
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             平成31年02月26日

計画の名称 災害に強い道路ネットワークを確保する道路整備計画（防災・安全）

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 長野県

計画の目標 長野県内の国・県道の防災対策・震災対策を実施し、リダンダンシーの確保と、道路空間の安全性を向上させ、人・モノの移動について安全・安心を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）             129,419  Ａ             129,236  Ｂ                 150  Ｃ                   0  Ｄ                  33 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H28） （H30末） （H32末）

   1 ・災害時の通行不能想定箇所における遮断交通量を改善（0→35％）

・遮断交通量の改善 0％ 15％ 30％

（遮断交通量の改善率）＝　対策完了区間の交通量(台/24h)／通行不能想定箇所における遮断交通量(台/24h)

   2 ・防災危険箇所及び、老朽橋対策箇所の改善(20箇所)

・道路整備により回避される防災危険箇所、及び老朽橋危険箇所の改善箇所を算出。　 0箇所 10箇所 20箇所

（防災・震災改善箇所）＝　∑{（防災危険箇所解消箇所数＋老朽橋対策箇所解消箇所数）}

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

・（国土強靱化地域計画名）に基づき実施される要素事業：・（定住自立圏共生ビジョン名）に基づき実施される要素事業：・（連携中枢都市圏ビジョン名）に基づき実施される要素事業：

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)143号　会吉 防災・震災対策　L=1.4km 松本市  ■  ■  ■  ■  ■       1,800 －

3-A1

A01-002 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)143号　青木峠バイパ

ス

防災・震災対策　L=4.3km 松本市～青木村  ■  ■         500 3.4 －

3-A2

A01-003 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)144号　湯ノ平橋 防災・震災対策　L=0.7km 上田市  ■  ■  ■         500 策定済

3-A3

A01-004 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)151号　新野峠バイパ

ス

防災・震災対策　L=1.6km 阿南町  ■          93 －

3-A4

A01-005 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)151号　新野拡幅 防災・震災対策　L=2.3km 阿南町  ■  ■  ■  ■       1,000 －

3-A5

A01-006 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)158号　狸平 防災・震災対策　L=1.6km 松本市  ■  ■  ■  ■       1,000 1.2 －

3-A6

A01-007 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)292号　濁池 防災・震災対策　L=0.2km 飯山市  ■  ■  ■  ■  ■         250 策定済

3-A9

A01-008 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)361号　開田～神谷 防災・震災対策　L=1.8km 木曽町  ■  ■  ■  ■         400 －

3-A11

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-009 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)403号　中央橋防災 防災・震災対策　L=0.9km 飯山市  ■  ■  ■  ■       2,100 策定済

3-A13

A01-010 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)403号　矢越防災 防災・震災対策　L=1.8km 筑北村～安曇野

市

 ■  ■  ■       1,136 策定済

3-A14

A01-011 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)403号　名九鬼～木戸 防災・震災対策　L=1.0km 安曇野市  ■         500 －

3-A15

A01-012 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)405号　秋山拡幅 防災・震災対策　L=3.5km 栄村  ■  ■         547 －

3-A16

A01-013 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)406号　西組バイパス 防災・震災対策　L=2.1km 長野市  ■  ■  ■  ■       3,000 －

3-A17

A01-014 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)418号　飯島拡幅 防災・震災対策　L=1.3km 飯田市  ■  ■  ■  ■         500 策定済

3-A19

A01-015 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)406号　村山橋 防災・震災対策　L=2.2km 長野市  ■  ■         700 －

3-A23

A01-016 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)405号　和山～屋敷 防災・震災対策　L=1.7km 栄村  ■  ■  ■         350 －

3-A24

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-017 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)152号　杖突峠 防災・震災対策　L=1.1km 茅野市  ■         300 －

3-A25

A01-018 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)403号　岩野 防災・震災対策　L=0.7km 長野市  ■         300 －

3-A26

A01-019 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)403号　関崎橋東 防災・震災対策　L=0.6km 長野市  ■         300 －

3-A27

A01-020 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)144号　上野 防災・震災対策　L=2.3km 上田市  ■         500 －

3-A28

A01-021 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)142号　大出 防災・震災対策　L=0.7km 長和町  ■  ■  ■         300 －

3-A29

A01-022 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)152号　岩井 防災・震災対策　L=0.4km 長和町  ■         180 －

3-A30

A01-023 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)152号　安国寺～杖突

峠

防災・震災対策　L=0.3km 茅野市  ■         200 －

3-A31

A01-024 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)152号　分杭峠～上青

木

防災・震災対策　L=0.9km 大鹿村  ■         300 －

3-A32

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-025 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)406号　仁礼 防災・震災対策　L=0.5km 須坂市  ■         200 －

3-A33

A01-026 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)406号　祖山 防災・震災対策　L=1.0km 長野県  ■         700 －

3-A34

A01-027 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)418号　大町～下市場 防災・震災対策　L=1.2km 飯田市  ■         980 －

3-A35

A01-028 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)佐久小諸線・佐久橋

防災

震災対策（橋梁架替）　L=0.

