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ブロック 工　区 業務内容 市町村名 道路 必要免許
種別 市町村名 箇　　所　　名 市町村名 箇　　所　　名 延長（km) 出動基準 除雪水準 名称 規格１ 規格２ 台数 名称 規格１ 台数 (国) (主) (一) (国) (主) (一) 第1種 第2種 第3種 第1種 第2種 第3種

佐久穂町 (国) 299号 佐久穂町 (国)141号交差点(千曲病院入口） ～ 佐久穂町 畑ケ中交差点（海瀬） 1.30 一般 第1種 除雪グレーダ 2.8m 1台 大型特殊 1.30 1.30
佐久穂町 (主) 川上佐久線 佐久穂町 畑ケ中交差点（海瀬） ～ 佐久穂町 海瀬（佐久市唐松境） 0.50 一般 第1種 0.50 0.50
旧臼田町 (主) 川上佐久線 佐久市 唐松（唐松橋スロープ含・佐久穂町海瀬境） ～ 佐久市 平林（佐久穂町平林境） 1.20 一般 第1種 1.20 1.20
佐久穂町 (主) 川上佐久線 佐久穂町 平林（佐久市平林境） ～ 佐久穂町 平林（佐久市入沢境） 0.78 一般 第1種 0.78 0.78

計 3.78 0台 1台
(国) 299号 佐久穂町 畑ケ中交差点（海瀬） ～ 佐久穂町 前田橋 3.87 一般 第1種 除雪グレーダ 3.7m 長野０００る５１３ 1台 大型特殊 3.87 3.87

計 3.87 1台
(国) 299号 佐久穂町 前田橋 ～ 佐久穂町 十石峠(本郷ﾊﾞｲﾊﾟｽ含む) 12.94 一般 第1種 除雪ドーザ 13t 長野９００る８１７ 1台 大型特殊 12.94 12.94

-5.60 一般 -5.60 -5.6
計 12.94 1台 0台

(主) 川上佐久線 佐久穂町 海瀬字赤屋（海瀬バイパス起点） ～ 佐久穂町 海瀬字堀込（海瀬バイパス終点） 1.39 一般 第1種 除雪ドーザ 6t 1台 大型特殊 1.39 1.39
(主) 川上佐久線 佐久穂町 海瀬字堀込（海瀬バイパス終点） ～ 佐久穂町 (国)299号交差点(四ツ谷） 1.06 一般 第1種 1.06 1.06

計 2.45 0台 1台
(一) 下仁田佐久穂線 佐久穂町 余地峠 ～ 佐久穂町 (国)299号交差点(余地入口) 9.25 一般 第2種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 9.25 9.25

余地峠～余地ダム -3.02 一般 -3.02 -3.02
計 6.23 0台 1台

(国) 141号 佐久穂町 (国)299号交差点(清水町) ～ 佐久穂町 三条大橋入口交差点 5.68 重点 第1種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 5.68 5.68
(国) 299号 佐久穂町 (国)141号交差点(清水町) ～ 佐久穂町 堂河原橋 1.22 重点 第1種 除雪ドーザ 7t 1台 大型特殊 1.22 1.22
(一) 大張北岩水線 佐久穂町 (国)141号交差点(高野町) ～ 佐久穂町 (主)川上佐久線交差点(東町) 0.30 一般 第1種 0.30 0.30

計 7.20 0台 2台
佐久穂町 (国) 299号 佐久穂町 麦草峠 ～ 小海町 (一)松原湖高原線交差点(林業センター) 7.70 一般 第1種 除雪ドーザ 16t 長野９００る８４８ 1台 大型特殊 7.70 7.70
佐久穂町 (国) 299号 小海町 (一)松原湖高原線交差点(林業センター) (小海分 0.56km) ～ 佐久穂町 堂川原橋 18.59 重点 第1種 除雪ドーザ 13t 長野９９ま６６６１ 1台 大型特殊 18.59 18.59
佐久穂町 -7.70 一般 第1種 除雪ドーザ 16t 長野９９ま５８６４ 1台 大型特殊 -7.70 -7.70
佐久穂町 -5.20 重点 第1種 除雪ドーザ 16t 長野９９ま６４５０ 1台 大型特殊 -5.20 -5.20

