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別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町若松辺地 

（辺地人口 972人 面積 8.9㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町若松郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町若松郷字 166番地 

（３）辺地度点数           227点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

若松辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸は小型な

がら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759  194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町間伏辺地 

（辺地人口 321人 面積 12.0㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町間伏郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町間伏郷字乳母石浦 113番地 

（３）辺地度点数           265点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

間伏辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸は小型な

がら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759 194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦辺地 

（辺地人口 589人 面積 10.6㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町宿ノ浦郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町宿ノ浦郷字横道 787番地 1 

（３）辺地度点数           238点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

宿ノ浦辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸は小型

ながら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759 194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町荒川辺地 

（辺地人口 386人 面積 5.3㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町荒川郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町荒川郷字折口 149番地 

（３）辺地度点数           268点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

荒川辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸は小型な

がら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759 194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町桐古里辺地 

（辺地人口 307人 面積 4.0㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町桐古里郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町桐古里郷字波戸下 34番地 1 

（３）辺地度点数           244点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

桐古里辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸は小型

ながら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759 194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町榊ノ浦辺地 

（辺地人口 191人 面積 5.9㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町榊ノ浦郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町榊ノ浦郷字小浦 244番地 16 

（３）辺地度点数           366点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

榊ノ浦辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸は小型

ながら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759 194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町西神ノ浦辺地 

（辺地人口 98人 面積 6.4㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町西神ノ浦郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町西神ノ浦郷字地下宅 248番地 

（３）辺地度点数           301点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

西神ノ浦辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸は小

型ながら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759 194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町有福・日島辺地 

（辺地人口 171人 面積 4.1㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町有福・日島郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町有福郷字中馬 324番地 

（３）辺地度点数           406点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

有福・日ノ島辺地は、本町の南西部にあり、西海国立公園の中心地である若松瀬戸

は小型ながら国屈指の多島海をなし、最も模式的な沈降海岸と言われている。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に改善が必要

である。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供給を

行えるように整備するものである。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 364,518 169,759  194,759 169,700 

合    計 364,518 169,759 194,759 169,700 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町網上辺地 

（辺地人口 416人 面積 6.7㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町網上郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町網上郷字山道 138番地 

（３）辺地度点数           222点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

網上辺地は、本町の北西部に位置し、東部に奈摩湾を臨み、西部は東シナ海に面し

たリアス式海岸に囲まれています。本地区には、網上、冷水の２地区があり、養殖や

一本釣り漁業を主として、町の基幹産業である水産業の振興に大きく寄与しています。 

この地区の簡易水道は、老朽管の破損による断水、季節的な水質悪化（藻臭）、渇

水期の水源枯渇による水道水の一時的な供給停止といった事態が発生しており、生活

の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしているため、早急に完全が必要

であります。このことから、老朽管の更新を行うことで、安定的に安全な水道水の供

給を行えるように整備するものであります。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

飲用水供給施設 

（簡易水道整備） 
新上五島町 741,905 544,900 197,005 197,000 

合    計 741,905 544,900 197,005 197,000 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町奈摩辺地 

（辺地人口 1,396人 面積 4.9㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町奈摩郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町奈摩郷字石橋 151番地 

（３）辺地度点数           206点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

奈摩辺地は、本町の北西部にあり、豊かな漁場である東シナ海に面した奈摩湾を有

するほか、観光の人気スポットでもある国指定重要文化財の青砂ケ浦天主堂が存在し

ております。 

道路 本路線は、主要地方道有川新魚目線から三軒家・名切地区への唯一の道路ですが、

幅員が狭小で路面の老朽化が著しい状態です。本路線を改良することにより、利用者

の交通の安全を確保し、地域住民の利便性を向上させるとともに、経済活動の活性化

を図ります。 

 

３．公共的施設の整備計画 

令和元年度から令和５年度まで  ５年間         （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

道路施設（町道改

良） 
新上五島町 145,000 0 145,000 145,000 

合    計 145,000 0 145,000 145,000 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  三日ノ浦辺地 

（辺地人口 288人 面積 6.4㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町三日ノ浦郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町三日ノ浦郷字塩釜 159番地 31 