3km

佐久市  ■  ■       1,300 策定済

3-A101

A01-029 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)飯田富山佐久間線・

中尾～南宮

震災対策（落石対策）　L=1.

3km

泰阜村～阿南町  ■  ■       2,000 －

3-A102

A01-030 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)天竜公園阿智線・伍

和

震災対策（落石対策）　L=0.

4km

阿智村  ■         200 －

3-A103

A01-031 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)上高地公園線・上高

地

震災対策（落石対策）　L=0.

7km

松本市  ■  ■       1,000 －

3-A104

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-032 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)大町麻績ｲﾝﾀｰ千曲線

　山清路

防災・震災対策　L=0.5km 生坂村  ■  ■  ■  ■       2,200 策定済

3-A105

A01-033 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)穂高明科線・常盤橋 震災対策（橋梁架替）　L=0.

6km

安曇野市  ■  ■         500 策定済

3-A106

A01-034 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)大町麻績インター千

曲線・扇平

震災対策（橋梁架替）　L=0.

1km

千曲市  ■  ■  ■       1,000 －

3-A107

A01-035 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)中津川南木曽線・滝

上橋

震災対策（橋梁架替）　L=0.

4km

南木曽町  ■  ■         500 －

3-A108

A01-036 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)奈川木祖線　白樺平

防災

防災・震災対策　L=0.9km 木祖村  ■  ■  ■  ■       1,120 －

3-A109

A01-037 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)内川姨捨停車場線・

冠着橋防災

震災対策（橋梁架替）　L=0.

5km

千曲市  ■  ■       2,000 策定済

3-A110

5 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-038 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上松南木曽線　登玉

～和村

防災・震災対策　L=3.3km 上松町～大桑村  ■  ■  ■  ■  ■       2,970 －

3-A111

A01-039 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)松川ｲﾝﾀｰ大鹿線　渡

場～滝沢

防災・震災対策　L=1.3km 中川村  ■  ■  ■  ■       1,670 －

3-A113

A01-040 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上松南木曽線　読書

ダム～戸場

防災・震災対策　L=2.9km 大桑村～南木曽

町

 ■  ■  ■  ■  ■       6,600 －

3-A114

A01-041 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)箕作飯山線　堺～東

大滝

防災・震災対策　L=2.5km 栄村～野沢温泉

村

 ■  ■  ■  ■  ■       3,800 1.4 －

3-A115

A01-042 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)丸子信州新線　大岡 防災・震災対策　L=0.8km 長野市  ■       1,300 －

A01-043 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)佐久小諸線　岸野～

高瀬

防災・震災対策　L=1.0km 佐久市  ■         960 2.1 －

6 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-044 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)内川姨捨停車場線　

冠着橋

防災・震災対策　L=0.9km 千曲市  ■       4,000 －

A01-045 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)伊那生田飯田線　飯

沼～北組

防災・震災対策　L=0.2km 辰野町  ■       1,200 －

A01-046 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)栗林宮田(停)線　大

久保橋

橋梁架替　L=0.7km 駒ヶ根市  ■       1,900 1.1 －

A01-047 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)伊那生田飯田線　宮

ヶ瀬橋

橋梁架替　L=1.2km 松川町  ■       2,500 1.1 －

A01-048 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)惣社岡田線　玄向寺

下

防災・震災対策　L=0.5km 松本市  ■  ■  ■         850 －

3-A116

A01-049 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)杉野沢黒姫停車場線

　上山桑

防災・震災対策　L=0.5km 信濃町  ■  ■  ■          80 －

3-A117

7 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-050 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)小島信濃木崎停車場

線　向

防災・震災対策　L=0.7km 大町市  ■  ■  ■         280 －

3-A118

A01-051 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上生坂信濃松川（停

）線　袖山～広津

防災・震災対策　L=0.3km 池田町  ■  ■  ■          10 －

3-A119

A01-052 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)大町麻績インター千

曲線　赤松

防災・震災対策　L=0.2km 筑北村  ■  ■  ■         120 －

3-A120

A01-053 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)松本塩尻線　神田 防災・震災対策　L=0.2km 松本市  ■  ■          40 －