除雪グレーダ 4.0m 長野０００る６４３ 1台 大型特殊
小海町 (一) 松原湖高原線 小海町 (国)299号交差点(林業センター) ～ 小海町 リエックススキー場入口 6.35 一般 第2種 除雪ロータリ 290kw 長野９００る８９ 1台 大型特殊 6.35 6.35

計 32.64 6台 0台
(主) 川上佐久線 佐久穂町 高岩（高岩橋） ～ 佐久穂町 海瀬字赤屋（海瀬バイパス起点） 3.00 一般 第1種 除雪ドーザ 5t 1台 大型特殊 3.00 3.00
(一) 上畑八千穂（停）線 佐久穂町 (国)141号交差点 ～ 佐久穂町 (主)川上佐久線交差点(天神橋） 0.56 一般 第1種 0.56 0.56

計 3.56 1台
(一) 上野小海線 北相木村 ぶどう峠 ～ 北相木村 (主)川上佐久線交差点(川又) 15.96 一般 第１種 除雪ドーザ 8t 1台 大型特殊 15.96 15.96
(主) 川上佐久線 北相木村 南相木村境 ～ 北相木村 小海町境 0.55 一般 第1種 0.55 0.55

-3.5 一般 -3.50 -3.50
計 16.51 0台 1台

(主) 川上佐久線 南相木村 馬越峠 ～ 南相木村 北相木村境 13.39 一般 第１種 除雪ドーザ 16ｔ 長野９９ま４６７８ 1台 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 13.39 13.39
-4.15 一般 -4.15 -4.15

(一) 栗尾見上線 南相木村 栗尾 ～ 南相木村 (主)川上佐久線交差点(千代橋) 4.48 一般 第1種 除雪ドーザ 9t 1台 大型特殊 4.48 4.48
計 17.87 1台 2台

(一) 松原湖高原線 小海町 リエックススキー場入口 ～ 小海町 (国)141号交差点(松原湖入口) 5.99 一般 第2種 5.99 5.99

計 5.99
小海町 (主) 川上佐久線 小海町 (一)上野小海線交差点(馬流橋) ～ 佐久穂町 高岩（高岩橋） 1.72 一般 第1種 除雪ドーザ 5t 1台 大型特殊 1.72 1.72

佐久穂町 （小海分 1.72km） ～ （佐久穂分 0.91km） 0.91 一般 第1種 0.91 0.91
計 2.63 0台 1台

(国) 141号 南牧村 海尻(南牧村保育園前) ～ 小海町 (国)141号交差点(馬流橋) 6.79 重点 第1種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 6.79 6.79
～ 　　　　　 除雪ドーザ 7t 1台 大型特殊

計 6.79 0台 2台
(国) 141号 小海町 (国)141号交差点(馬流橋) ～ 佐久穂町 (国)141号交差点(清水町) 4.61 重点 第1種 13t 長野０００る５５８ 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 4.61 4.61
(主) 川上佐久線 小海町 北相木村境 ～ 小海町 (一)上野小海線交差点(馬流橋) 4.85 一般 第1種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 4.85 4.85
(一) 上野小海線 小海町 (主)川上佐久線交差点(馬流橋) ～ 小海町 (国)141号交差点(馬流橋) 0.09 一般 第1種 0.09 0.09

計 9.55 0台 2台
(国) 141号 南牧村 山梨県境 ～ 南牧村 JR小海線佐久甲州街道踏切 13.58 重点 第1種 除雪ドーザ 16t 長野９９ま６７３４ 1台 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 13.58 13.58

～ 除雪グレーダ 4.0m 長野００ま２３７４ 1台 除雪ドーザ 7t 1台 大型特殊
～ 除雪ロータリ 180kw 長野９００る１１０ 1台 除雪ドーザ 7t 1台 大型特殊