（３）辺地度点数           228点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

三日ノ浦辺地は、本庁から南西に約 3km に位置し、急峻な山林が殆どを占めてお

り、三日ノ浦地区の中心を流れる佐野原川に沿って居住が点在し、河口付近に住宅が

集中しています。 

道路 本路線は、国道384号に接する幹線道路ですが、幅員が狭小で急カーブも多く、路 

面の老朽化が著しい状態であります。本路線を改良することにより、利用者の交通の 

安全を確保し、地域住民の利便性を向上させるとともに、経済活動の活性化を図りま 

す。 

 

３．公共的施設の整備計画 

  平成２９年度から平成３３年度まで  ５年間          （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

町道神ノ浦佐野原

線改良事業 
新上五島町  284,389 0       284,389  284,300         

合    計  284,389 0       284,389  284,300         

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  浜ノ浦辺地 

（辺地人口 398人 面積 9.1㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町続浜ノ浦郷及び道土井郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町続浜ノ浦郷字地家 350番地 7 

（３）辺地度点数           255点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

浜ノ浦辺地は、本庁から西南西約 5km に位置し、北と南は海に面し、西と東は山

林となっており、急峻な山間地が殆どを占めているため、居住は沿岸部の僅かな平地

に集落を形成し散在しています。 

道路 国道384号に接する道土井地区と浜ノ浦地区を結ぶ幹線道路及び浜ノ浦地区と飯ノ 

瀬戸地区を結ぶ幹線道路は幅員が狭小で急カーブも多く、路面の老朽化が著しい状態 

であります。本路線を改良することにより、利用者の交通の安全を確保し、地域住民 

の利便性を向上させるとともに、経済活動の活性化を図ります。 

 

３．公共的施設の整備計画 

  平成２８年度から平成３２年度まで  ５年間          （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

町道浜ノ浦道土井

線改良事業 
新上五島町  515,200 360,640       154,560  154,500         

町道浜ノ浦飯ノ瀬

戸線改良事業 
新上五島町 306,112 0       306,112  306,100         

合    計  821,312 360,640       460,672  460,600         

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  飯ノ瀬戸辺地 

（辺地人口 97人 面積 6.1㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町飯ノ瀬戸郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町飯ノ瀬戸郷字山ノ神 182番地 3 

（３）辺地度点数           309点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

飯ノ瀬戸辺地は、本庁から西南西約 7km に位置し、北東は山林であり、南と西は

海に面しており、急峻な山間地が殆どを占めているため、居住は沿岸部の僅かな平地

に集落を形成し散在しています。 

道路 本路線は、浜ノ浦地区と飯ノ瀬戸地区を結ぶ幹線道路ですが、幅員が狭小で急カー 

ブも多く、路面の老朽化が著しい状態であります。本路線を改良することにより、利 

用者の交通の安全を確保し、地域住民の利便性を向上させるとともに、経済活動の活 

性化を図ります。 

 

３．公共的施設の整備計画 

  平成２９年度から平成３３年度まで  ５年間          （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

町道浜ノ浦飯ノ瀬

戸線改良事業 
新上五島町 306,112 0       306,112  306,100         

合    計 306,112 0       306,112  306,100         

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  似首辺地 

（辺地人口 905人 面積 2.5㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町似首郷及び丸尾郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町丸尾郷字上須賀 819番地 3 

（３）辺地度点数           191点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

似首辺地は、本町の北部にあり、北に細長く伸びた山林とリアス式海岸が続き、厳

しい地形となっています。東側は海に面し、西側は山林に囲まれています。 

 新魚目総合体育館は、平成8年3月に建設され、大体育室、柔道場、剣道場、卓球場 

など、住民の健康づくり、コミュニケーションの場として広く活用されており、生涯 

スポーツの拠点となっています。しかし建設から約20年が経過しており、老朽化した 

外壁などの整備を行い、新魚目地区住民の生活水準の向上を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２９年度から平成３３年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

レクリエーション

施設（総合体育館） 
新上五島町 297,005 146,000 151,005 150,900 

合    計 297,005 146,000 151,005 150,900 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  赤尾辺地 

（辺地人口 140人 面積 3.3㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町赤尾郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町赤尾郷字本村 417番地 1 