3-A121

A01-054 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)市場桜町線　座光寺 防災・震災対策　L=0.4km 飯田市  ■  ■  ■         320 －

3-A123

A01-055 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)米川飯田線　安戸～

堀廻

防災・震災対策　L=0.9km 飯田市  ■  ■  ■         390 －

 3-A124 

8 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-056 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)伊那生田飯田線　伊

久間

防災・震災対策　L=0.5km 喬木村  ■  ■  ■         600 －

3-A125

A01-057 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)米川駄科停車場線　

田力

防災・震災対策　L=0.4km 飯田市  ■  ■  ■         140 －

3-A126

A01-058 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)松川大鹿線　峠しも

くり

防災・震災対策　L=0.9km 松川町  ■  ■  ■         330 －

3-A127

A01-059 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)丸子信州新線　釜房

～豆石峠

防災・震災対策　L=0.5km 青木村  ■          20 －

3-A128

A01-060 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)別所丸子線　南原 防災・震災対策　L=0.7km 上田市  ■  ■  ■         400 －

3-A129

A01-061 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)東御嬬恋線　４２番

・５８番観音

防災・震災対策　L=0.4km 東御市  ■  ■  ■         300 －

3-A130

9 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-062 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)中野小布施線　延徳 防災・震災対策　L=0.4km 中野市  ■  ■  ■         400 －

3-A132

A01-063 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)箕作飯山線　藤沢 防災・震災対策　L=0.2km 飯山市  ■           3 －

3-A133

A01-064 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)三水中野線　上今井 防災・震災対策　L=0.4km 中野市  ■  ■  ■         400 －

3-A134

A01-065 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)丸子信州新線　修那

羅峠

防災・震災対策　L=0.2km 青木村  ■  ■         300 －

3-A135

A01-066 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)南箕輪沢渡線　小出

島

防災・震災対策　L=0.3km 伊那市  ■  ■  ■         160 －

3-A144

A01-067 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)沢渡高遠線　貝沼 防災・震災対策　L=0.5km 伊那市  ■  ■  ■         490 －

3-A146

10 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-068 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)千人塚公園線　北村 防災・震災対策　L=0.2km 飯島町  ■  ■          50 －

3-A148

A01-069 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)宮田沢渡線　町三区 防災・震災対策　L=0.5km 宮田村  ■         260 －

3-A149

A01-070 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)車屋大久保線　下殿

島

防災・震災対策　L=0.4km 伊那市  ■  ■  ■         160 －

3-A151

A01-071 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)伊那北殿線　北殿 防災・震災対策　L=0.3km 南箕輪村  ■  ■  ■         200 －

3-A152

A01-072 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)新井伊那八幡停車場

線　水城

防災・震災対策　L=0.2km 飯田市  ■  ■         300 －

3-A154

A01-073 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)田中乱橋線　鞍掛峠 防災・震災対策　L=0.6km 阿智村  ■  ■         190 －

3-A156

11 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-074 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)飯島飯田線　新田 防災・震災対策　L=0.2km 高森町  ■  ■         150 －

3-A157

A01-075 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)松本環状高家線　梓

橋

防災・震災対策　L=0.1km 松本市  ■  ■  ■         300 －

3-A167

A01-076 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)大町麻績インター千

曲線　坂井小学校前

防災・震災対策　L=0.2km 筑北村  ■  ■  ■         300 －

3-A169

A01-077 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)松本和田線　入山辺 防災・震災対策　L=0.3km 松本市  ■         130 －

3-A170

A01-078 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)会田西条停車場線　

原山

防災・震災対策　L=0.3km 松本市  ■  ■          60 －

3-A171

A01-079 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)川上佐久線　小海 防災・震災対策　L=0.2km 小海町  ■  ■         220 －

3-A172

12 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-080 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)丸子東部インター線

　下長瀬

防災・震災対策　L=0.4km 上田市  ■  ■         160 －

3-A173

A01-081 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上槻木矢ヶ崎線　粟

沢

防災・震災対策　L=0.3km 茅野市  ■  ■         400 －

3-A174

A01-082 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)茅野北杜韮崎線　立

沢

防災・震災対策　L=0.3km 富士見町  ■          60 －

3-A175

A01-083 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上松御岳線　高倉橋 防災・震災対策　L=0.5km 上松町  ■  ■         250 －

