
（1）交通インフラ�
平成 12年 8月�

九州横断自動車道� 道路公団� H5～H15
長崎市早坂～中里町�
11.3km�
4車線（当面2車線）�

11年度末進捗率 21%�
用地買収は 93%完了�

九州新幹線�
　長 崎 ル ー ト�

鉄建公団� 未　定�
長崎～博多を 80分で直結�
（40分短縮）�
長崎～武雄は新線建設�

H 10/10、武雄温泉・新大村間の�
環境影響評価�

鉄道連続�
　立体交差事業�

長崎県�
長崎市�
他�

未　定�
川口町～尾上町のJR長崎�
本線の連続立体交差化�
全長 2.4km

11年度末現在 調査事業の進捗 51%�
関係機関との調整を図り、�
早期着工を目指す�

名　　　称� 事  業  体� 期　間� 概　　　　要� 進　捗　状　況�

国道 324号�
　出島バイパス�

長崎県� H3～H15

H2～未定�

早坂～新地町 3.5km�
早坂～転石 1.4km

11年度末進捗率 47%�
（H7地域高規格道路の整備区間に指定）�

長崎南環状線�
　（女 神 大 橋 線）�

長崎県�
運輸省�

H5～H17 大浜町～新戸町 5km�
（内斜張橋 1.29km）�

17年度に大浜～新戸町間が開通予定�
（H10 地域高規格道路の整備区間に指定）�

長崎外環状線� 長崎県� 時津町～長崎市柳田�
21.5km

未整備区間 13.7km�
（内未着工区間は 12.3km）�

国道 34号�
　日見バイパス�

建設省� S52～H13 長崎市田中町～馬町�
7.1km

11年度末で 6.3km開通�
13年度に残り 0.8kmが供用開始予定�

県 施工� S45～H17 小ヶ倉2丁目～田上�
6.5km

小ヶ倉2丁目～八景町　開通済�
八景町～田上　約 1kmは 17年度目標�

市 施工� S63～H17 田上～矢の平1丁目� 矢の平1～3丁目は開通済�
残り区間 2.2kmは 17年度開通目標�

都市計画道路�
�
　浦　上　川　線�

長崎県� 元船町～時津町�
�
 全長 10.5km

南々伸区間 （元船～尾上 0.8km）�
 18年度 開通目標�

南 伸 区 間 （尾上～茂里町 1.6km）�
 14年度 開通目標�

完 了 区 間 （茂里町～松山 0.9km）�
�
北 伸 区 間 （松山～滑石 5.4km）�
 期　間　未　定�

北々伸区間 （滑石～時津 1.8km）�
 期　間　未　定�

都市計画道路�
�
　小ヶ倉蛍茶屋線�



（2）都市開発�

JR長崎駅�
　再　開　発� JR九州� H12� 商業施設を含む駅ビルの�

再整備� H 12 / 9、アミュプラザ開業予定�

出島復元整備事業�
（中短期計画）�

長崎市� H8～H22
出島和蘭商館跡の復元�
（H22までに26棟、�
　最終的には全 49棟）�

日蘭交流 400年を期に5棟復元�

名　　　称� 事  業  体� 期　間� 概　　　　要� 進　捗　状　況�

JR長崎駅周辺�
　地 区 再 整 備�

市・県�
JR等�

H10～�
　終期未定�

S63～�
　終期未定�

H7～�
　終期未定�

H10～�
　終期未定�

H12～�
　終期未定�

長崎駅と周辺の再整備�

県庁移転・�
総合文化センター等�

H 11 / 3、市がグランドデザインを�
取り纏め�

新大工町�
　再　開　発�

民　間� H11～H12

H6～H13

商業施設・住宅48戸など�
全体 2,600 m2

H 12 / 12　完成予定�

〃� 〃� 旅客ターミナル・ドラゴンプロム�
ナード・複合商業施設等�

ほぼ終了�元船地区�

〃� 〃� 水辺のプロムナード・出島ワーフ�
国際観光船岸壁等�

埋立は H13年度、水辺のプロムナード等は�
H15年度完成予定�

常盤・出島�
地区�

〃� 〃� 未着手�尾上地区�

ナガサキ・アーバン　�
・ルネッサンス�
　　　2001 構想�

運輸省�
県・市 等�

松山運動公園～松ヶ枝埠頭�
を再開発し、都市機能・環境�
を改善�

旭　町�
　再　開　発�

民　間� H11～H15 商業施設・住宅 190 など�
全体 41,000 m2

H 12 / 2 特定業務代行方式による�
事業化確定�

複合交通�
　タ ー ミ ナ ル�

未　定� 未　定�

未　定�

高速・観光バスターミナル�
や貨物集配施設等の整備�

現在、計画の概要・スケジュールを�
検討中�

長崎県庁舎�
　　移　　転�

長崎県� H19以降�
　　の着工�

県庁舎を長崎魚市跡地へ�
移転�

詳細は未定�

新地・館内の�
　町づくり計画�

長崎市�
民　間�

民　　間�
西部ガス�

歴史資料館・唐寺などの�
整備�

十善会地区・斜面宅地の整備等に着手�
（H7～19年度）�

長崎国際�
　マリン都市構想�

長崎県� 漁港整備・国際マリン�
都市の整備�

新漁港 水産試験場完成�
海洋資源教育センター工事中�

（3）文化・観光等�

いこいの里� 長崎市� ゴルフ場・あぐりの丘を�
主とした市民公園�

あぐりの丘は完成、�
ゴルフ場は未定�

諏訪の森�
　再　整　備� 長崎県� 歴史・文化・学術ゾーン�

として再整備�
県政策創造会議が長崎奉行所の復元を�
中心に提言�

小江地区�
　L N G 基 地�

長崎市・時津・長与町＜約12万戸＞�

の液化天然ガスへの転換�
H12年度より用地買収に入り、�
基礎工事は 12 / 10～ 15 / 3を予定�

名　　　称� 事  業  体� 期　間� 概　　　　要� 進　捗　状　況�




