
　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 老朽化道路インフラの適切な維持管理を行うための点検及び修繕・更新計画（防災・安全）

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 長野県,小諸市,佐久市,上田市,東御市,岡谷市,茅野市,駒ヶ根市,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,飯田市,高森町,阿智村,天龍村,上松町,南木曽町,木曽町,大桑村,松本市,塩尻市,筑北村,安曇野市,池田町,千曲市,長野市,山ノ内町,伊那市,軽井沢町,

飯山市,小海町,川上村,富士見町,原村,宮田村,阿南町,下條村,売木村,泰阜村,豊丘村,大鹿村,松川村,白馬村,須坂市,信濃町,中野市,木島平村,栄村,坂城町,小川村,佐久穂町,諏訪市,中川村,高山村,御代田町,南牧村,南相木村,北相木村,平谷村,喬木

村,木祖村,王滝村,麻績村,朝日村,大町市,小谷村,小布施町,飯綱町

計画の目標 道路インフラの確実な定期点検の履行と、老朽化した道路インフラの長寿命化修繕計画に基づく修繕・更新等を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              51,487  Ａ              51,208  Ｂ                   0  Ｃ                 279  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.54 ％

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

2019 2023

   1 定期点検要領に基づく定期点検の実施

橋梁、トンネル、シェッド、横断歩道橋の定期点検実施率により算出。 0％ ％ 100％

定期点検実施率　＝　定期点検実施数　／　定期点検対象数

   2 老朽化した道路インフラの修繕・更新等の推進

整備計画に位置付けた修繕・更新が必要な道路インフラの対策実施率（工事着手率）により算出。 76％ ％ 90％

対策実施率（工事着手率）　＝　対策実施個所数（工事着手個所数）　／　対策必要個所数（整備計画に位置付けた修繕・更新等の個所数）

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 － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 － 計画調

査

県内一円 橋梁定期点検（2478橋） 県内一円  ■       2,300 －

11-A001

A01-002 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）141号・板橋大橋ほ

か

橋梁補修（0.3km、3橋） 南牧村  ■         180 策定済

11-A101

A01-003 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）梓山海ノ口線・大

深山橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 川上村  ■         150 策定済

11-A102

A01-004 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）小諸中込線・乙女

跨線橋ほか

橋梁補修（0.2km、3橋） 佐久市　小諸市  ■         185 策定済

11-A103

A01-005 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）佐久小諸線・東小

諸跨線橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 小諸市  ■         120 策定済

11-A104

A01-006 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）上原猿久保線・猿

久保跨線橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 佐久市  ■         120 策定済

11-A105

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-007 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・御桐

谷橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 佐久市  ■          35 策定済

11-A106

A01-008 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）豊昇茂沢中軽井沢

（停）線・御堂橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 佐久市  ■          30 策定済

11-A107

A01-009 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）254号・出入沢橋 橋梁補修（0.1km、1橋） 佐久市  ■         200 策定済

11-A108

A01-010 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）254号・笠岩橋ほか 橋梁補修（0.3km、4橋） 上田市  ■          80 策定済

11-A109

A01-011 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）254号・南角大橋 橋梁補修（0.3km、1橋） 上田市  ■         651 策定済

11-A110

A01-012 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）茅野（停）八子ヶ

峰公園線・横川橋ほか

橋梁補修（0.1km、2橋） 茅野市  ■         165 策定済

11-A111

A01-013 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）岡谷茅野線・釜口

橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 岡谷市  ■          45 策定済

11-A112

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-014 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）152号・湯川橋 橋梁補修（0.1km、1橋） 茅野市  ■          60 策定済

11-A113

A01-015 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）乙事富士見線・富

里橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 富士見町  ■          20 策定済

11-A114

A01-016 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・観

蛍橋ほか

橋梁補修（0.1km、2橋） 岡谷市  ■          70 策定済

11-A115

A01-017 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）渋ノ湯堀線・角名

橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 茅野市  ■          80 策定済

11-A116

A01-018 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）153号・深沢大橋ほ

か

橋梁補修（0.6km、10橋） 宮田村　箕輪町  ■         225 策定済

11-A117

A01-019 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）153号・郷士沢橋ほ

か

橋梁補修（0.1km、10橋） 中川村　辰野町  ■         165 策定済

11-A118

A01-020 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）152号・大犬沢橋ほ

か

橋梁補修（0.1km、5橋） 伊那市  ■         175 策定済

11-A119

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）152号・片倉大橋ほ

か

橋梁補修（0.1km、7橋） 伊那市  ■         165 策定済

11-A120

A01-022 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）伊那富辰野（停）

線・百々橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 辰野町  ■          10 策定済

11-A121

A01-023 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）361号・与地逢坂橋

ほか

橋梁補修（0.6km、4橋） 南箕輪村　伊那

市

 ■         200 策定済

11-A122

A01-024 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）駒ヶ根駒ヶ岳線・

駒ヶ根橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 駒ヶ根市  ■          70 策定済

11-A123

A01-025 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）芝原高遠線・大明

神橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 伊那市  ■          50 策定済

11-A124

A01-026 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）418号・瀬戸橋ほか 橋梁補修（0.1km、2橋） 天竜村  ■         100 策定済

11-A125

A01-027 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・

園原大橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 阿智村  ■          70 策定済

11-A126

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-028 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）親田中村線・久米

川橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 飯田市  ■          20 策定済

11-A127

A01-029 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）152号・天神大渡橋

ほか

橋梁補修（0.2km、3橋） 飯田市  ■          30 策定済

11-A128

A01-030 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）256号・上清内路橋

ほか

橋梁補修（0.2km、2橋） 飯田市  ■  ■         210 策定済

11-A130

A01-031 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）151号・吉岡城南大

橋

橋梁補修（0.3km、1橋） 下條村  ■  ■         225 策定済

11-A131

A01-032 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）151号・駒沢橋 橋梁補修（0.1km、1橋） 飯田市  ■  ■         100 策定済

11-A132

A01-033 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・

弁天橋

橋梁補修（0.2km、1橋） 喬木村  ■  ■         150 策定済

11-A133

A01-034 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・

逢橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 喬木村  ■  ■         130 策定済