計 13.58 除雪トラック 7t 長野８００は９５０ 1台 3台 大型
(主) 梓山海ノ口線 南牧村 大蔵峠 ～ 南牧村 (国)141号交差点 5.94 一般 第3種 除雪ドーザ 13t 長野０００る５５８ 1台 除雪ドーザ 8t 1台 大型特殊 5.94 5.94

～
計 5.94 1台 1台

(国) 141号 南牧村 JR小海線佐久甲州街道踏切 ～ 南牧村 海尻(南牧村保育園前) 2.80 重点 第1種 除雪ドーザ 13t 長野９００る７０６ 1台 除雪ドーザ 8t 1台 大型特殊 2.80 2.80
～
～

計 2.80 1台 1台

計 0.00 0台
1 (主) 梓山海ノ口線 川上村 梓山 ～ 川上村 秋山・川端下入口 1.99 一般 第3種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 1.99 1.99

～
計 1.99 0台 1台

2 (主) 梓山海ノ口線 川上村 秋山・川端下入口 ～ 川上村 金山橋 5.40 一般 第3種 除雪グレーダ 3.1m 2台 大型特殊 5.40 5.40
～  除雪グレーダ 3.1m  0台 大型特殊

計 5.40 0台 2台
3 (主) 梓山海ノ口線 川上村 金山橋 ～ 川上村 丸共建設プラント前 3.27 一般 第3種 除雪ドーザ 8t 1台 大型特殊 3.27 3.27

(主) 川上佐久線 川上村 (主)梓山海ノ口線交差点 ～ 川上村 馬越峠 6.05 一般 第1種 除雪ドーザ 8t 1台 大型特殊 6.05 6.05
-6.05 一般 -6.05 -6.05

計 9.32 0台 2台
4 (主) 梓山海ノ口線 川上村 丸共建設プラント前 ～ 川上村 男橋 3.07 一般 第3種 除雪ドーザ 8t 1台 大型特殊 3.07 3.07

～
計 3.07 1台

5 (主) 梓山海ノ口線 川上村 男橋 ～ 川上村 大蔵峠 1.88 一般 第3種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 1.88 1.88
～ 除雪ドーザ 8t 1台 大型特殊

計 1.88 0台 2台
(国) 141号 佐久市 （主）下仁田臼田交差点（城山北） ～ 佐久市 大沢下町交差点（旧臼田町境） 2.07 重点 第1種 除雪グレーダ 4.0m 長野９００る８６２ 1台 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 2.07 2.07

～
計 2.07 1台 1台

(国) 141号 佐久穂町 三条大橋入口交差点 ～ 佐久市 佐久穂町境 0.18 重点 第1種 除雪グレーダ 2.8m 1台 大型特殊 0.18 0.18
(国) 141号 佐久市 佐久穂町境 ～ 佐久市 （主）下仁田臼田交差点（城山北） 1.65 重点 第1種 1.65 1.65
(主) 下仁田臼田線 佐久市 臼田駅 ～ 佐久市 終点(国)141号交差点（城山北) 0.73 一般 第1種 0.73 0.73
 (主)  下仁田臼田線  佐久市  (一)上小田切臼田(停)交差点（城下）  ～  佐久市  (国)141号交差点（雨宮病院前)  一般  第1種 0.00 0.00
(主) 川上佐久線 佐久市 (主)下仁田臼田交差（駅前通り）重複区間 ～ 佐久市 (主)下仁田臼田交差（駅前通り）重複区間 0.09 一般 第1種 0.09 0.09

計 2.65 0台 1台
(主) 下仁田臼田線 佐久市 群馬県境 ～ 佐久市 (－)三分中込交差点(JA北部営農C前) 20.44 一般 第1種 除雪ロータリ 180kw 長野９００る２８ 1台 除雪グレーダ 2.8m 1台 大型特殊 20.44 20.44

