
長野県の豊かな自然と文化を活かした地域間連携の強化と広域観光の推進

平成21年度　～　平成25年度　（5年間）

県内の豊かな自然・歴史・文化などの資源を活かした地域間の交流を担うため道路整備を推進し、あわせて、訪れやすい環境整備、道路交通の安全性の向上により誘客を促進する。

・地域間交流ルートの移動時間短縮

（H21当初） （H23末） （H25末）

地域間を連絡する道路の総時間短縮。現地走行調査及び道路交通センサスデータにより算出する。　

（地域間を連絡する道路の総時間短縮）＝∑{（要素事業による時間短縮）×（当該地点交通量）}

百万円 百万円 百万円 百万円

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期　　

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H21 H22 H23 H24 H25

1-A1 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)117号・替佐～静間バイパス バイパス　L=7.67km 中野市～飯山市 970

1-A2 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)141号・臼田～野沢バイパス バイパス　L=5.17km 佐久市 226

1-A4 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)141号・長土呂～御影新田バイパス 現道拡幅　L=2.40km 佐久市～小諸市 820

1-A5 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)142号・佐久南拡幅 現道拡幅　L=3.65㎞ 佐久市 3500

1-A9 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)144号・上野バイパス バイパス　L=2.29㎞ 上田市 2100 H25廃止

1-A10 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)148号・雨中 バイパス　L=1.85㎞ 小谷村 800

1-A14 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)152号・高遠バイパス バイパス　L=7.62km 伊那市 393

1-A15 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)152号・向井万場拡幅 現道拡幅　L=6.32km 飯田市 1061

1-A16 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)152号・小道木バイパス バイパス　L=1.70km 飯田市 3753

1-A17 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)152号・和田バイパス バイパス　L=4.11㎞ 飯田市 2517

1-A18 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)152号・小嵐バイパス バイパス　L=2.43km 飯田市 1710

1-A19 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)153号・伊那バイパス バイパス　L=7.63㎞ 5700

1-A21 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)153号・徳本水 バイパス　L=0.64㎞ 辰野町 509

1-A23 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)254号・宇山バイパス バイパス　L=1.67km 立科町 714

1-A27 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)256号・上久堅バイパス 現道拡幅　L=1.8km 飯田市 990

1-A28 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)292号・富倉バイパス バイパス　L=3.91km 飯山市 560

1-A31 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)403号・中央橋架替 バイパス　L=0.82km 飯山市 4844

1-A33 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)403号・須賀川～赤坂（赤坂） バイパス　L=0.21km 山ノ内町 47

整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。

（翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。）

長野県公式ホームページ「Web site 信州」において公表する。

伊那市～南箕輪村～箕輪町

125,716.72 124,133.22 1,149.0 434.5

公表の方法

11,600時間･台/日

交付対象事業

事業者

省略

工種

要素となる事業名

市町村名

全体事業費

（百万円）

（事業箇所）

全体事業費

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ａ Ｃ

「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。

Ｂ

平成27年7月28日

最終目標値

　　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

効果促進事業費の割合

0.3%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画　事後評価書

計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

長野県、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、須坂市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山

市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、軽井沢町、御代田町、立科

町、青木村、富士見町、辰野町、箕輪町、飯島町、松川町、高森町、阿南町、阿智村、泰阜村、喬木村、豊

丘村、南木曽町、王滝村、大桑村、麻績村、生坂村、朝日村、筑北村、松川村、白馬村、小谷村、高山村、

信濃町、飯綱町、栄村

　　計画の成果目標（定量的指標）

備考

当初現況値 中間目標値

事後評価の実施時期

0時間･台/日 9,700時間･台/日



1-A34 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)403号・幸高～井上拡幅 現道拡幅　L=0.81km 須坂市 1940

1-A36 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)403号・矢越防災 バイパス　L=1.8km 3900

1-A38 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)406号・嶺方拡幅 現道拡幅　L=1.23km 白馬村 32

1-A39 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)406号・新倉拡幅 現道拡幅　L=0.8km 長野市 50

1-A40 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)406号・西組バイパス バイパス　L=2.1km 長野市 950

1-A41 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)406号・村山橋 バイパス　L=2.15km 長野市～須坂市 2000

1-A42 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)406号・菅平湖橋 バイパス　L=0.24km 上田市 422

1-A43 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)418号・売木峠バイパス バイパス　L=4.04km 売木村～阿南町 1204

1-A45 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)418号・十方峡バイパス バイパス　L=1.81km 天龍村 2370

1-A46 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)418号・飯島拡幅 現道拡幅　L=0.5km 飯田市 300

1-A51 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)418号・天竜川橋 現道拡幅　L=0.4km 天龍村 1500

1-A47 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)117号・青木島拡幅 現道拡幅　L=0.8㎞ 長野市 12

1-A48 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)143号・弘法拡幅 現道拡幅　L=0.58㎞ 青木村 26

1-A49 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)254号・極楽坂 バイパス　L=0.7km 立科町 121

1-A50 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)299号・芹ヶ沢バイパス バイパス　L=2.14km 茅野市 32

1-A52 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)403号・関崎橋東 現道拡幅　L=0.52km 長野市 20

1-A53 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)418号・軒川 バイパス　L=0.67km 売木村 50

1-A54 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)418号・野竹～戸口拡幅 現道拡幅　L=1.64km 天龍村 803

H23-H24地域

自主戦略交付

1-A55 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)418号・発電所～下市場 現道拡幅　L=0.5km 飯田市 300

H23-H24地域

自主戦略交付

1-A56 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)152号・杖突峠 現道拡幅　L=0.67km 茅野市～伊那市 170

H23-H24地域

自主戦略交付

1-A57 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)361号・開田～神谷 現道拡幅　L=0.5km 木曽町 200

H23-H24地域

自主戦略交付

1-A58 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)143号・岡田拡幅 現道拡幅　L=1.26㎞ 松本市 291

H24地域自主

戦略交付金

1-A59 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)143号・会吉 バイパス　L=1.30㎞ 松本市 1000

H24地域自主

戦略交付金

1-A60 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)151号・新野峠バイパス バイパス　L=1.60km 阿南町 861

H24地域自主

戦略交付金

1-A61 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)152号・栗田～四日市場バイパス バイパス　L=1.5km 伊那市 350

H24地域自主

戦略交付金

1-A62 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)254号・東内～西内 現道拡幅　L=9.4km 上田市 1000

H24地域自主

戦略交付金

1-A63 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)256号・漆畑拡幅 現道拡幅　L=1.65km 南木曽町 1148

H24地域自主

戦略交付金

1-A64 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)299号・糸萱拡幅 現道拡幅　L=0.33km 茅野市 619

H24地域自主

戦略交付金

1-A65 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)403号・落合 バイパス　L=0.7km 1000

H24地域自主

戦略交付金

1-A66 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)403号・須坂 現道拡幅　L=1.8km 須坂市 300

H24地域自主

戦略交付金

1-A67 道路 一般 長野県 直接 国道 改築 (国)405号・和山～小赤沢拡幅 現道拡幅　L=2.1km 栄村 600

1-A102 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)佐久小諸線・岸野～高瀬 バイパス　L=1.5km 佐久市 152

1-A105 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)岡谷茅野線・湖南 バイパス　L=1.2km 諏訪市 102

1-A108 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)伊那生田飯田線・田切 バイパス　L=1.0km 飯島町 1200

1-A110 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)飯田富山佐久間線・中尾～南宮 バイパス　L=1.3km 阿南町～泰阜村 4770

1-A111 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)天竜公園阿智線・伍和 バイパス　L=0.4km 阿智村 1508

1-A112 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)飯田富山佐久間線・米峰 バイパス　L=0.2km 飯田市 626

1-A116 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)開田三岳福島線・川合 バイパス　L=0.5km 木曽町 1418

1-A117 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)奈川木祖線・境峠 現道拡幅　L=2.0km 木祖村 804

1-A118 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)穂高明科線・常盤橋 現道拡幅　L=0.6km 安曇野市 1400

1-A120 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)上高地公園線・上高地 バイパス　L=0.7km 松本市 2400

1-A121 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)大町麻績インター千曲線・山清路 バイパス　L=0.5km 生坂村 1400

1-A124 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野荒瀬原線・四ツ屋 バイパス　L=2.1km 飯綱町 370

1-A130 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)飯山斑尾新井線・上倉 バイパス　L=0.4km 飯山市 254

