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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 834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神ノ浦越 166番地 3 

（３）辺地度点数           226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ます。 

この地区にある若松診療所は、地域医療の拠点施設であり、外来診療をはじめ、在

宅医療や健康診断業務等の機能強化が求められていますが、施設の老朽化が著しい状

況であります。そのため、建て替えを行い、地域医療環境の維持・向上を図るととも

に、地域住民が安心して受診できる医療体制の整備を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

令和２年度から令和６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 

診療施設（若松診

療所） 
新上五島町 216,820  216,820 216,800 

合    計 216,820  216,820 216,800 

 



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青方辺地 

（辺地人口 2,125人 面積 6.1㎢） 

 

 

１．辺地の概要 

（１）辺地を構成する町又は字の名称  新上五島町青方郷の全域 

（２）地域の中心の位置        新上五島町青方郷字新町 1110番地 47 

（３）辺地度点数           175点 

 

２．公共的施設の整備を必要とする事情 

青方辺地は、本町の中央部にあり、役場本庁をはじめ基幹病院である長崎県病院企

業団上五島病院、金融機関の支店などがあります。西側は東シナ海に面した青方港が

あり、福岡市博多港への航路となっているほか、洋上石油備蓄基地があります。 

この地区にある新上五島町石油備蓄記念会館は、新上五島町地域防災計画において

緊急避難所に指定されていますが、開館から31年が経過し、外壁の剥離・内装の破損・

雨漏り等老朽化が著しい状況であります。また、アリーナの天井は特定天井（脱落に

よって重大な危害を生ずるおそれがある天井）で、早急に改善すべき建築物に該当し

ており、これらの問題点を改善することで、緊急時における安全安心な避難場所を確

保するものであります。さらに、収容人員が1,000名を超える施設でありながら、備

蓄倉庫が設置されていないため、備蓄倉庫を新たに設置し、そこに非常用発電機を備

え、避難所としての機能を充実させることで、地域防災の強化を図るものです。 

 

３．公共的施設の整備計画 

 

令和２年度から令和６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 

公民館（新上五島

町石油備蓄記念

会館） 

新上五島町 664,272 332,136 332,136 332,100 

合    計 664,272 332,136 332,136 332,100 

 



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  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 

 


