肩拡幅、視距改良 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         170 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-152 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 改築 （国）３８２号ほか　道

路リニューアル事業（国

道・離島）

路肩拡幅、視距改良 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         170 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-153 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （主）佐世保嬉野線ほか

　道路リニューアル事業

（県道・本土）

路肩拡幅、視距改良 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         160 －

長崎県国土強靭化地域計画

25 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-154 街路 一般 大村市 直接 大村市 S街路 改築 竹松駅前原口線 現道拡幅・バイパス　L=0.6k

m

大村市  ■         200 －

A01-155 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）長与大橋町線　長

崎市昭和町

法面・落石対策　N=1か所 長崎市  ■          45 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-156 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 計画調

査

土工構造物点検　県内一

円（本土）

土工構造物点検・補修計画 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         250 策定済

A01-157 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 計画調

査

土工構造物点検　県内一

円（離島）

土工構造物点検・補修計画 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

A01-158 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 計画調

査

道路舗装調査事業

                

                

路面性状調査（補修計画）、

路面下空洞調査

県内一円

        

 ■  ■  ■  ■          80 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-159 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）福江荒川線　五島

市工区

舗装補修　L=0.2km 五島市   ■          44 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

26 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-160 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （一）北野千々石線　雲

仙市千々石町

対向車接近装置設置　N=１箇

所

雲仙市   ■  ■  ■          22 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-161 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）佐世保吉井松浦線

　佐世保市工区

舗装補修　L=1.0km 佐世保市

        

 ■         170 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-162 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）河務福江線　五島

市河務町

法面・落石対策　N=1箇所 五島市   ■  ■  ■  ■  ■         330 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-163 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０２号ほか５線

　さくらの里交差点ほか

３９箇所

防護柵設置　N=40箇所 長崎市  ■  ■         100 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-164 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （一）長与大橋町線ほか

１０線　昭和町交差点ほ

か３０箇所

防護柵設置　N=31箇所 長崎市   ■  ■          50 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-165 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０４号ほか４線

　佐世保市役所交差点ほ

か１５箇所

防護柵設置　N=16箇所 佐世保市

        

 ■  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

27 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-166 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （主）佐世保日野松浦線

ほか６線　下本山交差点

ほか１１箇所

防護柵設置　N=12箇所 佐世保市

        

 ■  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-167 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）４４４号ほか２線

　上池田ほか８箇所

防護柵設置　N=9箇所 大村市   ■  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-168 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （一）竹松停車場線ほか

７線　大川田町ほか９箇

所

防護柵設置　N=10箇所 大村市   ■  ■          50 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-169 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２５１号ほか１線

　市役所前交差点ほか２

０箇所

防護柵設置　N=21箇所 島原市   ■  ■          60 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-170 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （主）愛野島原線ほか３

線　白土湖通り交差点ほ

か３箇所

防護柵設置　N=4箇所 島原市   ■  ■           5 －

長崎県国土強靭化地域計画

28 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-171 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

交安 （主）有川奈良尾線　鯛

ノ浦

歩道拡幅　L=0.1km 新上五島町

        

 ■  ■  ■  ■         100 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-172 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

計画調

査

（他）平戸市道路法面　

土工構造物点検

点検計画　N=200箇所     

        

平戸市  ■           5 －

A01-173 道路 一般 西海市 直接 西海市 市町村

道

修繕 （１）間瀬大島線ほか１

線　間瀬大島工区ほか１

工区            

                

法面補修　N=2箇所       

        

西海市  ■  ■          30 －

A01-174 道路 一般 長崎市 直接 長崎市 市町村

道

交安 （他）大黒町筑後町１号

線ほか２線　筑後町交差

点ほか２箇所

歩道拡幅　N=3箇所 長崎市  ■  ■  ■           8 －

A01-175 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

交安 （他）楠泊線ほか６線　

小佐々工区ほか１１箇所

防護柵設置　N=12箇所 佐世保市  ■  ■           3 －

29 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-176 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

交安 （他）母ヶ浦中里線ほか

５線　相浦工区ほか１７

箇所

路面標示設置　N=18箇所 佐世保市  ■  ■           2 －

A01-177 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

交安 （他）泉福寺峰郷線ほか

１０線　瀬戸越工区ほか

１３箇所

路面標示設置　N=14箇所 佐世保市  ■  ■           3 －

A01-178 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

交安 （他）東部土地区画４６

号線ほか５線　早岐工区

ほか８箇所

路面標示設置　N=9箇所 佐世保市  ■  ■           3 －

A01-179 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

交安 （他）長田田中線ほか２

線　大野工区ほか９箇所

路面標示　N=10箇所 佐世保市  ■  ■           2 －

A01-180 道路 一般 諫早市 直接 諫早市 市町村

道

交安 （１）永昌下大渡野線ほ

か３線　栄田町交差点ほ

か３箇所

防護柵設置　N=4箇所 諫早市  ■  ■          10 －

30 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-181 道路 一般 大村市 直接 大村市 市町村