～ 除雪ドーザ 6t 1台 大型特殊
計 20.44 1台 2台

(－) 上小田切臼田（停）線 佐久市 上小田切 ～ 佐久市 臼田ＩＣ交差点 4.37 一般 第1種 1台 除雪ドーザ 8ｔ 1台 大型特殊 4.37 4.37
(－) 上小田切臼田（停）線 佐久市 臼田ＩＣ交差点 ～ 佐久市 （国）１４１号交差点（城山） 1.28 重点 第1種 1.28 1.28
(－) 上小田切臼田（停）線 佐久市 （国）１４１号交差点（下小田切） ～ 佐久市 (主)下仁田臼田線交差点（城下） 0.56 一般 第1種 0.56 0.56

計 6.21 1台 1台
(主) 川上佐久線 佐久市 入沢（佐久穂町平林境） ～ 佐久市 (主)下仁田臼田線交差（三分） 2.77 一般 第1種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 2.77 2.77

計 2.77 0台 1台
(一) 三分中込線 佐久市 起点(主)下仁田臼田交差(JA北部営農C前) ～ 佐久市 常和・清川境（市道2413-15号） 1.91 一般 第1種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 1.91 1.91
(主) 下仁田臼田線 佐久市 臼田駅 ～ 佐久市 (－)三分中込交差点(JA北部営農C前) 0.86 一般 第1種 0.86 0.86

計 2.77 0台 1台
(主) 川上佐久線 佐久市 (主)下仁田臼田交差（駅前通り） ～ 佐久市 離山工業団地入口 2.17 重点 第1種 除雪グレーダ 3.1m 1台 大型特殊 2.17 2.17

～ 0.00
計 2.17 0台 1台

215.07 除雪グレーダ 4台 除雪グレーダ 18台 56.68 5.94 6.35 26.30 78.07 41.73 56.68 6.35 5.94 118.27 12.22 15.61
除雪ドーザ 9台 除雪ドーザ 17台 215.07 215.07

55.42 重点 除雪ロータリ 3台 計 35台

127.45 一般 除雪トラック 1台 56.68 5.94 6.35 26.30 78.07 41.73 56.68 6.35 5.94 118.27 12.22 15.61

管理延長（下仁田佐久穂線含む） 218.09 計 17台 38.18 5.94 6.35 26.30 67.87 38.23 38.18 6.35 5.94 104.57 12.22 15.61

冬期閉鎖等除く延長 182.87 182.87 182.87

Ｒ４　除雪業務内訳書 佐久建設事務所

佐久建設事務所
業　務　箇　所 業　務　概　要 除雪形態(道路種別) 除雪形態(道路種別)

路　　線　　名
区　　　　間 貸付機械内訳 委託機械内訳 貸与 委託 貸与 委託

佐久町

1 除雪

2 除雪 佐久穂町

3 除雪 佐久穂町
　※ただし、臼石橋～十石峠間は冬期通行止期間を除く

4 除雪 佐久穂町

1
一体

除雪
融雪

佐久穂町
　※通年通行不能区間

八千穂

1 除雪
佐久穂町

2 除雪
　※ただし、佐久穂町麦草峠～小海町千代里林業センター間は冬期通行止期間を除く (佐久穂分 2.55km)
　※ただし、佐久穂町町道八千穂レイク北線交差点～佐久穂町別荘地上は冬期通行止期間を除く

