
長 野 県
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令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

改築 国道18号 東御市～上田市 上田バイパス（延伸） 1,322

改築 国道18号 坂城町 坂城更埴バイパス（坂城町区間） 800

改築 国道18号 千曲市～長野市 坂城更埴バイパス（延伸） 1,590

改築 国道18号 長野市 長野東バイパス 396

改築 国道18号 信濃町 野尻ＩＣ関連 100

改築 国道19号 木祖村 薮原改良 867

改築 国道19号 塩尻市 塩尻拡幅 50

改築 国道19号 松本市 松本拡幅 770

改築 国道19号 生坂村～長野市 長野19号防災 585

改築 国道20号 茅野市 坂室バイパス 162

改築 国道20号 下諏訪町～岡谷市 下諏訪岡谷バイパス 2,239

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

改築 国道153号 駒ケ根市～伊那市 伊駒アルプスロード 487

改築 国道158号 松本市 松本波田道路 1,900

改築 国道158号 松本市 奈川渡改良 507

改築 国道474号 飯田市～喬木村 飯喬道路 3,691

改築 国道474号 飯田市 青崩峠道路 2,839



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

軽井沢町追分歩道整備（軽井沢町） 178

上田市秋和歩道整備（上田市） 93

千曲市杭瀬下交差点改良（千曲市） 111

路線名 備考

382交通安全 国道18号
軽井沢町、
上田市、千曲市

長野18号交通安全対策



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

神戸地区視距改良（南木曽町） 99

野尻地区交差点改良（大桑村） 140

桟地区歩道設置（上松町） 130

奈良井川橋交差点改良（塩尻市） 39

平沢地区交差点改良（塩尻市） 60

塩尻市九里巾交差点改良（塩尻市） 276

安曇野市明科駅前歩道整備（安曇野市） 666

長野市信州新町日原西歩道整備（長野市） 50

交通安全 国道20号 下諏訪町 長野20号交通安全対策 178 下諏訪町富士見橋歩道整備 178

交通安全 国道19号

南木曽町、
大桑村、
上松町、塩尻市、
安曇野市、
長野市

長野19号交通安全対策 1,460



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

電線共同溝 国道18号 長野市 長野18号電線共同溝 50 青木島町電線共同溝 50

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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） 120 伊那木曽連絡道路

改築 （主） 大町明科線 安曇野市 安曇野道路 120 松本糸魚川連絡道路

改築 国道153号 飯田市 飯田北改良 830

改築 国道153号 伊那市 伊那バイパス 100

改築 （主） 諏訪辰野線 岡谷市、諏訪市 小坂～有賀 750

改築 （市） 33225号線 諏訪市 (仮称)諏訪湖スマートICアクセス 75

改築 （市） 若穂西298号線 長野市 (仮称)若穂スマートICアクセス 1

改築 （村） 滝上北線 筑北村 (仮称)筑北スマートICアクセス 146

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 白馬村 海ノ口～外沢 38

土砂災害対策 国道151号 阿南町 落合 40

土砂災害対策 国道152号 大鹿村 市野瀬～木沢 18

土砂災害対策 国道158号 松本市 中ノ湯～稲核橋下、安曇ほか 60

土砂災害対策 国道299号 佐久穂町 麦草～十石峠 5

土砂災害対策 国道361号 木曽町 関谷～黒川渡 39

土砂災害対策 国道406号 長野市 白沢トンネル～小鍋 45

土砂災害対策 国道418号 飯田市、天龍村 五軒茶屋～尾之島 56

土砂災害対策 (主) 飯田富山佐久間線
阿南町、泰阜村、
天龍村

龍江～羽衣崎 26

土砂災害対策 (主) 飯田南木曽線 飯田市 猿庫の泉～夏焼 13

土砂災害対策 (主) 開田三岳福島線 木曽町 越～川合 50

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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) 松川大鹿線 松川町、大鹿村 松除～落合 63

土砂災害対策 (主) 奈川木祖線 松本市 奈川渡 40

土砂災害対策 (主) 長野大町線 大町市 郡界橋～三日町 25

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 52

土砂災害対策 (主) 大町麻績インター千曲線 大町市、生坂村 旭町～女沢橋 92

土砂災害対策 (主) 駒ヶ根駒ヶ岳公園線 駒ヶ根市、宮田村 北御所 55

土砂災害対策 (主) 下条米川飯田線
飯田市、阿南町、
下條村

陽皐～弁天橋 32

土砂災害対策 (主) 下仁田臼田線 佐久市 田口 10

土砂災害対策 (一) 粟野御供線 阿南町 門島～御供 17

土砂災害対策 (一) 時又中村線 飯田市 時又～中村 8

土砂災害対策 (一) 深沢阿南線 阿南町、阿智村 上和合～大久保 13

土砂災害対策 (一) 御岳王滝黒沢線 木曽町 松越～下殿 45



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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) 為栗和合線 天龍村 為栗～和合 10

