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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道18号 東御市～上田市 上田バイパス（延伸） 40

改築 国道18号 千曲市～長野市 坂城更埴バイパス（延伸） 109

改築 国道18号 長野市 長野東バイパス 40

改築 国道19号 木祖村 薮原改良 100

改築 国道19号 生坂村～長野市 長野19号防災 300

改築 国道20号 茅野市 坂室バイパス 20

改築 国道20号 下諏訪町～岡谷市 下諏訪岡谷バイパス 200

改築 国道158号 松本市 松本波田道路 120

改築 国道158号 松本市 奈川渡改良 120

改築 国道474号 飯田市～喬木村 飯喬道路 790

改築 国道474号 飯田市 青崩峠道路 500

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道18号

軽井沢町、
御代田町、
小諸市、東御市、
上田市、長野市、
飯綱町、信濃町

長野18号交通安全対策 68

交通安全 国道19号

南木曽町、
大桑村、木祖村、
塩尻市、
安曇野市、
生坂村、長野市

長野19号交通安全対策 125

交通安全 国道20号
富士見町、
茅野市、諏訪市、
岡谷市

長野20号交通安全対策 16

交通安全 国道153号 根羽村、平谷村 長野153号交通安全対策 31

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道18号 軽井沢町～信濃町 長野18号維持管理 241

維持管理 国道19号 南木曽町～長野市 長野19号維持管理 167

維持管理 国道20号 富士見町～塩尻市 長野20号維持管理 322

維持管理 国道153号 根羽村～飯田市 長野153号維持管理 566

維持管理 豪雪対策 33

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道18号 坂城町 坂城更埴バイパス（坂城町区間） 100

改築 国道474号 飯田市～喬木村 飯喬道路 250

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道18号 軽井沢町 長野18号交通安全対策 139 軽井沢町追分歩道整備（軽井沢町） 139

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道361号 木曽町
姥神峠道路（延伸）
【伊那木曽連絡道路】

700

改築 国道153号 飯田市 飯田北改良 900

改築 （主） 諏訪辰野線 岡谷市、諏訪市 （仮称）諏訪湖スマートICアクセス 400

改築 （市） 33225号線 諏訪市 （仮称）諏訪湖スマートICアクセス 269

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道148号
大町市、白馬村、
小谷村

海ノ口～外沢 6

土砂災害対策 国道151号 阿南町 落合 30

土砂災害対策 国道152号
伊那市、飯田市、
大鹿村

市野瀬～木沢 43

土砂災害対策 国道158号 松本市 中ノ湯～稲核橋下、安曇 80

土砂災害対策 国道256号 飯田市、南木曽町 吾妻 60

土砂災害対策 国道361号 木曽町 関谷～黒川渡 67

土砂災害対策 国道406号 長野市、白馬村 白沢トンネル～小鍋 100

土砂災害対策 国道418号
飯田市、阿南町、
平谷村、売木村、
天龍村

五軒茶屋～尾之島 30

土砂災害対策 (主) 飯田富山佐久間線 飯田市、天龍村 龍江～羽衣崎 28

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (主) 飯田南木曽線 飯田市、南木曽町 猿庫の泉～夏焼 10

土砂災害対策 (主) 奈川木祖線 松本市、木祖村 奈川渡 10

土砂災害対策 (主) 長野大町線 大町市、小川村 郡界橋～三日町 3

土砂災害対策 (主) 阿南根羽線
阿南町、売木村、
根羽村

巾川～小戸名 130

土砂災害対策 (主) 大町麻績インター千曲線
大町市、筑北村、
生坂村、千曲市

旭町～女沢橋 21

土砂災害対策 (主) 下条米川飯田線 飯田市、喬木村 陽皐～弁天橋 30

土砂災害対策 (主) 下仁田臼田線 佐久市 田口 35

土砂災害対策 (一) 粟野御供線 阿南町 門島～御供 97

土砂災害対策 (一) 時又中村線 飯田市 時又～中村 50

土砂災害対策 (一) 深沢阿南線 阿南町、阿智村 上和合～大久保 20

土砂災害対策 (一) 為栗和合線 阿南町、天龍村 為栗～和合 27

土砂災害対策 (一) 大島阿島線 喬木村 大島～阿島 22



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 富士見台公園線 阿南町、阿智村 智里 65

土砂災害対策 (一) 美麻八坂線 大町市 美麻～八坂 13



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 長野県 長野県無電柱化推進計画事業 413

(一)塩尻(停)線(大門八番町)〔塩尻市〕、(一)茅野(停)八子ヶ峰公園
線(仲町～本町)〔茅野市〕、(一)旧軽井沢軽井沢(停)線(軽井沢～東
雲交差点)〔軽井沢町〕、(一)白馬岳線(白馬駅前)〔白馬村〕、(国)141
号(常田)〔上田市〕、(国)148号(白馬駅前)〔白馬村〕、(国)361号(高
遠)〔伊那市〕

無電柱化推進計画事業 上田市 上田市無電柱化推進計画事業 15 (市)新参町線(大手町)



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 飯田市 松尾城・松尾・毛賀地区 長野県 98

交通安全対策（地区内連携） 高森町 吉田～下市田地区 高森町 5



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 長野県 橋梁長寿命化修繕計画 2,161 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長野県 トンネル長寿命化修繕計画 649 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長野県 道路附属物等長寿命化修繕計画 419 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長野市 橋梁長寿命化修繕計画 39 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯田市 橋梁長寿命化修繕計画 26 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 須坂市 橋梁長寿命化修繕計画 35 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小諸市 橋梁長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊那市 橋梁長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 駒ヶ根市 橋梁長寿命化修繕計画 31 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 中野市 橋梁長寿命化修繕計画 9 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯山市 橋梁長寿命化修繕計画 28 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 塩尻市 橋梁長寿命化修繕計画 31 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 佐久市 橋梁長寿命化修繕計画 18 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 安曇野市 橋梁長寿命化修繕計画 23 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南牧村 橋梁長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐久穂町 橋梁長寿命化修繕計画 5 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 御代田町 橋梁長寿命化修繕計画 75 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 立科町 橋梁長寿命化修繕計画 21 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富士見町 橋梁長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 阿智村 橋梁長寿命化修繕計画 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 喬木村 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松川村 橋梁長寿命化修繕計画 13 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山ノ内町 橋梁長寿命化修繕計画 3 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯綱町 橋梁長寿命化修繕計画 10



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
長野県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