道

交安 （他）鈴田出張所前線ほ

か２４線　鈴田工区ほか

２９箇所

防護柵設置　N=30箇所 大村市  ■  ■  ■          35 －

A01-182 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

交安 （他）新道線ほか２線　

戸石川工区ほか２箇所

歩道拡幅　N=3箇所 平戸市  ■  ■           1 －

A01-183 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

交安 （他）浜の山線ほか１線

　浜の山工区ほか１箇所

防護柵設置　N=2箇所 平戸市  ■  ■           1 －

A01-184 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

交安 （他）第２柑橘指導園線

　下寺工区

警戒標識設置　N=1箇所 平戸市  ■  ■           1 －

A01-185 道路 一般 平戸市 直接 平戸市 市町村

道

交安 （他）猪渡谷浜線　猪渡

谷工区

防護柵修繕　N=1箇所 平戸市  ■  ■           1 －

A01-186 道路 一般 長与町 直接 長与町 市町村

道

交安 （１）吉無田女ノ都線　

吉無田工区

防護柵設置　N=3箇所 長与町  ■  ■           2 －

31 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-187 道路 一般 時津町 直接 時津町 市町村

道

交安 （他）住宅線　神崎浦工

区

路側整備　L=0.2km 時津町  ■  ■           9 －

A01-188 道路 一般 諫早市 直接 諫早市 市町村

道

改築 （２）久山化屋線 踏切改良　N=1箇所 諫早市  ■  ■  ■         220 －

A01-189 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０７号ほか　自

転車走行環境整備

路面標示、案内標識整備 長与町ほか  ■  ■         100 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-190 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）３８４号ほか　自

転車走行環境整備

路面標示、案内標識整備 五島市ほか  ■  ■  ■         150 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-191 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２５１号ほか　自

転車走行環境整備

路面標示、案内標識整備 雲仙市ほか  ■  ■  ■  ■         150 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-192 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８３号　岩の上

工区

舗装補修　L=0.4km 平戸市  ■  ■  ■  ■         220 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

32 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-193 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）田結久山線　諫早

市久山町

法面・落石対策　1箇所 諫早市  ■  ■  ■          80 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-194 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）松島循環線　西海

市大瀬戸町

法面・落石対策　1箇所 西海市  ■  ■  ■         105 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-195 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）千綿渓線　東彼杵

町八反田郷

法面・落石対策　1箇所 東彼杵町  ■  ■  ■  ■         120 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-196 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）獅子津吉線　平戸

市神ノ川町

法面・落石対策　1箇所 平戸市  ■  ■  ■  ■         200 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-197 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）福江荒川線　五島

市玉之浦町

法面・落石対策　1箇所 五島市  ■  ■  ■          10 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-198 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）青方港魚目線　新

上五島町奈摩郷

法面・落石対策　1箇所 新上五島町  ■  ■  ■  ■         310 －

長崎県国土強靭化地域計画

33 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-199 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）初瀬印通寺線　壱

岐市郷ノ浦町

法面・落石対策　1箇所 壱岐市  ■  ■  ■  ■          98 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-200 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８２号　対馬市

峰町～厳原町

法面・落石対策　8箇所 対馬市  ■  ■  ■  ■         100 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-201 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

交安 （他）陣の内３号線　陣

の内工区

踏切改良　L=0.03km 佐世保市  ■  ■  ■          50 －

A01-202 道路 一般 大村市 直接 大村市 市町村

道

交安 （他）杭出津松原線ほか

１３線　杭出津松原線（

森園工区）ほか１７工区

路面標示、案内板設置　L=19

.9km

大村市  ■  ■  ■          50 －

大村市国土強靭化地域計画

A01-203 道路 離島 五島市 直接 五島市  市町村

道

交安 （他）吉田・鐙瀬線ほか

２１路線　五島市一円

路面標示、安全対策　L=33.0

km

五島市   ■  ■  ■          30 －

A01-204 道路 離島 新上五島

町

直接 新上五島町 市町村

道

交安 （他）奈摩冷水線ほか４

路線　新上五島町一円

路面表示、案内標識整備　L=

5km

新上五島町  ■  ■  ■          12 －

34 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-205 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）崎戸大島線　西海

