
 （１）地域内経済循環の促進  （１）県土の強靭化
◆信州の木自給圏の構築、エネルギー自立地域の確立 ◆消防防災体制の充実、災害に強いインフラ整備 
○ 環境配慮型住宅普及促進事業【ＣＰ】 ○ 大洪水対策推進事業

 （２）地域に根差した産業の振興 ・ 浸水想定区域図策定　松川、阿智川、遠山川、片桐松川
◆暮らしを支える建設産業 ・ 危機管理型水位計設置　松川、阿智川、遠山川、片桐松川他
○ 建設産業の次世代を担う人づくり推進事業【新】　ICT活用工事、週休２日工事 ○ 河川改修・環境整備事業

 （３）郷学郷就の産業人材育成・確保 31 （一）円悟沢川 ［飯田市　丸山］
◆人口減少時代の産業人材育成・確保 32 （一）源長川他 ［飯田市　大久保町他］
○ 建設産業の次世代を担う人づくり推進事業（再掲）　一級河川松川にＯＩＤＥなんしょプロジェクト 33 松川ダム再開発 （一）松川　（飯田松川） ［飯田市　松川ダム］

○ 河畔林整備事業【森】
○ 要配慮者利用施設・避難所を守る土砂災害対策推進事業

52 53 急傾斜地崩壊対策　（急）大村、（急）田島 ［阿南町　大村］【緊】、［根羽村　田島］
○ 土石流発生時の流木対策推進事業

 （１）世界を魅了するしあわせ観光地域づくり 34 砂防堰堤　（砂）作り道沢 ［平谷村　新町］【新】
◆観光地域としての基盤づくり、世界から観光客を呼び込むインバウンド戦略 ○ 災害時支え合いマップとシンクロした地区防災マップ作成　下條村
○ 「Japan Alps Cycling」ブランド構築事業【新】 ○ 緊急輸送路の防災対策強化事業（道路改築、道路法面防災、橋梁耐震補強）
○ 観光地の景観整備（沿道美化事業） 8 （主）松川インター大鹿線 ［中川村　渡場～滝沢］【緊】（再掲）

29 （一）富士見台公園線　　 ［阿智村　花桃の里］ 10 （国）４１８号 ［飯田市（南信濃）　飯島］【緊】
○ 観光地関連道路整備事業 12 （国）１５３号 ［飯田市　飯田北改良］（再掲）

12 （国）１５３号 ［飯田市　飯田北改良］ 16 （主）伊那生田飯田線 ［松川町　宮ヶ瀬橋］【緊】（再掲）
○ 「道の駅」整備・リニューアル事業 18 （国）１５１号 ［阿南町　新野］【緊】

25 （国）１５１号 ［阿南町　信州新野千石平］　　 19 （国）１５１号 ［下條村　粒良脇トンネル］　　

 （２）市街地の活性化と快適な生活空間の創造 20 （国）４１８号 ［売木村　軒川］【緊】
◆潤いのあるまち・むらづくり、官民施設の有効活用 21 （国）４１８号 ［天龍村　天竜川橋］
○ 都市公園事業 ・ （国）１５１号､１５２号､４１８号他 ［落合他､市野瀬～木沢､五軒茶屋～尾之島］他【緊】　（道路法面防災）

56 都市公園事業 [飯田市　飯田運動公園]　 ・ （国）１５１号､２５６号他 ［下條村　吉岡城南大橋、飯田市　松川橋］他【緊】　（橋梁耐震補強）

○ まちづくり推進事業 ○ 住宅・建築物耐震改修総合支援事業
・ 都市計画基礎調査の実施　松川町、高森町

○ 市街地整備事業
55 （都）飯田中津川線 ［飯田市　知久町］

○ 環境配慮型住宅普及促進事業【ＣＰ】
○ 県営住宅管理事業
○ 県営住宅『５Ｒ』プロジェクト推進事業  （２）生命・生活リスクの軽減
○ 県民との協働による沿道美化活動支援事業 ◆交通安全対策の推進 

 （３）生活を支える地域交通の確保 ○ 緊急合同点検を踏まえた通学路安全対策事業
◆生活の基盤となる道路網の整備 27 （一）親田中村線 ［飯田市　三穂］
○ 道路見える化事業（ｲﾗｲﾗ箇所の解消） 28 （一）市田（停）上市田線 ［高森町　下市田］【緊】

12 （国）１５３号 ［飯田市　飯田北改良］（再掲）  （３）地球環境への貢献
24 （主）飯島飯田線 ［飯田市　切石～北方］ ◆脱炭素社会の構築、生物多様性の保全、水・大気環境等の保全