1-A131 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)諏訪白樺湖小諸線・藤沢 現道拡幅　L=0.3km 立科町 84

1-A132 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)別所丸子線・中丸子 現道拡幅　L=0.3km 上田市 208

1-A133 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)岡谷茅野線・湖南～神宮寺 バイパス　L=0.2km 諏訪市 114

1-A134 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)諏訪辰野線・小和田 バイパス　L=0.3km 諏訪市 113

1-A135 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)松川インター大鹿線・滝沢 バイパス　L=1.3km 中川村 448

1-A136 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)伊那生田飯田線・富県 現道拡幅　L=0.3km 伊那市 100

1-A137 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)松川インター大鹿線・渡場～小渋 現道拡幅　L=0.6km 中川村 141

1-A138 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)松川大鹿線・広町～上峠 現道拡幅　L=0.2km 松川町 50

1-A139 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)開田三岳福島線・冷川 現道拡幅　L=0.3km 木曽町 53

筑北村～安曇野市

木島平村～山ノ内町



1-A140 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)塩尻鍋割穂高線・岩原 現道拡幅　L=0.9km 安曇野市 291

1-A141 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野上田線・力石 バイパス　L=0.9km 千曲市 151

1-A142 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野上田線・力石～上五明 バイパス　L=0.9km 千曲市 284

1-A143 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野真田線・小島田 バイパス　L=0.9km 長野市 255

1-A144 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)大町麻績ｲﾝﾀｰ千曲線・坂上 現道拡幅　L=0.3km 千曲市 85

1-A145 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)豊野南志賀公園線・不動 現道拡幅　L=0.4km 高山村 437

1-A146 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)信濃信州新線・上里～萩之峰 現道拡幅　L=0.6km 長野市 130

1-A147 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)豊科インター堀金線・大口沢 現道拡幅　L=0.1km 安曇野市 40

1-A148 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野菅平線・菅平下 現道拡幅　L=0.1km 長野市 40

1-A149 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)奈川木曽線・白樺平下 現道拡幅　L=0.6km 木祖村 400

H23,H24地域

自主戦略交付

1-A150 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)奈川木曽線・白樺平上 現道拡幅　L=1.7km 木祖村 950

1-A151 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)川上佐久線・海瀬 バイパス　L=1.4km 佐久穂町 400

H23地域自主

戦略交付金

1-A152 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)川上佐久線・土村 現道拡幅　L=0.1km 小海町 25

1-A153 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)丸子信州新線・大岡 現道拡幅　L=1.0km 長野市 582

H24地域自主

戦略交付金

1-A154 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)上高地公園線・産屋沢橋 橋梁工　L=0.02km 松本市 100

H24地域自主

戦略交付金

1-A155 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)川上佐久線・入沢～三分 バイパス　L=2.0km 佐久市 367

H24地域自主

戦略交付金

1-A156 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)岡谷茅野線・大熊 バイパス　L=1.1km 諏訪市 130

1-A157 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野上田線・塩崎 バイパス　L=3.0km 長野市 200

H24地域自主

戦略交付金

1-A158 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)丸子信州新線・樺内～宮平 現道拡幅　L=1.0km 長野市 100

1-A159 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野真田線・松代 バイパス　L=2.4km 長野市 2150

H24地域自主

戦略交付金

1-A160 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)長野信濃線・北川 バイパス　L=0.4km 飯綱町 320

H24地域自主

戦略交付金

1-A161 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)飯山斑尾新井線・飯山駅西 バイパス　L=0.3km 飯山市 82

H24地域自主

戦略交付金

1-A162 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)穂高明科線・穂高～狐島 現道拡幅　L=0.5km 安曇野市 30

H24地域自主

戦略交付金

1-A163 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (主)大町麻績インター千曲線・扇平 現道拡幅　L=0.8km 千曲市 65

1-A202 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)塩田仁古田線・五加 現道拡幅　L=0.3km 上田市 686

1-A206 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)北林飯島線・天の中川橋 現道拡幅　L=0.6km 中川村 200

1-A207 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)米川飯田線・天竜橋 現道拡幅　L=0.2km 飯田市 2309

1-A210 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)上松南木曽線・登玉～和村 バイパス　L=3.0km 上松町～大桑村 1500

1-A216 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)千国北城線・栂池 バイパス　L=0.4km 白馬村～小谷村 1647

1-A218 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)内川姨捨停車場線・冠着橋 現道拡幅　L=0.3km 千曲市 627

1-A219 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)松代篠ノ井線・赤坂橋 バイパス　L=0.7km 長野市 530

1-A221 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)豊田中野線・笠倉～壁田 バイパス　L=1.8km 中野市 2800

1-A222 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)中野飯山線・東笠原～越 バイパス　L=0.4km 中野市 1204

1-A224 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)借宿小諸線・追分 現道拡幅　L=0.6km 軽井沢町 55

1-A225 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)立科小諸線・大久保 現道拡幅　L=0.1km 小諸市 100

1-A226 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)芦田大屋(停)線・藤原田 現道拡幅　L=0.2km 上田市 35

1-A227 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)美篶箕輪線・中坪 バイパス　L=0.6km 伊那市 251

1-A228 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)芝平高遠線・山室 現道拡幅　L=0.3km 伊那市 185

1-A229 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)赤石岳公園線・沢渡 現道拡幅　L=0.2km 大鹿村 60

1-A230 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)市場桜町線・北条 現道拡幅　L=0.2km 飯田市 132

1-A231 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)親田中村線・数田 現道拡幅　L=0.4km 飯田市 49

1-A232 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)深沢阿南線・中ノ瀬～阿南 現道拡幅　L=0.3km 阿智村 78

1-A233 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)上松御岳線・最中 現道拡幅　L=0.2km 上松町 170

1-A234 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)小倉梓橋(停)線・下長尾 現道拡幅　L=0.5km 安曇野市 197

1-A235 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)相之島高山線・日滝原 現道拡幅　L=0.3km 須坂市 100

1-A236 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)安庭篠ノ井線・安庭～十二 現道拡幅　L=0.1km 長野市 40

1-A237 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)南永江替佐(停)線・穴田 現道拡幅　L=0.2km 中野市 100

1-A238 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)箕作飯山線・桑名川～和水 現道拡幅　L=0.5km 飯山市 106

1-A240 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)三水中野線・上今井～栗林 バイパス　L=0.4km 中野市 100

1-A241 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)東部望月線・田中南 現道拡幅　L=0.3km 東御市 450

H24地域自主

戦略交付金

1-A242 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)青木東鼎線・鼎 現道拡幅　L=0.4km 飯田市 1000

H24地域自主

戦略交付金

1-A243 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)東部望月線・田之尻～畔田 バイパス　L=1.6km 東御市 333

H24地域自主

戦略交付金

1-A244 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)東部望月線・常田 現道拡幅　L=0.3km 東御市 450



1-A245 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)払沢茅野線・宮川茅野 バイパス　L=0.2km 茅野市 1100

H24地域自主

戦略交付金

1-A246 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)青木東鼎線・上山 現道拡幅　L=0.4km 飯田市 911

1-A247 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)長野豊野線・三才 現道拡幅　L=1.4km 長野市 2000

H24地域自主

戦略交付金

1-A248 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)上松南木曽線・倉本 橋梁工　L=0.02km 上松町 30

H24地域自主

戦略交付金

1-A249 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)中野飯山線・柳沢 バイパス　L=1.8km 中野市 20

Ａ’ 道路 一般 長野県 直接

都道府県道

改築 (一)白骨温泉線・白骨 現道拡幅　L=0.6km 松本市 329

H23-H24地域

自主戦略交付

1-A301 道路 一般 小諸市 直接

市町村道

改築 (1)0128号線･西原 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.3km) 小諸市 1200.0 

1-A302 道路 一般 小諸市 直接

市町村道

改築 (他)1015号線･相生町 現道拡幅(0.3km) 小諸市 280.0 

1-A303 道路 一般 佐久市 直接

市町村道

改築 (2)M2-41号線･協西 現道拡幅(0.26km) 佐久市 127.4 

1-A304 道路 一般 佐久市 直接

市町村道

改築 (1)S31-15号線･中込原 現道拡幅(0.84km) 佐久市 432.2 

1-A305 道路 一般 佐久市 直接

市町村道

改築 (1)S31-43号線･中込原 現道拡幅(0.48km) 佐久市 94.0 

1-A306 道路 一般 佐久市 直接

市町村道

改築 (1)S31-3号線･中込原 現道拡幅(0.6km) 佐久市 27.0 

1-A307 道路 一般

軽井沢町

直接

市町村道

改築 (他)北浦線･中軽井沢 現道拡幅(0.3km) 軽井沢町 58.6 

1-A308 道路 一般 上田市 直接

市町村道

改築 (他)五反田新屋線･上塩尻～下塩尻 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.71km) 上田市 700.0 