市崎戸町

落石・法面対策　1箇所 西海市  ■  ■  ■         100 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-206 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０６号　西海市

西彼町

法面・落石対策　2箇所 西海市  ■  ■  ■          70 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-207 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）福江富江線　五島

市浜町

越波対策　1箇所 五島市  ■  ■  ■         300 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-208 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）有川奈良尾線　新

上五島町東神ノ浦郷

法面・落石対策　1箇所 新上五島町  ■  ■  ■          25 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-209 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （主）郷ノ浦沼津勝本線

　壱岐市郷ノ浦町～勝本

町

法面・落石対策  2箇所 壱岐市  ■  ■  ■          80 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-210 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）渡良浦初瀬線　壱

岐市郷ノ浦町

越波対策　1箇所 壱岐市  ■  ■  ■         126 －

長崎県国土強靭化地域計画

35 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-211 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０６号　長崎市

工区

舗装補修　L=1.5㎞ 長崎市  ■  ■  ■         300 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-212 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０７号　時津町

工区

舗装補修　L=0.2㎞ 時津町  ■  ■  ■          20 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-213 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０７号　長与町

工区

舗装補修　L=0.5㎞ 長与町  ■  ■  ■          50 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-214 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）昭和馬町線　昭和

町～馬町工区

舗装補修　L=0.6㎞ 長崎市  ■  ■  ■         100 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-215 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）２０４号　佐世保

市工区

舗装補修　L=1.5㎞ 佐世保市  ■  ■  ■         200 策定済

長崎県国土強靭化地域計画

A01-216 道路 離島 対馬市 直接 対馬市 市町村

道

修繕 （２）尾浦線　尾浦工区 法面・落石対策　L=1.32km 対馬市  ■  ■  ■         100 －

36 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-217 道路 一般 時津町 直接 時津町 市町村

道

改築 （１）子々川日並線（中

山工区）

舗装補修　L=780ｍ 時津町  ■  ■          63 策定済

A01-218 道路 離島 対馬市 直接 対馬市 市町村

道

修繕 （他）仁田ダム線（飼所

工区）

法面・落石対策工　L=0.36㎞ 対馬市  ■  ■  ■         120 －

A01-219 道路 一般 西海市 直接 西海市 市町村

道

修繕 （他）樫浦板浦線ほか６

線

法面補修　N=7箇所 西海市  ■  ■          83 －

A01-220 道路 離島 新上五島

町

直接 新上五島町 市町村

道

交安 （1）浜ノ浦道土井線　道

土井工区

歩道整備　車道拡幅　L=0.52

km

新上五島町  ■  ■         306 －

A01-221 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）４９９号　長崎市

黒浜町

越波対策　1箇所 長崎市  ■  ■          30 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-222 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 都道府

県道

修繕 （一）国分箱崎線　壱岐

市芦辺町

法面・落石対策　1箇所 壱岐市  ■  ■          65 －

長崎県国土強靭化地域計画

37 案件番号： 0000433311



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-223 道路 離島 長崎県 直接 長崎県 国道 修繕 （国）３８２号　対馬市

上県町

冠水対策　1箇所 対馬市  ■  ■          40 －

長崎県国土強靭化地域計画

A01-224 道路 一般 長崎県 直接 長崎県 国道 交安 （国）２０２号ほか 道路案内標識取替　N=20基 長崎市ほか  ■  ■          50 －

 小計      38,005

合計      38,005

38 案件番号： 0000433311



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 C01-001 道路 一般 島原市 直接 島原市 市町村

道

施設整

備

（他）東城内線ほか１線

　城内工区（無電中化）

無電中化　L=0.11km 島原市  ■  ■          85 －

歩道の整備と併せて電線類を地中化することにより、安全で快適な歩行空間の確保や都市災害の防止、都市景観の向上を図り、快適な道路空間を提供する。

 小計          85

合計          85

1 案件番号： 0000433311



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31 R02 R03

配分額 (a)                   2,273                   3,589                   1,916

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   2,273                   3,589                   1,916

前年度からの繰越額 (d)                       0                     985                   2,887

支払済額 (e)                   1,288                   1,687                   3,442

翌年度繰越額 (f)                     985                   2,887                   1,359

うち未契約繰越額(g)                     568                   1,218                     674

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       2

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   24.98                   26.62                   14.07

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算のため。 補正予算のため。 補正予算のため。

1 案件番号： 0000433311