○ 道路の長寿命化修繕事業 ○ トンネル照明LED化事業
26 （主）園原インター線 ［阿智村　園原大橋］【新】 ○ 河川改修・環境整備事業

○ 冬期交通を確保する除雪 ・ 「信州のいい川づくり」モデル事業　遠山川
○ 過疎地域等市町村道整備県代行事業

30 過疎代行（市）上村一号線 ［飯田市　上村大平］【緊】
○ 地域の生活拠点を結び活性化を支える道路整備

1 （主）下条米川飯田線 ［飯田市～喬木村　下平～富田］
6 （主）下条米川飯田線 ［泰阜村　三耕地］  （１）多様性を尊重する共生社会づくり
14 （主）飯田富山佐久間線 ［飯田市　知久平～南原］ ◆社会的援護の促進
23 （国）１５２号 ［大鹿村　下榑渡橋］ ○ 県営住宅『５Ｒ』プロジェクト推進事業（再掲）
22 （一）市ノ沢山吹（停）線 ［豊丘村～高森町　新万年橋］ ○ 県営住宅管理事業（再掲）

 （４）本州中央部広域交流圏の形成   （２）若者のライフデザインの希望実現
◆鉄道の整備促進・利便性向上、高規格幹線道路の整備 ◆魅力ある子育て環境づくり
○ リニア中央新幹線活用地域振興事業 ○ 県営住宅『５Ｒ』プロジェクト推進事業（再掲）
○ リニアを活かした交流圏拡大道路整備事業

8 （主）松川インター大鹿線 ［中川村　渡場～滝沢］【緊】
12 （国）１５３号 ［飯田市　飯田北改良］（再掲）
13 （主）飯島飯田線・上飯田線 ［飯田市　座光寺上郷道路］
16 （主）伊那生田飯田線 ［松川町　宮ヶ瀬橋］【緊】
54 （都）東新町座光寺線 [飯田市　上郷]【新】

○ 高規格幹線道路整備推進事業（三遠南信自動車道関連道路整備）
9 （国）１５２号 ［飯田市（南信濃）　小嵐バイパス］
11 （国）２５６号 ［飯田市　下久堅バイパス］【緊】 【新】：R1新規事業　　【緊】：重要インフラ緊急対策事業　　【森】：森林税活用事業　　【ＣＰ】：「未来に続く魅力あるまちづくりプロジェクト」関連事業

　３　いのちを守り育む県づくり

　　　　「確かな暮らしが営まれる美しい信州」の実現に向けて
伝統と最先端が響き合う「リニア新時代」のフロンティア～南信州～

　１　産業の生産性が高い県づくり

　２　人をひきつける快適な県づくり

　○防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策
　近年頻発する地震や豪雨などの激甚な災害で明らかとなった課題に対応するため、平成30年11月に取りま
とめられた「重要インフラの緊急点検」の結果を踏まえ、特に緊急に実施すべき対策について、ソフト・ハード
の両面から、平成30年度からの３年間で集中的に実施

　４　誰にでも居場所と出番がある県づくり

令和元年度 飯田建設事務所事業概要 しあわせ信州創造プラン2.0推進

お い で

地域発のインフラ整備

◆地域の強みや特色を最大限に活かした地域振興を進めるため、地域のニーズを把握し、県・市町村・地域・民間事業者等の
多様な主体による施策をパッケージ化して実施

○地域戦略推進型公共事業 「南信州観光ゲートウェイ整備」 （一）富士見台公園線 ［阿智村 花桃の里］ 【緊】
（国）１５１号［阿南町 信州新野千石平］
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⑳軒川

⑱新野

⑫飯田北改良

⑬座光寺上郷道路

⑲粒良脇トンネル

⑨小嵐バイパス

⑪下久堅バイパス

⑩飯島

㉑天竜川橋

㊶温田

㉔切石～北方

⑯宮ケ瀬橋

⑦伊久間

③安戸～掘廻

①下平～富田

㉗三穂

リニア中央新幹線

（2027年開業予定）長野県駅（仮称）

知久町

凡例 南信地域広域道路ネットワーク計画に位置付けられた路線

（交流促進型） 地域外への円滑な移動を担い、広域的な交流を支える道路

（地域形成型） 地域の取組拠点を結び、活性化を支える道路
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㊷中野