長野県橋梁長寿命化修繕計画
長野県 大桑村 県道上松南木曽線 和村橋 橋梁 更新
長野県 下諏訪町 国道142号 大樋橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 国道142号 諏訪口橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 国道142号 焙烙橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 国道142号 町屋敷大橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 石取橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 一の瀬橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 稲倉橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 帯所橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 滝の入橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 三才山橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 向山橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道阿南根羽線 クロハタ橋 橋梁 修繕
長野県 売木村 県道阿南根羽線 丸畑橋 橋梁 修繕
長野県 根羽村 県道阿南根羽線 白江橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道安曇野インター堀金線 勘左衛門堰橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道安曇野インター堀金線 成相跨線橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 県道伊那生田飯田線 福沢橋 橋梁 修繕
長野県 天龍村 県道為栗和合線 橋場橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 曲渕橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 糠沢三号橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 上塩水橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 奈良井新橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 県道園原インター線 小柿沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 県道園原清内路線 庄七橋 橋梁 修繕
長野県 山形村 県道塩尻鍋割穂高線 第２唐沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道塩尻鍋割穂高線 本神沢橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 県道奥志賀公園栄線 熟平橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 県道奥志賀公園栄線 大沢橋 橋梁 修繕
長野県 木島平村 県道奥志賀公園栄線 満水橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道下久堅知久平線 富田沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道下条米川飯田線 おおさわ橋 橋梁 修繕
長野県 下條村 県道下条米川飯田線 牛ヶ爪橋 橋梁 修繕
長野県 泰阜村 県道下条米川飯田線 三ツ沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道下条米川飯田線 大島橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道下条米川飯田線 中沢橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 県道下仁田浅科線 屋敷橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 県道下仁田浅科線 鼻顔橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 県道下仁田浅科線 鼻顔歩道橋 橋梁 修繕
長野県 岡谷市 県道下諏訪辰野線 北沢橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道会田西条（停）線 宮前橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道関崎川中島（停）線 関崎小橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道丸子信州新線 孫沢橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道丸子信州新線 第2桂石橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道岩本里穂刈線 安藤橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道岩本里穂刈線 用水橋 橋梁 修繕
長野県 駒ヶ根市 県道栗林宮田（停）線 大久保橋 橋梁 更新
長野県 池田町 県道原木戸安曇追分（停）線 高瀬橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道古屋敷境ノ沢線 日里大橋 橋梁 修繕
長野県 信濃町 県道古間（停）野尻線 針ノ木跨道橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道戸隠高原浅川線 元宮橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道戸隠高原浅川線 真光寺５号橋 橋梁 修繕
長野県 朝日村 県道御馬越塩尻（停）線 上除沢橋 橋梁 修繕
長野県 朝日村 県道御馬越塩尻（停）線 針尾橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道犀口下居返線 上堰橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道犀口下居返線 中堰橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 県道市ノ沢山吹(停)線 唐沢橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 県道市田(停)線 吉田橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 県道市田(停)線 市田橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 県道市田(停)線 明神橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道時又中村線 新川橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道芝平高遠線 三義橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道小川長野線 中央大橋 橋梁 修繕
長野県 千曲市 県道小峰稲荷山線 上地獄沢 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道松川インター大鹿線 こいけどう橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道松川インター大鹿線 大平1号橋 橋梁 修繕
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長野県 松川町 県道松川大鹿線 溝沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 県道松川大鹿線 松除3号橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 県道松川大鹿線 松除橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 県道松川大鹿線 上の沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 県道松川大鹿線 北条橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本環状高家線 庄野堰橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本環状高家線 神林橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本空港塩尻北インター線 小俣橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本和田線 おおばさま橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本和田線 片上１号橋 橋梁 修繕
長野県 池田町 県道上生坂信濃松川（停）線 高瀬川大橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 下氏乗橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 喬木橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 胡桃沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道上飯田線 清水橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 中反橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道上飯田線 不動橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 平岩橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 牧立橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 空堀沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 荒田沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 三本滝橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 上鈴蘭橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道信濃信州新線 掛札川橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道信濃信州新線 上楠川橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道信濃信州新線 上里橋 橋梁 修繕
長野県 信濃町 県道信濃信州新線 大橋 橋梁 修繕
長野県 信濃町 県道信濃信州新線 唐沢橋 橋梁 修繕
長野県 信濃町 県道信濃信州新線 梅木２号橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道信濃信州新線 木戸橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道深沢阿南線 大久保橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道深沢阿南線 大和田橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道深沢阿南線 中の沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 県道深沢阿南線 栂橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道深沢阿南線 和合橋 橋梁 修繕
長野県 諏訪市 県道諏訪辰野線 衣之渡橋 橋梁 修繕
長野県 諏訪市 県道諏訪辰野線 舟渡川橋 橋梁 修繕
長野県 立科町 県道諏訪白樺湖小諸線 中尾橋 橋梁 修繕
長野県 諏訪市 県道諏訪箕輪線 岩風呂橋 橋梁 修繕
長野県 箕輪町 県道諏訪箕輪線 田無橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道須坂中野線 日野橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道杉島市野瀬線 粟沢堀抜橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道杉島市野瀬線 杉島大橋 橋梁 修繕
長野県 信濃町 県道杉野沢黒姫（停）線 六月こ線橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 下村橋 橋梁 修繕
長野県 駒ヶ根市 県道西伊那線 胡桃沢橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 三ツ久保橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 小河内橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 第１洞橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 板山沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 県道赤石岳公園線 三正坊橋 橋梁 修繕
長野県 根羽村 県道設楽根羽線 中の橋 橋梁 修繕
長野県 根羽村 県道設楽根羽線 桧原橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道川口大町線 橋木橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道川口大町線 小島橋 橋梁 修繕
長野県 小海町 県道川上佐久線 はんね石橋 橋梁 修繕
長野県 小海町 県道川上佐久線 昭和橋 橋梁 修繕
長野県 南相木村 県道川上佐久線 田屋橋 橋梁 修繕
長野県 小谷村 県道川尻小谷糸魚川線 姫川橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道川中島（停）線 犀沢橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道扇沢大町線 鹿島大橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道槍ケ岳線 沢橋2号橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道槍ケ岳線 北葛沢2号橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道槍ケ岳矢村線 一の瀬橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道槍ケ岳矢村線 温泉橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道槍ケ岳矢村線 中房橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道村山豊野（停）線 豊野跨線橋 橋梁 修繕
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長野県 大町市 県道大町麻績インター千曲線 横瀬橋 橋梁 修繕
長野県 生坂村 県道大町麻績インター千曲線 才光寺橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道大町麻績インター千曲線 新菖蒲橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道大町麻績インター千曲線 石原1号橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道大町麻績インター千曲線 大曲橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道大町麻績インター千曲線 渡土橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道中村金井山（停）線 更埴橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道中野小布施線 延徳橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道中野小布施線 大熊１号橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道中野飯山線 新井跨道橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道中野豊野線 七瀬高架橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道町村白川村井（停）線 塩沢１号橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野戸隠線 男鹿沢橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野荒瀬原線 徳間橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野信濃線 坂中1号橋 橋梁 修繕
長野県 飯綱町 県道長野信濃線 昭和橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野信濃線 浅川橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野真田線 矢崎橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野菅平線 権現橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野菅平線 持者橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野菅平線 立目橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野菅平線 落合橋 橋梁 更新
長野県 長野市 県道長野菅平線 川田橋 橋梁 撤去
長野県 大町市 県道長野大町線 花尾下橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道長野大町線 向橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道長野大町線 南田橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道長野大町線 万中橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野豊野線 田子川橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道兎川寺鎌田線 金華橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 県道湯沢望月線 中原橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道栃原北郷信濃線 宮前橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道栃原北郷信濃線 織橋橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川木祖線 幸右エ門橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川野麦高根線 柳沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道白骨温泉線 大池大橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道白骨温泉線 白骨橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 県道八島高原線 空木沢３号 橋梁 修繕
長野県 小諸市 県道八幡小諸線 古城橋 橋梁 修繕
長野県 中野氏 県道飯山妙高高原線 美沢橋 橋梁 修繕
長野県 信濃町 県道飯山妙高高原線 両境橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 県道飯山野沢温泉線 安田跨線橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯田南木曽線 市の瀬橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯田南木曽線 陣ヶ沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯田南木曽線 杉の木沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯田南木曽線 白川橋 橋梁 修繕
長野県 天龍村 県道飯田富山佐久間線 虫川橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯島飯田線 宮崎橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 県道飯島飯田線 追分橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯島飯田線 土曽川大橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯島飯田線 野底橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道飯島飯田線 野底川大橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道美ヶ原公園線 山上１号橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 県道富士見台公園線 本谷橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道米川駄科(停)線 萩の坪橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道米川駄科(停)線 木の根橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道穂高明科線 内川２号橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道穂高明科線 白狐橋 橋梁 修繕
長野県 小谷村 県道奉納中土（停）線 栄曽橋 橋梁 修繕
長野県 野沢温泉村 県道野沢上境（停）線 湯原橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道矢室明科線 城山跨線橋 橋梁 修繕
長野県 松川村 県道矢地赤芝線 矢地橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道有明大町線 有明油川橋 橋梁 修繕
長野県 栄村 国道117号 オマチ川橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 国道117号 牡丹沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 国道117号 宮沢川橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 国道117号 常盤大橋 橋梁 修繕
長野県 野沢温泉村 国道117号 湯沢川大橋 橋梁 修繕
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長野県 中野市 国道117号 本沢橋 橋梁 修繕
長野県 南牧村 国道141号 海ノ口大橋 橋梁 修繕
長野県 南牧村 国道141号 大久保橋 橋梁 修繕
長野県 南牧村 国道141号 湯川橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道143号 刈谷原橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 国道143号 高萩橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道143号 取出橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道143号 大橋 橋梁 修繕
長野県 白馬村 国道148号 佐野坂桟道橋 橋梁 修繕
長野県 小谷村 国道148号 新柳瀬橋 橋梁 修繕
長野県 小谷村 国道148号 栂池大橋 橋梁 修繕
長野県 小谷村 国道148号 立山橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 １号桟道橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 たる沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 はかりまき１号橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道151号 臼井川橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 樫久保橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道151号 観音沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 笹洞橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 八重原沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道151号 万才大橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道151号 弥勒沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 荒木沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 寺沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 小峠橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道152号 赤薙橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 唐沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 東槫渡橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 南大塩橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 平の沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 木間沢橋 橋梁 修繕
長野県 大鹿村 国道152号 下槫渡橋 橋梁 更新
長野県 塩尻市 国道153号 塩尻橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 国道153号 善知鳥橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 国道153号 唐澤川橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 国道153号 避益橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 ぎんれい橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 雲間の滝橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 渚橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 新渕橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 赤松橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 栂桜橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 島々桟道橋1 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 鵬雲崎２号橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 鵬雲崎２号桟道橋 橋梁 修繕
長野県 軽井沢町 国道18号 湯川歩道橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 国道254号 内山大橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 １号橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道256号 伊藤沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道256号 山崎橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 別沢橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 国道292号 角間大橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 国道292号 戸狩２号ボックス 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 国道292号 戸狩高架橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 国道292号 五郷橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 国道292号 内川橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 国道292号 古牧橋 橋梁 更新
長野県 佐久穂町 国道299号 古谷大橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 国道403号 小沢橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道403号 瀬在橋 橋梁 修繕
長野県 木島平村 国道403号 大橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 国道403号 中央橋東ボックス 橋梁 修繕
長野県 中野市 国道403号 殿橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 国道403号 面田橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 一之坂橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 小丸山橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 新常盤橋 橋梁 修繕
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長野県 長野市 国道406号 真砂橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 蔦沖橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 日向橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 百瀬橋1 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 府成橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 茂菅大橋 橋梁 修繕
長野県 平谷村 国道418号 芝の沢橋 橋梁 修繕
長野県 天龍村 国道418号 的瀬橋 橋梁 修繕
長野県 天龍村 国道418号 天竜川橋 橋梁 更新
長野県 点検