（３）辺地度点数           240点  

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

赤尾辺地は、本町の北東部に位置しており、この地域の海岸線には五島層群に属す

る砂岩質の堆積岩が露頭しており、数多くの採石場跡が確認できます。 

この地区の飲用水は、崎浦地区簡易水道施設から供給していますが、安定した水の

供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、また、老朽化した浄

水施設の集約・統合及び老朽管の更新を行い、崎浦地区住民の生活水準の向上を図る

ものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２８年度から平成３２年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

崎浦地区簡易水道

基幹改良 
新上五島町 255,000 127,500 127,500 63,700 

合    計 255,000 127,500 127,500 63,700 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  友住・頭島辺地 

（辺地人口 129人 面積 2.8㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町友住郷の全域及び江ノ浜郷の一部 

（２）地域の中心の位置        新上五島町友住郷字上村 291番地 

（３）辺地度点数           262点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

友住・頭島辺地は、本町の北東部に位置しており、この地区にある頭ヶ島天主堂は

国指定重要文化財にも指定されており、世界遺産登録を目指している。 

道路 この路線は、主要地方道上五島空港線との交差点を起点とし、白浜地区に至る唯一

の路線であるが、現道は狭小で急カーブも多く、車両の通行に支障をきたしている。

今後、世界遺産関連で観光バス等通行量の増加が見込まれるため、離合箇所・路肩等

の整備が必要である。本路線を改良することにより、利用者の安全を確保し、地域住

民の利便性を向上させるとともに、両地区を結ぶ基幹的道路として経済活動等の活性

化を図るものである。 

飲用水供給施設 この地区の飲用水は、崎浦地区簡易水道施設から供給していますが、安

定した水の供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、また、老

朽化した浄水施設の集約・統合及び老朽管の更新を行い、崎浦地区住民の生活水準の

向上を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２７年度から平成３１年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

道路施設 新上五島町 48,000 33,599 14,401 14,300 

崎浦地区簡易水道

基幹改良 
新上五島町 255,000 127,500 127,500 63,700 

合    計 303,000 161,099 141,901 78,000 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  江ノ浜辺地 

（辺地人口 103人 面積 3.6㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町江ノ浜郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町江ノ浜郷字江ノ浜 408番地 

（３）辺地度点数           280点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

江ノ浜辺地は、本町の北東部に位置しており、この地域の海岸線には五島層群に属

する砂岩質の堆積岩が露頭しており、数多くの採石場跡が確認できます。 

この地区の飲用水は、崎浦地区簡易水道施設から供給していますが、安定した水の

供給を図り、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、また、老朽化した浄

水施設の集約・統合及び老朽管の更新を行い、崎浦地区住民の生活水準の向上を図る

ものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２８年度から平成３２年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

崎浦地区簡易水道

基幹改良 
新上五島町 255,000 127,500 127,500 63,700 

合    計 255,000 127,500 127,500 63,700 

 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  東神ノ浦辺地 

（辺地人口 113人 面積 5.8㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町東神ノ浦郷の一部 

（２）地域の中心の位置        新上五島町東神ノ浦郷字神ノ浦 159番地 

（３）辺地度点数           282点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

東神ノ浦辺地は、本町の南東部に位置しており、辺地の中心地は役場本庁から南東

へ約 12kmに位置し、東は神ノ浦湾に面し、北から南にかけて急峻な山林に囲まれて

おり、集落の大部分は県道沿いのわずかな平地と斜面に家が軒を並べて密集していま

す。 

本路線は、国道384号に接する幹線道路ですが、幅員が狭小で急カーブも多く、路

面の老朽化が著しい状態であります。本路線を改良することにより、利用者の交通の

安全を確保し、地域住民の利便性を向上させるとともに、経済活動の活性化を図りま

す。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成３０年度から平成３４年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

道路施設（町道改

良） 
新上五島町  250,000 0       250,000  250,000         

合    計 250,000 0 250,000 250,000 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  奈良尾辺地 

（辺地人口 1,436人 面積 7.7㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町奈良尾郷の全域と桐古里郷の一部 