土砂災害対策 (一) 大島阿島線 喬木村 大島～阿島 23

土砂災害対策 (一) 美ヶ原公園東餅屋線 長和町 和田ほか 42

土砂災害対策 (一) 富士見台公園線 阿南町、阿智村 智里 45

土砂災害対策 (一) 美麻八坂線 大町市 美麻～八坂 45

土砂災害対策 (一) 聖高原千曲線 千曲市 城山ほか 25

土砂災害対策 (町) 湯田中番場沓野線 山ノ内町 平穏安代坂 34



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 499

(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〕、(国)403号(伊勢町
～上町)〔小布施町〕、(主)長野上田線(天神)〔上田
市〕、(一)白馬岳線(白馬駅前)〔白馬村〕、(一)旧軽井
沢軽井沢(停)線(軽井沢～東雲交差点)〔軽井沢町〕、
(一)茅野(停)八子ヶ峰公園線(仲町～本町)〔茅野市〕

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 99 (市)新参町線(大手町)



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

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 40

交通安全対策（地区内連携） 高森町 吉田～下市田地区 高森町 45

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 長野県 長野県通学路緊急対策推進計画 4,177

鬼無里小学校、寺尾小学校、松代小学校、城山小学
校、信里小学校、清野小学校、中条小学校、朝陽小
学校、通明小学校、徳間小学校、南部小学校、源池
小学校、今井小学校、芝沢小学校、菅野小学校、明
善小学校、城下小学校、菅平小学校、豊殿小学校、
川岸小学校、丸山小学校、森上小学校、仁礼小学
校、日野小学校、小諸市立東小学校、野岸小学校、
赤穂東小学校、延徳小学校、豊田小学校、八坂小学
校、戸狩小学校、永明小学校、玉川小学校、岩村田
小学校、佐久市立東小学校、更級小学校、千曲市立
東小学校、三郷小学校、堀金小学校、川上第一小学
校、南牧北小学校、佐久穂小学校、青木小学校、長
門小学校、辰野西小学校、辰野東小学校、辰野南小
学校、南木曽小学校、開田小学校、麻績小学校、山
形小学校、筑北小学校、栗ガ丘小学校、高山小学
校、西小学校、木島平小学校、小川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 長野市 長野県長野市通学路緊急対策推進計画 150
下氷鉋小学校、川田小学校、大豆島小学校、長沼小
学校、豊野西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松本市 長野県松本市通学路緊急対策推進計画 5
開智小学校、源地小学校、寿小学校、菅野小学校、
二子小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飯田市 長野県飯田市通学路緊急対策推進計画 246 鼎小学校、竜丘小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 諏訪市 長野県諏訪市通学路緊急対策推進計画 49 四賀小学校、城南小学校、中洲小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 須坂市 長野県須坂市通学路緊急対策推進計画 626
旭ヶ丘小学校、井上小学校、高甫小学校、小山小学
校、仁礼小学校、須坂小学校、日滝小学校、日野小
学校、豊丘小学校、豊洲小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小諸市 長野県小諸市通学路緊急対策推進計画 59
坂の上丘小学校、水明小学校、千曲小学校、東小学
校、美南ガ丘小学校、野岸小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 伊那市 長野県伊那市通学路緊急対策推進計画 21
伊那西小学校、伊那東小学校、伊那北小学校、高遠
小学校、手良小学校、西春近北小学校、西箕輪小学
校　、東春近小学校、美篶小学校、富県小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市通学路緊急対策推進計画 49 赤穂小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中野市 長野県中野市通学路緊急対策推進計画 159 高社小学校、中野小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飯山市 長野県飯山市通学路緊急対策推進計画 20 戸狩小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐久市 長野県佐久市通学路緊急対策推進計画 49
臼田小学校、高瀬小学校、佐久城山小学校、青沼小
学校、切原小学校、泉小学校、中込小学校、中佐都
小学校、田口小学校、野沢小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 千曲市 長野県千曲市通学路緊急対策推進計画 101
屋代小学校、戸倉小学校、上山田小学校、埴生小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東御市 長野県東御市通学路緊急対策推進計画 74 祢津小学校、和小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安曇野市 長野県安曇野市通学路緊急対策推進計画 239 豊科南小学校、豊科北小学校、堀金小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 川上村 長野県川上村通学路緊急対策推進計画 1 川上第一小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐久穂町 長野県佐久穂町通学路緊急対策推進計画 6 佐久穂小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 御代田町 長野県御代田町通学路緊急対策推進計画 189 御代田南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富士見町 長野県富士見町通学路緊急対策推進計画 6 富士見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 辰野町 長野県辰野町通学路緊急対策推進計画 10 辰野西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南箕輪村 長野県南箕輪村通学路緊急対策推進計画 40 南部小学校、南箕輪小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中川村 長野県中川村通学路緊急対策推進計画 3 中川東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松川町 長野県松川町通学路緊急対策推進計画 3 中央小学校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 根羽村 長野県根羽村通学路緊急対策推進計画 1 根羽学園