長野県トンネル長寿命化修繕計画
長野県 松本市 県道26号線 宮ノ下トンネル トンネル 修繕
長野県 大町市 県道326号線 高瀬トンネル トンネル 修繕
長野県 小谷村 国道148号 下里瀬トンネル トンネル 修繕
長野県 小谷村 国道148号 外沢トンネル トンネル 修繕
長野県 小谷村 国道148号 中土トンネル トンネル 修繕
長野県 小谷村 国道148号 平倉トンネル トンネル 修繕
長野県 伊那市 国道152号 白山トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 三本松トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 芝ぞりトンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 新山吹トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 親子滝トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 水道沢トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 清水トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 赤怒谷トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 日向窪トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 木賊トンネル トンネル 修繕
長野県 白馬村 国道406号 白沢トンネル トンネル 修繕

長野県道路附属物等長寿命化修繕計画
長野県 大町市 県道326号線 金沢橋上スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 大町市大字平字高瀬入 県道326号線 七倉11号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 県道326号線 七倉１３号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 県道326号線 北葛スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 県道394号線 蝮坂スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 栄村 県道408号線 清水河原スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 飯山市 県道408号線 西大滝スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 野沢温泉村 県道408号線 明石スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 栄村 県道507号線 雪坪スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 松川町 県道松川ｲﾝﾀｰ大鹿線 伊那大島駅前横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 野沢温泉村 国道117号 市川小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 南牧村 国道141号 海尻 道路附属物等 修繕
長野県 小海町 国道141号 本間川 道路附属物等 修繕
長野県 小海町 国道141号 鎰掛 道路附属物等 修繕
長野県 北安曇郡小谷村千中土 国道148号 立山橋スノーシェルター 道路附属物等 修繕
長野県 山ノ内町 国道292号 横ぞり２スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 国道406号 足出 道路附属物等 修繕
長野県 白馬村 国道406号 白沢スノーシェッド 道路附属物等 修繕

長野市橋梁長寿命化修繕計画
長野市 長野市 市道松代西２２２号線 神田橋２ 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道鬼無里桐山線 神地沢橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道戸隠南１５０号線 栃ノ木橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道松代東１２９号線 ４００３５号橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道赤沼石線 アップルブリッジ赤沼 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道川中島１２号線 ６０００４号橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道川中島１号線 小山堰橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道川中島８号線 ６０００１号橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道浅川１０３号線 ２２０１５号橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道大室中央線 堀田橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道豊野２６７号線 赤石橋 橋梁 修繕

