
【都市施設】

５．都市施設

(1)  都市施設の位置内容等

都市施設の整備状況(道路)
都市計画決定事項

Ｗ=計画幅員 Ｌ=計画延長 (m)

昭和24年３月24日  ３・２・１　大宮下横町線
Ｗ=30ｍ
Ｌ=880ｍ

施工中

昭和24年３月24日
昭和28年12月２日

 ３・３・２　通り町主税町線
Ｗ=22ｍ
Ｌ=850ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和24年３月24日
昭和43年９月16日

 ３・３・３　谷川線
Ｗ=16～25ｍ
Ｌ=580ｍ

昭和43年～昭和58年 施工済

昭和42年９月20日
平成14年10月３日

 ３・３・４　羽場大瀬木線
Ｗ=16～22ｍ
Ｌ=3,480ｍ

昭和60年～ 施工中

昭和43年９月16日
平成4年11月30日

 ３・３・５　大門今宮線
Ｗ=22ｍ
Ｌ=1,070ｍ

施工済

昭和36年３月17日
平成31年１月28日

 ３・３・６　北方座光寺線
Ｗ=18～25ｍ
Ｌ=8,260ｍ

施工中

昭和24年３月24日
平成31年１月28日

 ３・４・７　中央通り線
Ｗ=12～17ｍ
Ｌ=2,820ｍ

施工中

昭和24年３月24日  ３・４・８　大横町桜町線
Ｗ=17ｍ
Ｌ=780ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和24年３月24日  ３・４・９　長野飯田線
Ｗ=17ｍ
Ｌ=1,370ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和24年３月24日
昭和28年12月２日

 ３・４・10　日之出町宮本町線
Ｗ=11～17ｍ
Ｌ=690ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和24年３月24日
平成22年７月１日

 ３・４・12　日之出町江戸町線
Ｗ=11～16ｍ
Ｌ=2,470ｍ

昭和22年～平成24年 施工済

昭和36年３月17日
平成９年６月30日

 ３・４・13　白山城山線
Ｗ=8～16ｍ
Ｌ=1,690ｍ

施工中

昭和42年９月20日  ３・４・14　滝の沢線
Ｗ=16ｍ
Ｌ=410ｍ

未施工

昭和24年３月24日
昭和56年６月25日

 ３・４・15　知久町妙琴線
Ｗ=16～22ｍ
Ｌ=2,930ｍ

施工中

昭和36年３月17日
平成31年１月28日

 ３・４・16　下山妙琴原線
Ｗ=12～18ｍ
Ｌ=5,960ｍ

施工中

昭和42年９月20日
平成７年７月３日

 ３・４・17　熊野殿岡線
Ｗ=16ｍ
Ｌ=1,250ｍ

昭和61年～平成16年 施工済

昭和42年９月20日
平成31年１月28日

 ３・４・19　時又中村線
Ｗ=16ｍ
Ｌ=1,400ｍ

施工中

昭和42年９月20日  ３・４・20　城山大袋線
Ｗ=16ｍ
Ｌ=2,320ｍ

未施工

昭和43年９月16日  ３・４・21　駅西線
Ｗ=16～22ｍ
Ｌ=220ｍ

昭和43年～昭和58年 施工済

昭和24年３月24日
平成31年１月28日

 ３・５・22　東新町座光寺線
Ｗ=9～15ｍ
Ｌ=3,180ｍ

施工中

昭和24年３月24日
平成９年６月30日

 ３・４・23　飯田中津川線
Ｗ=12～16ｍ
Ｌ=1,310ｍ

平成３年～ 施工中

昭和24年３月24日
昭和57年10月18日

 ３・５・24　知久町線
Ｗ=12～16ｍ
Ｌ=540ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和33年12月23日
昭和58年８月４日

