
公共事業の主な整備箇所一覧



整備目標
高規格幹線道路
高規格幹線道路 上信越自動車道（４車線化） 完成供用
高規格幹線道路 中部横断自動車道 整備促進
高規格幹線道路 中部縦貫自動車道 整備促進
高規格幹線道路 三遠南信自動車道 整備促進
地域高規格道路

松本糸魚川連絡道路 安曇野市～大町市 調査・整備
道路改築事業
(国) ２５４号 立科町 宇山バイパス 完成供用
(国) １４４号 上田市 湯ノ平橋 完成供用
(国) １５２号 茅野市 湯川バイパス 完成供用
(国) １５２号 茅野市 杖突峠 完成供用
(一) 与地辰野線 辰野町 北大出 完成供用
(一) 栗林宮田（停）線 駒ヶ根市～宮田村 大久保橋 完成供用
(国) ４１８号 売木村 軒川 完成供用
(国) ４１８号 飯田市 飯島拡幅 完成供用
(主) 飯島飯田線 飯田市 切石～北方 完成供用
(主) 伊那生田飯田線 松川町 宮ヶ瀬橋 完成供用
(主) 松川インター大鹿線 中川村 渡場～滝沢 完成供用
(国) ２５６号 南木曽町 漆畑拡幅 完成供用
(一) 上松南木曽線 上松町～大桑村 登玉～和村 完成供用
(国) １４３号 松本市 会吉 完成供用
(主) 大町麻績インター千曲線 生坂村 山清路 完成供用
(主) 塩尻鍋割穂高線 安曇野市 塚原 完成供用
(国) １４８号 小谷村 雨中 完成供用
(主) 白馬美麻線 白馬村 大左右 完成供用
(主) 大町麻績インター千曲線 千曲市 扇平 完成供用
(一) 村山綿内（停）線 須坂市 中島～福島 完成供用
(国) ４０３号 長野市 関崎橋東 完成供用
(国) ４０６号 長野市 西組バイパス 完成供用
(主) 丸子信州新線 長野市 大岡 完成供用
(一) 箕作飯山線 栄村～野沢温泉村 箕作～明石 完成供用
(国) ２５４号 上田市 東内～西内 部分供用
(主) 諏訪辰野線 諏訪市 高島 部分供用
(国) １５３号 伊那市～箕輪町 伊那バイパス 部分供用
(国) １５１号 阿南町 新野拡幅 部分供用
(国) １５２号 飯田市 小嵐バイパス 部分供用
(国) ３６１号 木曽町 開田～神谷 部分供用
(主) 中津川田立線 南木曽町 田立 部分供用
(一) 長野豊野線 長野市 三才 部分供用
(国) １４１号 南牧村 海尻 事業着手
(一) 三分中込線 佐久市 三分～平賀 事業着手
(主) 下仁田浅科線 佐久市 志賀拡幅 事業着手
(主) 諏訪辰野線 諏訪市 有賀 事業着手
(国) １５３号 駒ヶ根市～伊那市 伊駒アルプスロード 事業着手
(国) １５１号 飯田市 八幡町 事業着手
(国) ４１８号 飯田市 大町～下市場 事業着手
(主) 飯田富山佐久間線 飯田市 知久平～南原 事業着手
(国) ２５６号 南木曽町 漆畑拡幅3工区 事業着手
(一) 上松南木曽線 大桑村 和村橋 事業着手
(一) 上松南木曽線 大桑村 殿～阿寺 事業着手
(国) １４３号 松本市～青木村 青木峠バイパス 事業着手
(主) 松本環状高家線 松本市 新村 事業着手
(一) 総社岡田線 松本市 玄向寺下 事業着手
(国) ４０３号 麻績村 梶浦～本町 事業着手
(国) ４０３号 安曇野市 名九鬼～山中 事業着手
(一) 有明大町線 安曇野市 宮城北 事業着手
(国) ４０３号 長野市 岩野 事業着手
(国) ４０６号 長野市 戸隠祖山 事業着手
(国) ４０３号 飯山市～木島平村 下木島 事業着手
(主) 川上佐久線 佐久穂町 海瀬 整備推進
(国) １４１号 佐久市～小諸市 跡部～平原 整備推進