1-A309 道路 一般

駒ヶ根市

直接

市町村道

改築 (1)本曽倉線･下曽倉 現道拡幅(0.26km) 駒ヶ根市 237.0 

1-A310 道路 一般

駒ヶ根市

直接

市町村道

改築 (他)1-396号線･北の原 現道拡幅(0.1km) 駒ヶ根市 24.5 

1-A311 道路 一般

駒ヶ根市

直接

市町村道

改築 (2)中割縦線･中山原 現道拡幅(0.5km) 駒ヶ根市 100.0 

1-A312 道路 一般 辰野町 直接

市町村道

改築 (他)西ヶ丘線･西ヶ丘 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.2km) 辰野町 60.2 

1-A313 道路 一般 辰野町 直接

市町村道

改築 (他)1315号線･新町西天 現道拡幅(0.2km) 辰野町 50.0 

1-A314 道路 一般 辰野町 直接

市町村道

改築 (他)1012号線･新屋敷 現道拡幅(0.62km) 辰野町 160.0 

1-A315 道路 一般 辰野町 直接

市町村道

改築 (他)天神原線･天神原 現道拡幅(0.1km) 辰野町 12.0 

1-A316 道路 一般 飯田市 直接

市町村道

改築 (他)川路220号線･川路 現道拡幅(1.1km) 飯田市 1451.0 

1-A317 道路 一般 飯田市 直接

市町村道

改築 (1)久米線･久米 現道拡幅(0.2km) 飯田市 250.0 

1-A318 道路 一般 高森町 直接

市町村道

改築 (1)1-6号線･八日市場 現道拡幅(0.3km) 高森町 35.0 

1-A319 道路 一般 阿南町 直接

市町村道

改築 (1)和合7号線･日吉 現道拡幅(1.4km) 阿南町 127.0 

1-A320 道路 一般 喬木村 直接

市町村道

改築 (1)7号線･大和知 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.5km) 喬木村 256.5 

1-A321 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (1)川北1号線･殿 現道拡幅(1.7km) 大桑村 374.0 

1-A322 道路 一般 茅野市 直接

市町村道

改築 (1)1級17号線･豊平 現道拡幅(0.8km) 茅野市 150.9 

1-A323 道路 一般 茅野市 直接

市町村道

改築 (他)3B593号線･湖東 現道拡幅(1.4km) 茅野市 285.0 

1-A324 道路 一般 松本市 直接

市町村道

改築 (他)5295号線･出川町 現道拡幅(0.1km) 松本市 74.0 

1-A325 道路 一般 松本市 直接

市町村道

改築 (他)5350号線･出川町 現道拡幅(0.2km) 松本市 149.4 

1-A326 道路 一般 生坂村 直接

市町村道

改築 (1)1号線･北平 現道拡幅(0.7km) 生坂村 40.0 

1-A327 道路 一般 朝日村 直接

市町村道

改築 (1)小野沢幹1号線･小野沢 現道拡幅(0.4km) 朝日村 49.0 

1-A328 道路 一般

安曇野市

直接

市町村道

改築 (1)1-24号線･細萱 現道拡幅(0.9km) 安曇野市 425.0 

1-A329 道路 一般

安曇野市

直接

市町村道

改築 (1)26号線･吉野 現道拡幅(0.7km) 安曇野市 262.1 

1-A330 道路 一般 大町市 直接

市町村道

改築 (他)大崎西原線･常盤 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km) 大町市 165.0 

1-A331 道路 一般 松川村 直接

市町村道

改築 (1)1-1号線･上緑町 現道拡幅(0.3km) 松川村 169.6 

1-A332 道路 一般 白馬村 直接

市町村道

改築 (他)2026号線･五竜 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(2.3km) 白馬村 141.3 

1-A333 道路 一般 小谷村 直接

市町村道

改築 (他)林頭線･松沢 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.2km) 小谷村 362.8 

1-A334 道路 一般 千曲市 直接

市町村道

改築 (1)鋳物師屋寂蒔線･鋳物師屋 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.7km) 千曲市 998.0 

1-A335 道路 一般 高山村 直接

市町村道

改築 (2)原大崖線･下原 現道拡幅(0.75km) 高山村 160.0 

1-A336 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)共和今井線･篠ﾉ井岡田 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.0km) 長野市 300.0 

1-A337 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)戸隠東線･鬼無里上新倉 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.6km) 長野市 120.0 

1-A338 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (2)芦ﾉ尻御曹子橋線･大岡長岩 現道拡幅(1.0km) 長野市 330.0 

1-A339 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)椛内大八橋線･大岡椛内 現道拡幅(1.4km) 長野市 130.0 

1-A340 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)古牧朝陽線･下河原 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km) 長野市 300.0 

1-A341 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (他)若槻474号線･田子 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.3km) 長野市 500.0 

1-A342 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (1)中川手線･土口 現道拡幅(0.5km) 長野市 440.0 

1-A343 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)みすず橋寺尾線･二丁田 現道拡幅(0.3km) 長野市 79.0 

1-A344 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)上条花倉線･追沢 現道拡幅(0.6km) 長野市 152.0 

1-A345 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (他)古里327号線･西三才 現道拡幅(0.2km) 長野市 200.0 

1-A346 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)中村田頭線･戸隠田頭 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km) 長野市 86.0 



1-A347 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (他)畑山一ﾉ瀬線･浅川畑山 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.8km) 長野市 300.0 

1-A348 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)中川手線･土口 現道拡幅(0.4km) 長野市 60.0 

1-A349 道路 一般 信濃町 直接

市町村道

改築 (2)高山霊仙寺線･大井 現道拡幅(0.9km) 信濃町 73.0 

1-A350 道路 一般 中野市 直接

市町村道

改築 (2)高丘9号線･草間 現道拡幅(0.5km) 中野市 312.0 

1-A351 道路 一般 中野市 直接

市町村道

改築 (他)岩船26号線･岩船 現道拡幅(0.6km) 中野市 53.0 

1-A352 道路 一般 中野市 直接

市町村道

改築 (他)西条33号線･西条 現道拡幅(0.5km) 中野市 70.0 

1-A353 道路 一般 中野市 直接

市町村道

改築 (1)篠井間山線･新野 現道拡幅(0.1km) 中野市 79.0 

1-A354 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (1)4-116号線･小菅 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.85km) 飯山市 306.0 

1-A355 道路 一般 飯山市 直接

市町村道

改築 (2)5-209号線･南条 現道拡幅(0.1km) 飯山市 109.7 

1-A356 道路 一般 飯山市 直接

市町村道

改築 (2)1-240号線･有尾 現道拡幅(0.2km) 飯山市 74.2 

1-A357 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (1)長瀬秋山線･秋山 現道拡幅(1.0km) 栄村 704.0 

1-A358 道路 一般 南牧村 直接

市町村道

改築 (2)高見沢線･海ﾉ口 現道拡幅(0.8km) 南牧村 60.0 

1-A359 道路 一般 佐久市 直接

市町村道

改築 (1)S11-1号線･平塚 現道拡幅(0.13km) 佐久市 38.0 

1-A360 道路 一般 佐久市 直接

市町村道

改築 (他)S11-5号線･根々井 現道拡幅(0.2km) 佐久市 16.0 

1-A361 道路 一般 阿智村 直接

市町村道

改築 (1)1-1号線･春日 現道拡幅(0.6km) 阿智村 50.0 

1-A362 道路 一般 豊丘村 直接

市町村道

改築 (1)黒谷線･中部 現道拡幅(0.7km) 豊丘村 38.0 

1-A363 道路 一般 松本市 直接

市町村道

改築 (他)7159号線･神林 現道拡幅(0.8km) 松本市 152.0 

1-A364 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (他)古里327号線･三才 現道拡幅(0.2km) 長野市 39.0 

1-A365 道路 一般 飯山市 直接

市町村道

改築 (他)7-507号線･小泉 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km) 飯山市 74.0 