3-A176

A01-084 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上今井洗馬（停）線

　洗馬

防災・震災対策　L=0.5km 塩尻市  ■  ■         350 －

3-A177

A01-085 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)土合松本線　南耕地 防災・震災対策　L=0.4km 松本市  ■  ■         400 －

3-A178

13 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-086 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)千国北城線　中島 防災・震災対策　L=0.7km 小谷村  ■  ■         200 －

3-A179

A01-087 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上生坂信濃松川（停

）線　相道寺

防災・震災対策　L=0.5km 池田町  ■  ■         150 －

3-A180

A01-088 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)小峰稲荷山線　桑原 防災・震災対策　L=1km 千曲市  ■  ■         340 －

3-A181

A01-089 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)信濃信州新線　中区 防災・震災対策　L=0.7km 長野市  ■  ■         300 －

3-A182

A01-090 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)長野信州新線　田野

口

防災・震災対策　L=0.7km 長野市  ■  ■         350 －

3-A183

A01-091 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)信濃信州新線　仁之

倉

防災・震災対策　L=0.3km 信濃町  ■  ■         380 －

3-A184

14 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-092 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)牟礼永江線　柳沢 防災・震災対策　L=0.6km 飯綱町  ■  ■         520 －

3-A185

A01-093 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)野村上牟礼（停）線

　中宿

防災・震災対策　L=0.5km 飯綱町  ■  ■         200 －

3-A186

A01-094 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)七曲西原線　中島 防災・震災対策　L=0.4km 木島平村  ■  ■         330 －

3-A187

A01-095 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)豊野南志賀公園線・

八滝上

豪雪対策　L=0.2km 高山村  ■  ■  ■         254 －

A01-096 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)下条米川飯田線　三

耕地

防災・震災対策　L=0.3km 泰阜村  ■  ■         240 －

3-A155

A01-097 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)北山方飯沼線・飯沼～

美里

防災対策（落石対策）　L=0.

6km

中川村  ■  ■  ■  ■         230 －

代行

15 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-098 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)上村1号線・上村大平 防災対策（落石対策）　L=0.

5km

飯田市  ■  ■  ■  ■  ■         336 －

代行

A01-099 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)戸口線他・戸口 防災対策（落石対策）　L=0.

3km

天龍村  ■  ■          87 －

代行

A01-100 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)長野殿線・大桑～殿 防災対策（橋梁架替）　L=0.

7km

大桑村  ■  ■  ■  ■  ■         800 －

代行

A01-101 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (2)伊折線・柳瀬 防災対策（落石対策）　L=1.

5km

小谷村  ■  ■  ■  ■  ■         640 －

代行

A01-102 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)中川手線・土口 防災対策（落石対策）　L=0.

2km

長野市  ■  ■          61 －

代行

A01-103 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (他)20号線・鴨之尾橋 防災対策（橋梁架替）　L=0.

1km

小川村  ■  ■  ■  ■  ■         200 策定済

代行

16 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-104 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)4-116号線・小菅 防災対策（落石対策）　L=0.

2km

飯山市  ■          12 －

代行

A01-105 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)1-3号線他・前坂～北

竜湖

防災対策（落石対策）　L=0.

3km

野沢温泉村～飯

山市

 ■  ■  ■          80 －

代行

A01-106 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)野尻菅川線・野尻 防災対策（落石対策）　L=0.

2km

信濃町  ■  ■  ■          80 －

代行

A01-107 道路 一般 長野県 直接 長野県 市町村

道

改築 (1)川向椰野線・読書 防災対策（落石対策）L=0.4k

m

南木曽町  ■  ■  ■         118 －

代行

A01-108 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)141号ほか　海尻～東

馬流

法面・盛土対策 南牧村～小海町  ■  ■         707 －

3-A401

A01-109 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)146号ほか　長倉ほか 法面・盛土対策 軽井沢町ほか  ■  ■          35 －

3-A402

A01-110 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)254号ほか　黒田ほか 法面・盛土対策 佐久市ほか  ■  ■          35 －

3-A403

17 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-111 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)299号ほか　麦草～十

石峠

法面・盛土対策 佐久穂町ほか  ■  ■         600 －

3-A404

A01-112 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)川上佐久線ほか　小

海ほか

法面・盛土対策 小海町ほか  ■  ■          57 －

3-A405

A01-113 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)梓山海ノ口線ほか　

梓山～海ノ口

法面・盛土対策 川上村～南牧村  ■  ■          67 －

3-A406

A01-114 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)下仁田浅科線ほか　

御馬寄ほか

法面・盛土対策 佐久市ほか  ■  ■          55 －

3-A407

A01-115 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)小諸上田線ほか　諸

ほか

法面・盛土対策 小諸市ほか  ■  ■         220 －

3-A408

A01-116 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)上野小海線ほか　ぶ

どう峠ほか

法面・盛土対策 北相木村ほか  ■  ■         135 －

3-A409

18 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-117 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)草越豊昇佐久線ほか