飯田市橋梁長寿命化修繕計画
飯田市 飯田市 市道２－３５号横山線 久米路橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道下久堅２６７号線 太田橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道座光寺６２号線 欠野沢川５号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道山本１９号線 堀田橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道上久堅１７９号線 大山橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道上村１５５号線 長トロ橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道上村１５５号線 北又渡小橋 橋梁 修繕
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飯田市 飯田市 市道上村１７１号線 新柿の島橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道千代１３号線 金太郎橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道千代１号線 中の橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道南信濃１４２号線 諸河内1号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道南信濃８７号線 屋形戸橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道竜丘１４５号線 新川８号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道龍江１８４号線 釜ノ口橋 橋梁 修繕

須坂市橋梁長寿命化修繕計画
須坂市 須坂市 市道観音堂満竜寺線 八木沢橋４号 橋梁 修繕
須坂市 須坂市 市道高梨九反田線 布田橋 橋梁 修繕
須坂市 須坂市 市道寺村金田線 内山橋 橋梁 修繕
須坂市 須坂市 市道須坂温泉線 温泉橋 橋梁 修繕
須坂市 須坂市 市道本郷２号線 八木沢橋５号 橋梁 修繕

小諸市橋梁長寿命化修繕計画
小諸市 点検

伊那市橋梁長寿命化修繕計画
伊那市 伊那市 市道内ノ萱平澤線 平澤橋 橋梁 修繕
伊那市 伊那市 市道白沢２号線 白沢名廻り橋 橋梁 修繕
伊那市 伊那市 市道竜勝寺線 竜勝寺１号橋 橋梁 修繕

駒ヶ根市橋梁長寿命化修繕計画
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道1-1044号線 1-303橋 橋梁 修繕
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道1-275号線 1-96橋 橋梁 修繕
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道1-298号線 大徳原橋1-226 橋梁 撤去
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道1-345号線 岩田平橋1-239 橋梁 修繕
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道2-116号線 2-42橋 橋梁 修繕
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道2-11号線 松木平橋2-98 橋梁 修繕

中野市橋梁長寿命化修繕計画
中野市 中野市 市道東田線 高遠橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道北大熊６号線 ４３９橋 橋梁 修繕

飯山市橋梁長寿命化修繕計画
飯山市 飯山市 市道１０－３７８号線 １０－８号橋（栄川） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道１０－４４２号線 野々海２号橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道２－１０３号線 清川橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道３－３６６号線 ３－４号橋（４号橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道６－３７９号線 ８－１１号橋（間方橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道７－３２３号線 ７－３９号橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道７－３６４号線 ７－１０号橋（入道渕橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道７－３６６号線 ７－９号橋（入道渕橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道７－４５０号線 ７－１９号橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道８－３１３号線 ８－５号橋（片沢１号橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道９－４５３号線 ９－２８号橋 橋梁 修繕

塩尻市橋梁長寿命化修繕計画
塩尻市 塩尻市 市道小曽部神社前線 宮沢橋 橋梁 修繕
塩尻市 塩尻市 市道野村線 田中橋 橋梁 修繕
塩尻市 塩尻市 市道（１級）奈良井停車場線 権兵衛橋 橋梁 修繕
塩尻市 塩尻市 市道東山旧国道６号線 東山橋 橋梁 修繕

佐久市橋梁長寿命化修繕計画
佐久市 佐久市 市道(1級)31-005号線 79号橋田子川橋 橋梁 修繕
佐久市 佐久市 市道(2級)36-003号線 31号橋松井橋 橋梁 修繕

安曇野市橋梁長寿命化修繕計画
安曇野市 安曇野市 市道豊科２級４号線 豊科中部２４号橋 橋梁 修繕
安曇野市 安曇野市 市道穂高０４０１号線 穂高１２５号橋 橋梁 修繕
安曇野市 安曇野市 市道穂高２３１３号線 穂高１９５号橋 橋梁 更新
安曇野市 安曇野市 市道明科３０１７号線 中條跨線道路橋 橋梁 修繕
安曇野市 安曇野市 市道明科４２５３号線 東栄町跨線橋 橋梁 修繕

南牧村橋梁長寿命化修繕計画
南牧村 南牧村 村道（２級）高見沢線 高見沢3号橋 橋梁 修繕
南牧村 南牧村 村道２２１１号線 中沢橋 橋梁 修繕
南牧村 南牧村 村道２２１１号線 杣添橋 橋梁 修繕

佐久穂町橋梁長寿命化修繕計画
佐久穂町 佐久穂町 町道上屋敷線 本郷上橋 橋梁 修繕

御代田町橋梁長寿命化修繕計画
御代田町 御代田町 町道向原１１号線 向原橋 橋梁 修繕

立科町橋梁長寿命化修繕計画
立科町 立科町 町道古町馬場池線 古町屋敷１号橋 橋梁 修繕
立科町 立科町 町道上房川東線 上房川東橋 橋梁 修繕
立科町 立科町 町道水道水源地線 水源地橋 橋梁 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
長野県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

立科町 立科町 町道千草保育園連絡線 上赤沢４号橋 橋梁 修繕
立科町 立科町 町道野方西塩沢線 野方橋 橋梁 修繕
立科町 立科町 町道梨の木線 蟹原1号橋 橋梁 修繕

富士見町橋梁長寿命化修繕計画
富士見町 富士見町 町道１３６９号線 武智川1号橋 橋梁 修繕
富士見町 富士見町 町道１７８２号線 程久保橋 橋梁 修繕
富士見町 富士見町 町道３６３３号線 二の沢橋 橋梁 修繕
富士見町 富士見町 町道５４６８号線 切掛2号橋 橋梁 修繕

阿智村橋梁長寿命化修繕計画
阿智村 阿智村 村道（１級）１－１４号線 神橋 橋梁 修繕
阿智村 阿智村 村道（１級）１－２１号線 産場橋 橋梁 修繕

喬木村橋梁長寿命化修繕計画
喬木村 喬木村 村道５号線 ５１３号橋 橋梁 修繕
喬木村 喬木村 村道７３１号線 宮ノ前橋 橋梁 修繕

松川村橋梁長寿命化修繕計画
松川村 松川村 村道（１級）１－３号線 草川橋 橋梁 修繕
松川村 松川村 村道５－５９０号線 石ノ坪２号橋 橋梁 修繕

山ノ内町橋梁長寿命化修繕計画
山ノ内町 山ノ内町 町道佐野湯田中線 栄橋歩道橋 橋梁 修繕

飯綱町橋梁長寿命化修繕計画
飯綱町 飯綱町 町道（２級）Ｋ２－１１号線 上村三号橋 橋梁 修繕
飯綱町 飯綱町 町道（２級）Ｋ２－１２号線 霊仙寺湖橋 橋梁 修繕
飯綱町 飯綱町 町道Ｍ３－２７１号線 みそ川橋２ 橋梁 修繕
飯綱町 飯綱町 町道Ｍ３－４７号線 八幡橋 橋梁 修繕