1-A366 道路 一般 信濃町 直接

市町村道

改築 (2)古間町中村線･富士里 現道拡幅(0.7km) 信濃町 5.0 

1-A367 道路 一般

御代田町

直接

市町村道

改築 (1)広戸御代田(停)線･広戸 現道拡幅(0.1km) 御代田町 70.0 

1-A368 道路 一般

御代田町

直接

市町村道

改築 (1)小田井追分線･山ﾉ神 現道拡幅(0.1km) 御代田町 65.0 

1-A369 道路 一般 岡谷市 直接

市町村道

改築 (他)岡谷786号線･加茂町 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.13km) 岡谷市 73.1 

1-A370 道路 一般 箕輪町 直接

市町村道

改築 (1)14号線･木下 現道拡幅(0.1km) 箕輪町 10.0 

1-A371 道路 一般 飯島町 直接

市町村道

改築 (他)呂久保横線･新田 現道拡幅(0.33km) 飯島町 79.0 

1-A372 道路 一般 飯島町 直接

市町村道

改築 (他)柏木北線･柏木 現道拡幅(0.1km) 飯島町 100.0 

1-A373 道路 一般 飯田市 直接

市町村道

改築 (他)竜丘198号線･駄科 現道拡幅(0.3km) 飯田市 275.0 

1-A374 道路 一般 飯田市 直接

市町村道

改築 (1)殿岡桐林線･新井原 現道拡幅(0.1km) 飯田市 19.0 

1-A377 道路 一般

南木曽町

直接

市町村道

改築 (2)正兼線･大野正兼 現道拡幅(0.3km) 南木曽町 35.0 

1-A378 道路 一般 飯綱町 直接

市町村道

改築 (1)K1-11号線･牟礼 現道拡幅(0.1km) 飯綱町 26.0 

1-A379 道路 一般 飯綱町 直接

市町村道

改築 (2)鳥居橋寺坂線･普光寺 現道拡幅(0.1km) 飯綱町 40.0 

1-A380 道路 一般 飯綱町 直接

市町村道

改築 (1)K1-4号線･黒川 現道拡幅(0.5km) 飯綱町 61.0 

1-A382 道路 一般 小諸市 直接

市町村道

改築 (他)7024号線･菱平 現道拡幅(0.6km) 小諸市 160.0 

1-A383 道路 一般 小海町 直接

市町村道

改築 (1)川久保八那池線･八那池 現道拡幅(0.5km) 小海町 54.0 

1-A384 道路 一般 岡谷市 直接

市町村道

改築 (1)8号線･長地御所 現道拡幅(0.2km) 岡谷市 166.0 

1-A385 道路 一般

富士見町

直接

市町村道

改築 (1)115号線･乙事 現道拡幅(0.9km) 富士見町 81.8 

1-A386 道路 一般

富士見町

直接

市町村道

改築 (他)4200号線･富士見 現道拡幅(0.8km) 富士見町 52.0 

1-A387 道路 一般 箕輪町 直接

市町村道

改築 (他)508号線･木下 現道拡幅(0.8km) 箕輪町 96.5 

1-A388 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (1)北山方飯沼線･飯沼～美里 現道拡幅(1.6km) 中川村 160.0 

1-A389 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (1)上村1号線･大平 現道拡幅(1.5km) 飯田市 80.0 

1-A390 道路 一般 泰阜村 直接

市町村道

改築 (2)32号線･左京 現道拡幅(0.52km) 泰阜村 60.0 

1-A391 道路 一般 豊丘村 直接

市町村道

改築 (1)佐原線･林 現道拡幅(0.52km) 豊丘村 148.4 

1-A392 道路 一般 松本市 直接

市町村道

改築 (他)5113号線･出川町 現道拡幅(0.1km) 松本市 44.0 

1-A393 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (2)中原線･片丘 現道拡幅(0.1km) 塩尻市 14.3 

1-A394 道路 一般 麻績村 直接

市町村道

改築 (1)梶浦中央線･真米 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km) 麻績村 45.0 

1-A395 道路 一般 高山村 直接

市町村道

改築 (1)堀之内荒井原線･大宮北 現道拡幅(0.8km) 高山村 180.0 

1-A396 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)青木太田線･中条住良木 現道拡幅(0.2km) 長野市 130.0 

1-A397 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (1)椛内大八橋線･大岡門増 現道拡幅(1.0km) 長野市 350.0 

1-A398 道路 一般 信濃町 直接

市町村道

改築 (他)赤渋苗圃線･柏原 現道拡幅(0.1km) 信濃町 16.4 

1-A399 道路 一般 中野市 直接

市町村道

改築 (2)西条新保線･西条 現道拡幅(0.5km) 中野市 106.5 

1-A400 道路 一般

南木曽町

直接

市町村道

改築 (2)正兼線・正兼線 現道拡幅(1.0km) 南木曽町 26.0 

1-A401 道路 一般 川上村 直接

市町村道

改築 (1)1-10号線・大深山 現道拡幅(3.0km) 川上村 1023.0 

1-A402 道路 一般 南牧村 直接

市町村道

改築 (1)海尻松原線・海尻 現道拡幅(0.12km) 南牧村 70.0 



1-A403 道路 一般 岡谷市 直接

市町村道

改築 (2)114号線・幸町 現道拡幅(0.2km) 岡谷市 86.0 

1-A404 道路 一般

駒ヶ根市

直接

市町村道

改築 (1)本曽倉線・本曽倉 現道拡幅(0.3km) 駒ヶ根市 200.0 

1-A405 道路 一般 辰野町 直接

市町村道

改築 (他)2157号線・平出下町 現道拡幅(0.2km) 辰野町 110.0 

1-A406 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (1)戸口線他・戸口～向片 現道拡幅(1.0km) 天龍村 20.0

1-A407 道路 一般 泰阜村 直接

市町村道

改築 (1)2号線・金野 現道拡幅(0.5km) 泰阜村 20.0

1-A408 道路 一般 豊丘村 直接

市町村道

改築 (2)河野新田横断線・八王子 現道拡幅(0.34km) 豊丘村 120.0

1-A409 道路 一般 長野県 直接

市町村道

改築 (他)川向梛野線・川向 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.8km) 南木曽町 1000.0

1-A410 道路 一般 王滝村 直接

市町村道

改築 (1)41号線・八海山 現道拡幅(0.6km) 王滝村 15.0

1-A411 道路 一般 松本市 直接

市町村道

改築 (他)2021号線・本庄 現道拡幅(0.2km) 松本市 158.1

1-A412 道路 一般 松本市 直接

市町村道

改築 (他)7003号線・島立 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.04km) 松本市 1337.0

1-A413 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (他)堰西中央線・広丘吉田 現道拡幅(0.17km) 塩尻市 88.0

1-A414 道路 一般 麻績村 直接

市町村道

改築 (1)高畑野口線・麻績川南 現道拡幅(1.6km) 麻績村 372.0

1-A415 道路 一般 筑北村 直接

市町村道

改築 (1)宮ノ前線・中村 現道拡幅(0.3km) 筑北村 278.5

1-A416 道路 一般 高山村 直接

市町村道

改築 (1)荒井原駒場線・返畠 現道拡幅(0.7km) 高山村 123.0

1-A417 道路 一般 信濃町 直接

市町村道

改築 (2)古間町中村線･平岡 現道拡幅(0.31km) 信濃町 54.0

1-A418 道路 一般 信濃町 直接

市町村道

改築 (他)古間町富士里5号線・古間 現道拡幅(0.17km) 信濃町 41.0

1-A419 道路 一般 飯山市 直接

市町村道

改築 (2)1-240号線・北町 現道拡幅(0.52km) 飯山市 175.3

1-A420 道路 一般 栄村 直接

市町村道

改築 (2)和山岐線・和山 現道拡幅(0.2km) 栄村 46.0

1-A422 道路 一般 立科町 直接

市町村道

改築 (1)中原大深山線・真蒲 現道拡幅(0.25km) 立科町 50.0

1-A423 道路 一般 立科町 直接

市町村道

改築 (他)平林真蒲線・真蒲 現道拡幅(0.45km) 立科町 50.0

1-A424 道路 一般 上田市 直接

市町村道

改築 (他)神畑原峠線・御所～神畑 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.8km) 上田市 50.0