　岩村田ほか

法面・盛土対策 佐久市ほか  ■  ■         110 －

3-A410

A01-118 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)東部望月線ほか　瓜

生ほか

法面・盛土対策 佐久市ほか  ■  ■         140 －

3-A411

A01-119 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)栗尾見上線ほか　上

栗生～栗生川

法面・盛土対策 南相木村ほか  ■  ■         195 －

3-A412

A01-120 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)下仁田臼田線ほか　

田口ほか

法面・盛土対策 佐久市ほか  ■  ■         130 －

3-A413

A01-121 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)松原湖高原線ほか　

千代里～豊里

法面・盛土対策 小海町ほか  ■  ■         115 －

3-A414

A01-122 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)254号ほか　石原ほか 法面・盛土対策 上田市ほか  ■  ■          62 －

3-A417

A01-123 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)松本和田線ほか　扉

峠下ほか

法面・盛土対策 長和町ほか  ■  ■         150 －

3-A418

19 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-124 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)長野真田線ほか　沼

入ほか

法面・盛土対策 上田市ほか  ■  ■         150 －

3-A419

A01-125 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)八島高原線ほか　合

倉ほか

法面・盛土対策 下諏訪町ほか  ■  ■          70 －

3-A420

A01-126 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)361号ほか　西高遠ほ

か

法面・盛土対策 伊那市ほか  ■  ■         300 －

3-A421

A01-127 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)駒ヶ根駒ヶ岳公園線

　北御所ほか

法面・盛土対策 宮田村ほか  ■  ■          60 －

3-A422

A01-128 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)車屋大久保線ほか　

東伊那大久保ほか

法面・盛土対策 駒ヶ根市ほか  ■  ■         140 －

3-A423

A01-129 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)151号ほか　落合ほか 法面・盛土対策 阿南町ほか  ■  ■         241 －

3-A424

A01-130 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)151号ほか　陽皐ほか 法面・盛土対策 下條村ほか  ■  ■          70 －

3-A425

20 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-131 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)151号ほか　駄科ほか 法面・盛土対策 飯田市ほか  ■  ■         120 －

3-A426

A01-132 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)152号ほか　市野瀬～

木沢

法面・盛土対策 伊那市～飯田市  ■  ■       1,106 －

3-A427

A01-133 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)256号ほか　上久堅～

清内路

法面・盛土対策 阿智村～飯田市  ■  ■         303 －

3-A428

A01-134 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)418号ほか　五軒茶屋

～尾之島

法面・盛土対策 平谷村～飯田市  ■  ■         999 －

3-A429

A01-135 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)飯田富山佐久間線ほ

か　龍江～羽衣崎

法面・盛土対策 飯田市～天龍村  ■  ■         585 －

3-A430

A01-136 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)飯田南木曽線ほか　

猿倉の泉～夏焼

法面・盛土対策 飯田市～南木曽

町

 ■  ■         504 －

3-A431

A01-137 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)伊那生田飯田線ほか

　中沢～弁天橋

法面・盛土対策 駒ヶ根市～飯田

市

 ■  ■         737 －

3-A432

21 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-138 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)松川大鹿線ほか　松

除～落合

法面・盛土対策 松川町～大鹿村  ■  ■         625 －

3-A433

A01-139 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)松川インター大鹿線

ほか　渡場～松除

法面・盛土対策 中川村～大鹿村  ■  ■         299 －

3-A434

A01-140 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)園原インター線ほか

　智里～清内路

法面・盛土対策 阿智村ほか  ■  ■         448 －

3-A435

A01-141 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)阿南根羽線ほか　巾

川～小戸名

法面・盛土対策 阿南町～根羽村  ■  ■       1,019 －

3-A436

A01-142 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)下条米川飯田線ほか

　陽皐～弁天橋

法面・盛土対策 飯田市ほか  ■  ■       1,092 －

3-A437

A01-143 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)天竜公園阿智線ほか

　唐笠～春日

法面・盛土対策 泰阜村～阿智村  ■  ■          92 －

3-A438

22 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-144 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)米川飯田線ほか　千