公共事業の主な整備箇所一覧

　長野県の経済活動を支え、安全・安心、快適な暮らしを実現するため、各地の実情に合った整備を推進します。

　ここでは、全体事業費が概ね５億円以上と見込まれるものを代表的な箇所として掲載しています。

路線名 箇所名



整備目標路線名 箇所名
(主) 佐久小諸線 佐久市 岸野～高瀬 整備推進
(一) 塩名田佐久線 佐久市 中佐都 整備推進
(一) 信濃追分(停)線・(一)借宿小諸線 軽井沢町 追分 整備推進
(国) １４４号 上田市 上野バイパス 整備推進
(主) 別所丸子線 上田市 柳沢 整備推進
(一) 塩田仁古田線 上田市 五加 整備推進
(一) 東部望月線 東御市 田中 整備推進
(主) 岡谷茅野線 諏訪市 大熊 整備推進
(国) １５２号 伊那市 栗田～四日市場 整備推進
(主) 伊那生田飯田線 中川村 飯沼～北組 整備推進
(国) １５１号 下條村 粒良脇トンネル 整備推進
(国) １５３号 飯田市 飯田北改良 整備推進
(国) ２５６号 飯田市 下久堅バイパス 整備推進
(国) ４１８号 天龍村 天竜川橋 整備推進
(一) 市ノ沢山吹(停)線 高森町～豊丘村 新万年橋 整備推進
(主) 飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路 整備推進
(主) 中津川南木曽線 南木曽町 馬籠峠～下り谷 整備推進
(主) 奈川木祖線 木祖村 白樺平防災 整備推進
(一) 上松南木曽線 大桑村～南木曽町 読書ダム～戸場 整備推進
(国) １５８号 松本市 狸平 整備推進
(一) 波田北大妻豊科線 松本市 島々～三溝新田 整備推進
(主) 坂城インター線 坂城町 中之条 整備推進
(主) 豊野南志賀公園線 高山村 温泉～五色 整備推進
(主) 長野菅平線 長野市 落合橋北 整備推進
(主) 長野菅平線 長野市 菅平下 整備推進
(主) 長野真田線 長野市 松代 整備推進
(一) 三才大豆島中御所線 長野市 北長池～大豆島 整備推進
(一) 中野飯山線 中野市 柳沢 整備推進
(一) 豊田中野線 中野市 笠倉～壁田 整備推進

交通安全事業
（主） 下諏訪辰野線 辰野町 平出上町 完成供用
（一） 中野小布施線 小布施町 病院前 完成供用
（一） 芦田大屋（停）線 上田市 塩川小学校入口 整備推進
（主） 岡谷茅野線ほか 岡谷市～諏訪市 諏訪湖周サイクリングロード 整備推進
（国） ４０６号 須坂市 塩川町 整備推進
（国） ４０３号 小布施町 伊勢町～上町 整備推進
道路防災事業
（一） 大野田梓橋（停）線 松本市 八景山 整備推進
電線共同溝
（国） １４１号 上田市 鷹匠町 完成供用
（国） １４８号 白馬村 白馬駅前 事業着手
（国） １４１号 上田市 常田 整備推進
（国） ３６１号 伊那市 高遠 整備推進
（一） 旧軽井沢軽井沢（停）線 軽井沢町 軽井沢～東雲交差点 整備推進
橋梁補修
（主） 塩尻鍋割穂高線 松本市 今村橋 完成
（主） 戸隠篠ノ井線 長野市 篠ノ井跨線橋 完成
（主） 長野信州新線 長野市 篠ノ井南跨線橋 整備推進
県代行事業
（村） 北山方飯沼線 中川村 美里～飯沼 完成供用
（町） 川向梛野線 南木曽町 川向 完成供用
（町） 野尻菅川線 信濃町 野尻 事業着手
（村） １－３号線他 野沢温泉村～飯山市 前坂～北竜湖 事業着手
（村） 長野殿線 大桑村 大桑～殿 整備推進
（村） 伊折線 小谷村 柳瀬 整備推進
街路事業