1-A426 道路 一般 岡谷市 直接

市町村道

改築 (他)岡谷791号線・本町 現道拡幅(0.13km) 岡谷市 48.0

1-A427 道路 一般 飯島町 直接

市町村道

改築 (2)南田線・南田切 現道拡幅(0.51km) 飯島町 17.0

1-A428 道路 一般 飯島町 直接

市町村道

改築 (他)北街道縦3号線・北街道 現道拡幅(0.47km) 飯島町 13.0

1-A430 道路 一般 松川町 直接

市町村道

改築 (1)大草線・郷原 現道拡幅(0.42km) 松川町 30.0

1-A431 道路 一般 大桑村 直接

市町村道

改築 (2)下在阿寺線・野尻 現道拡幅(0.36km) 大桑村 10.0

1-A432 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (他)郷原集会所線・広丘郷原 現道拡幅(0.1km) 塩尻市 10.0

1-A433 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (他)上り側道南熊井長畝線・長畝 現道拡幅(0.3km) 塩尻市 30.0

1-A434 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (他)上り側道北熊井線・片丘 現道拡幅(0.4km) 塩尻市 36.0

1-A435 道路 一般 朝日村 直接

市町村道

改築 (他)西洗馬34号線・原新田 現道拡幅(0.25km) 朝日村 25.0

1-A436 道路 一般

安曇野市

直接

市町村道

改築 (1)三郷1級5号線・温 現道拡幅(0.86km) 安曇野市 50.0

1-A437 道路 一般

安曇野市

直接

市町村道

改築 (1)穂高1級6号線・穂高 現道拡幅(0.8km) 安曇野市 30.0

1-A438 道路 一般 小谷村 直接

市町村道

改築 (他)高見町・栂池 現道拡幅(0.5km) 小谷村 11.0

1-A439 道路 一般 須坂市 直接

市町村道

改築 (1)高梨小山線他・墨坂他 現道拡幅(0.32km) 須坂市 60.0

1-A440 道路 一般 長野市 直接

市町村道

改築 (2)新安畑山線・新安 現道拡幅(0.15km) 長野市 40.0

1-A441 道路 一般 飯綱町 直接

市町村道

改築 (他)M1-12号線・北川 現道拡幅(0.5km) 飯綱町 25.0

1-A442 道路 一般 飯山市 直接

市町村道

改築 (2)5-211号線・上新田 現道拡幅(0.28km) 飯山市 50.0

1-A443 道路 一般 諏訪市 直接

市町村道

改築 (他)23189号線・城南二丁目 現道拡幅(0.22km) 諏訪市 30.0

1-A444 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (2)根治垣千本原線・片丘 現道拡幅(0.77km) 塩尻市 230.0

1-A445 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (他)上ノ原縦6号線・北小野 現道拡幅(0.68km) 塩尻市 124.0

1-A446 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (1)長崎奥平線・洗馬 現道拡幅(0.1km) 塩尻市 40.0

1-A447 道路 一般 塩尻市 直接

市町村道

改築 (1)広丘東通線・広丘野村～広丘吉田 現道拡幅(0.48km) 塩尻市 62.0

1-A448 道路 一般

安曇野市

直接

市町村道

改築 (他)明科5080号線・潮沢 現道拡幅(0.1km) 安曇野市 60.0

1-A449 道路 一般 須坂市 直接

市町村道

改築 (1)園芸高校井上線・金石 現道拡幅(1.48km) 須坂市 55.0

合計

124,133.2



Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

1-B1

交安施設

一般 長野県 直接 信号機整備事業 信号機整備　N=110基 上田市他 649

1-B2 河川 一般 長野県 直接 猪の沢川河川改修事業 河川改修　L=0.4km 伊那市 100 河川法

1-B3 河川 一般 長野県 直接 承知川河川改修事業 河川改修　L=0.3km 下諏訪町 200 河川法

1-B4 河川 一般 長野県 直接 千曲川河川改修事業 河川改修　L=0.4km 飯山市 200 河川法

合計 1,149.0

番号 備考

1-B1

1-B2

1-B3

1-B4

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H21 H22 H23 H24 H25

1-C1

施設整備

一般 長野県 間接

観光振興課

36.0

1-C2

施設整備

一般 上田市 直接 市町村 公共ｻｲﾝ整備事業 誘導ｻｲﾝ265箇所 上田市 64.0 

1-C3

施設整備

一般 松本市 間接

所有者等

松本市中央地区等景観整備事業 修景整備 松本市 18.0 

1-C4

施設整備

一般 松本市 間接

所有者等

既存屋外広告物改修事業 松本市 26.4 

1-C5

施設整備

一般 岡谷市 直接 市町村 まちあるきによる地域活性化事業 岡谷市 37.0

1-C6

施設整備

一般 大町市 直接 市町村 案内看板整備事業 案内看板設置 大町市 1.8 

1-C7

活動推進

一般 長野県 直接 観光情報発信事業 ４観光エリア 8.5 

1-C8

活動推進

一般 長野県 直接

観光振興課

観光資源ブラッシュアップ事業 ４観光エリア 2.8 

1-C9

活動推進

一般 長野県 直接

観光振興課

県内周遊促進事業 周遊ルートマップ作成 長野県 10.0 

1-C10

施設整備

一般 箕輪町 直接 市町村 公共ｻｲﾝ整備事業 誘導ｻｲﾝ 箕輪町 16.0 

1-C11

施設整備

一般

安曇野市

直接 市町村 安曇野地域観光客誘導事業 誘導ｻｲﾝ 安曇野市 214.0 

合計 434.5

番号 備考

1-C1

1-C2

1-C3 地方道路整備事業の整備とあわせて、井戸とその周辺修景施設を整備することにより、楽しみながら周遊する環境を強化し誘客を促進する。

1-C4 地方道路整備事業の整備とあわせて、道路沿いの既存屋外広告物の撤去・改修を行い、観光施設へのアクセス環境を改善する。

1-C5 地方道路整備事業の整備とあわせて、歩行者用案内サイン等を設置することにより、観光施設へのアクセスの向上を図る。

1-C6 地方道路整備事業の整備とあわせて、観光案内看板を整備し、観光施設へのアクセスの向上を図る。

1-C7 地方道路整備事業の整備とあわせて、観光案内パンフレットを整備することにより、観光施設へのアクセスの向上を図る。

1-C8 地方道路整備事業の整備とあわせて、観光資源の広報、啓蒙を図るソフト事業を４県域で展開する。

1-C9 地方道路整備事業の整備とあわせて、長野県内を周遊する観光案内パンフレットを整備することにより、観光施設へのアクセスの向上を図る。

1-C10

1-C11 地方道路整備事業の整備とあわせて、観光案内情報として誘導サイン等を設置することにより、観光施設へのアクセスの向上を図る。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