 ３・６・25　知久町中村線
Ｗ=11～12ｍ
Ｌ=5,100ｍ

施工済

昭和36年３月17日
昭和56年７月７日

 ３・５・26　大門町羽場線
Ｗ=12～22ｍ
Ｌ=1,220ｍ

施工中

昭和44年５月22日
昭和47年３月７日

 ３・５・27　丸山中央線
Ｗ=12ｍ
Ｌ=850ｍ

昭和57年～ 施工中

　飯田都市計画区域の令和２年６月１日現在での都市施設の整備状況は以下のとおり。
　都市計画道路は、42路線、計画延長74,850mが都市計画決定されており、そのうち
46,434m、62.0％が整備済みとなっている。
　都市計画公園・緑地は42箇所、計画面積193.19haが都市計画決定されている。

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称 事　業　期　間 備　　　考
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【都市施設】

都市計画決定事項

Ｗ=計画幅員 Ｌ=計画延長 (m)
決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称 事　業　期　間 備　　　考

昭和42年９月20日
昭和44年５月22日

 ３・５・28　城山正永寺原線
Ｗ=9～12ｍ
Ｌ=4,050ｍ

施工中

昭和36年３月17日
昭和63年10月21日

 ３・５・30　飯田下山線
Ｗ=12ｍ
Ｌ=1,890ｍ

施工済

昭和24年３月24日  ３・６・32　吾妻町線
Ｗ=11ｍ
Ｌ=680ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和33年12月23日
昭和37年３月16日

 ３・６・33　水の手線
Ｗ=8～11ｍ
Ｌ=1,540ｍ

施工済

昭和24年３月24日
平成22年７月１日

 ３・７・35　谷川１号線
Ｗ=6ｍ
Ｌ=450ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和24年３月24日
平成22年７月１日

 ３・７・36　谷川２号線
Ｗ=6ｍ
Ｌ=470ｍ

昭和22年～昭和27年 施工済

昭和61年７月４日  ３・５・37　大井西の原線
Ｗ=12ｍ
Ｌ=170ｍ

昭和60年～平成２年 施工済

平成３年12月13日  ３・６・38　曙町羽場線
Ｗ=9ｍ
Ｌ=1,050ｍ

施工済

平成５年12月９日
平成31年１月28日

 ３・３・39　大門黒田線
Ｗ=22ｍ
Ｌ=1,810ｍ

施工中

平成８年７月１日  ３・３・40　桐林大明神原線
Ｗ=28ｍ
Ｌ=4,280ｍ

施工中

平成９年６月30日  ３・４・41  大通り線
Ｗ=16ｍ
Ｌ=400ｍ

未施工

平成31年１月28日  ３・５・42　座光寺上郷線
Ｗ=14ｍ
Ｌ=2,720ｍ

未施工

平成31年３月５日  ３・４・43  リニア駅前線
Ｗ=16ｍ
Ｌ=210ｍ

未施工

令和元年10月31日  ３・５・44　リニア駅前停車場線
Ｗ=14ｍ
Ｌ=140ｍ

未施工

昭和61年７月４日  ７・６・１　大井育良線
Ｗ=9ｍ
Ｌ=1,250ｍ

施工済

昭和59年３月15日
昭和60年７月26日

 ８・７・１　白山今宮線
Ｗ=6ｍ
Ｌ=600ｍ

昭和60年～平成２年 施工済

昭和60年７月26日  ８・７・２　西の原殿岡線
Ｗ=7ｍ
Ｌ=1,510ｍ

施工中

合　　　計  42　路　線  L = 74,850　ｍ 改良済み延長　46,434　ｍ

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）
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【都市施設】

都市施設の整備状況(公園)