長 野 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

信濃川 千曲川 一般河川改修事業 199　 千曲市
ちくまし

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 307　 高森町
たかもりまち

、宮田村
み や だ む ら

信濃川 千曲川 河川維持修繕事業 1,004　 上田市
う  え  だ   し

～飯山市
いいやまし

、野沢
のざわ

温泉
おんせん

村
むら

天竜川 天竜川上流 河川維持修繕事業 1,226　 辰野町
たつのまち

～天龍村
てんりゅうむら

信濃川 総合水系環境整備事業 276　 上田市
う え だ し

、長野市
な が の し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

信濃川 皿川 大規模特定河川事業 30　 飯山市
い い や ま し

信濃川 駒沢川 大規模特定河川事業 20　 長野市
な が の し

信濃川 黒沢川 大規模特定河川事業 30　 安曇野
あ ず み の

市
し

信濃川 岡田川 大規模特定河川事業 30　 長野市
な が の し



長野県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

堰堤維持事業 信濃川大町ダム 4

天竜川ダム統合管理 24

天竜川美和ダム 350

天竜川小渋ダム 462

河川総合開発事業 信濃川大町ダム等再編 211

天竜川三峰川総合開発 70

水資源開発事業 木曾川味噌川ダム 101

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



長野県

　令和３年度補正予算補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 276)

河川整備事業費 276 

　治水ダム等建設事業費補助

( 120)

　　建 設 工 事 120 

( 120)

松川ダム再開発 120 生活貯水池

( 156)

　　実施計画調査 156 

( 156)

裾花川流域ダム再生 156 裾花ダム、奥裾花ダム

事項 ダム名 備　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あさまやま ちくまがわ にごりかわ にごりかわさぼうえんていぐん きたさくぐん かるいざわまち おいわけ

利根川水系砂防 火山砂防 浅間山 千曲川 濁川 濁川砂防堰堤群 北佐久郡 軽井沢町 追分 砂防堰堤工 180

合計 1 箇所 180

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　１／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ どうがさわ かまなしがわりゅういきさがんさぼうしせつかいちく すわぐん ふじみまち おちあい

富士川砂防 砂防 富士川 釜無川 洞ヶ沢 釜無川流域左岸砂防施設改築 諏訪郡 富士見町 落合 砂防堰堤工 130

合計 1 箇所 130

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　２／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ よせざわさぼうえんていかいちく おおまちし たいらかごかわいり

松本砂防 砂防 信濃川上流 高瀬川 篭川 寄沢砂防堰堤改築 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 115
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ まるやまさぼうえんていかいちく（にき） おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川 丸山砂防堰堤改築（Ⅱ期） 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 165
砂防
合計 2 箇所 280

しなのがわじょうりゅう あずさがわ さかいがわ さかいがわけいりゅうほぜんこう（にき） まつもとし ながわよりあいど

火山砂防 信濃川上流 梓川 境川 境川渓流保全工（Ⅱ期） 松本市 奈川寄合渡 渓流保全工 180
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ながわ、まえかわ あずさがわりゅういきさぼうせつびかいちく まつもとし ながわよりあいど、あづみおおのがわ

信濃川上流 梓川 奈川、前川 梓川流域砂防設備改築 松本市 奈川寄合渡、安曇大野川 砂防堰堤工 100
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ながわ かなばらちくのりめんたいさく まつもとし ながわよりあいど

信濃川上流 梓川 奈川 金原地区法面対策 松本市 奈川寄合渡 斜面対策工 100
火山砂防
合計 3 箇所 380

合計 5 箇所 660

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　３／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわじょうりゅうさぼうえんていぐん しもみのちぐん さかえむら うえのはら

湯沢砂防 火山砂防 信濃川下流 中津川 中津川上流砂防堰堤群 下水内郡 栄村 上野原 砂防堰堤工 100
しなのがわかりゅう なかつがわ あきやまごうとこがためこうぐん しもみのちぐん さかえむら やしき

信濃川下流 中津川 秋山郷床固工群 下水内郡 栄村 屋敷 床固工 150

合計 2 箇所 250

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　４／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ まつかわ みなみまた ひめかわさぼうせつびかいちく（にき） きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

松本砂防 砂防 姫川 松川 南股 姫川砂防設備改築（Ⅱ期） 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 100
砂防
合計 1 箇所 100

ひめかわ うらかわ うらかわじょうりゅうさぼうえんていぐん きたあづみぐん おたりむら きたおたり

火山砂防 姫川 浦川 浦川上流砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 150
ひめかわ うらかわ うらかわさぼうせつびかいちく（にき） きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 浦川 浦川砂防設備改築（Ⅱ期） 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 308
火山砂防
合計 2 箇所 458

合計 3 箇所 558

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　５／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ みぶがわ くろかわ くろかわけいりゅうほぜんこう いなし はせくろごうち

天竜川上流河川 砂防 天竜川 三峰川 黒川 黒川渓流保全工 伊那市 長谷黒河内 渓流保全工 300
てんりゅうがわ こしぶがわ しおかわ しおかわとこがためこうぐん しもいなぐん おおしかむら かしお

天竜川 小渋川 塩川 塩川床固工群 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 床固工 200
てんりゅうがわ こしぶがわ かしおがわ かしおがわけいりゅうほぜんこう しもいなぐん おおしかむら かしお

天竜川 小渋川 鹿塩川 鹿塩川渓流保全工 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 渓流保全工 300
てんりゅうがわ おおたぎりがわ こまがねし あかほ

天竜川 太田切川 太田切川床固工群 駒ヶ根市 赤穂 床固工 300
てんりゅうがわ かたぎりまつかわ かたぎりまつかわとこがためこうぐん しもいなぐん まつかわまち かみかたぎり

天竜川 片桐松川 片桐松川床固工群 下伊那郡 松川町 上片桐 床固工 300
てんりゅうがわ とおやまがわ つべたさわ つべたさわさぼうえんてい いいだし かみむら

天竜川 遠山川 ツベタ沢 ツベタ沢砂防堰堤 飯田市 上村 砂防堰堤工 200
てんりゅうがわ とおやまがわ きたまたざわ こすまさわさぼうえんてい いいだし かみむら

天竜川 遠山川 北又沢 コスマ沢砂防堰堤 飯田市 上村 砂防堰堤工 200
てんりゅうがわ てんりゅうがわ てんりゅうがわじょうりゅうさぼうしせつかいちく しもいなぐん おおしかむら かしお

天竜川 天竜川 天竜川上流砂防施設改築 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 砂防堰堤工 600

合計 8 箇所 2,400

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　６／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ きそがわ しもざいさぼうえんていこうぐん きそぐん おおくわむら のじり

多治見砂防国道 砂防 木曾川 木曾川 下在砂防堰堤工群 木曽郡 大桑村 野尻 砂防堰堤工 140
きそがわ きそがわ じゃぬけさわ わごうじゃぬけさわちんさちこう きそぐん なぎそまち ワゴウ

木曾川 木曾川 蛇抜沢 和合蛇抜沢沈砂地工 木曽郡 南木曽町 和合 遊砂地工 40
きそがわ あげまつかんないさぼうしせつかいちく きそぐん あげまつまち・おおくわむら

木曾川 上松管内砂防施設改築 木曽郡 上松町・大桑村 砂防堰堤工 380

合計 3 箇所 560

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　７／７）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



令和３年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（補正）（長野県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