景観・修景

観光案内情報提供

観光案内情報提供

道路整備とあわせて信号機の整備を行うことで交通の円滑化を図り、インターへのアクセス性向上を図る。

新築

改良

番号

省略

要素となる事業名 事業内容

市町村名

港湾・地区名

全体事業費

（百万円）

工種

市町村名

港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度）

全体事業費

（百万円）

工種 （延長・面積等）

事業内容

改良

改良

道路整備とあわせて河川改修事業を実施することにより、想定氾濫区域内の道路を保全し、円滑な地域間連携を図る。

道路整備とあわせて河川改修事業を実施することにより、想定氾濫区域内の道路を保全し、円滑な地域間連携を図る。

道路整備とあわせて河川改修事業を実施することにより、想定氾濫区域内の道路を保全し、円滑な地域間連携を図る。

観光案内情報提供
外国人旅行者等受入基盤整備事業

観光案内看板や標識の設

置・改修、観光マップの作

成

事業者

地方道路整備事業の整備とあわせて、観光案内情報として誘導サイン等を設置することにより、観光施設へのアクセスの向上を図る。

６観光エリア

（広域協議会）

地方道路整備事業の整備とあわせて、観光案内情報として誘導サイン等を設置することにより、観光施設へのアクセスの向上を図る。

観光案内情報提供

案内ｻｲﾝ60基,総合案内板4

基,ﾏｯﾌﾟ作成20,000部

既存屋外広告物撤去・改修

観光案内パンフレット作成

地方道路整備事業の整備とあわせて、外国人向けの案内看板、観光パンフレット等を整備することにより、観光施設へのアクセスの向上を図る。

観光資源活用推進検討

観光案内情報提供

観光案内情報提供

観光案内情報提供

観光案内情報提供

観光案内情報提供

景観・修景

省略

要素となる事業名

一体的に実施することにより期待される効果

番号

事業者



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

・道路改築に伴う歩道設置により、通学路・観光地・市街地等での歩行者の安全確保が図られた。

３．特記事項（今後の方針等）

・国道292号富倉バイパス整備により、道路防災点検における当該国道の落石雪崩危険箇所の要対策箇所７箇所を迂回でき、道路利用者の安全で円滑な交通の確保に寄与

した。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

・整備延長において、実施が計画を下回ったため、目標値は達成できなかった。

11,600時間･台/日

・国道143号現道拡幅、国道152号伊那バイパス（部分供用）、主要地方道飯田富山佐久間線米峰工区、主要地方道川上佐久線入沢～三分工区等のバイパス整備等により、

移動時間の短縮効果が得られ、地域間連携の強化と観光振興に寄与したものと評価できる。

・国道152号向井万場地区の道路拡幅の整備により、通年信号機による交互通行を行っていた既設狭隘トンネル区間が解消され、道路利用者の安全で円滑な交通の確保に

寄与した。

6,535時間･台/日

指標①（地域間

を連絡する道路

の総時間短縮）

・今後、計画の策定にあたっては、本整備計画における評価結果を検証し、新規計画に反映させていく。

・整備効果を早期に発現させるため、予算配分の重点化、効率的な事業執行に努めていく。

・計画目標に掲げた誘客数が増加傾向を示していることなどから、地域間を連絡する幹線道路網や観光地へのアクセス道路の整備が観光産業の活性化に寄与したものと評

価できる。



（参考様式３）　長野県詳細図

計画の名称 1 長野県の豊かな自然と文化を活かした地域間連携の強化と広域観光の推進

計画の期間 平成21年度～平成25年度　（5年間)

交付団体

長野県、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、須坂市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、安曇野市、小海町、川上村、南牧村、軽井沢町、御代田

町、立科町、青木村、富士見町、辰野町、箕輪町、飯島町、松川町、高森町、阿南町、阿智村、泰阜村、喬木村、豊丘村、南木曽町、王滝村、大桑村、麻績村、生坂村、朝日村、筑北村、松川村、白馬