11-A134

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-035 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・入二

号橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 木曽町  ■          75 策定済

11-A134

A01-036 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・入三

号橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 木曽町  ■          75 策定済

11-A135

A01-037 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・

本社橋ほか

橋梁補修（0.2km、4橋） 木曽町  ■          10 策定済

11-A136

A01-038 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）361号・馬里橋ほか 橋梁補修（0.1km、3橋） 木曽町  ■           5 策定済

11-A137

A01-039 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）361号・西野橋ほか 橋梁補修（0.1km、4橋） 木曽町  ■          64 策定済

11-A138

A01-040 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・寺平

橋ほか

橋梁補修（0.1km、2橋） 木祖村  ■          68 策定済

11-A139

A01-041 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）松本空港塩尻北イ

ンター線・吉田跨線橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 塩尻市  ■         120 策定済

11-A140

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-042 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）御馬越塩尻（停）

線・太田橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 塩尻市  ■          95 策定済

11-A141

A01-043 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）158号・上坂巻橋ほ

か

橋梁補修（0.3km、4橋） 松本市  ■         153 策定済

11-A142

A01-044 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）158号・赤松橋ほか 橋梁補修（0.1km、2橋） 松本市  ■          78 策定済

11-A143

A01-045 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）塩尻鍋割穂高線・

今村橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 松本市  ■         676 策定済

11-A144

A01-046 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）乗鞍岳線・前川渡

大橋ほか

橋梁補修（0.3km、3橋） 松本市  ■         209 策定済

11-A145

A01-047 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）奈良井（停）線・

奈良井川橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 塩尻市  ■          45 策定済

11-A146

A01-048 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）御馬越塩尻（停）

線・小曽部橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 塩尻市  ■          35 策定済

11-A147

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-049 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）147号・土場跨線橋

ほか

橋梁補修（0.1km、3橋） 安曇野市  ■         120 策定済

11-A148

A01-050 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）147号・穂高橋 橋梁補修（0.2km、1橋） 安曇野市  ■          39 策定済

11-A149

A01-051 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）安曇野インター堀

金線・成相跨線橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 安曇野市  ■          90 策定済

11-A150

A01-052 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）148号・佐野橋ほか 橋梁補修（0.1km、4橋） 大町市　白馬村  ■          50 策定済

11-A151

A01-053 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）148号・柳瀬橋ほか 橋梁補修（0.5km、6橋） 大町市　小谷村  ■         150 策定済

11-A152

A01-054 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）槍ヶ岳線・野口橋

ほか

橋梁補修（0.4km、3橋） 大町市  ■          50 策定済

11-A153

A01-055 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）上生坂信濃松川（

停）線・大曲橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 池田町  ■          10 策定済

11-A154

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

修繕 （一）聖高原千曲線・万

葉橋

橋梁補修（0.4km、1橋） 千曲市  ■         200 策定済

11-A155

A01-057 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）403号・伊勢町跨線

橋ほか

橋梁補修（0.1km、3橋） 小布施町  ■         100 策定済

11-A156

A01-058 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）403号・松川橋 橋梁補修（0.1km、1橋） 小布施町  ■          50 策定済

11-A157

A01-059 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

・小布施橋

橋梁補修（1.0km、1橋） 小布施町  ■         100 策定済

11-A158

A01-060 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）406号・宇原橋ほか 橋梁補修（0.3km、3橋） 須坂市  ■          52 策定済

11-A159

A01-061 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）山田温泉線・子安

橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 高山村  ■          30 策定済

11-A160

A01-062 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

）線・琵琶滝橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 長野市  ■         100 策定済

11-A161

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-063 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）117号・蟹沢大橋ほ

か

橋梁補修（0.4km、2橋） 長野市  ■         200 策定済

11-A162

A01-064 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）長野信州新線・久

米路橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 長野市  ■          40 策定済

11-A163

A01-065 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・昭和橋

橋梁補修（0.1km、1橋） 長野市  ■          50 策定済

11-A164

A01-066 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）関崎川中島（停）

線・関崎橋

橋梁補修（0.5km、1橋） 長野市  ■         119 策定済

11-A165

A01-067 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）117号・丹波島橋 橋梁補修（0.6km、1橋） 長野市  ■         485 策定済

11-A166

A01-068 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （一）清野篠ノ井（停）

線・岩野橋

橋梁補修（0.5km、1橋） 長野市  ■         160 策定済

11-A167

A01-069 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）長野菅平線・落合

橋ほか

橋梁補修（0.9km、2橋） 長野市  ■         297 策定済

11-A168

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-070 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）長野信州新線・篠

ノ井南跨線橋

橋梁補修（0.3km、1橋） 長野市  ■         595 策定済

11-A169

A01-071 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 （主）丸子信州新線・新

町橋

橋梁補修（0.2km、1橋） 長野市  ■         195 策定済

11-A170

A01-072 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・五輪大橋高架橋

橋梁補修（0.3km、1橋） 長野市  ■         140 策定済

11-A171

A01-073 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・森下

橋ほか

橋梁補修（0.4km、3橋） 長野市  ■          70 策定済

11-A172

A01-074 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）292号・栗和田高架

橋ほか

橋梁補修（1.5km、3橋） 山ノ内町　中野

市

 ■         300 策定済

11-A173

A01-075 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 （国）117号・伍位野橋ほ

か

橋梁補修（0.8km、7橋） 飯山市　栄村  ■          80 策定済

11-A174

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-076 道路 一般 小諸市 直接 小諸市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 小諸市  ■         150 －

11-A501

A01-077 道路 一般 佐久市 直接 佐久市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 佐久市  ■         209 －

11A-502

A01-078 道路 一般 上田市 直接 上田市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 上田市  ■         200 －

11-A503

A01-079 道路 一般 東御市 直接 東御市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 東御市  ■          80 －

11-A504

A01-080 道路 一般 岡谷市 直接 岡谷市 市町村

道

計画調

査

市内一円 橋梁長寿命化修繕計画策定 岡谷市  ■           8 －

11-A505

A01-081 道路 一般 茅野市 直接 茅野市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 茅野市  ■         170 －