このた いいだし みなみしなのやえごうち しゅうすいせいこう

地すべり対策 此田 飯田市 南信濃八重河内 集水井工 70

てんりゅうがわちゅうりゅう しもいなぐん てんりゅうむら ひらおか

地すべり対策 天竜川中流 下伊那郡 天龍村 平岡 しゅうすいせいこう

あなんちょう ひがしじょう 集水井工

阿南町 東條 50

２箇所 120合計

所在地

天竜川上流河川



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 てんりゅうがわ くりしろかわ しもいなぐん あちむら やごし さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 栗代川 下伊那郡 阿智村 矢越 砂防堰堤工 90

小計 1箇所 90

大規模更新 しなのがわ にごりがわ きたさくぐん みよたまち やかくら えんていかいりょうこう

砂防等事業 信濃川 濁川 北佐久郡 御代田町 八ヶ倉 堰堤改良工 60
てんりゅうがわ かくみょうがわ ちのし とよひら えんていかいりょうこう

天竜川 角名川 茅野市 豊平 堰堤改良工 50
てんりゅうがわ そのはらがわほか しもいなぐん あちむら そのはらほか えんていかいりょうこう

天竜川 園原川他 下伊那郡 阿智村 園原他 堰堤改良工 125
しなのがわ なかぶさがわ あづみのし ほたかありあけ えんていかいりょうこう

信濃川 中房川 安曇野市 穂高有明 堰堤改良工 50
しなのがわ からすがわ あづみのし ほりがねからすがわ えんていかいりょうこう

信濃川 烏川 安曇野市 堀金烏川 堰堤改良工 5

小計 5箇所 290

事業間連携 しなのがわ ところさわ さくし にがみず さぼうえんていこう

砂防等事業 信濃川 所沢 佐久市 苦水 砂防堰堤工 15
しなのがわ まるやまさわ さくし まるやま さぼうえんていこう

信濃川 丸山沢 佐久市 丸山 砂防堰堤工 30
しなのがわ このいりさわ うえだし そえひ さぼうえんていこう

信濃川 此入沢 上田市 傍陽 砂防堰堤工 30
てんりゅうがわ にれさわ かみいなぐん たつのまち いなとみ さぼうえんていこう

天竜川 楡沢 上伊那郡 辰野町 伊那富 砂防堰堤工 50
てんりゅうがわ からさわがわ こまがねし ひがしいな さぼうえんていこう

天竜川 唐沢川 駒ケ根市 東伊那 砂防堰堤工 50

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　1/8）

事業区分 所在地水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 しなのがわ どうだいら かみたかいぐん たかやまむら てんじんばら さぼうえんていこう

砂防等事業 信濃川 堂平 上高井郡 高山村 天神原 砂防堰堤工 30
しなのがわ さむさわ しもたかいぐん やまのうちまち さむさわ さぼうえんていこう

信濃川 寒沢 下高井郡 山ノ内町 寒沢 砂防堰堤工 40
しなのがわ たぐさがわ いいやまし しずま さぼうえんていこう

信濃川 田草川 飯山市 静間 砂防堰堤工 10
ひめかわ なみやまさわきた きたあづみぐん はくばむら さのきた さぼうえんていこう

姫川 長見山沢北 北安曇郡 白馬村 佐野北 砂防堰堤工 5
しなのがわ たるさわがわ かみたかいぐん たかやまむら みずなか さぼうえんていこう

信濃川 樽沢川 上高井郡 高山村 水中 砂防堰堤工 10
きそがわ まんごおり きそぐん きそまち まんごおり さぼうえんていこう

木曽川 万郡沢 木曽郡 木曽町 万郡 砂防堰堤工 130
しなのがわ かいがんじさわ まつもとし ひがしきりはら さぼうえんていこう

信濃川 海岸寺沢 松本市 東桐原 砂防堰堤工 100
しなのがわ かわとりさわ しおじりし みなみはら さぼうえんていこう

信濃川 川鳥沢 塩尻市 南原 砂防堰堤工 50
しなのがわ ほんさわ しもたかいぐん のざわおんせんむら とよさと さぼうえんていこう

信濃川 本沢 下高井郡 野沢温泉村 豊郷 砂防堰堤工 5
しなのがわ とちぎがわ こもろし ひしだいら さぼうえんていこう

信濃川 栃木川 小諸市 菱平 砂防堰堤工 130
てんりゅうがわ おおさわがわ すわぐん しもすわまち たかぎ さぼうえんていこう

天竜川 大沢川 諏訪郡 下諏訪町 高木 砂防堰堤工 15
せきかわ うちのまきがわ かみみのちぐん しなのまち ふるみ さぼうえんていこう

関川 内の巻川 上水内郡 信濃町 古海 砂防堰堤工 40
しなのがわ とだてざわ しもたかいぐん きじまだいらむら うわせんごく さぼうえんていこう

信濃川 戸立沢 下高井郡 木島平村 上千石 砂防堰堤工 100

小計 18箇所 840

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　2/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

まちづくり連携 てんりゅうがわ たけのさわがわ おかやし おさち さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 竹の沢川 岡谷市 長地 砂防堰堤工 150

小計 1箇所 150

25箇所 1,370

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　3/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 くつかけ ちいさがたぐん あおきむら くつかけ よこぼーりんぐこう

砂防等事業 沓掛 小県郡 青木村 沓掛 横ボーリング工 90
おのやま うえだし おのやま よこぼーりんぐこう

尾野山 上田市 尾野山 横ボーリング工 5
くらした きたあづみぐん はくばむら くらした しゅうすいせいこう

倉下 北安曇郡 白馬村 倉下 集水井工 30
はっぽういわ きたあづみぐん おたりむら はっぽういわ おさ　　もりどこう

八方岩 北安曇郡 小谷村 八方岩 押え盛土工 10

小計 4箇所 135

大規模更新 かんきゅう きたあづみぐん おたりむら かんきゅう あんかーこう

砂防等事業 神久 北安曇郡 小谷村 神久 アンカー工 150
ちゃうすやま ながのし ちゃうすやま しゅうすいせいこう

茶臼山 長野市 茶臼山 集水井工 10

小計 ２箇所 160

事業間連携 ひきのた しもいなぐん おおしかむら ひきのた しゅうすいせいこう

砂防等事業 引の田 下伊那郡 大鹿村 引の田 集水井工 60
おちあい しもたかいぐん やまのうちまち おちあい しゅうすいせいこう

落合 下高井郡 山ノ内町 落合 集水井工 215
つがいけ きたあづみぐん おたりむら つがいけ しゅうすいせいこう

栂池 北安曇郡 小谷村 栂池 集水井工 125
ふくしま しもいなぐん てんりゅうむら ふくしま しゅうすいせいこう

福島 下伊那郡 天龍村 福島 集水井工 30
あさかわなんぶ ながのし あさかわなんぶ よこぼーりんぐこう

浅川南部 長野市 浅川南部 横ボーリング工 20

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　4/8）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 たかはな あづみのし たかはな しゅうすいせいこう