代～駄科

法面・盛土対策 飯田市ほか  ■  ■         247 －

3-A439

A01-145 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)時又中村線ほか　時

又～中村

法面・盛土対策 飯田市ほか  ■  ■         303 －

3-A440

A01-146 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)粟野御供線ほか　門

島～御供

法面・盛土対策 阿南町ほか  ■  ■         459 －

3-A441

A01-147 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)為栗和合線ほか　為

栗～和合

法面・盛土対策 天龍村～阿南町  ■  ■         247 －

3-A442

A01-148 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)上飯田線ほか　上村

～氏乗

法面・盛土対策 飯田市～喬木村  ■  ■         927 －

3-A443

A01-149 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)深沢阿南線ほか　上

和合～大久保

法面・盛土対策 阿智村～阿南町  ■  ■         742 －

3-A444

23 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-150 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)大河内中川原線ほか

　彦十ほか

法面・盛土対策 天龍村ほか  ■  ■         224 －

3-A445

A01-151 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)256号ほか　吾妻ほか 法面・盛土対策 南木曽町ほか  ■  ■         220 －

3-A446

A01-152 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)361号ほか　栃本ほか 法面・盛土対策 木曽町ほか  ■  ■         105 －

3-A447

A01-153 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)開田三岳福島線ほか

　瀬戸ノ原～橋渡

法面・盛土対策 木曽町ほか  ■  ■         183 －

3-A448

A01-154 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)上松御岳線ほか　最

中～橋渡

法面・盛土対策 上松町～木曽町  ■  ■         207 －

3-A449

A01-155 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)158号ほか　中ノ湯～

稲核橋下

法面・盛土対策 松本市ほか  ■  ■         160 －

3-A450

A01-156 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)158号ほか　安曇ほか 法面・盛土対策 松本市ほか  ■  ■         301 －

3-A451

24 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-157 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)奈川木祖線ほか　奈

川渡ほか

法面・盛土対策 松本市ほか  ■  ■          42 －

3-A452

A01-158 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)大町麻績インター千

曲線ほか　旭町～女沢橋

法面・盛土対策 大町市～千曲市  ■  ■         450 －

3-A453

A01-159 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)乗鞍岳線ほか　乗鞍

ほか

法面・盛土対策 松本市ほか  ■  ■         225 －

3-A454

A01-160 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)槍ヶ岳矢村線ほか　

中房～宮城

法面・盛土対策 安曇野市  ■  ■         105 －

3-A455

A01-161 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)148号ほか　海ノ口～

外沢

法面・盛土対策 大町市～小谷村  ■  ■         395 －

3-A456

A01-162 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)長野大町線ほか　郡

界橋～三日町

法面・盛土対策 大町市ほか  ■  ■         130 －

3-A457

25 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-163 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)美麻八坂線ほか　美

麻～八坂

法面・盛土対策 大町市ほか  ■  ■         410 －

3-A458

A01-164 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)宇留賀池田線ほか　

宇留賀～池田

法面・盛土対策 池田町ほか  ■  ■         225 －

3-A459

A01-165 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)青具簗場停車場線ほ

か　青具～簗場

法面・盛土対策 大町市ほか  ■  ■         180 －

3-A460

A01-166 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)白馬岳線ほか　猿倉

下～発電所上

法面・盛土対策 白馬村ほか  ■  ■         355 －

3-A461

A01-167 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)川尻小谷糸魚川線ほ

か　中土～県境

法面・盛土対策 小谷村ほか  ■  ■         145 －

3-A462

A01-168 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)槍ヶ岳線ほか　七倉

ほか

法面・盛土対策 大町市ほか  ■  ■         160 －

3-A463

26 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-169 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)小島信濃木崎停車場

線ほか　日向ほか

(一)小島信濃木崎停車場線ほ

か　日向ほか

大町市ほか  ■  ■          52 －

3-A464

A01-170 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)豊野南志賀公園線ほ

か　山田入ほか

法面・盛土対策 高山村ほか  ■  ■         300 －

3-A466

A01-171 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)406号ほか　山の神ほ

か

法面・盛土対策 須坂市ほか  ■  ■         100 －

3-A467

A01-172 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)大前須坂線ほか　県

境～春木町

法面・盛土対策 高山村ほか  ■  ■         183 －

3-A468

A01-173 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)五味池高原線ほか　

五味池～南原町

法面・盛土対策 須坂市ほか  ■  ■         333 －

3-A469

A01-174 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)406号ほか　白沢トン

ネル～小鍋

法面・盛土対策 白馬村～長野市  ■  ■         510 －

3-A470

27 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-175 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)長野戸隠線ほか　茂