上川橋線 茅野市 宮川茅野 完成供用
岡谷川岸線 岡谷市 成田町 完成供用
内環状南線 松本市 中条 完成供用
高田若槻線 長野市 桐原～吉田 完成供用
長野菅平線 長野市 大豆島 完成供用
岡谷川岸線 岡谷市 川岸 事業着手
環状北線 伊那市 山寺～中央 事業着手
小沼飯田線 飯田市 上郷 事業着手
若宮線 千曲市 若宮 事業着手
豊野北線 長野市 豊野駅前 事業着手
県庁篠ノ井線 長野市 川中島～篠ノ井（２工区） 事業着手
相生大手線 佐久市 岩村田 整備推進
北天神町古吉町線 上田市 御所 整備推進



整備目標路線名 箇所名
役場通り線 富士見町 富里 整備推進
竜東線 伊那市 中央北 整備推進
飯田中津川線 飯田市 知久町 整備推進
松本駅北小松線 松本市 県 整備推進
宮渕新橋上金井線 松本市 清水～惣社 整備推進
出川双葉線 松本市 出川～双葉 整備推進
中央通り線 大町市 北大町 整備推進
県庁篠ノ井線 長野市 川中島～篠ノ井 整備推進
立ケ花東山線 中野市 吉田 整備推進

河川改修事業
（一） 砥川 下諏訪町 赤砂 完成
（一） 武井田川 諏訪市 豊田 完成
（一） 浅川 長野市 長沼～吉島（内水対策） 完成
（一） 北沢川 佐久穂町 高野町相生 事業着手
（一） 三念沢 長野市 豊野 事業着手
（一） 駒沢川 長野市 上駒沢 事業着手
（一） 新田川 長野市 古里 事業着手
（一） 裾花川 長野市 裾花ダム 事業着手
（一） 矢出沢川 上田市 常磐城 整備推進
（一） 求女川 東御市 田中 整備推進
（一） 金原川 東御市 海善寺北～本海野 整備推進
（一） 新川 諏訪市 天竜川上流 整備推進
（一） 鴨池川 諏訪市 豊田 整備推進
（一） 承知川 下諏訪町 富部 整備推進
（一） 塚間川 岡谷市 神明町～本町 整備推進
（一） 諏訪湖 岡谷市・諏訪市・下諏訪町 諏訪湖 整備推進
（一） 松川 飯田市 松川ダム 整備推進
（一） 円悟沢川 飯田市 丸山 整備推進
（一） 奈良井川 松本市 島内～笹部 整備推進
（一） 田川 松本市 渚～村井 整備推進
（一） 黒沢川 安曇野市 黒沢 整備推進
（一） 岡田川 長野市 篠ノ井（内水対策含む） 整備推進
（一） 千曲川 飯山市 照岡・馬場 整備推進
（一） 千曲川 飯山市 下境 整備推進
（一） 千曲川 野沢温泉村 東大滝 整備推進
（一） 千曲川 栄村 箕作・月岡 整備推進
砂防事業
（砂） 蓮井沢 茅野市 柏原 完成
（砂） 穴山川 辰野町 沢底 完成
（砂） 辛抱洞 高森町 大島山 完成
（砂） 河内川 阿智村 伍和 完成
（砂） 栗代川 阿智村 矢越 完成
（砂） 宮沢川 天龍村 大河内 完成
（砂） 濁沢川 王滝村 柳ヶ瀬 完成
（砂） 海岸寺沢 松本市 東桐原 完成
（砂） 栃平沢 筑北村 栃平 完成
（砂） こべ沢 松川村 大和田 完成
（砂） 宮沢 小谷村 大草連 完成
（砂） 日影沢 千曲市 三本木～新山 完成
（砂） 前山沢 須坂市 八町 完成
（砂） 裏沢 長野市 山新田 完成
（砂） 三ノ沢 木島平村 原大沢 完成
（砂） 埋沢川 川上村 御所平 事業着手
（砂） 高遠入沢 飯島町 高遠原 事業着手
（砂） 塩沢 池田町 滝沢 事業着手
（砂） 秋山沢 川上村 秋山 整備推進
（砂） 南沢 伊那市 平沢 整備推進
（砂） 唐沢川 駒ヶ根市 東伊那 整備推進
（砂） 瀬早川 駒ヶ根市 栗林 整備推進
（砂） 矢の沢 飯島町 七久保 整備推進
（砂） 尻平沢 木曽町 日義 整備推進
（砂） 万郡沢 木曽町 万郡 整備推進
（砂） 千石沢 松本市 中山 整備推進
（砂） 堂の入沢 塩尻市 堂の入 整備推進
（砂） 知見寺沢 松本市 知見寺 整備推進
（砂） 小胡桃沢 松本市 矢久 整備推進
（砂） どうろく沢 白馬村 南谷地 整備推進
（砂） 堂の沢 小谷村 虫尾 整備推進
（砂） 栂池沢 小谷村 栂池 整備推進