交通安全対策（通学路緊急対策） 喬木村 長野県喬木村通学路緊急対策推進計画 6 喬木第一小学校、喬木第二小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松川村 長野県松川村通学路緊急対策推進計画 14 松川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 坂城町 長野県坂城町通学路緊急対策推進計画 74 村上小学校、南条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小布施町 長野県小布施町通学路緊急対策推進計画 12 栗ガ丘小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 高山村 長野県高山村通学路緊急対策推進計画 54 高山小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 松本市 宮田前踏切道 長野県 56

踏切道改良計画事業 上田市 五加踏切道 長野県 90

踏切道改良計画事業 大町市 沓掛南踏切道 長野県 10

踏切道改良計画事業 辰野町 下田踏切道 長野県 30

踏切道改良計画事業 宮田村 北割線踏切道 宮田村 36

踏切道改良計画事業 白馬村 大和出踏切道 白馬村 160

踏切道改良計画事業 飯綱町 第4飯山街道踏切道 長野県 80



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 6,938 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 529 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 410 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 365 別紙参照

道路メンテナンス事業 長野市 道路附属物等長寿命化修繕計画 60 別紙参照

道路メンテナンス事業 松本市 橋梁長寿命化修繕計画 247 別紙参照

道路メンテナンス事業 松本市 道路附属物等長寿命化修繕計画 13 別紙参照

道路メンテナンス事業 上田市 橋梁長寿命化修繕計画 602 別紙参照

道路メンテナンス事業 上田市 トンネル長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 岡谷市 橋梁長寿命化修繕計画 34 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 214 別紙参照

道路メンテナンス事業 諏訪市 橋梁長寿命化修繕計画 37 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 須坂市 橋梁長寿命化修繕計画 70 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 209 別紙参照

道路メンテナンス事業 小諸市 トンネル長寿命化修繕計画 5 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 73 別紙参照

道路メンテナンス事業 伊那市 トンネル長寿命化修繕計画 18 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 27 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 35 別紙参照

道路メンテナンス事業 大町市 橋梁長寿命化修繕計画 53 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 61 別紙参照

道路メンテナンス事業 茅野市 橋梁長寿命化修繕計画 173 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 123 別紙参照

道路メンテナンス事業 佐久市 橋梁長寿命化修繕計画 143 別紙参照

道路メンテナンス事業 千曲市 橋梁長寿命化修繕計画 70 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 東御市 橋梁長寿命化修繕計画 83 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 139 別紙参照

道路メンテナンス事業 小海町 橋梁長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 川上村 橋梁長寿命化修繕計画 41 別紙参照

道路メンテナンス事業 南相木村 橋梁長寿命化修繕計画 12 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 108 別紙参照

道路メンテナンス事業 軽井沢町 橋梁長寿命化修繕計画 153 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 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 長和町 橋梁長寿命化修繕計画 41 別紙参照

道路メンテナンス事業 下諏訪町 橋梁長寿命化修繕計画 9 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 351 別紙参照

道路メンテナンス事業 原村 橋梁長寿命化修繕計画 19 別紙参照

道路メンテナンス事業 辰野町 橋梁長寿命化修繕計画 78 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 箕輪町 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 飯島町 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 南箕輪村 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 中川村 橋梁長寿命化修繕計画 44 別紙参照

道路メンテナンス事業 宮田村 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 松川町 橋梁長寿命化修繕計画 82 別紙参照

道路メンテナンス事業 高森町 橋梁長寿命化修繕計画 148 別紙参照

道路メンテナンス事業 阿南町 橋梁長寿命化修繕計画 56 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 215 別紙参照

道路メンテナンス事業 平谷村 橋梁長寿命化修繕計画 42 別紙参照

道路メンテナンス事業 根羽村 橋梁長寿命化修繕計画 15 別紙参照

道路メンテナンス事業 下條村 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 売木村 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 天龍村 橋梁長寿命化修繕計画 78 別紙参照

