
■5都市基盤【暮らしを支えるまちづくり】個別事業一覧                                   ※目標値（2023）としているのは，既存の町国土強靭化計画の期間が2023年までのため

事務事業名 事業名 路河川等名 事業概要・区間
現状値
（2020）

目標値
（2023）

完成目標
年次

事業主体 備　考

道路新設改良事業 改築工事 町道1023号線 道路改築　二区南地内　L=265m 工事中 全線完成 2022 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2067号線 道路改築　霞台地内　L=100m 用地取得中 全線完成 2021 町

道路新設改良事業 改築工事 町道4002号線外2 道路改築　立ノ越地内　L=333m 工事中 全線完成 2021 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2229号線 道路改築　三区上地内　L=200m 2021着手予定 全線完成 2022 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2037号線 道路改築　青宿地内　L=30m 用地取得中 全線完成 2021 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2190号線 道路改築　一区南地内　L=92m 2021着手予定 全線完成 2023 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2030号線 道路改築　青宿地内　L=65m 2021着手予定 全線完成 2023 町

道路新設改良事業 改築工事 町道7022号線 道路改築　青宿地内　L=36m 2021着手予定 全線完成 2023 町

道路新設改良事業 改築工事 町道1098号線外1 道路改築　上本郷地内　L=380m 測量設計中 全線完成 2023 町

道路新設改良事業 改築工事 町道5314号線 歩道整備　飯倉二区地内　L=220m 工事中 全線完成 2020 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2532号線 排水整備　三区上地内　L=450m 工事中 全線完成 2021 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2291号線 道路改築　三区下地内　L=330m 2021着手予定 全線完成 2022 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2204号線 道路改築　上郷地内　L=143m 工事中 全線完成 2020 町

道路新設改良事業 改築工事 町道2201号線 道路改築　上郷地内　L=142m 工事中 全線完成 2020 町

道路新設改良事業 改築工事 町道3182号線 道路改築　中央東地内　L=90m 測量設計中 全線完成 2022 町

道路新設改良事業 改築工事 町道3196号線外2 道路改築　西方地内　L=100m 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0102号線 舗装補修（鈴木・三区上地内　L＝0.49km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道4007号線 舗装補修（立ノ越　Ｌ＝0.75km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道6380・6149号線 舗装補修（福田　Ｌ＝0.76km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0104号線 舗装補修（廻戸地内　L＝0.34km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道3020号線 舗装補修・片側側溝布設替え（中央北地内　L＝0.05km） 2021着手予定 全線完成 2021 町



道路維持補修事業 修繕事業 町道0205号線 舗装補修（上長地内　L＝0.60km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0103号線 舗装補修（三区下地内　L＝0.30km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道2336号線 舗装補修（上郷地内　L＝0.14km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道1096号線 舗装補修（上本郷地内　L＝0.07km） 2021着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0208号線 舗装補修（石川地内　L＝0.4km） 2022着手予定 全線完成 2022 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0107号線 舗装補修（南島津地内　L＝0.45km） 2022着手予定 全線完成 2022 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0203・4133号線 舗装補修（南島津地内　L＝0.42km） 2022着手予定 全線完成 2022 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0212号線 舗装補修（下本郷地内　L＝0.33km） 2022着手予定 全線完成 2022 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0206・2244号線 舗装補修（中央西地内　L＝0.80km） 2022着手予定 全線完成 2023 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道2455号線 舗装補修（西郷地内　L＝0.80km） 2022着手予定 全線完成 2023 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道1390号線 舗装補修（上本郷地内　L＝0.40km） 2022着手予定 全線完成 2022 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道4200号線外11路線 舗装補修（若宮団地地内　L＝1.70km） 2022着手予定 全線完成 2025 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0205号線 舗装補修（福田地内　L＝0.40km） 2022着手予定 全線完成 2022 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道3508号線 舗装補修（曙南地内　L＝0.45km） 2023着手予定 全線完成 2023 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道6150号線 舗装補修（福田地内　L＝0.30km） 2023着手予定 全線完成 2023 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道4210号線 舗装補修（上島津地内　L＝0.30km） 2023着手予定 全線完成 2023 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道0102号線 舗装補修（三区下地内　L＝0.70km） 2023着手予定 全線完成 2024 町

道路維持補修事業 修繕事業 町道5254号線 舗装補修（大形地内　L＝1.05km） 2023着手予定 全線完成 2024 町

道路維持補修事業 交安事業 町道2336号線 歩行帯整備（上郷地内　L＝0.20km） 2020着手予定 全線完成 2021 町

道路維持補修事業 交安事業 町道4560号線外 サイクリングロードサイン整備（L＝7.20km） 工事中 全線完成 2020 町

橋梁修繕事業 橋梁修繕事業 町道6080号線（6011橋） 護岸工設計及び工事（橋長10.5ｍ） 2021着手予定 全線完成 2021 町

橋梁修繕事業 橋梁修繕事業 町内 橋梁修繕実施設計 2022着手予定 全線完成 2022 町

橋梁修繕事業 橋梁定期点検・修繕計画策定 町道0103号線（1001橋）外72橋 橋梁点検・計画策定（全橋梁　N＝73橋） 2023着手予定 事業継続 2023 町
5年に1度程度
点検を実施

道路台帳図デジタル化事業 維持管理事業 町内町道 町道台帳図デジタル化(833km) 2023着手予定 全線完成 2023 町

道路ストック定期点検事業 維持管理事業 町内全域 道路路面調査(96km)照明灯点検(198基)標識点検(7基) 2024着手予定 事業継続 2024 町
5年に1度程度
点検を実施



町有地造成事業 町有地造成事業 荒川本郷地区 町有地造成実穀地内A=4.4ha 2021着手予定 2023 2023 町

都市計画道路寺子・飯倉線整備事業 改築事業 都市計画道路寺子・飯倉線 道路改良　阿見町阿見～阿見町若栗（1.65km） 用地取得中 事業継続 2024 町

公園緑地整備事業 公園整備事業 曙地区街区公園 公園（一時避難所）整備　A=10670㎡ 2021着手予定 事業継続 2024 町

町営住宅長寿化計画策定事業 維持管理事業 曙町営アパート全棟 町営曙アパート長寿化計画策定 2021着手予定 事業継続 町