㊱中の村

㊲大島山

㊵大河内

㊳伍和

㊴矢越

㊺引の田

50東飯沼

52

田島

大村

三遠南信自動車道

54上郷

長野県駅（仮称）

⑭知久平～南原

㉓下榑渡橋

㉜大久保町他

㊹園原

㊼竜丘
（飯田上久堅・

喬木富田ＩＣ）

②田力

④新田

⑤鞍掛峠

⑥三耕地

⑮座光寺

⑰峠しもくり

㉕信州新野千石平

㉖園原大橋

㉞新町 ㉟和田
㊻上新町

㊸大島

㊽羽場他

青木

㊾南条

53

飯田運動公園56

⑧渡場～滝沢

㉘下市田

㉙花桃の里

51

55

番号
次期５計
整備目標

区分 事業 路 線 河 川 名 等 市 町 村 名 箇 所 名 番号
次期５計
整備目標

区分 事業 路 線 河 川 名 等 市 町 村 名 箇 所 名

整備促進 高規格幹線 29 継続 交通安全 （一）富士見台公園線 阿智村 花桃の里

1 継続 道路改築 （主）下条米川飯田線 飯田市～喬木村 下平～富田 30 継続 市町村基幹道路 （村）上村１号線 飯田市 上村大平
2 継続 道路改築 （一）米川駄科（停）線 飯田市 田力 31 整備推進 継続 総流防 （一）円悟沢川 飯田市 丸山
3 継続 道路改築 （一）米川飯田線 飯田市 安戸～掘廻 32 継続 応急対策 （一）源長川 飯田市 大久保町他
4 継続 道路改築 （主）飯島飯田線 高森町 新田 33 整備推進 継続 ダム （一）松川 飯田市 松川ダム（再）
5 継続 道路改築 （一）田中乱橋線 阿智村 鞍掛峠 34 新規 通常砂防 （砂）作り道沢 平谷村 新町
6 継続 道路改築 （主）下条米川飯田線 泰阜村 三耕地 35 新規 通常砂防 （砂）小池沢 飯田市 和田
7 継続 道路改築 （主）伊那生田飯田線 喬木村 伊久間 36 継続 通常砂防 （砂）中の村沢 松川町 中の村
8 完成供用 継続 道路改築 （主）松川インター大鹿線 中川村 渡場～滝沢 37 完成 継続 通常砂防 （砂）辛抱洞 高森町 大島山
9 部分供用 継続 道路改築 国道152号 飯田市 小嵐バイパス 38 完成 継続 通常砂防 （砂）河内川 阿智村 伍和
10 完成供用 継続 道路改築 国道418号 飯田市 飯島 39 完成 継続 通常砂防 （砂）栗代川 阿智村 矢越
11 整備推進 継続 道路改築 国道256号 飯田市 下久堅バイパス 40 完成 継続 通常砂防 （砂）宮沢川 天龍村 大河内
12 整備推進 継続 道路改築 国道153号 飯田市 飯田北改良 41 継続 通常砂防 （砂）大古川 泰阜村 温田
13 整備推進 継続 道路改築 （主）飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路 42 継続 通常砂防 （砂）井沢 根羽村 中野
14 事業着手 継続 道路改築 （主）飯田富山佐久間線 飯田市 知久平～南原 43 継続 通常砂防 （砂）中口沢川 喬木村 大島
15 継続 道路改築 （一）市場桜町線 飯田市 座光寺 44 継続 通常砂防 （砂）園原川 阿智村 園原
16 完成供用 継続 道路改築 （主）伊那生田飯田線 松川町 宮ヶ瀬橋 45 完成 継続 地すべり （地）引の田 大鹿村 引の田
17 継続 道路改築 （主）松川大鹿線 松川町 峠しもくり 46 継続 急傾斜 （急）上新町 飯田市 上新町
18 部分供用 継続 道路改築 国道151号 阿南町 新野 47 継続 急傾斜 （急）竜丘 飯田市 竜丘
19 整備推進 継続 道路改築 国道151号 下條村 粒良脇トンネル 48 継続 急傾斜 （急）羽場他 飯田市 羽場他
20 完成供用 継続 道路改築 国道418号 売木村 軒川 49 継続 急傾斜 （急）御殿山 飯田市　 南条
21 整備推進 継続 道路改築 国道418号 天龍村 天竜川橋 50 完成 継続 急傾斜 （急）東飯沼 飯田市　 東飯沼
22 整備推進 継続 道路改築 （一）市ノ沢山吹（停）線 豊丘村～高森町 新万年橋 51 継続 急傾斜 （急）青木 飯田市 青木
23 継続 道路改築 国道152号 大鹿村 下榑渡橋 52 継続 急傾斜 （急）大村 阿南町 大村
24 完成供用 継続 道路改築 （主）飯島飯田線 飯田市 切石～北方 53 整備推進 継続 急傾斜 （急）田島 根羽村 田島
25 継続 道の駅 （国）151号 阿南町 信州新野千石平 54 事業着手 新規 街路 （都）東新町座光寺線 飯田市 上郷
26 新規 橋梁補修 （主）園原インター線 阿智村 園原大橋 55 整備推進 継続 街路 （都）飯田中津川線 飯田市 知久町
27 継続 交通安全 （一）親田中村線 飯田市 三穂 56 継続 都市公園 飯田運動公園 飯田市 園内一円
28 継続 交通安全 （一）市田（停）上市田線 高森町 下市田

三遠南信自動車道