砂防等事業 高鼻 安曇野市 高鼻 集水井工 50
いちばいちごう きたあづみぐん おたりむら いちばいちごう よこぼーりんぐこう

市場１号 北安曇郡 小谷村 市場１号 横ボーリング工 25
みねがたした きたあづみぐん はくばむら みねがたした しゅうすいせいこう

峯方下 北安曇郡 白馬村 峯方下 集水井工 40
むらやま ながのし むらやま しゅうすいせいこう

村山 長野市 村山 集水井工 120

小計 ９箇所 685

15箇所 980合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　5/8）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

まちづくり連携 やまてちょう おかやし やまてちょう のりわくこう

砂防等事業 山手町 岡谷市 山手町 法枠工 266
にしさんさい ながのし にしさんさい のりわくこう

西三才 長野市 西三才 法枠工 90

合計
2箇所 356

※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　6/8）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 しなのがわ あかや さくし あかや さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 信濃川 赤谷 佐久市 赤谷 砂防堰堤工 30
しなのがわ うるしいりさわ みなみさくぐん さくほまち ふるや さぼうえんていこう

信濃川 漆入沢 南佐久郡 佐久穂町 古谷 砂防堰堤工 30
しなのがわ もざわ うえだし もざわ さぼうえんていこう

信濃川 茂沢 上田市 茂沢 砂防堰堤工 30
しなのがわ うめのきさわ うえだし ひらい さぼうえんていこう

信濃川 梅の木沢 上田市 平井 砂防堰堤工 25
しなのがわ みきりさわ うえだし こくぞう さぼうえんていこう

信濃川 見切沢 上田市 虚空蔵 砂防堰堤工 40
しなのがわ むかいさわ うえだし むかい さぼうえんていこう

信濃川 向井沢 上田市 向井 砂防堰堤工 10
しなのがわ しぶさわがわ うえだし しぶさわ さぼうえんていこう

信濃川 渋沢川 上田市 渋沢 砂防堰堤工 10
しなのがわ おおさわ うえだし いいぬま さぼうえんていこう

信濃川 大沢 上田市 飯沼 砂防堰堤工 30
しなのがわ ささだいらさわ ながのし わかほほしな さぼうえんていこう

信濃川 笹平沢 長野市 若穂保科 砂防堰堤工 70

9箇所 275

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（長野県　7/8）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 しなのがわ こくぼ みなみさくぐん さくほまち おおひなた さぼうえんていこう

砂防事業 信濃川 小久保 南佐久郡 佐久穂町 大日向 砂防堰堤工 60
てんりゅうがわ やたがわ かみいなぐん なかがわむら みさと さぼうえんていこう

天竜川 谷田川 上伊那郡 中川村 美里 砂防堰堤工 20
てんりゅうがわ しばさわがわ しもいなぐん てんりゅうむら あしぜ さぼうえんていこう

天竜川 芝沢川 下伊那郡 天龍村 足瀬 砂防堰堤工 30
しなのがわ たまねさわ ひがしちくまぐん ちくほくむら たまね さぼうえんていこう

信濃川 玉根沢 東筑摩郡 筑北村 玉根 砂防堰堤工 30

4箇所 140

事業区分 水系名 渓流名 所在地

令和３年度補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（長野県　8/8）

合計



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわじょうりゅう たかせがわ たかせがわさぼうえんていぐん おおまちし たいらかごかわいり、たいらかしまいり

松本砂防 砂防 信濃川上流 高瀬川 高瀬川砂防堰堤群 大町市 平篭川入、平鹿島入 砂防堰堤工 100

合計 1 箇所 100

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　１／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわかりゅう なかつがわ なかつがわさぼうえんていぐん しもみのちぐん さかえむら こあかさわ、うえのはら、やしき

湯沢砂防 火山砂防 信濃川下流 中津川 中津川砂防堰堤群 下水内郡 栄村 小赤沢、上野原、屋敷 砂防堰堤工 90

合計 1 箇所 90

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　２／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ うらかわ うらかわさぼうえんていぐん きたあづみぐん おたりむら きたおたり

松本砂防 火山砂防 姫川 浦川 浦川砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 150

合計 1 箇所 150

事業費
（百万円）

備　考

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　３／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ きそがわ じゃぬけさわ わごうじゃぬけさわちんさちこう きそぐん なぎそまち わごう

多治見砂防国道 砂防 木曾川 木曾川 蛇抜沢 和合蛇抜沢沈砂地工 木曽郡 南木曽町 和合 遊砂地工 200

合計 1 箇所 200

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　４／４）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



長　野　県

都市局



※市町村名は令和3年12月1日現在である。
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　長野県

（単位：百万円）

維持管理 国営アルプスあづみの公園
安曇野市、大町市、北安曇
郡松川村

520 うち５か年加速化対策　165百万円

令和３年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 長野県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

1,935,600 32,000 1,967,600

松本市 松本市 継続 松本駅周辺地区 1/2 967,800 16,000 983,800

1,935,600 32,000 1,967,600

合計 967,800 16,000 983,800

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:長野県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 長野県 長野県無電柱化推進計画事業 413

(一)塩尻(停)線(大門八番町)〔塩尻市〕、(一)茅野(停)八子ヶ峰
公園線(仲町～本町)〔茅野市〕、(一)旧軽井沢軽井沢(停)線
(軽井沢～東雲交差点)〔軽井沢町〕、(一)白馬岳線(白馬駅前)
〔白馬村〕、(国)141号(常田)〔上田市〕、(国)148号(白馬駅前)
〔白馬村〕、(国)361号(高遠)〔伊那市〕

無電柱化推進計画事業 上田市 上田市無電柱化推進計画事業 15 (市)新参町線(大手町)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策
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Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 

（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

 

(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（長野県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

長野県の豊かな自然と文化を活
かした地域間連携の強化と広域
観光の推進

上田市,長野市,中野市,川上村,松本市,飯島
町,塩尻市,安曇野市,箕輪町,大町市,南牧
村,茅野市,飯田市,豊丘村,売木村,泰阜村,
信濃町,飯綱町,諏訪市,立科町,南箕輪村,大
桑村,小海町,辰野町,山形村,筑北村,栄村,
佐久市,御代田町,原村,伊那市,根羽村,麻績
村,千曲市,坂城町,須坂市,岡谷市,長野県,
駒ヶ根市,阿智村,喬木村,朝日村,南木曽町

52,000 

52,000 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（長野県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

災害時にも地域の輸送等を支え
る道路整備による県土強靭化計
画

長野県,佐久市,小海町,川上村,茅野市,辰野
町,飯島町,泰阜村,豊丘村,松本市,須坂市,
駒ヶ根市

1,636,800 

災害に強い道路ネットワークを
確保する道路整備計画（防災・
安全）

長野県 1,156,576 

安全・安心・快適な交通を確保
する道路整備等の推進計画（防
災・安全）

長野県,小諸市,佐久市,軽井沢町,御代田町,
南牧村,上田市,東御市,長和町,岡谷市,諏訪
市,茅野市,富士見町,駒ヶ根市,辰野町,箕輪
町,飯島町,南箕輪村,中川村,飯田市,松川
町,豊丘村,大鹿村,木祖村,王滝村,松本市,
塩尻市,生坂村,山形村,安曇野市,大町市,池
田町,白馬村,千曲市,坂城町,須坂市,長野
市,信濃町,中野市,飯山市,木島平村,栄村,
上松町,南木曽町,伊那市,佐久穂町,立科町,
宮田村,木曽町,朝日村,筑北村,小谷村,高山
村,山ノ内町,野沢温泉村