11-A506

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-082 道路 一般 駒ヶ根市 直接 駒ケ根市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 駒ケ根市  ■         110 －

11-A507

A01-083 道路 一般 辰野町 直接 辰野町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 辰野町  ■          80 －

11-A508

A01-084 道路 一般 箕輪町 直接 箕輪町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 箕輪町  ■          50 －

11-A509

A01-085 道路 一般 飯島町 直接 飯島町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 飯島町  ■          98 －

11-A510

A01-086 道路 一般 南箕輪村 直接 南箕輪村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 南箕輪村  ■          25 －

11-A511

A01-087 道路 一般 飯田市 直接 飯田市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 飯田市  ■         425 －

11-A512

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-088 道路 一般 高森町 直接 高森町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 高森町  ■          50 －

11-A513

A01-089 道路 一般 阿智村 直接 阿智村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 阿智村  ■          78 －

11-A514

A01-090 道路 一般 天龍村 直接 天龍村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 天龍村  ■          42 －

11-A515

A01-091 道路 一般 上松町 直接 上松町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 上松町  ■          35 －

11-A516

A01-092 道路 一般 南木曽町 直接 南木曽町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 南木曽町  ■          75 －

11-A517

A01-093 道路 一般 木曽町 直接 木曽町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 木曽町  ■         130 －

11-A518

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-094 道路 一般 大桑村 直接 大桑村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 大桑村  ■          50 －

11-A519

A01-095 道路 一般 松本市 直接 松本市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 松本市  ■         233 －

11-A520

A01-096 道路 一般 塩尻市 直接 塩尻市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 塩尻市  ■         250 －

11-A521

A01-097 道路 一般 筑北村 直接 筑北村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 筑北村  ■          55 －

11-A523

A01-098 道路 一般 安曇野市 直接 安曇野市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 安曇野市  ■         120 －

11-A524

A01-099 道路 一般 池田町 直接 池田町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 池田町  ■          19 －

11-A525

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-100 道路 一般 千曲市 直接 千曲市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 千曲市  ■         105 －

11-A526

A01-101 道路 一般 長野市 直接 長野市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 長野市  ■         370 －

11-A527

A01-102 道路 一般 山ノ内町 直接 山ノ内町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 山ノ内町  ■          50 －

11-A528

A01-103 道路 一般 伊那市 直接 伊那市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（トンネル） 伊那市  ■          10 －

11-A529

A01-104 道路 一般 軽井沢町 直接 軽井沢町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 軽井沢町  ■          95 －

11-A530

A01-105 道路 一般 飯山市 直接 飯山市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 飯山市  ■         164 －

11-A531

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-106 道路 一般 木曽町 直接 木曽町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（トンネル） 木曽町  ■           6 －

11-A532

A01-107 道路 一般 小海町 直接 小海町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（トンネル） 小海町  ■           4 －

11-A534

A01-108 道路 一般 軽井沢町 直接 軽井沢町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（大型カルバート） 軽井沢町  ■           4 －

11-A535

A01-109 道路 一般 川上村 直接 川上村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 川上村  ■         190 －

11-A536

A01-110 道路 一般 茅野市 直接 茅野市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（大型カルバート） 茅野市  ■           2 －

11-A538

A01-111 道路 一般 茅野市 直接 茅野市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（横断歩道橋） 茅野市  ■           2 －

11-A539

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-112 道路 一般 富士見町 直接 富士見町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 富士見町  ■         190 －

11-A540

A01-113 道路 一般 原村 直接 原村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 原村  ■          40 －

11-A541

A01-114 道路 一般 宮田村 直接 宮田村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 宮田村  ■          21 －

11-A542

A01-115 道路 一般 阿南町 直接 阿南町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 阿南町  ■          32 －

11-A543

A01-116 道路 一般 下條村 直接 下條村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 下條村  ■          24 －

11-A545

A01-117 道路 一般 売木村 直接 売木村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 売木村  ■          15 －

11-A546

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-118 道路 一般 天龍村 直接 天龍村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（トンネル） 天龍村  ■          20 －

11-A547

A01-119 道路 一般 泰阜村 直接 泰阜村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 泰阜村  ■          17 －

11-A548

A01-120 道路 一般 豊丘村 直接 豊丘村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 豊丘村  ■          35 －

11-A549

A01-121 道路 一般 豊丘村 直接 豊丘村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（トンネル） 豊丘村  ■           2 －

11-A550

A01-122 道路 一般 大鹿村 直接 大鹿村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 大鹿村  ■          23 －

11-A551

A01-123 道路 一般 大桑村 直接 大桑村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（トンネル） 大桑村  ■          13 －

11-A552

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 筑北村 直接 筑北村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（トンネル） 筑北村  ■           2 －

11-A553

A01-125 道路 一般 松川村 直接 松川村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 松川村  ■          50 －

11-A554

A01-126 道路 一般 白馬村 直接 白馬村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検（道路橋） 白馬村  ■          86 －

11-A555

A01-127 道路 一般 須坂市 直接 須坂市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（道路橋） 須坂市  ■          50 －

11-A556

A01-128 道路 一般 長野市 直接 長野市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検（門型標識） 長野市  ■           3 －

11-A557

A01-129 道路 一般 信濃町 直接 信濃町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（道路橋） 信濃町  ■          11 －

11-A558

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-130 道路 一般 信濃町 直接 信濃町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検（トンネル） 信濃町  ■           5 －

11-A559

A01-131 道路 一般 信濃町 直接 信濃町 市町村

道

計画調

査

町内一円 定期点検(シェッド)  信濃町  ■          10 －

11-A560

A01-132 道路 一般 中野市 直接 中野市 市町村

道

計画調

査

市内一円 定期点検(道路橋)  中野市  ■          43 －

11-A570

A01-133 道路 一般 木島平村 直接 木島平村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検(道路橋)  木島平村  ■          15 －