（２）地域の中心の位置        新上五島町奈良尾郷 379番地 

（３）辺地度点数           202点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

奈良尾辺地は、本町の南部に位置し、東に五島灘を臨み、西は若松瀬戸や奈留島を

臨むリアス式海岸に囲まれています。この地区の飲料水は奈良尾地区簡易水道施設か

ら供給していますが、破損による断水や季節的な水質悪化、渇水期の水道の一時的な

供給停止等、住民生活の基本となる水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしています。 

このため、本地区の簡易水道施設と隣接する須崎地区簡易水道、佐尾地区簡易水道

を統合し、老朽化した浄水施設の集約・統合及び老朽管の更新を行い、安全で安定的

な水道水の供給を行うため整備し、奈良尾地区住民の生活水準の向上を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２８年度から平成３２年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

奈良尾地区統合簡

易水道整備事業  
新上五島町 313,990 156,950 156,950 78,400 

合    計 313,990 156,950 156,950 78,400 

 

 

 

 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  福見辺地 

（辺地人口 147人 面積 3.7㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町岩瀬浦郷の一部 

（２）地域の中心の位置        新上五島町岩瀬浦郷 33番地 1 

（３）辺地度点数           227点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

福見辺地は、本町の南部に位置し、南に五島灘を臨み、北は山林に囲まれています。

この地区の飲料水は奈良尾地区簡易水道施設から供給していますが、破損による断水

や季節的な水質悪化、渇水期の水道の一時的な供給停止等、住民生活の基本となる水

の安全かつ円滑な供給に支障をきたしています。 

このため、本地区の簡易水道施設と隣接する須崎地区簡易水道、佐尾地区簡易水道

を統合し、老朽化した浄水施設の集約・統合及び老朽管の更新を行い、安全で安定的

な水道水の供給を行うため整備し、奈良尾地区住民の生活水準の向上を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２８年度から平成３２年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

奈良尾地区統合簡

易水道整備事業  
新上五島町 313,990 156,950 156,950 78,400 

合    計 313,990 156,950 156,950 78,400 

 

 

 

 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  岩瀬浦辺地 

（辺地人口 361人 面積 4.1㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町岩瀬浦郷の一部 

（２）地域の中心の位置        新上五島町岩瀬浦郷 776番地 1 

（３）辺地度点数           258点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

岩瀬浦辺地は、本町の南部に位置し、東に五島灘を臨み、西は山林に囲まれていま

す。この地区の飲料水は奈良尾地区簡易水道施設から供給していますが、破損による

断水や季節的な水質悪化、渇水期の水道の一時的な供給停止等、住民生活の基本とな

る水の安全かつ円滑な供給に支障をきたしています。 

このため、本地区の簡易水道施設と隣接する須崎地区簡易水道、佐尾地区簡易水道

を統合し、老朽化した浄水施設の集約・統合及び老朽管の更新を行い、安全で安定的

な水道水の供給を行うため整備し、奈良尾地区住民の生活水準の向上を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２８年度から平成３２年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

奈良尾地区統合簡

易水道整備事業  
新上五島町 313,990 156,950 156,950 78,400 

合    計 313,990 156,950 156,950 78,400 

 

 

 

 

 



別紙 

総合整備計画書 

 

長崎県南松浦郡新上五島町  浜串辺地 

（辺地人口 249人 面積 3.0㎢） 

 

 

１．辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町岩瀬浦郷の一部 

（２）地域の中心の位置        新上五島町岩瀬浦郷 713番地 2 

（３）辺地度点数           306点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

浜串辺地は、本町の南部に位置し、東に五島灘を臨み、西は山林に囲まれています。

この地区の飲料水は奈良尾地区簡易水道施設から供給していますが、破損による断水

や季節的な水質悪化、渇水期の水道の一時的な供給停止等、住民生活の基本となる水

の安全かつ円滑な供給に支障をきたしています。 

このため、本地区の簡易水道施設と隣接する須崎地区簡易水道、佐尾地区簡易水道

を統合し、老朽化した浄水施設の集約・統合及び老朽管の更新を行い、安全で安定的

な水道水の供給を行うため整備し、奈良尾地区住民の生活水準の向上を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

     平成２８年度から平成３２年度まで  ５年間       （単位：千円） 

区  分 

事業費 

財源内訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
施設名 事業主体 特定財源 一般財源 

奈良尾地区統合簡

易水道整備事業  
新上五島町 313,990 156,950 156,950 78,400 

合    計 313,990 156,950 156,950 78,400 

 

 

 

 

 