993,104 

道路整備や交通安全環境の整備
による児童・生徒等の安全歩行
空間確保計画（防災・安全）

長野県,南牧村,上田市,岡谷市,下諏訪町,
駒ヶ根市,飯田市,塩尻市,安曇野市,大町市,
長野市,松本市,千曲市,南箕輪村

46,000 

ハードとソフトが一体となった
総合的な治水対策の推進（防
災・安全）

長野県,小諸市,佐久穂町,小海町,南牧村,川
上村,上田市,東御市,長和町,青木村,上松
町,南木曽町,木曽町,木祖村,大桑村,安曇野
市,須坂市,高山村,小布施町,松本市,池田
町,小谷村,松川村

2,936,500 

ハードとソフトが一体となった
総合的な治水対策の推進（防
災・安全）（重点）

長野県 658,500 

長野市豊野地区における総合内
水対策の推進（防災・安全）
（重点）

長野県 10,000 

ハードとソフトが一体となった
総合的な減災対策の推進（防
災・安全）

長野県 2,561,890 

ハードとソフトが一体となった
総合的な減災対策の推進（防
災・安全）（重点）

長野県 728,950 

長野県流域下水道「水循環・資
源循環のみち２０１５」構想の
推進による、安全・安心な暮ら
しの実現（防災・安全）

長野県 848,500 



（長野県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

長野県公共下水道「水循環・資
源循環のみち」構想の推進によ
る、安全・安心な暮らしの実現
（防災・安全）

長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪
市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野
市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,
千曲市,東御市,安曇野市,川上村,南牧村,軽
井沢町,御代田町,立科町,下諏訪町,辰野町,
箕輪町,飯島町,南箕輪村,宮田村,松川町,高
森町,阿智村,豊丘村,上松町,木祖村,木曽
町,麻績村,山形村,朝日村,池田町,松川村,
小谷村,山ノ内町,野沢温泉村,小川村,信濃
町,飯綱町,川西保健衛生施設組合,南佐久環
境衛生組合,木曽広域連合,大桑村,白馬村

296,318 

長野県流域下水道「水循環・資
源循環のみち２０１５」構想の
推進による、安全・安心な暮ら
しの実現（防災・安全(重点計
画)）

長野県 168,000 

長野県公共下水道「水循環・資
源循環のみち」構想の推進によ
る、安全・安心な暮らしの実現
（防災・安全（重点計画））

長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪
市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町
市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,
東御市,下諏訪町,松川町,木曽町,麻績村,朝
日村,南佐久環境衛生組合,飯綱町

140,350 

長野県都市公園の防災機能強化
その２（防災・安全）

長野県 48,400 

長野県都市公園の防災機能強化
その１（防災・安全）

長野県 28,700 

長野県都市公園長寿命化対策
（防災・安全）

長野県,御代田町 15,300 

長野県宅地耐震化推進事業

長野県,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸
市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山
市,茅野市,塩尻市,佐久市,東御市,小海町,
軽井沢町,御代田町,立科町,下諏訪町,富士
見町,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,阿南
町,阿智村,下條村,売木村,南木曽町,大桑
村,小谷村,坂城町,山ノ内町,木島平村,野沢
温泉村,信濃町,小川村,飯綱町

55,573 

松本市公園施設長寿命化対策支
援事業（防災・安全）

松本市 15,000 

諏訪市公園施設長寿命化対策支
援事業計画（防災・安全）

諏訪市 15,000 



（長野県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

伊那市公園施設長寿命化対策事
業（防災・安全）

伊那市 15,000 

駒ヶ根市都市公園の長寿命化に
よる安全で快適な都市公園の整
備（防災・安全）

駒ヶ根市 15,000 

佐久市都市公園整備計画（防
災・安全）

佐久市 15,000 

第二期東御市公園施設長寿命化
対策（防災・安全）

東御市 15,000 

安曇野市都市公園安全安心推進
計画（防災・安全）

安曇野市 15,000 

辰野町公園施設長寿命化計画 辰野町 16,450 

12,450,911 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（長野県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

長野県の豊かな自然と文化を活
かした地域間連携の強化と広域
観光の推進

上田市,長野市,中野市,川上村,松本市,飯島
町,塩尻市,安曇野市,箕輪町,大町市,南牧
村,茅野市,飯田市,豊丘村,売木村,泰阜村,
信濃町,飯綱町,諏訪市,立科町,南箕輪村,大
桑村,小海町,辰野町,山形村,筑北村,栄村,
佐久市,御代田町,原村,伊那市,根羽村,麻績
村,千曲市,坂城町,須坂市,岡谷市,長野県,
駒ヶ根市,阿智村,喬木村,朝日村,南木曽町

260,313 

リニアアクセス道路整備による
安全で安心なうつくしいまちづ
くり

長野県,飯田市 229,675 

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

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,長野市,筑北村

82,500 

長野県流域下水道「水循環・資
源循環のみち２０１５」構想の
推進による、安全・安心な暮ら
しの実現

長野県 254,000 

長野県公共下水道「水循環・資
源循環のみち」構想の推進によ
る、安全・安心な暮らしの実現
（重点計画）

長野市,上田市,須坂市,小諸市,伊那市,中野
市,飯山市,塩尻市,佐久市,東御市,安曇野
市,川上村,軽井沢町,辰野町,松川町,高森
町,喬木村,木曽町,南佐久環境衛生組合,千
曲市,飯綱町

78,900 

長野県国民スポーツ大会開催に
向けた都市公園の整備

長野県 342,000 

駒ヶ根市都市公園を活用した交
流拠点の整備

駒ヶ根市 10,000 

塩尻市小坂田公園の既存ストッ
クを活用した機能再編

塩尻市 166,700 

1,424,088 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（長野県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

通学路等の生活空間における安
心・安全な通行空間確保計画
（防災・安全）

長野県,小諸市,御代田町,東御市,岡谷市,茅
野市,下諏訪町,駒ヶ根市,辰野町,飯島町,南
箕輪村,宮田村,飯田市,高森町,松本市,塩尻
市,安曇野市,大町市,松川村,千曲市,坂城
町,須坂市,高山村,長野市,中野市,諏訪市,
富士見町,飯山市,野沢温泉村,上田市,豊丘
村,朝日村,生坂村,白馬村,佐久市,山ノ内
町,南木曽町

1,156,016 

安全で安心な歩行者空間の確保
を支援する道づくり推進計画
（防災・安全）

長野県 385,000 

長野県のさわやかな風を感じる
安全で快適な自転車ネットワー
ク整備計画（防災・安全）

長野県,岡谷市,諏訪市,下諏訪町,千曲市,長
野市

205,700 

都市計画道路整備の推進による
安全で安心なうつくしいまちづ
くり（防災・安全）

長野県,長野市,松本市,安曇野市,須坂市,佐
久市

77,000 

1,823,716 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