11-A571

A01-134 道路 一般 栄村 直接 栄村 市町村

道

計画調

査

村内一円 定期点検(道路橋) 栄村  ■          18 －

11-A572

A01-135 道路 一般 富士見町 直接 富士見町 市町村

道

修繕 (他)3601号線ほか・中学

校橋ほか1橋

橋梁修繕(2橋) 富士見町  ■         150 策定済

11-A600

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-136 道路 一般 駒ヶ根市 直接 駒ケ根市 市町村

道

修繕 (1)下街道本線ほか・大田

原橋ほか6橋

橋梁修繕(7橋) 駒ケ根市  ■         345 策定済

11-A601

A01-137 道路 一般 泰阜村 直接 泰阜村 市町村

道

修繕 (1)4号線ほか・沢小屋橋

ほか9橋

橋梁修繕(10橋) 泰阜村  ■          65 策定済

11-A602

A01-138 道路 一般 大桑村 直接 大桑村 市町村

道

修繕 (1)長野殿線・大桑橋 老朽橋架替(1橋) 大桑村  ■  ■       1,127 策定済

11-A603

A01-139 道路 一般 小諸市 直接 小諸市 市町村

道

修繕 (他)1406号線・常盤橋 老朽橋架替(1橋) 小諸市  ■          20 策定済

11-A604

A01-140 道路 一般 東御市 直接 東御市 市町村

道

修繕 (1)御八城大橋線ほか・御

八城大橋ほか3橋

橋梁修繕(4橋) 東御市  ■         300 策定済

11-A605

A01-141 道路 一般 原村 直接 原村 市町村

道

修繕 (他)7080号線・弓振15号

橋

老朽橋架替(1橋) 原村  ■          48 策定済

11-A606

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-142 道路 一般 大桑村 直接 大桑村 市町村

道

修繕 (2)殿小川一号線ほか・小

川第2号橋ほか5橋 

橋梁修繕(6橋) 大桑村  ■          83 策定済

11-A607

A01-143 道路 一般 安曇野市 直接 安曇野市 市町村

道

修繕 (1)豊科1級29号線ほか・

拾ケ堰橋ほか13橋 

橋梁修繕(14橋) 安曇野市  ■         161 策定済

11-A608

A01-144 道路 一般 坂城町 直接 坂城町 市町村

道

修繕 (1)A05号線ほか・鼠橋ほ

か3橋 

橋梁修繕(4橋) 坂城町  ■         210 策定済

11-A609

A01-145 道路 一般 信濃町 直接 信濃町 市町村

道

修繕 (1)土橋六月線ほか・池尻

2号橋ほか3橋

橋梁修繕(4橋) 信濃町  ■         173 策定済

11-A610

A01-146 道路 一般 小川村 直接 小川村 市町村

道

修繕 (1)1-11号線ほか・瀬戸川

橋ほか4橋 

橋梁修繕(5橋) 小川村  ■          60 策定済

11-A611

A01-147 道路 一般 小諸市 直接 小諸市 市町村

道

修繕 (他)4035号線ほか・美南

ガ丘歩道橋ほか1橋 

歩道橋修繕(2橋) 小諸市  ■         100 策定済

11-A612

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-148 道路 一般 佐久穂町 直接 佐久穂町 市町村

道

修繕 (1)白矢線ほか・親沢橋ほ

か7橋

橋梁修繕(8橋) 佐久穂町  ■         135 策定済

11-A613

A01-149 道路 一般 上田市 直接 上田市 市町村

道

修繕 (他)川原柳豊里線ほか・

野竹トンネルほか4トンネ

ル

トンネル修繕(5トンネル) 上田市  ■          63 策定済

11-A614

A01-150 道路 一般 諏訪市 直接 諏訪市 市町村

道

修繕 (他)21001号線・湖岸中門

橋

老朽橋架替(1橋) 諏訪市  ■         452 策定済

11-A615

A01-151 道路 一般 茅野市 直接 茅野市 市町村

道

修繕 (1)1級8号線ほか・西茅野

大橋ほか3橋 

橋梁修繕(4橋) 茅野市  ■         227 策定済

11-A616

A01-152 道路 一般 伊那市 直接 伊那市 市町村

道

修繕 (1)小豆板線・小豆坂トン

ネル

トンネル修繕(1トンネル) 伊那市  ■         125 策定済

11-A618

A01-153 道路 一般 中川村 直接 中川村 市町村

道

修繕 (他)葛島中央線ほか・葛

北橋ほか1橋

橋梁修繕(2橋) 中川村  ■          50 策定済

11-A619

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-154 道路 一般 南木曽町 直接 南木曽町 市町村

道

修繕 (他)南沢線ほか・高橋ほ

か4橋

橋梁修繕(5橋) 南木曽町  ■          68 策定済

11-A620

A01-155 道路 一般 白馬村 直接 白馬村 市町村

道

修繕 (1)0105号線・ウイング21 大型カルバート修繕(1箇所) 白馬村  ■          30 策定済

11-A621

A01-156 道路 一般 高山村 直接 高山村 市町村

道

修繕 (1)荒井原駒場線ほか・駒

場橋ほか2橋 

橋梁修繕(3橋) 高山村  ■         291 策定済

11-A622

A01-157 道路 一般 小諸市 直接 小諸市 市町村

道

修繕 (他)1411号線ほか・0213

橋ほか6橋 

橋梁修繕(7橋) 小諸市  ■         160 策定済

11-A623

A01-158 道路 一般 佐久市 直接 佐久市 市町村

道

修繕 (他)67-117号線ほか・尾

崎橋ほか22橋

橋梁修繕(23橋) 佐久市  ■         504 策定済

11-A624

A01-159 道路 一般 佐久市 直接 佐久市 市町村

道

修繕 (1)62-001号線ほか・三越

橋ほか20橋

橋梁修繕(21橋) 佐久市  ■         111 策定済

11-A625

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-160 道路 一般 小海町 直接 小海町 市町村

道

修繕 (1)稲子白駒線ほか・稲子

橋ほか4橋 

橋梁修繕(5橋) 小海町  ■         125 策定済

11-A626

A01-161 道路 一般 小海町 直接 小海町 市町村

道

修繕  (1)川久保八那池線ほか

・荒倉川橋ほか4橋

橋梁修繕(5橋) 小海町  ■          80 策定済

11-A627

A01-162 道路 一般 佐久穂町 直接 佐久穂町 市町村

道

修繕 (1)4-26号線ほか・馬越橋

ほか8橋 

橋梁修繕(9橋) 佐久穂町  ■         355 策定済

11-A628

A01-163 道路 一般 軽井沢町 直接 軽井沢町 市町村

道

修繕 (1)発地馬取線ほか・発地

橋ほか1橋

橋梁修繕(2橋) 軽井沢町  ■          30 策定済

11-A629

A01-164 道路 一般 軽井沢町 直接 軽井沢町 市町村

道

修繕 (1)塩沢鳥井原線ほか・塩

沢橋ほか5橋 

橋梁修繕(6橋) 軽井沢町  ■          75 策定済

11-A630

A01-165 道路 一般 御代田町 直接 御代田町 市町村

道

修繕 (他)草越茂沢線ほか・草

越1号橋ほか3橋

橋梁修繕(4橋) 御代田町  ■          70 策定済

11-A631

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-166 道路 一般 南牧村 直接 南牧村 市町村

道

修繕 (2)小坂橋線ほか・板橋国

道橋ほか4橋 

橋梁修繕(5橋) 南牧村  ■         170 策定済

11-A633

A01-167 道路 一般 南牧村 直接 南牧村 市町村

道

修繕 (2)川平・臨幸線ほか・神

明森橋ほか3橋 

橋梁修繕(4橋) 南牧村  ■          80 策定済

11-A634

A01-168 道路 一般 南相木村 直接 南相木村 市町村

道

修繕 (1)一本木線ほか・千ケ滝

橋ほか１橋 

橋梁修繕(2橋) 南相木村  ■          31 策定済

11-A635

A01-169 道路 一般 南相木村 直接 南相木村 市町村

道

修繕 (他)板小屋線・奥三川ト

ンネル

トンネル修繕(1トンネル) 南相木村  ■          29 策定済

11-A636

A01-170 道路 一般 北相木村 直接 北相木村 市町村

道

修繕 (2)底水線ほか・山口橋ほ

か2橋

橋梁修繕(3橋) 北相木村  ■          27 策定済

11-A637

A01-171 道路 一般 上田市 直接 上田市 市町村

道

修繕 (1)踏入大屋線・神川橋 老朽橋架替(1橋) 上田市  ■         747 策定済

11-A638

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-172 道路 一般 上田市 直接 上田市 市町村

道

修繕 (2)大湯院内線・七久里橋

 