菅ほか

法面・盛土対策 長野市ほか  ■  ■         200 －

3-A471

A01-176 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)戸隠篠ノ井線ほか　

祖山～笹平

法面・盛土対策 法面・盛土対策  ■  ■         175 －

3-A472

A01-177 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)飯山斑尾新井線ほか

　牛ヶ首ほか

法面・盛土対策 飯山市ほか  ■  ■         110 －

3-A474

A01-178 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)奥志賀公園栄線ほか

　平穏２号ほか

法面・盛土対策 山ノ内町ほか  ■  ■          70 －

3-A475

A01-179 道路 一般 長野県 直接 長野県 － 修繕 県内一円　トンネル施設

県内一円

トンネル照明・防災設備対策 県内一円  ■  ■       4,365 －

3-A400

A01-180 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 交安 (国)142号・大社前 歩道　0.30㎞ 下諏訪町  ■         130 －

3-A500

A01-181 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

交安 (一)茅野停車場八子ヶ峰

公園線・埴原田

歩道　0.16㎞ 茅野市  ■          50 －

3-A501

28 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-182 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)村山豊野停車場線・

村山～豊野

排水施設対策・路面補修対策 長野市  ■  ■         900 策定済

3-A701

A01-183 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)三才大豆島中御所線

・駒沢～富竹

排水施設対策・路面補修対策 長野市  ■         900 策定済

3-A702

A01-184 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)村山小布施停車場線

・村山～豊島

排水施設対策・路面補修対策 須坂市  ■  ■         900 策定済

3-A703

A01-185 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)村山小布施停車場線

・大島～矢島沖

排水施設対策・路面補修対策 小布施町  ■  ■         900 策定済

3-A704

A01-186 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)406号・村山 排水施設対策・路面補修対策 須坂市  ■  ■         900 策定済

3-A705

A01-187 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)御岳王滝黒沢線・牧

尾ダム～大島橋

排水施設対策・路面補修対策 王滝村ほか  ■         900 策定済

3-A706

A01-188 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)上松御岳線・屋敷野 排水施設対策・路面補修対策 木曽町  ■         900 策定済

3-A707

29 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-189 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)王滝加子母付知線・

中越～瀬戸

排水施設対策・路面補修対策 王滝村  ■         900 策定済

3-A708

A01-190 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)奈川木祖線・押出～

薮原

排水施設対策・路面補修対策 木曽町  ■         900 策定済

3-A709

A01-191 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)開田三岳福島線・越

～下殿

排水施設対策・路面補修対策 木曽町  ■  ■         900 策定済

3-A710

A01-192 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)361号・開田～神谷 排水施設対策・路面補修対策 木曽町  ■  ■         900 策定済

3-A711

A01-193 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)256号・妻籠～漆畑 排水施設対策・路面補修対策 南木曽町  ■  ■         900 策定済

3-A712

A01-194 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)芝平高遠線・芝平 排水施設対策・路面補修対策 伊那市  ■         900 策定済

3-A713

A01-195 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)西伊那線・四徳 排水施設対策・路面補修対策 中川村  ■         900 策定済

3-A714

30 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-196 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)西伊那線・折草峠 排水施設対策・路面補修対策 駒ヶ根市  ■         900 策定済

3-A715

A01-197 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)諏訪辰野線・平出～

郡境

排水施設対策・路面補修対策 辰野町  ■         900 策定済

3-A716

A01-198 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)駒ヶ根長谷線・中沢 排水施設対策・路面補修対策 駒ヶ根市  ■  ■         900 策定済

3-A717

A01-199 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)伊那辰野停車場線・

中央区～福島

排水施設対策・路面補修対策 伊那市  ■  ■         900 策定済

3-A718

A01-200 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)伊那生田飯田線・車

屋～上松竹

排水施設対策・路面補修対策 伊那市  ■         900 策定済

3-A719

A01-201 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)下諏訪辰野線・宮木 排水施設対策・路面補修対策 辰野町  ■         900 策定済

3-A720

31 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-202 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)下諏訪辰野線・平出 排水施設対策・路面補修対策 辰野町  ■         900 策定済

3-A721

A01-203 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)361号・北沢～川北 排水施設対策・路面補修対策 伊那市  ■  ■         900 策定済

3-A722

A01-204 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)153号・西町～表木 排水施設対策・路面補修対策 伊那市  ■  ■         900 策定済