村、小谷村、高山村、信濃町、飯綱町、栄村
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A222

A221

A41

A129

A34

A9

A4

A5

A28

A-1

A130

A2

A102

A17

A18

A46

A45

A16

A15

A112

A111

A108

A206

A14

A116

A19

A210

A117

A21

A36

A121

A219

A216

A39

A124

A40

A10

A207

A43

A202

A23

A49

A27

A31

A218

A38

A42

A33

A110

A105

パッケージ①の要素事業

高規格幹線道路

（未供用区間）

国道

要素事業（国道）

要素事業（主要地方道道）

要素事業（一般県道）

要素事業（関連事業）

要素事業（効果促進）

凡　　　例

B4

B2

C3

C2

C4、C5

C6

A48

A50

A52

A47

A118

A120

A60

A54

A51

A55

A63

A56

A61

A57

A58

A59

A65

A67

A66

A62

A64

B3

1-A1 (国)117号・替佐～静間バイパス バイパス　L=7.67km

1-A2 (国)141号・臼田～野沢バイパス バイパス　L=5.17km

1-A4 (国)141号・長土呂～御影新田バイパス 現道拡幅　L=2.40km

1-A5 (国)142号・佐久南拡幅 現道拡幅　L=3.65㎞

1-A9 (国)144号・上野バイパス バイパス　L=2.29㎞

1-A10 (国)148号・雨中 バイパス　L=1.85㎞

1-A14 (国)152号・高遠バイパス バイパス　L=7.62km

1-A15 (国)152号・向井万場拡幅 現道拡幅　L=6.32km

1-A16 (国)152号・小道木バイパス バイパス　L=1.70km

1-A17 (国)152号・和田バイパス バイパス　L=4.11㎞

1-A18 (国)152号・小嵐バイパス バイパス　L=2.43km

1-A19 (国)153号・伊那バイパス バイパス　L=7.63㎞

1-A21 (国)153号・徳本水 バイパス　L=0.64㎞

1-A23 (国)254号・宇山バイパス バイパス　L=1.67km

1-A27 (国)256号・上久堅バイパス 現道拡幅　L=1.8km

1-A28 (国)292号・富倉バイパス バイパス　L=3.91km

1-A31 (国)403号・中央橋架替 バイパス　L=0.82km

1-A33 (国)403号・須賀川～赤坂（赤坂） バイパス　L=0.21km

1-A34 (国)403号・幸高～井上拡幅 現道拡幅　L=0.81km

1-A36 (国)403号・矢越防災 バイパス　L=1.8km

1-A38 (国)406号・嶺方拡幅 現道拡幅　L=1.23km

1-A39 (国)406号・新倉拡幅 現道拡幅　L=0.8km

1-A40 (国)406号・西組バイパス バイパス　L=2.1km

1-A41 (国)406号・村山橋 バイパス　L=2.15km

1-A42 (国)406号・菅平湖橋 バイパス　L=0.24km

1-A43 (国)418号・売木峠バイパス バイパス　L=4.04km

1-A45 (国)418号・十方峡バイパス バイパス　L=1.81km

1-A46 (国)418号・飯島拡幅 現道拡幅　L=0.5km

1-A51 (国)418号・天竜川橋 現道拡幅　L=0.4km

1-A47 (国)117号・青木島拡幅 現道拡幅　L=0.8㎞

1-A48 (国)143号・弘法拡幅 現道拡幅　L=0.58㎞

1-A49 (国)254号・極楽坂 バイパス　L=0.7km

1-A50 (国)299号・芹ヶ沢バイパス バイパス　L=2.14km

1-A52 (国)403号・関崎橋東 現道拡幅　L=0.52km

1-A53 (国)418号・軒川 バイパス　L=0.67km

1-A54 (国)418号・野竹～戸口拡幅 現道拡幅　L=1.64km

1-A55 (国)418号・発電所～下市場 現道拡幅　L=0.5km

1-A56 (国)152号・杖突峠 現道拡幅　L=0.67km

1-A57 (国)361号・開田～神谷 現道拡幅　L=0.5km

1-A58 (国)143号・岡田拡幅 現道拡幅　L=1.26㎞

1-A59 (国)143号・会吉 バイパス　L=1.30㎞

1-A60 (国)151号・新野峠バイパス バイパス　L=1.60km

1-A61 (国)152号・栗田～四日市場バイパス バイパス　L=1.5km

1-A62 (国)254号・東内～西内 現道拡幅　L=9.4km

1-A63 (国)256号・漆畑拡幅 現道拡幅　L=1.65km

1-A64 (国)299号・糸萱拡幅 現道拡幅　L=0.33km

1-A65 (国)403号・落合 バイパス　L=0.7km

1-A66 (国)403号・須坂 現道拡幅　L=1.8km

1-A67 (国)405号・和山～小赤沢拡幅 現道拡幅　L=2.1km

1-A102 (主)佐久小諸線・岸野～高瀬 バイパス　L=1.5km

1-A105 (主)岡谷茅野線・湖南 バイパス　L=1.2km

1-A108 (主)伊那生田飯田線・田切 バイパス　L=1.0km

1-A110 (主)飯田富山佐久間線・中尾～南宮 バイパス　L=1.3km

1-A111 (主)天竜公園阿智線・伍和 バイパス　L=0.4km

1-A112 (主)飯田富山佐久間線・米峰 バイパス　L=0.2km

1-A116 (主)開田三岳福島線・川合 バイパス　L=0.5km

1-A117 (主)奈川木祖線・境峠 現道拡幅　L=2.0km

1-A118 (主)穂高明科線・常盤橋 現道拡幅　L=0.6km

1-A120 (主)上高地公園線・上高地 バイパス　L=0.7km

1-A121 (主)大町麻績インター千曲線・山清路 バイパス　L=0.5km

1-A124 (主)長野荒瀬原線・四ツ屋 バイパス　L=2.1km

1-A130 (主)飯山斑尾新井線・上倉 バイパス　L=0.4km

1-A131 (主)諏訪白樺湖小諸線・藤沢 現道拡幅　L=0.3km

1-A132 (主)別所丸子線・中丸子 現道拡幅　L=0.3km

1-A133 (主)岡谷茅野線・湖南～神宮寺 バイパス　L=0.2km

1-A134 (主)諏訪辰野線・小和田 バイパス　L=0.3km

1-A135 (主)松川インター大鹿線・滝沢 バイパス　L=1.3km

1-A136 (主)伊那生田飯田線・富県 現道拡幅　L=0.3km

1-A137 (主)松川インター大鹿線・渡場～小渋 現道拡幅　L=0.6km

1-A138 (主)松川大鹿線・広町～上峠 現道拡幅　L=0.2km

1-A139 (主)開田三岳福島線・冷川 現道拡幅　L=0.3km

1-A140 (主)塩尻鍋割穂高線・岩原 現道拡幅　L=0.9km

1-A141 (主)長野上田線・力石 バイパス　L=0.9km

1-A142 (主)長野上田線・力石～上五明 バイパス　L=0.9km

1-A143 (主)長野真田線・小島田 バイパス　L=0.9km

1-A144 (主)大町麻績ｲﾝﾀｰ千曲線・坂上 現道拡幅　L=0.3km

1-A145 (主)豊野南志賀公園線・不動 現道拡幅　L=0.4km

1-A146 (主)信濃信州新線・上里～萩之峰 現道拡幅　L=0.6km

1-A147 (主)豊科インター堀金線・大口沢 現道拡幅　L=0.1km

1-A148 (主)長野菅平線・菅平下 現道拡幅　L=0.1km

1-A149 (主)奈川木曽線・白樺平下 現道拡幅　L=0.6km

1-A150 (主)奈川木曽線・白樺平上 現道拡幅　L=1.7km

1-A151 (主)川上佐久線・海瀬 バイパス　L=1.4km

1-A152 (主)川上佐久線・土村 現道拡幅　L=0.1km

1-A153 (主)丸子信州新線・大岡 現道拡幅　L=1.0km

1-A154 (主)上高地公園線・産屋沢橋 橋梁工　L=0.02km

1-A155 (主)川上佐久線・入沢～三分 バイパス　L=2.0km

1-A156 (主)岡谷茅野線・大熊 バイパス　L=1.1km

1-A157 (主)長野上田線・塩崎 バイパス　L=3.0km

1-A158 (主)丸子信州新線・樺内～宮平 現道拡幅　L=1.0km

1-A159 (主)長野真田線・松代 バイパス　L=2.4km

1-A160 (主)長野信濃線・北川 バイパス　L=0.4km

1-A161 (主)飯山斑尾新井線・飯山駅西 バイパス　L=0.3km

1-A162 (主)穂高明科線・穂高～狐島 現道拡幅　L=0.5km

1-A163 (主)大町麻績インター千曲線・扇平 現道拡幅　L=0.8km

1-A202 (一)塩田仁古田線・五加 現道拡幅　L=0.3km

1-A206 (一)北林飯島線・天の中川橋 現道拡幅　L=0.6km

1-A207 (一)米川飯田線・天竜橋 現道拡幅　L=0.2km

1-A210 (一)上松南木曽線・登玉～和村 バイパス　L=3.0km

1-A216 (一)千国北城線・栂池 バイパス　L=0.4km

1-A218 (一)内川姨捨停車場線・冠着橋 現道拡幅　L=0.3km

1-A219 (一)松代篠ノ井線・赤坂橋 バイパス　L=0.7km

1-A221 (一)豊田中野線・笠倉～壁田 バイパス　L=1.8km

1-A222 (一)中野飯山線・東笠原～越 バイパス　L=0.4km

1-A224 (一)借宿小諸線・追分 現道拡幅　L=0.6km

1-A225 (一)立科小諸線・大久保 現道拡幅　L=0.1km

1-A226 (一)芦田大屋(停)線・藤原田 現道拡幅　L=0.2km

1-A227 (一)美篶箕輪線・中坪 バイパス　L=0.6km

1-A228 (一)芝平高遠線・山室 現道拡幅　L=0.3km

1-A229 (一)赤石岳公園線・沢渡 現道拡幅　L=0.2km

1-A230 (一)市場桜町線・北条 現道拡幅　L=0.2km

1-A231 (一)親田中村線・数田 現道拡幅　L=0.4km

1-A232 (一)深沢阿南線・中ノ瀬～阿南 現道拡幅　L=0.3km

1-A233 (一)上松御岳線・最中 現道拡幅　L=0.2km

1-A234 (一)小倉梓橋(停)線・下長尾 現道拡幅　L=0.5km

1-A235 (一)相之島高山線・日滝原 現道拡幅　L=0.3km

1-A236 (一)安庭篠ノ井線・安庭～十二 現道拡幅　L=0.1km

1-A237 (一)南永江替佐(停)線・穴田 現道拡幅　L=0.2km

1-A238 (一)箕作飯山線・桑名川～和水 現道拡幅　L=0.5km

1-A240 (一)三水中野線・上今井～栗林 バイパス　L=0.4km

1-A241 (一)東部望月線・田中南 現道拡幅　L=0.3km

1-A242 (一)青木東鼎線・鼎 現道拡幅　L=0.4km

1-A243 (一)東部望月線・田之尻～畔田 バイパス　L=1.6km

1-A244 (一)東部望月線・常田 現道拡幅　L=0.3km

1-A245 (一)払沢茅野線・宮川茅野 バイパス　L=0.2km

1-A246 (一)青木東鼎線・上山 現道拡幅　L=0.4km

1-A247 (一)長野豊野線・三才 現道拡幅　L=1.4km

1-A248 (一)上松南木曽線・倉本 橋梁工　L=0.02km

1-A249 (一)中野飯山線・柳沢 バイパス　L=1.8km

1-A301 (1)0128号線･西原 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.3km)

1-A302 (他)1015号線･相生町 現道拡幅(0.3km)

1-A303 (2)M2-41号線･協西 現道拡幅(0.26km)

1-A304 (1)S31-15号線･中込原 現道拡幅(0.84km)

1-A305 (1)S31-43号線･中込原 現道拡幅(0.48km)

1-A306 (1)S31-3号線･中込原 現道拡幅(0.6km)

1-A307 (他)北浦線･中軽井沢 現道拡幅(0.3km)

1-A308 (他)五反田新屋線･上塩尻～下塩尻 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.71km)

1-A309 (1)本曽倉線･下曽倉 現道拡幅(0.26km)

1-A310 (他)1-396号線･北の原 現道拡幅(0.1km)

1-A311 (2)中割縦線･中山原 現道拡幅(0.5km)

1-A312 (他)西ヶ丘線･西ヶ丘 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.2km)

1-A313 (他)1315号線･新町西天 現道拡幅(0.2km)

1-A314 (他)1012号線･新屋敷 現道拡幅(0.62km)

1-A315 (他)天神原線･天神原 現道拡幅(0.1km)

1-A316 (他)川路220号線･川路 現道拡幅(1.1km)

1-A317 (1)久米線･久米 現道拡幅(0.2km)

1-A318 (1)1-6号線･八日市場 現道拡幅(0.3km)

1-A319 (1)和合7号線･日吉 現道拡幅(1.4km)

1-A320 (1)7号線･大和知 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.5km)

1-A321 (1)川北1号線･殿 現道拡幅(1.7km)

1-A322 (1)1級17号線･豊平 現道拡幅(0.8km)

1-A323 (他)3B593号線･湖東 現道拡幅(1.4km)

1-A324 (他)5295号線･出川町 現道拡幅(0.1km)

1-A325 (他)5350号線･出川町 現道拡幅(0.2km)

1-A326 (1)1号線･北平 現道拡幅(0.7km)

1-A327 (1)小野沢幹1号線･小野沢 現道拡幅(0.4km)

1-A328 (1)1-24号線･細萱 現道拡幅(0.9km)

1-A329 (1)26号線･吉野 現道拡幅(0.7km)

1-A330 (他)大崎西原線･常盤 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km)

1-A331 (1)1-1号線･上緑町 現道拡幅(0.3km)

1-A332 (他)2026号線･五竜 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(2.3km)

1-A333 (他)林頭線･松沢 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.2km)

1-A334 (1)鋳物師屋寂蒔線･鋳物師屋 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.7km)

1-A335 (2)原大崖線･下原 現道拡幅(0.75km)

1-A336 (1)共和今井線･篠ﾉ井岡田 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.0km)

1-A337 (1)戸隠東線･鬼無里上新倉 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.6km)

1-A338 (2)芦ﾉ尻御曹子橋線･大岡長岩 現道拡幅(1.0km)

1-A339 (1)椛内大八橋線･大岡椛内 現道拡幅(1.4km)

1-A340 (1)古牧朝陽線･下河原 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km)

1-A341 (他)若槻474号線･田子 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.3km)