老朽橋架替(1橋) 上田市  ■         175 策定済

11-A639

A01-173 道路 一般 上田市 直接 上田市 市町村

道

修繕 (他)富士見台団地入り口

線ほか・富士見台橋ほか2

6橋

橋梁修繕(27橋) 上田市  ■         740 策定済

11-A640

A01-174 道路 一般 上田市 直接 上田市 市町村

道

修繕 (他)別所4号線ほか・相染

橋ほか26橋

橋梁修繕(27橋) 上田市  ■         280 策定済

11-A641

A01-175 道路 一般 東御市 直接 東御市 市町村

道

修繕 (2)田之尻畔田線ほか・あ

ぜだ橋ほか4橋 

橋梁修繕(5橋) 東御市  ■         100 策定済

11-A642

A01-176 道路 一般 岡谷市 直接 岡谷市 市町村

道

修繕 (他)湊88号線ほか・花上

寺橋ほか5橋

橋梁修繕(6橋) 岡谷市  ■         239 策定済

11-A645

A01-177 道路 一般 岡谷市 直接 岡谷市 市町村

道

修繕 (1)3号線ほか・滝ノ沢第

三橋ほか6橋 

橋梁修繕(7橋) 岡谷市  ■         135 策定済

11-A646

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-178 道路 一般 諏訪市 直接 諏訪市 市町村

道

修繕 (他)23194号線ほか・古川

用水1の橋ほか2橋

橋梁修繕(3橋) 諏訪市  ■         140 策定済

11-A647

A01-179 道路 一般 伊那市 直接 伊那市 市町村

道

修繕 (1)荒井横山線ほか・荒井

富士山橋ほか14橋

橋梁修繕(15橋) 伊那市  ■         600 策定済

11-A649

A01-180 道路 一般 辰野町 直接 辰野町 市町村

道

修繕 (1)16号線ほか・千歳橋ほ

か5橋

橋梁修繕(6橋) 辰野町  ■         180 策定済

11-A650

A01-181 道路 一般 箕輪町 直接 箕輪町 市町村

道

修繕 (1)1号線・西開橋ほか2橋 橋梁修繕(3橋) 箕輪町  ■          37 策定済

11-A651

A01-182 道路 一般 箕輪町 直接 箕輪町 市町村

道

修繕 (1)8号線ほか・箕輪橋ほ

か2橋

橋梁修繕(3橋) 箕輪町  ■         150 策定済

11-A652

A01-183 道路 一般 飯島町 直接 飯島町 市町村

道

修繕 (他)久根平中央線・久根

平橋ほか10橋

橋梁修繕(11橋) 飯島町  ■         200 策定済

11-A653

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-184 道路 一般 中川村 直接 中川村 市町村

道

修繕 (2)渡場間柱線・苦木沢橋

ほか2橋 

橋梁修繕(3橋) 中川村  ■         100 策定済

11-A655

A01-185 道路 一般 宮田村 直接 宮田村 市町村

道

修繕 (1)1号線ほか・真米橋ほ

か3橋 

橋梁修繕(4橋) 宮田村  ■         154 策定済

11-A656

A01-186 道路 一般 宮田村 直接 宮田村 市町村

道

修繕 (1)39号線ほか・抜井橋ほ

か3橋

橋梁修繕(4橋) 宮田村  ■          30 策定済

11-A657

A01-187 道路 一般 飯田市 直接 飯田市 市町村

道

修繕 (他)座光寺275号線ほか・

南大島川橋ほか34橋

橋梁修繕(35橋) 飯田市  ■         900 策定済

11-A658

A01-188 道路 一般 飯田市 直接 飯田市 市町村

道

修繕 (2)横山線ほか・久米路橋

ほか39橋

橋梁修繕(40橋) 飯田市  ■         320 策定済

11-A659

A01-189 道路 一般 高森町 直接 高森町 市町村

道

修繕 (他)112号線ほか・深山田

橋ほか4橋

橋梁修繕(5橋) 高森町  ■         250 策定済

11-A660

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-190 道路 一般 高森町 直接 高森町 市町村

道

修繕 (1)1-1号線ほか・城岸3号

橋ほか9橋

橋梁修繕(10橋) 高森町  ■          50 策定済

11-A661

A01-191 道路 一般 高森町 直接 高森町 市町村

道

修繕 (1)1-6号線・八日市場(2) 老朽橋架替(1橋) 高森町  ■          29 策定済

11-A662

A01-192 道路 一般 阿南町 直接 阿南町 市町村

道

修繕 (2)大下条1号線ほか・川

田橋ほか4橋

橋梁修繕(5橋) 阿南町  ■          45 策定済

11-A663

A01-193 道路 一般 阿南町 直接 阿南町 市町村

道

修繕 (1)新野89号線ほか・1号

橋ほか8橋

橋梁修繕(9橋) 阿南町  ■          35 策定済

11-A664

A01-194 道路 一般 阿智村 直接 阿智村 市町村

道

修繕 (1)3-306号線・割石大橋

ほか4橋

橋梁修繕(5橋) 阿智村  ■         284 策定済

11-A665

A01-195 道路 一般 阿智村 直接 阿智村 市町村

道

修繕 (2)2-11号線・下平橋ほか

12橋

橋梁修繕(13橋) 阿智村  ■         268 策定済

11-A666

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 平谷村 直接 平谷村 市町村

道

修繕 (1)19号線ほか・平谷湖橋