3 除雪 佐久穂町

相木 相木
確認型
共同体

北相木村
　※ただし、木次原～ぶどう峠間は冬期通行止期間を除く

南相木村 　※ただし、馬越峠～立原間は冬期通行止期間を除く

小海・南牧
小海
南牧

確認型
共同体

小海町

小海町

小海町

南牧村

南牧村

南牧村

川上

除雪 川上村

除雪 川上村

除雪
川上村

　※ただし、川上CC～馬越峠間は冬期通行止期間を除く

除雪 川上村

除雪 川上村

臼田

1
一体

除雪
融雪

旧臼田町

2
一体

除雪
融雪

旧臼田町

3
一体

除雪
融雪

旧臼田町

4
一体

除雪
融雪

旧臼田町

1 除雪 旧臼田町

2 除雪 旧臼田町

3 除雪 旧臼田町



佐久建設事務所
貸付機械 貸付機械

ブロック 工区 町村名 延長 スリッ 幹線 スリッ 幹線 スリッ 幹線 規格 形式

市町村名 箇　　所　　名 市町村名 箇　　所　　名 (km) プ対策 道路 プ対策 道路 プ対策 道路 必要免許 No

(国) 299号 佐久穂町 (国)141号交差点(千曲病院入口) ～ 佐久穂町 十石峠(群馬県境) 18.11 18.11 2.5m3 2.5m3

佐久穂町 -5.60 -5.60 湿式

1 凍結 (主) 川上佐久線 佐久穂町 畑ケ中交差点（海瀬） ～ 佐久穂町 海瀬（佐久市唐松境） 0.50 0.50 中型以上 長野８００

(主) 川上佐久線 佐久市 唐松（唐松橋スロープ含・佐久穂町海瀬境） ～ 佐久市 平林（佐久穂町平林境） 1.20 1.20 (8t以上) は１２６６

(主) 川上佐久線 佐久穂町 平林（佐久市平林境） ～ 佐久穂町 平林（佐久市入沢境） 0.78 0.78

計 20.59

凍結 佐久穂町 （一） 下仁田佐久穂線 佐久穂町 余地峠 ～ 佐久穂町 (国)299号交差点(余地入口) 9.25 9.25 1.0m3 1.0m3

除雪 　通年通行不能区間 余地峠～余地ダム -3.02 -3.02 準中型以上 乾式

計 6.23 (7.5t未満) 長野８００る４０００

(国) 141号 佐久穂町 (国)299号交差点(清水町) ～ 佐久穂町 三条大橋入口交差点 5.68 5.68 2.5m3 2.5m3

佐久穂町 (国) 299号 佐久穂町 (国)141号交差点(清水町) ～ 佐久穂町 町道八千穂レイク線交差点 16.82 16.82 乾式

1 凍結 　ただし、佐久穂町町道八千穂レイク北線～佐久穂町別荘地上は冬期通行止期間を除く -5.20 -5.20 中型以上 長野８００

（一） 大張北岩水線 佐久穂町 (国)141号交差点(高野町) ～ 佐久穂町 (主)川上佐久線交差点(東町) 0.30 0.30 (8t以上) す１９９２

計 22.80

 (国)  299号  小海町  (一)松原湖高原線交差点(林業センター) (小海分 0.56km) ～  佐久穂町  町道八千穂レイク線交差点 (佐久穂分2.43km) 0.00 2.5m3 2.5m3

佐久穂町  (一)  松原湖高原線  小海町  (国)299号交差点(林業センター)  ～  小海町  リエックススキー場入口 中型以上 乾式

計 0.00 (8t以上) 長野８８や３１６８

佐久穂町 (国) 299号 佐久穂町 麦草峠 ～ 佐久穂町 (一)松原湖高原線(林業センター) 7.70 7.70 2.5m3 2.5m3

2 凍結 佐久穂町 -7.70 -7.70 中型以上 乾式

佐久穂町 (国) 299号 小海町 (一)松原湖高原線交差点(林業センター) (小海分 0.56km)～ 佐久穂町 町道八千穂レイク線交差点 (佐久穂分2.43km) 2.43 2.43

小海町 (国) 299号 小海町 (一)松原湖高原線交差点(林業センター) (小海分 0.56km)～ 佐久穂町 町道八千穂レイク線交差点 (佐久穂分2.43km) 0.56 0.56

小海町 (一) 松原湖高原線 小海町 (国)299号交差点(林業センター) ～ 小海町 リエックススキー場入口 6.35 6.35

計 17.04 (8t以上) 長野８００は１２７１

（一） 上野小海線 北相木村 ぶどう峠（群馬県境） ～ 北相木村 (主)川上佐久線交差点(川又) 15.96 15.96 1.0m3 1.0m3

北相木村 (主) 川上佐久線 北相木村 南相木村境 ～ 北相木村 小海町境 0.55 0.55

-3.50 -3.50 準中型以上 乾式

計 16.51 (7.5t未満) 長野８００す５０５７

(主) 川上佐久線 南相木村 馬越峠 ～ 南相木村 北相木村境 13.39 13.39 1.0m3 1.0m3乾式

南相木村 -4.15 -4.15 準中型以上(7.5t未満) 長野８００す４４６７

(一) 栗尾見上線 南相木村 栗尾 ～ 南相木村 (主)川上佐久線交差点(千代橋) 4.48 4.48 1.0m3 1.0m3乾式

計 17.87 準中型以上(7.5t未満) 長野８００す５０５６

 佐久穂町  (国)  299号  小海町  (一)松原湖高原線交差点(林業センター) (小海分 0.56km) ～  佐久穂町  町道八千穂レイク線交差点 (佐久穂分2.43km) 0.00 2.5m3 2.5m3