1-A342 (1)中川手線･土口 現道拡幅(0.5km)

1-A343 (1)みすず橋寺尾線･二丁田 現道拡幅(0.3km)

1-A344 (1)上条花倉線･追沢 現道拡幅(0.6km)

1-A345 (他)古里327号線･西三才 現道拡幅(0.2km)

1-A346 (1)中村田頭線･戸隠田頭 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km)

1-A347 (他)畑山一ﾉ瀬線･浅川畑山 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.8km)

1-A348 (1)中川手線･土口 現道拡幅(0.4km)

1-A349 (2)高山霊仙寺線･大井 現道拡幅(0.9km)

1-A350 (2)高丘9号線･草間 現道拡幅(0.5km)

1-A351 (他)岩船26号線･岩船 現道拡幅(0.6km)

1-A352 (他)西条33号線･西条 現道拡幅(0.5km)

1-A353 (1)篠井間山線･新野 現道拡幅(0.1km)

1-A354 (1)4-116号線･小菅 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.85km)

1-A355 (2)5-209号線･南条 現道拡幅(0.1km)

1-A356 (2)1-240号線･有尾 現道拡幅(0.2km)

1-A357 (1)長瀬秋山線･秋山 現道拡幅(1.0km)

1-A358 (2)高見沢線･海ﾉ口 現道拡幅(0.8km)

1-A359 (1)S11-1号線･平塚 現道拡幅(0.13km)

1-A360 (他)S11-5号線･根々井 現道拡幅(0.2km)

1-A361 (1)1-1号線･春日 現道拡幅(0.6km)

1-A362 (1)黒谷線･中部 現道拡幅(0.7km)

1-A363 (他)7159号線･神林 現道拡幅(0.8km)

1-A364 (他)古里327号線･三才 現道拡幅(0.2km)

1-A365 (他)7-507号線･小泉 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km)

1-A366 (2)古間町中村線･富士里 現道拡幅(0.7km)

1-A367 (1)広戸御代田(停)線･広戸 現道拡幅(0.1km)

1-A368 (1)小田井追分線･山ﾉ神 現道拡幅(0.1km)

1-A369 (他)岡谷786号線･加茂町 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.13km)

1-A370 (1)14号線･木下 現道拡幅(0.1km)

1-A371 (他)呂久保横線･新田 現道拡幅(0.33km)

1-A372 (他)柏木北線･柏木 現道拡幅(0.1km)

1-A373 (他)竜丘198号線･駄科 現道拡幅(0.3km)

1-A374 (1)殿岡桐林線･新井原 現道拡幅(0.1km)

1-A377 (2)正兼線･大野正兼 現道拡幅(0.3km)

1-A378 (1)K1-11号線･牟礼 現道拡幅(0.1km)

1-A379 (2)鳥居橋寺坂線･普光寺 現道拡幅(0.1km)

1-A380 (1)K1-4号線･黒川 現道拡幅(0.5km)

1-A382 (他)7024号線･菱平 現道拡幅(0.6km)

1-A383 (1)川久保八那池線･八那池 現道拡幅(0.5km)

1-A384 (1)8号線･長地御所 現道拡幅(0.2km)

1-A385 (1)115号線･乙事 現道拡幅(0.9km)

1-A386 (他)4200号線･富士見 現道拡幅(0.8km)

1-A387 (他)508号線･木下 現道拡幅(0.8km)

1-A388 (1)北山方飯沼線･飯沼～美里 現道拡幅(1.6km)

1-A389 (1)上村1号線･大平 現道拡幅(1.5km)

1-A390 (2)32号線･左京 現道拡幅(0.52km)

1-A391 (1)佐原線･林 現道拡幅(0.52km)

1-A392 (他)5113号線･出川町 現道拡幅(0.1km)

1-A393 (2)中原線･片丘 現道拡幅(0.1km)

1-A394 (1)梶浦中央線･真米 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(0.4km)

1-A395 (1)堀之内荒井原線･大宮北 現道拡幅(0.8km)

1-A396 (1)青木太田線･中条住良木 現道拡幅(0.2km)

1-A397 (1)椛内大八橋線･大岡門増 現道拡幅(1.0km)

1-A398 (他)赤渋苗圃線･柏原 現道拡幅(0.1km)

1-A399 (2)西条新保線･西条 現道拡幅(0.5km)

1-A400 (2)正兼線・正兼線 現道拡幅(1.0km)

1-A401 (1)1-10号線・大深山 現道拡幅(3.0km)

1-A402 (1)海尻松原線・海尻 現道拡幅(0.12km)

1-A403 (2)114号線・幸町 現道拡幅(0.2km)

1-A404 (1)本曽倉線・本曽倉 現道拡幅(0.3km)

1-A405 (他)2157号線・平出下町 現道拡幅(0.2km)

1-A406 (1)戸口線他・戸口～向片 現道拡幅(1.0km)

1-A407 (1)2号線・金野 現道拡幅(0.5km)

1-A408 (2)河野新田横断線・八王子 現道拡幅(0.34km)

1-A409 (他)川向梛野線・川向 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.8km)

1-A410 (1)41号線・八海山 現道拡幅(0.6km)

1-A411 (他)2021号線・本庄 現道拡幅(0.2km)

1-A412 (他)7003号線・島立 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.04km)

1-A413 (他)堰西中央線・広丘吉田 現道拡幅(0.17km)

1-A414 (1)高畑野口線・麻績川南 現道拡幅(1.6km)

1-A415 (1)宮ノ前線・中村 現道拡幅(0.3km)

1-A416 (1)荒井原駒場線・返畠 現道拡幅(0.7km)

1-A417 (2)古間町中村線･平岡 現道拡幅(0.31km)

1-A418 (他)古間町富士里5号線・古間 現道拡幅(0.17km)

1-A419 (2)1-240号線・北町 現道拡幅(0.52km)

1-A420 (2)和山岐線・和山 現道拡幅(0.2km)

1-A422 (1)中原大深山線・真蒲 現道拡幅(0.25km)

1-A423 (他)平林真蒲線・真蒲 現道拡幅(0.45km)

1-A424 (他)神畑原峠線・御所～神畑 ﾊﾞｲﾊﾟｽ(1.8km)

1-A426 (他)岡谷791号線・本町 現道拡幅(0.13km)

1-A427 (2)南田線・南田切 現道拡幅(0.51km)

1-A428 (他)北街道縦3号線・北街道 現道拡幅(0.47km)

1-A430 (1)大草線・郷原 現道拡幅(0.42km)

1-A431 (2)下在阿寺線・野尻 現道拡幅(0.36km)

1-A432 (他)郷原集会所線・広丘郷原 現道拡幅(0.1km)

1-A433 (他)上り側道南熊井長畝線・長畝 現道拡幅(0.3km)

1-A434 (他)上り側道北熊井線・片丘 現道拡幅(0.4km)

1-A435 (他)西洗馬34号線・原新田 現道拡幅(0.25km)

1-A436 (1)三郷1級5号線・温 現道拡幅(0.86km)

1-A437 (1)穂高1級6号線・穂高 現道拡幅(0.8km)

1-A438 (他)高見町・栂池 現道拡幅(0.5km)

1-A439 (1)高梨小山線他・墨坂他 現道拡幅(0.32km)

1-A440 (2)新安畑山線・新安 現道拡幅(0.15km)

1-A441 (他)M1-12号線・北川 現道拡幅(0.5km)

1-A442 (2)5-211号線・上新田 現道拡幅(0.28km)

Ｂ　関連社会資本整備事業

1-B1 信号機整備事業 信号機整備　N=110基

1-B2 猪の沢川河川改修事業 河川改修　L=0.4km

1-B3 承知川河川改修事業 河川改修　L=0.3km

1-B4 千曲川河川改修事業 河川改修　L=0.4km

Ｃ　効果促進事業

1-C1 外国人旅行者等受入基盤整備事業

1-C2 公共ｻｲﾝ整備事業

1-C3 松本市中央地区等景観整備事業

1-C4 既存屋外広告物改修事業

1-C5 まちあるきによる地域活性化事業

1-C6 案内看板整備事業

1-C7 観光情報発信事業

1-C8 観光資源ブラッシュアップ事業

1-C9 県内周遊促進事業

1-C10 公共ｻｲﾝ整備事業

1-C11 安曇野地域観光客誘導事業

その他関連する事業

Ａ’ (一)白骨温泉線・白骨 現道拡幅　L=0.6km