ほか3橋

橋梁修繕(4橋) 平谷村  ■          81 策定済

11-A667

A01-197 道路 一般 平谷村 直接 平谷村 市町村

道

修繕 (他)1号線ほか・新橋ほか

6橋

橋梁修繕(7橋) 平谷村  ■          14 策定済

11-A668

A01-198 道路 一般 下條村 直接 下條村 市町村

道

修繕 (他)474号線ほか・かじが

いと橋ほか1橋

橋梁修繕(2橋) 下條村  ■         131 策定済

11-A669

A01-199 道路 一般 下條村 直接 下條村 市町村

道

修繕 (1)3号線・新田1号橋 橋梁修繕(1橋) 下條村  ■          10 策定済

11-A670

A01-200 道路 一般 売木村 直接 売木村 市町村

道

修繕 (他)陽梨線ほか・陽梨橋

ほか1橋

橋梁修繕(2橋) 売木村  ■          25 策定済

11-A671

A01-201 道路 一般 天龍村 直接 天龍村 市町村

道

修繕 (1)天龍左岸線・6号橋ほ

か5橋

橋梁修繕(6橋) 天龍村  ■         130 策定済

11-A672

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 天龍村 直接 天龍村 市町村

道

修繕 (他)天竜川線・清水橋ほ

か9橋

橋梁修繕(10橋) 天龍村  ■          64 策定済

11-A673

A01-203 道路 一般 喬木村 直接 喬木村 市町村

道

修繕 (1)7号線ほか・大岩桟道

橋ほか6橋 

橋梁修繕(7橋) 喬木村  ■         140 策定済

11-A674

A01-204 道路 一般 豊丘村 直接 豊丘村 市町村

道

修繕 (1)中央線ほか・虻川大橋

ほか10橋 

橋梁修繕(11橋) 豊丘村  ■         173 策定済

11-A675

A01-205 道路 一般 豊丘村 直接 豊丘村 市町村

道

修繕 (2)北垣外北村林1号線ほ

か・枇杷沢新橋ほか17橋

橋梁修繕(18橋) 豊丘村  ■         150 策定済

11-A676

A01-206 道路 一般 大鹿村 直接 大鹿村 市町村

道

修繕 (1)沢井線ほか・塩川4号

橋ほか1橋

橋梁修繕(2橋) 大鹿村  ■          10 策定済

11-A677

A01-207 道路 一般 大鹿村 直接 大鹿村 市町村

道

修繕 (他)小渋橋線ほか・小渋

橋ほか5橋

橋梁修繕(6橋) 大鹿村  ■          43 策定済

11-A678

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-208 道路 一般 上松町 直接 上松町 市町村

道

修繕 (他)赤沢線ほか・北股橋

ほか5橋

橋梁修繕(6橋) 上松町  ■         150 策定済

11-A679

A01-209 道路 一般 上松町 直接 上松町 市町村

道

修繕 (他)小脇下線ほか・小脇

橋ほか7橋

橋梁修繕(8橋) 上松町  ■          60 策定済

11-A680

A01-210 道路 一般 南木曽町 直接 南木曽町 市町村

道

修繕 (他)南沢線ほか・南沢橋

ほか8橋

橋梁修繕(9橋) 南木曽町  ■          72 策定済

11-A682

A01-211 道路 一般 木祖村 直接 木祖村 市町村

道

修繕 (1)菅線ほか・菅川橋ほか

2橋

橋梁修繕(3橋) 木祖村  ■          90 策定済

11-A683

A01-212 道路 一般 木祖村 直接 木祖村 市町村

道

修繕 (他)塩沢峠線ほか・塩沢

峠橋ほか1橋

橋梁修繕(2橋) 木祖村  ■          50 策定済

11-A684

A01-213 道路 一般 王滝村 直接 王滝村 市町村

道

修繕 (他)第29号線ほか・中越

橋ほか5橋  

橋梁修繕(6橋) 王滝村  ■         220 策定済

11-A685

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-214 道路 一般 大桑村 直接 大桑村 市町村

道

修繕 (他)二つ岩線ほか・森橋

ほか3橋

橋梁修繕(4橋) 大桑村  ■         102 策定済

11-A687

A01-215 道路 一般 松本市 直接 松本市 市町村

道

修繕 (2)2552号線ほか・元町橋

ほか21橋

橋梁修繕(22橋) 松本市  ■         800 策定済

11-A688

A01-216 道路 一般 松本市 直接 松本市 市町村

道

修繕 (1)8102号線ほか・学北橋

ほか19橋

橋梁修繕(20橋) 松本市  ■         200 策定済

11-A689

A01-217 道路 一般 塩尻市 直接 塩尻市 市町村

道

修繕 (他)太田芦ノ田下線ほか

・桔梗大橋ほか3橋

橋梁修繕(4橋) 塩尻市  ■         300 策定済

11-A691

A01-218 道路 一般 麻績村 直接 麻績村 市町村

道

修繕 (他)麻上16号線ほか・麻

上16号1号橋ほか18橋

橋梁修繕(19橋) 麻績村  ■         112 策定済

11-A692

A01-219 道路 一般 朝日村 直接 朝日村 市町村

道

修繕 (1)西洗馬幹1号線ほか・

松ノ木橋ほか2橋 

橋梁修繕(3橋) 朝日村  ■         201 策定済

11-A693

35 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-220 道路 一般 朝日村 直接 朝日村 市町村

道

修繕 (1)西洗馬幹6号線・6号橋

 

