
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年02月26日

計画の名称 長野県内の高速交通網へのアクセス向上により、産業や地域連携を強化する社会基盤整備計画

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 長野県,佐久穂町,飯田市,伊那市,高森町,塩尻市,坂城町,須坂市

計画の目標 高速交通網へのアクセス時間を短縮し、産業振興や地域連携を強化を図り、産業の競争力や成長力を高める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              38,734  Ａ              38,534  Ｂ                 200  Ｃ                   0  Ｄ                   0 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

（H24当初） （H26末） （H28末）

   1 整備路線を含む幹線道路の、IC等への総アクセス時間を1,903hr/日短縮する。

三遠南信自動車道等のICへのアクセス時間短縮効果 0h・台/日 221h・台/日 977h・台/日

Σ　（整備前の通過時間 - 整備後の通過時間 h）　x （交通量　台/日）

   2 整備路線を含む幹線道路の、IC等への総アクセス時間を1,903hr/日短縮する。

IC・鉄道駅等から工業団地へのアクセス時間短縮効果 0h・台/日 117h・台/日 926h・台/日

Σ　（整備前の通過時間 - 整備後の通過時間h）　x （交通量　台/日）

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 －

・（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 H29 H30 H31 R02 R03 （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)142号　佐久南拡幅 現道拡幅　L=0.8km 佐久市  ■         190 －

3-A2

A01-002 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)152号　和田バイパス バイパス整備　L=4.1㎞ 飯田市  ■           1 －

3-A4

A01-003 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)152号　小嵐バイパス バイパス整備　L=2.5㎞ 飯田市  ■  ■  ■         900 －

3-A5

A01-004 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)256号　下久堅バイパ

ス

バイパス整備　L=1.7㎞ 飯田市  ■         500 －

3-A6

A01-005 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)256号　上久堅拡幅 現道拡幅　L=1.8km 飯田市  ■          80 －

3-A7

A01-006 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)151号　粒良脇トンネ

ル

バイパス整備　L=0.9㎞ 下條村  ■  ■  ■       2,380 －

3-A12

A01-007 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)153号　伊那バイパス バイパス整備　L=7.7㎞ 伊那市  ■  ■  ■  ■  ■       7,200 －

3-A13

A01-008 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 (国)153号　飯田北改良 現道拡幅　L=2.6km 飯田市  ■  ■       4,800 －

3-A16

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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 都道府

県道

改築 (主)佐久小諸線・岸野～

高瀬

バイパス　L=1.4km 佐久市  ■         600 －

3-A21

A01-010 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・馬

籠峠～下り谷

現道拡幅　L=0.6km 南木曽町  ■         200 －

3-A23

A01-011 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)波田北大妻豊科線・

島々～三溝新田

バイパス　L=4.5km 松本市  ■         600 －

3-A25

A01-012 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)上小田切臼田(停)線

・下小田切

バイパス　L=1.6km 佐久市  ■  ■         450 －

3-A27

A01-013 道路 一般 長野県 直接 長野県 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  ■  ■       2,700 －

3-A30

A01-014 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)波田北大妻豊科線・

下島

現道拡幅　L=0.6km 松本市  ■         600 －

3-A31

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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-015 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (主)飯島飯田線ほか1路線

　座光寺上郷道路

バイパス整備　L=2.7km 飯田市  ■  ■  ■  ■  ■       5,000 －

3-A32

A01-016 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

バイパス　L=0.6km 松川町  ■  ■       2,500 －

3-A33

A01-017 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)市ノ沢山吹(停)線・

新万年橋

バイパス　L=0.8km 豊丘村～高森町  ■       2,000 1.2 －

3-A34

A01-018 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 (一)三才大豆島中御所線

・北長池～大豆島

現道拡幅　L=2.1km 長野市  ■  ■       3,000 1.7 －

3-A35

A01-019 道路 一般 佐久穂町 直接 佐久穂町 市町村

道

改築 (1)高野町小山線・小山 バイパス　L=1.5km 佐久穂町  ■         185 －

3-A101

A01-020 道路 一般 飯田市 直接 飯田市 市町村

道

改築 (他)座光寺ｽﾏｰﾄIC・座光

寺

スマートIC　L=1.25km 飯田市  ■  ■  ■  ■         535 －

3-A106

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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-021 道路 一般 伊那市 直接 伊那市 市町村

道

改築 (1)荒井横山線・西町 バイパス L=1.30km 伊那市  ■  ■  ■       2,143 －

3-A107

A01-022 道路 一般 伊那市 直接 伊那市 市町村

道

改築 (他)野底六道線・野底 現道拡幅　L=0.4km 伊那市  ■  ■         100 －

3-A108

A01-023 道路 一般 高森町 直接 高森町 市町村

道

改築 (他)7290号線・下市田 現道拡幅　L=0.5km 高森町  ■  ■         370 －

3-A109

A01-024 道路 一般 塩尻市 直接 塩尻市 市町村

道

改築 (他)野村桔梗ヶ原線・広

丘野村

バイパス L=0.5km 塩尻市  ■  ■  ■         135 －

3-A110

A01-025 道路 一般 伊那市 直接 伊那市 市町村

道

改築 (他)渡場車屋線・東春近 現道拡幅　L=0.6km 伊那市  ■  ■         120 －

3-A111

A01-026 道路 一般 塩尻市 直接 塩尻市 市町村

道

改築 (他)野村桔梗ヶ原2号線・

広丘野村

バイパス L=0.35km 塩尻市  ■  ■          83 －

3-A112

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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 A01-027 道路 一般 坂城町 直接 坂城町 市町村

道

改築 (1)A09号線・金井 現道拡幅　L=0.54km 坂城町  ■  ■         162 －

3-A113

A01-028 道路 一般 須坂市 直接 須坂市 市町村

道

改築 (1)福島東畑線ほか・福島

町

現道拡幅　L=2.0㎞ 須坂市  ■  ■       1,000 －

3-A114

 小計      38,534

合計      38,534

5 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 H29 H30 H31 R02 R03 （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 信号機設備　N=20基 佐久市他  ■  ■  ■  ■         200 －

道路事業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         200

合計         200

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29 H30 H31

配分額 (a)                   3,060                   2,125                   2,607

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

交付額 (c=a+b)                   3,060                   2,125                   2,607

前年度からの繰越額 (d)                   1,079                   1,471                   1,336

支払済額 (e)                   2,668                   2,260                   2,654

翌年度繰越額 (f)                   1,471                   1,336                   1,289

うち未契約繰越額(g)                       0                      55                     414

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                    1.52                   10.49

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

1 案件番号： 