整備目標路線名 箇所名
（砂） 北湯原沢 小谷村 湯原 整備推進
（砂） 薬師沢 小川村 稲丘 整備推進
（砂） 福沢 須坂市 仁礼 整備推進
（砂） 樽沢川 高山村 水中 整備推進
（砂） 堂平 高山村 天神原 整備推進
（砂） 横湯川 山ノ内町 落合 整備推進
（砂） 井出川 飯山市 照岡 整備推進
（砂） 戸立沢 木島平村 上千石 整備推進
地すべり対策事業
（地） 尾野山 上田市 尾野山 完成
（地） 引の田 大鹿村 引の田 完成
（地） 高鼻 安曇野市 高鼻 完成
（地） 峯方下 白馬村 峯方下 完成
（地） 前沢 小谷村 前沢 完成
（地） 清水山 小谷村 清水山 完成
（地） 梨平 小谷村 梨平 完成
（地） 広瀬 長野市 広瀬 完成
（地） 西河原 長野市 西河原 完成
（地） 瀬原田 長野市 瀬原田 完成
（地） 大河 長野市 大河 完成
（地） 栗尾 長野市 栗尾 完成
（地） 田の入 長野市 田の入 完成
（地） 法地 小川村 法地 事業着手
（地） 落合 山ノ内町 落合 事業着手
（地） 宮の平 池田町 宮の平 整備推進
（地） 大倉 生坂村 大倉 整備推進
（地） 市場１号 小谷村 市場１号 整備推進
（地） 八方岩 小谷村 八方岩 整備推進
（地） 栂池 小谷村 栂池 整備推進
（地） 越道 長野市 越道 整備推進
（地） 村山 長野市 村山 整備推進
（地） 裏立屋 長野市 裏立屋 整備推進
急傾斜地崩壊対策事業
（急） 上土岩 南相木村 中島 完成
（急） 小之入 上田市 小之入 完成
（急） 神宮寺 諏訪市 神宮寺 完成
（急） 東飯沼 飯田市 東飯沼 完成
（急） 桜坂小瀬幅 安曇野市 桜坂小瀬幅 完成
（急） 湯山 長野市 小田切 完成
（急） 西三才 長野市 西三才 完成
（急） 広瀬南 長野市 広瀬 完成
（急） 中谷２号 木曽町 中谷 事業着手
（急） 久保 北相木村 久保 整備推進
（急） 和子 上田市 和子 整備推進
（急） 大熊神宮寺 諏訪市 大熊神宮寺 整備推進
（急） 鴻の田 辰野町 鴻の田 整備推進
（急） 沢度 伊那市 沢度 整備推進
（急） 田島 根羽村 田島 整備推進
雪崩対策事業
（雪） 飯田 白馬村 飯田 完成
県営住宅