橋梁修繕(1橋) 朝日村  ■          18 策定済

11-A694

A01-221 道路 一般 筑北村 直接 筑北村 市町村

道

修繕 (他)山秋海道線ほか・山

秋海道橋ほか4橋

橋梁修繕(5橋) 筑北村  ■         145 策定済

11-A695

A01-222 道路 一般 筑北村 直接 筑北村 市町村

道

修繕 (1)別所線ほか・粟島3号

橋ほか4橋

橋梁修繕(5橋) 筑北村  ■         166 策定済

11-A696

A01-223 道路 一般 安曇野市 直接 安曇野市 市町村

道

修繕 (他)穂高0763号線ほか・

しゃくなげ橋ほか8橋 

橋梁修繕(9橋) 安曇野市  ■         227 策定済

11-A697

A01-224 道路 一般 大町市 直接 大町市 市町村

道

修繕 (2)菅の窪線・満仲橋 橋梁修繕(1橋) 大町市  ■          20 策定済

11-A698

A01-225 道路 一般 大町市 直接 大町市 市町村

道

修繕 (1)矢下野平線ほか・川久

保橋ほか7橋  

橋梁修繕(8橋) 大町市  ■         110 策定済

11-A699

36 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-226 道路 一般 池田町 直接 池田町 市町村

道

修繕 (他)101号線ほか・内川1

号橋ほか10橋

橋梁修繕(11橋) 池田町  ■          25 策定済

11-A700

A01-227 道路 一般 白馬村 直接 白馬村 市町村

道

修繕 (1)0208号線ほか・姫川通

橋ほか8橋 

橋梁修繕(9橋) 白馬村  ■         290 策定済

11-A701

A01-228 道路 一般 白馬村 直接 白馬村 市町村

道

修繕 (他)3105号線ほか・木流2

号橋ほか3橋 

橋梁修繕(4橋) 白馬村  ■          58 策定済

11-A702

A01-229 道路 一般 小谷村 直接 小谷村 市町村

道

修繕 (他)三ヶ村線・不動岩橋 橋梁修繕(1橋) 小谷村  ■           5 策定済

11-A703

A01-230 道路 一般 小谷村 直接 小谷村 市町村

道

修繕 (他)川尻線・平倉トンネ

ルほか2トンネル 

トンネル修繕(3トンネル) 小谷村  ■         106 策定済

11-A704

A01-231 道路 一般 坂城町 直接 坂城町 市町村

道

修繕 (他)0639号線ほか・浅間

橋ほか5橋

橋梁修繕(6橋) 坂城町  ■          70 策定済

11-A705

37 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-232 道路 一般 須坂市 直接 須坂市 市町村

道

修繕 (1)須坂温泉線ほか ・温

泉橋ほか13橋

橋梁修繕(14橋) 須坂市  ■         150 策定済

11-A706

A01-233 道路 一般 須坂市 直接 須坂市 市町村

道

修繕 (1)園芸高校井上線ほか・

中鮎川橋ほか5橋 

橋梁修繕(6橋) 須坂市  ■          80 策定済

11-A707

A01-234 道路 一般 小布施町 直接 小布施町 市町村

道

修繕 (他)707号線ほか・上松川

橋ほか2橋

橋梁修繕(3橋) 小布施町  ■          35 策定済

11-A708

A01-235 道路 一般 長野市 直接 長野市 市町村

道

修繕 (2)芋井105号線ほか・大

峯橋ほか16橋

橋梁修繕(17橋) 長野市  ■         600 策定済

11-A709

A01-236 道路 一般 長野市 直接 長野市 市町村

道

修繕 (他)松代西222号線ほか・

神田橋ほか5橋 

橋梁修繕(6橋) 長野市  ■          60 策定済

11-A710

A01-237 道路 一般 飯綱町 直接 飯綱町 市町村

道

修繕 (1)K1-6号線ほか・鳥居新

橋ほか2橋 

橋梁修繕(3橋) 飯綱町  ■         150 策定済

11-A712

38 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-238 道路 一般 小川村 直接 小川村 市町村

道

修繕 (1)21号線ほか・中尾橋ほ

か5橋 

橋梁修繕(6橋) 小川村  ■         118 策定済

11-A713

A01-239 道路 一般 中野市 直接 中野市 市町村

道

修繕 (1)柳沢古牧線ほか・折橋

ほか6橋

橋梁修繕(7橋) 中野市  ■         196 策定済

11-A714

A01-240 道路 一般 中野市 直接 中野市 市町村

道

修繕 (1)東田線ほか・高遠橋ほ

か5橋 

橋梁修繕(6橋) 中野市  ■          42 策定済

11-A715

A01-241 道路 一般 山ノ内町 直接 山ノ内町 市町村

道

修繕 (1)表落合池ノ平線ほか・

下白沢橋ほか6橋

橋梁修繕(7橋) 山ノ内町  ■         250 策定済

11-A716

A01-242 道路 一般 木島平村 直接 木島平村 市町村

道

修繕 (他)765号線ほか・千石橋

ほか2橋 

橋梁修繕(3橋) 木島平村  ■          34 策定済

11-A717

A01-243 道路 一般 栄村 直接 栄村 市町村

道

修繕 (他)極野線ほか・大瀬橋

ほか9橋

橋梁修繕(10橋) 栄村  ■          77 策定済

11-A718

39 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-244 道路 一般 塩尻市 直接 塩尻市 市町村