 小海町  (一)  松原湖高原線  小海町  (国)299号交差点(林業センター)  ～  小海町  リエックススキー場入口 0.00 中型以上 乾式

計 0.00 (8t以上) 長野８８や３１６８

1.0m3 1.0m3

小海町 (一) 松原湖高原線 小海町 リエックススキー場入口 ～ 小海町 (国)141号交差点(松原湖入口) 5.99 5.99 準中型以上 乾式

計 5.99 (7.5t未満) 長野８００す３５２５

小海町 (主) 川上佐久線 小海町 (一)上野小海線交差点(馬流橋)  (小海分 1.72km) ～ 佐久穂町 海瀬字赤屋（海瀬バイパス起点） (佐久穂分3.91km) 5.63 5.63 1.0m3 1.0m3

佐久穂町 (主) 川上佐久線 佐久穂町 海瀬字赤屋（海瀬バイパス起点） ～ 佐久穂町 海瀬字堀込（海瀬バイパス終点） 1.39 1.39 準中型以上 乾式

佐久穂町 (主) 川上佐久線 佐久穂町 海瀬字堀込（海瀬バイパス終点） ～ 佐久穂町 (国)299号交差点(四ッ谷) 1.06 1.06 (7.5t未満) 長野８００す１９０

佐久穂町 (一) 上畑八千穂(停)線 佐久穂町 (国)141号交差点 ～ 佐久穂町 (主)川上佐久線交差点(天神橋) 0.56 0.56

計 8.64

(国) 141号 南牧村 海尻(南牧村保育園前) ～ 小海町 (国)141号交差点(馬流橋) 6.79 6.79 2.5m3 2.5m3

小海町 ～ 中型以上 乾式

計 6.79 (8t以上) 長野８００さ５１８６

(国) 141号 小海町 (国)141号交差点(馬流橋) ～ 佐久穂町 (国)141号交差点(清水町) 4.61 4.61 2.5m3 2.5m3

(主) 川上佐久線 小海町 北相木村境 ～ 小海町 (一)上野小海線交差点(馬流橋) 4.85 4.85 中型以上 乾式

小海町 (一) 上野小海線 小海町 (主)川上佐久線交差点(馬流橋) ～ 小海町 (国)141号交差点(馬流橋) 0.09 0.09 (8t以上) 長野８００さ４３００

計 9.55

(国) 141号 南牧村 山梨県境 ～ 南牧村 JR小海線佐久甲州街道踏切 13.58 13.58 2.5m3 2.5m3

南牧村 ～ 中型以上 乾式

計 13.58 (8t以上) 長野800は737

(主) 梓山海ノ口線 南牧村 大倉峠 ～ 南牧村 (国)141号交差点 5.94 5.94 2.5m3 2.5m3

南牧村 (国) 141号 南牧村 ＪＲ小海線佐久甲州街道踏切 ～ 南牧村 海尻(南牧村保育園前) 2.80 2.80 中型以上 乾式

計 8.74 (8t以上) 長野８００は１２６７

(主) 川上佐久線 川上村 (主)梓山海ノ口線交差点 ～ 川上村 馬越峠 6.05 6.05 1.0m3 1.0m3乾式

1 凍結 川上村 -6.05 -6.05 準中型以上(7.5t未満) 長野８００さ３２３６

(主) 梓山海ノ口線 川上村 梓山 ～ 川上村 大蔵峠 15.61 15.61 1.0m3 1.0m3乾式

計 21.66 準中型以上(7.5t未満) 長野８００さ１９４３

(主) 下仁田臼田線 佐久市 (－)三分中込交差(JA北部営農C前) ～ 佐久市 臼田駅 0.86 0.86 1.0m3 1.0m3

1 凍結 旧臼田町 (一) 三分中込線 佐久市 起点(主)下仁田臼田交差(JA北部営農C前) ～ 佐久市 常和・清川境（市道2413-15号） 1.91 1.91 乾式