伊那市 西箕輪 部分供用
安曇野市 豊科田沢 部分供用
大町市 常盤 部分供用

県営住宅アルプス団地
県営住宅常盤上一団地

県営住宅大萱団地



農道　（平成31年度以降の事業着手は未定）
整備目標

広域農道　 佐久南部２期 小海町、佐久穂町 部分供用

地すべり対策事業（農地）（平成31年度以降の事業着手は未定）
整備目標

小谷村 宮本 完成

農村地域防災減災事業（平成31年度以降の事業着手は未定）
整備目標

佐久市 香坂ダム 事業着手
立科町 牛鹿宇山 完成
上田市 金井 完成
上田市 西塩田 完成
上田市 東塩田 完成
上田市 泉田 完成
伊那市 黒川 完成
辰野町 辰野竜東 完成
辰野町 辰野竜西 完成
飯島町 飯島 完成
飯島町 花の里 完成
中川村 片桐 完成
飯田市・松川町・高森町 竜西２期 完成
塩尻市 みどり湖 完成
長野市 日原 完成
長野市 安茂里３期 完成
長野市 長野４期 完成
長野市 千曲川沿岸牛島 完成
飯山市 柳原 完成
長野市 千曲川沿岸塩崎 事業着手
長野市 千曲川沿岸篠ノ井 事業着手
上田市 塩田 整備推進

農業生産基盤整備事業（平成31年度以降の事業着手は未定）
整備目標

川上村 原 完成
川上村 居倉大深山 完成
上田市 殿城 完成
上田市 依田川左岸 完成
上田市、東御市 菅平 完成
上田市 美の郷 完成
東御市 祢津御堂 完成
茅野市 縄文の里 完成
伊那市 春富６号 完成
伊那市、箕輪町、辰野町、南箕輪村 伊那西部２期 完成
伊那市、箕輪町、辰野町、南箕輪村 西天竜 完成
駒ケ根市 宮の前 完成
高森町 高森 完成
阿智村 花桃の里 完成
豊丘村 豊丘 完成
上松町 ひのきの里 完成
木祖村 木曽川源流の里 完成
松本市 梓川右岸 完成
松本市 中下原平林 完成
松本市 古池原 完成
安曇野市 烏川 完成
生坂村 いくさか 完成
山形村 大池原東原 完成
小谷村 小谷 完成
高山村 信州高山 完成
栄村 栄 完成
朝日村 あさひ 事業着手
長野市 川田長原 事業着手
小布施町 松北 事業着手
飯綱町 芋川 事業着手
池田町 会染西部 事業着手
白馬村 北城南部 事業着手

箇所名

箇所名

箇所名

路線名 箇所名



林道
整備目標

田口十石峠線 佐久市、佐久穂町 完成供用
長谷高遠線 伊那市 完成供用
千遠線 飯田市 完成供用
弓の又線 阿智村 完成供用
高森山線 大鹿村 完成供用
白馬小谷東山線 小谷村 完成供用
大島氏乗線 喬木村 部分供用

山地治山総合対策
整備目標

茅野市　 北山 完成
阿智村　 大根沢 完成
阿智村　 伍和 完成
安曇野市　 上生野 完成
安曇野市　 長久保 完成
小谷村　 馬越 完成
小谷村　 下里瀬 完成
飯山市　 井出川 完成
栄村　 中条川 完成
木祖村　 藪原 整備推進

水源地域等保安林整備
整備目標

岡谷市 横川山 完成
小谷村 土谷川 完成

農山漁村地域整備交付金
整備目標

伊那市 竜東 完成

*事業着手：準備・計画段階にあるもののうち、事業を始める箇所

*整備推進：事業着手したもののうち、完成に向け引き続き事業を進める箇所

*整備促進：事業着手したもののうち、完成に向け引き続き事業を促す箇所

*部分供用：事業の一部について、供用をめざす箇所

*完成供用：すべての区間について、開通をめざす箇所

*完成：工事が完了するもの

箇所名

箇所名

箇所名

路線名 箇所名

森林基幹道