道

修繕 (他)浅敷東耕地線ほか・

地替窪橋ほか2橋 

耐震補強(3橋) 塩尻市  ■         260 策定済

11-A719

A01-245 道路 一般 阿智村 直接 阿智村 市町村

道

修繕 (他)3-39号線・中之橋 老朽橋架替(1橋) 阿智村  ■          35 策定済

11-A720

A01-246 道路 一般 松本市 直接 松本市 市町村

道

修繕 (他)新野麦街道線・奈川 トンネル修繕((1トンネル) 松本市  ■           5 策定済

11-A721

A01-247 道路 一般 松本市 直接 松本市 市町村

道

修繕 (他)8730号線ほか・島内

ほか3橋

横断歩道橋修繕(4橋) 松本市  ■          56 策定済

11-A722

A01-248 道路 一般 松本市 直接 松本市 市町村

道

修繕 (2)1517号線・白坂 大型カルバート修繕(1箇所) 松本市  ■           3 策定済

11-A723

A01-249 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)152号　下榑渡橋 橋梁架替　L=0.1km 大鹿村  ■         120 策定済

11-A300

A01-250 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)256号　梨の木沢橋 橋梁架替　L=0.1km 南木曽町  ■          50 策定済

11-A301

40 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-251 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)418号　天竜川橋 橋梁架替　L=0.5km 天龍村  ■       1,500 策定済

11-A302

A01-252 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)内川姨捨停車場線　

冠着橋

橋梁架替　L=0.9km 千曲市  ■       4,000 策定済

11-A401

A01-253 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)中津川田立線　大滝

川橋

橋梁架替　L=0.9km 南木曽町  ■         750 策定済

11-A402

A01-254 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)市ノ沢山吹(停)線　

新万年橋

橋梁架替　L=0.8km 豊丘村～高森町  ■       3,000 1.2 策定済

11-A403

A01-255 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)上松南木曽線　和村

橋

橋梁架替　L=0.5km 大桑村  ■         900 2.1 策定済

11-A404

A01-256 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)栗林宮田(停)線　大

久保橋

橋梁架替　L=0.7km 駒ケ根市～宮田

村

 ■       1,900 1.1 策定済

11-A405

A01-257 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　宮

ヶ瀬橋

橋梁架替　L=1.2km 松川町  ■       2,500 1.1 策定済

11-A406

41 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-258 道路 一般 長野県 直接 長野県 － 計画調

査

県内一円 トンネル定期点検（196箇所

）

県内一円  ■         150 －

11-A002

A01-259 道路 一般 長野県 直接 長野県 － 計画調

査

県内一円 シェッド定期点検（121箇所

）

県内一円  ■          10 －

A01-260 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)254号ほか　内山トン

ネルほか

トンネル補修 佐久市ほか  ■          65 策定済

11-A201

A01-261 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)小諸軽井沢線ほか　

高津屋トンネルほか

トンネル補修 小諸市ほか  ■           0 策定済

11-A202

A01-262 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)142号ほか　和田峠ト

ンネルほか

トンネル補修 長和町ほか  ■          61 策定済

11-A203

A01-263 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)256号　清内路トンネ

ルほか

トンネル補修 阿智村  ■           0 策定済

11-A204

42 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-264 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)151号ほか　小松原ト

ンネルほか

トンネル補修 下條村ほか  ■          37 策定済

11-A205

A01-265 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)361号ほか　姥神トン

ネルほか

トンネル補修 木曽町ほか  ■          28 策定済

11-A206

A01-266 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)御岳王滝黒沢線ほか

　鞍馬トンネルほか

トンネル補修 王滝村ほか  ■          28 策定済

11-A207

A01-267 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)158号　新入山トンネ

ルほか

トンネル補修 松本市  ■          74 策定済

11-A208

A01-268 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　込路トンネル

ほか

トンネル補修 生坂村ほか  ■          47 策定済

A01-269 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　切

石トンネルほか

トンネル補修 大町市ほか  ■          61 策定済

11-A210

43 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 A01-270 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　坂上トンネル

トンネル補修 千曲市  ■          28 策定済

A01-271 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)406号　松島トンネル

ほか

トンネル補修 長野市  ■          28 策定済

11-A212

A01-272 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (主)長野信濃線ほか　坂

中トンネルほか

トンネル補修 長野市ほか  ■          37 策定済

11-A213

A01-273 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

修繕 (一)奥志賀公園線　志賀1

号トンネルほか

トンネル補修 山ノ内町  ■          74 策定済

11-A214

A01-274 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)292号ほか　有尾トン

ネルほか

トンネル補修 飯山市  ■          74 策定済

11-A215

A01-275 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 修繕 (国)406号ほか　小鍋ロッ

クシェッドほか

シェッド補修 長野市  ■          14 策定済

11-A216

 小計      51,208

44 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 H31 R02 R03 R04 R05 （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

合計      51,208

45 案件番号： 



C 効果促進事業

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 H31 R02 R03 R04 R05 （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 C01-001 道路 一般 阿智村 直接 阿智村 市町村

道

修繕 (他)4-206号線・伏谷橋 橋梁単純撤去(1橋) 阿智村  ■  ■  ■         269 策定済

橋梁修繕費用のコスト縮減

11-C001

C01-002 道路 一般 軽井沢町 直接 軽井沢町 市町村

道

－ (他)2-230号線・南ヶ丘橋 橋梁単純撤去 軽井沢町  ■          10 －

単純撤去によりその他橋梁の修繕、更新が推進される

11-C002

 小計         279

合計         279

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H31

配分額 (a)                   7,180

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                   7,180

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                   2,963

翌年度繰越額 (f)                   4,217

うち未契約繰越額(g)                     298

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    4.15

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 