面 積 (ha) 種 別

昭和53年３月24日  ２・２・１　高羽１号公園 0.20 街区公園 昭和52年４月～昭和54年３月 施工済

昭和53年３月24日  ２・２・２　高羽２号公園 0.17 街区公園 昭和52年４月～昭和56年３月 施工済

昭和43年９月26日  ２・２・３　今宮公園 0.20 街区公園 昭和43年４月～昭和45年３月 施工済

昭和31年12月17日  ２・２・４　大王路公園 0.10 街区公園 昭和36年４月～昭和37年４月 施工済

昭和31年12月17日  ２・２・５　江戸町公園 0.20 街区公園 昭和36年４月～昭和37年４月 施工済

昭和45年７月29日  ２・２・６　東栄公園 0.20 街区公園 昭和52年４月～昭和56年７月 施工済

昭和43年９月26日  ２・２・７　城東１号公園 0.20 街区公園 昭和45年４月～昭和47年３月 施工済

昭和62年１月22日  ２・２・８　丸山１号公園 0.17 街区公園 平成13年４月～平成14年４月 一部未施工

昭和46年４月８日  ２・２・９　上溝公園 0.16 街区公園 昭和46年４月～昭和48年３月 施工済

昭和42年10月５日  ２・２・10　弁天公園 0.20 街区公園 昭和42年10月～昭和43年３月 施工済

昭和45年７月29日  ２・２・11　神明公園 0.14 街区公園 昭和45年４月～昭和47年３月 施工済

昭和42年10月５日  ２・２・12　天竜峡公園 0.20 街区公園 昭和42年４月～昭和44年３月 施工済

昭和31年12月17日  ２・２・13　砂払公園 0.18 街区公園 未施工

昭和31年12月17日  ２・２・14　宮の上公園 0.30 街区公園 未施工

昭和31年12月17日  ２・２・15　浜井場公園 0.37 街区公園 未施工

昭和31年12月17日  ２・２・16  箕瀬公園 0.28 街区公園 未施工

昭和43年３月30日  ２・２・17　西鼎公園 0.20 街区公園 昭和42年４月～昭和43年３月 施工済

昭和43年９月26日  ２・２・18　城東２号公園 0.30 街区公園 昭和57年４月～昭和59年３月 施工済

昭和43年９月26日  ２・２・19　城東３号公園 0.20 街区公園 昭和44年４月～昭和45年３月 施工済

昭和62年１月22日  ２・２・20　丸山２号公園 0.12 街区公園 平成11年４月～平成12年３月 施工済

昭和62年１月22日  ２・２・21　白山１号公園 0.36 街区公園 平成12年４月～平成13年３月 施工済

昭和62年１月22日  ２・２・22　白山２号公園 0.12 街区公園 平成10年４月～平成11年３月 施工済

昭和63年10月21日  ２・２・23　明公園 0.18 街区公園 平成２年12月～平成４年４月 施工済

昭和63年10月21日  ２・２・24　大井公園 0.19 街区公園 平成元年10月～平成２年４月 施工済

昭和63年10月21日  ２・２・25　育良公園 0.18 街区公園 平成３年12月～平成４年４月 施工済

昭和63年10月21日  ２・２・26　北方公園 0.80 街区公園 平成３年12月～平成４年４月 施工済

平成５年12月13日  ２・２・27　羽場１号公園 0.10 街区公園 平成18年６月～平成19年３月 施工済

平成５年12月13日  ２・２・28　羽場２号公園 0.12 街区公園 平成18年10月～平成19年３月 施工済

昭和34年３月31日
平成22年７月１日

 ３・３・１　中央公園 1.80 近隣公園 昭和34年４月～平成25年４月 施工済

昭和53年６月29日  ３・３・２　風越公園（県） 1.80 近隣公園 昭和53年７月～昭和55年４月 施工済

昭和40年３月19日  ３・２・３　滝の沢公園 0.95 近隣公園 昭和40年４月～昭和54年４月 一部未施工

昭和48年10月１日  ３・３・４　矢高中央公園 2.50 近隣公園 昭和48年４月～昭和61年４月 一部未施工

平成５年12月13日  ３・３・５　羽場公園 1.20 近隣公園 平成19年８月～平成22年４月 一部未施工

昭和31年５月１日
昭和48年６月25日

 ４・４・１　扇町公園 4.80 地区公園 昭和31年５月～昭和57年10月 一部未施工

昭和36年３月17日  ４・４・２　八幡公園 5.50 地区公園 昭和38年10月～昭和46年４月 一部未施工

昭和36年３月17日
昭和53年６月29日

 ４・５・３　松尾鈴岡公園 11.90 地区公園 昭和36年４月～平成23年７月 一部未施工

昭和28年８月５日
昭和54年３月12日
平成４年11月30日

 ５・５・１　風越山麓公園 37.50 総合公園 昭和37年４月～平成14年４月 一部未施工

昭和36年３月17日
昭和55年９月22日

 ５・５・２　元善光寺公園 19.40 総合公園 昭和37年４月～昭和47年４月 一部未施工

昭和56年11月30日
平成20年６月16日

 ６・５・１　飯田運動公園
　　　　　　（市、県）

27.70 運動公園 昭和57年１月～平成７年７月 一部未施工