(主) 川上佐久線 佐久市 (主)下仁田臼田交差（駅前通り） ～ 佐久市 離山工業団地入口 2.17 2.17 準中型以上 長野８８

(主) 川上佐久線 佐久市 入沢（佐久穂町平林境） ～ 佐久市 (主)下仁田臼田線交差（三分） 2.77 2.77 (7.5t未満) す１８４０

計 7.71

1 (国) 141号 佐久市 (主)下仁田臼田線交差点（城山北) ～ 佐久市 大沢下町交差点 2.07 2.07 2.5m3 2.5m3

一体 旧臼田町 中型以上 乾式

計 2.07 (8t以上) 長野８００す１９２５

佐久穂町 (国) 141号 佐久穂町 三条大橋入口交差点 ～ 佐久市 佐久穂町境 0.18 0.18

2 旧臼田町 (国) 141号 佐久市 佐久穂町境 ～ 佐久市 (主)下仁田臼田線交差点（城山北) 1.65 1.65 2.5m3 2.5m3

一体 旧臼田町 (主) 下仁田臼田線 佐久市 臼田駅 ～ 佐久市 終点(国)141号交差点（城山北) 0.73 0.73 中型以上 乾式

 旧臼田町  (主)  下仁田臼田線  佐久市  (一)上小田切臼田(停)交差点（城下）  ～  佐久市  (国)141号交差点（雨宮病院前) 0.00 (8t以上) 長野８００す４７９７

旧臼田町 (主) 川上佐久線 佐久市 (主)下仁田臼田交差（駅前通り）重複区間 ～ 佐久市 (主)下仁田臼田交差（駅前通り）重複区間 0.09 0.09

計 2.65

3 (主) 下仁田臼田線 佐久市 群馬県境 ～ 佐久市 (－)三分中込交差点(JA北部営農C前) 20.44 20.44 1.0m3 1.0m3

一体 旧臼田町 ～ 準中型以上 乾式

計 20.44 (7.5t未満) 長野８００す３５２６

4 (－) 上小田切臼田（停）線 佐久市 上小田切 ～ 佐久市 臼田IC交差点 4.37 4.37 2.5m3 2.5m3

(－) 上小田切臼田（停）線 佐久市 臼田IC交差点 ～ 佐久市 （国）１４１号交差点（城山） 1.28 1.28

一体 旧臼田町 (－) 上小田切臼田（停）線 佐久市 （国）１４１号交差点（下小田切） ～ 佐久市 (主)下仁田臼田線交差点（城下） 0.56 0.56 中型以上 乾式

計 6.21 (8t以上) 長野８００す１９２４

215.07 24.89 58.09 81.84 2.17 46.80 1.28 21

215.07

24.89 39.59 71.64 2.17 43.30 1.28

182.87

Ｒ４　凍結防止剤散布　業　務　内　訳　書

業務
内容

業　務　箇　所 国道 主要地方道 一般県道

道路
種別

路線名
区　　　　間

佐久町

ただし、臼石橋～十石峠間は冬期通行止期間を除く

1
一体

八千穂
小海
南牧

確認型
共同体

凍結
除雪

ただし、小海町千代里林業センター～佐久穂町麦草峠間は冬期通行止期間を除く　（佐久穂分　2.55km)

相木 相木
確認型
共同体

ただし、木次原～ぶどう峠間は冬期通行止期間を除く

ただし、馬越峠～立原間は冬期通行止期間を除く

小海
南牧

小海
南牧

確認型
共同体

川上
ただし、川上CC～馬越峠間は冬期通行止期間を除く

臼田

凍結
除雪

凍結
除雪

凍結
除雪