3-A723

A01-205 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)153号・雨沢 排水施設対策・路面補修対策 辰野町  ■         900 策定済

3-A724

A01-206 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)153号・羽場～小野 排水施設対策・路面補修対策 辰野町  ■  ■         900 策定済

3-A725

A01-207 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)153号・北大井出～神

子柴

排水施設対策・路面補修対策 箕輪町  ■  ■         900 策定済

3-A726

A01-208 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)152号・古屋敷 排水施設対策・路面補修対策 伊那市  ■  ■         900 策定済

3-A727

A01-209 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)153号・駒ヶ根市～中

川村

排水施設対策・路面補修対策 中川村ほか  ■         900 策定済

3-A728

32 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-210 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)406号・平林アンダー 排水施設対策 長野市  ■  ■         900 －

3-A729

A01-211 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 雪寒 (国)153号・善知鳥峠 雪寒対策 塩尻市  ■  ■         146 －

3-A761

A01-212 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

雪寒 (主)長野大町線・三日町 雪寒対策 大町市  ■  ■         198 －

3-A762

A01-213 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 雪寒 (国)148号・佐野 雪寒対策 白馬村  ■  ■         123 －

3-A763

A01-214 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

雪寒 (一)大前須坂線・牧 雪寒対策 高山村  ■  ■         203 －

3-A764

A01-215 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

雪寒 (主)須坂中野線・堀之内 雪寒対策 高山村  ■  ■          83 －

3-A765

A01-216 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

雪寒 (主)信濃信州新線・穴尾 雪寒対策 長野市  ■  ■         495 －

3-A766

33 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-217 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 雪寒 (国)292号・十二沢 雪寒対策 山ノ内町  ■  ■         243 －

3-A767

A01-218 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 雪寒 (国)117号・虫生 雪寒対策 野沢温泉村  ■  ■         374 －

3-A768

A01-219 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

雪寒 (主)飯山野沢温泉線・瑞

穂～前坂

雪寒対策 野沢温泉村  ■  ■         274 －

3-A769

A01-220 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 雪寒 (国)117号・伍位野 雪寒対策 飯山市  ■  ■         183 －

3-A770

A01-221 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

雪寒 (主)飯山野沢温泉線・中

村

雪寒対策 木島平村  ■  ■         158 －

3-A771

A01-222 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

雪寒 (一)野沢上境停車場線・

豊郷

雪寒対策 野沢温泉村  ■  ■         123 －

3-A772

A01-223 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)403号・伊勢町～上町 無電柱化 小布施町  ■  ■         165 －

3-A781

34 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-224 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)白馬岳線・白馬駅前 無電柱化 白馬村  ■  ■          33 －

3-A782

A01-225 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)旧軽井沢軽井沢(停)

線・軽井沢～東雲交差点

無電柱化 軽井沢町  ■  ■         140 －

3-A783

A01-226 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)141号・常田 無電柱化 上田市  ■  ■          60 －

3-A784

A01-227 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)403号・井上 排水施設対策・路面補修対策 須坂市  ■  ■         900 策定済

3-A785

A01-228 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)相之島高山線・小島 排水施設対策・路面補修対策 須坂市  ■  ■         900 策定済

3-A786

 小計     129,236

合計     129,236

35 案件番号： 



B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 B01-001 道路 一般 長野県 直接 長野県 － 新設 信号機整備事業 信号機整備　N=120基 上田市他  ■  ■         150 －

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、アクセス性向上を図る。

3-B1

 小計         150

合計         150

1 案件番号： 



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

円滑化地籍整備事業 D17-001 地籍整備 一般 長野県 間接 飯田市 － － 飯田市 社会資本整備円滑

化地籍整備事業

面積　0.20km2 飯田市  ■          20 －

震災対策事業（A01-021）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

D17-002 地籍整備 一般 長野県 間接 信濃町 － － 信濃町 社会資本整備円滑

化地籍整備事業

面積　0.28km2 信濃町  ■          13 －

防災対策事業（A01-048）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

 小計          33

合計          33

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30 H31

配分額 (a)                   2,830                   2,684                   2,917                   4,806

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   2,830                   2,684                   2,917                   4,806

前年度からの繰越額 (d)                     535                     886                   1,089                   1,593

支払済額 (e)                   2,479                   2,481                   2,413                   3,830

翌年度繰越額 (f)                     886                   1,089                   1,593                   2,569

うち未契約繰越額(g)                       0                     403                     473                      81

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                   11.28                    11.8                    1.26

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

２月補正のため ２月補正のため

1 案件番号： 