昭和48年６月25日  ７・５・１　風越公園 15.50 特殊公園 昭和48年４月～昭和50年３月 一部未施工

平成２年12月13日
 ９・６・１　南信州広域公園
　　　　　　（県）

53.80 広域公園 　　　　　　～平成６年３月 施工済

合　　　計  41箇所 190.49

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称
都市計画決定事項

事　業　期　間 備　　　考
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【都市施設】

都市施設の整備状況(緑地)

面 積 (ha) 種 別

昭和54年３月12日  松川緑地 2.70 緑 地

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

都市施設の整備状況(広場)

令和元年10月31日

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

都市施設の整備状況(駐車場)

昭和46年４月１日
平成11年７月15日

市営本町自動車駐車場 0.11
RC(一部S造)
地上５階６層

昭和49年10月25日 市営中央駐車場 0.35 RC地下１層

令和元年10月31日 リニア駅前駐車場 1.1
平面駐車場
地上２階３層

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

都市施設の整備状況(汚物処理場)

平成２年３月８日
平成10年８月24日

 飯田衛生センター

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

都市施設の整備状況(火葬場)

昭和63年10月21日  飯田市斎苑

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

事　業　期　間 備　　考

昭和56年４月～平成６年４月

決  定  年  月  日
都 市 計 画 決 定 事 項

備　　考

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称

都市計画決定事項

面積(㎡)

33,000

決 定 年 月 日 都 市 施 設 名 称

都市計画決定事項

備　　考

面積(ha) 構　造

事 業 期 間

都 市 施 設 名 称

 リニア駅前多目的交流広場

駐車台数120台

駐車台数117台

駐車台数370台

S47.１
S59.11
H13.７

S52. 3

-

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称

都市計画決定事項

事　業　期　間 備　　考

面 積 (ha)

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称

都市計画決定事項

事　業　期　間 備　　考

面 積 (ha)

 0.28 昭和63年10月～平成３年７月
火葬炉３基
汚物炉１基
動物炉１基

 1.86 平成２年８月～平成５年３月
処理能力
30kl/日
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【都市施設】

都市施設の整備状況(市場)

昭和45年２月９日  飯田市御売市場  2.8 昭和44年12月～昭和45年11月
処理能力

水産 174t/日
青果  87t/日

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

都市施設の整備状況(河川)

昭和63年10月31日 天竜川
Ｗ=50～375
Ｌ=6,320

昭和63年10月～
堤防式／複断面式
飯田市時又

～飯田市松尾新井

資料：地域計画課資料（R2.6.1現在）

都市施設の整備状況(公共下水道)

昭和52年６月30日
飯田市公共下水道
（飯田処理区）

汚水　2,698ha
雨水　1,166ha
処理施設
　松尾浄化管理センター
　飯田市松尾明及び松尾清水　　約48,100㎡

昭和25年度～令和４年度

平成11年７月15日
飯田市公共下水道
（川路処理区）

汚水　127ha
処理施設
　川路浄化センター
　飯田市川路　　約10,000㎡

平成11年度～令和４年度

資料：下水道課資料

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称

都市計画決定事項

事　業　期　間 備　　考

面 積 (ha)

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称

都市計画決定事項

事　業　期　間 備　　考

Ｗ=計画幅員　Ｌ=計画延長（ｍ）

決  定  年  月  日 都 市 施 設 名 称 都市計画決定事項 事　業　期　間 備　　考
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