道路メンテナンス事業 泰阜村 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 泰阜村 トンネル長寿命化修繕計画 23 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 20 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊丘村 橋梁長寿命化修繕計画 72 別紙参照

道路メンテナンス事業 大鹿村 橋梁長寿命化修繕計画 74 別紙参照

道路メンテナンス事業 上松町 橋梁長寿命化修繕計画 82 別紙参照

道路メンテナンス事業 南木曽町 橋梁長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 木祖村 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 王滝村 橋梁長寿命化修繕計画 62 別紙参照

道路メンテナンス事業 王滝村 トンネル長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 大桑村 橋梁長寿命化修繕計画 59 別紙参照

道路メンテナンス事業 木曽町 橋梁長寿命化修繕計画 82 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 麻績村 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 生坂村 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 朝日村 橋梁長寿命化修繕計画 51 別紙参照

道路メンテナンス事業 筑北村 橋梁長寿命化修繕計画 63 別紙参照

道路メンテナンス事業 池田町 橋梁長寿命化修繕計画 8 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 32 別紙参照

道路メンテナンス事業 白馬村 橋梁長寿命化修繕計画 27 別紙参照

道路メンテナンス事業 小谷村 橋梁長寿命化修繕計画 78 別紙参照

道路メンテナンス事業 小谷村 道路附属物等長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 坂城町 橋梁長寿命化修繕計画 109 別紙参照

道路メンテナンス事業 小布施町 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 高山村 橋梁長寿命化修繕計画 39 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 52 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 山ノ内町 トンネル長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 木島平村 橋梁長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 信濃町 橋梁長寿命化修繕計画 35 別紙参照

道路メンテナンス事業 信濃町 道路附属物等長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 小川村 橋梁長寿命化修繕計画 44 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 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 栄村 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３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 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 阿南町 県道阿南根羽線 ２号桟道橋 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 池ノ間橋 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 阿南町 県道阿南根羽線 落合橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道梓橋田沢（停）線 新田橋 橋梁 修繕
長野県 川上村 県道梓山海ノ口線 大深山橋 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 安曇野市 県道安曇野インター堀金線 大口沢橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道安曇野インター堀金線 田沢橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道伊那インター線 御園跨線橋 橋梁 修繕
長野県 豊丘村 県道伊那生田飯田線 ちよ橋 橋梁 修繕
長野県 駒ヶ根市 県道伊那生田飯田線 高欄橋 橋梁 修繕
長野県 豊丘村 県道伊那生田飯田線 漆沢橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道伊那生田飯田線 手取沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道伊那生田飯田線 上溝橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道伊那生田飯田線 深沢橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 県道伊那生田飯田線 赤沢橋 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 伊那市 県道伊那生田飯田線 竜東橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道伊那生田飯田線 六軒屋橋 橋梁 修繕
長野県 箕輪町 県道伊那辰野（停）線 一の沢橋 橋梁 修繕
長野県 箕輪町 県道伊那辰野（停）線 瀬沢橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道伊那辰野（停）線 野底橋 橋梁 修繕
長野県 辰野町 県道伊那富辰野（停）線 万才橋 橋梁 修繕
長野県 箕輪町 県道伊那箕輪線 大出橋 橋梁 修繕
長野県 南箕輪村 県道伊那箕輪線 大泉新橋 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 イノコ沢橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 上ノ原橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 県道園原インター線 園原大橋 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 県道園原インター線 豊滝橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 県道園原インター線 弥七橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 県道園原インター線 矢平橋 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 松本市 県道塩尻鍋割穂高線 三区用水橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道塩尻鍋割穂高線 乳房橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道塩尻鍋割穂高線 富士尾沢橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道塩尻鍋割穂高線 北黒沢橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 県道奥志賀公園線 大洞橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 県道荻窪丸子線 丸子橋 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 下條村 県道下条米川飯田線 手塚原橋 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 辰野町 県道下諏訪辰野線 伊那富橋 橋梁 修繕
長野県 辰野町 県道下諏訪辰野線 大橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道下奈良本豊科線 藤の木橋 橋梁 修繕
長野県 木曽町 県道開田三岳福島線 唐沢橋 橋梁 修繕
長野県 木曽町 県道開田三岳福島線 白川橋 橋梁 修繕
長野県 茅野市 県道茅野（停）八子ヶ峰公園線 通学橋 橋梁 修繕
長野県 富士見町 県道茅野北杜韮崎線 小柳橋 橋梁 修繕
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長野県 長野市 県道関崎川中島（停）線 関崎橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 県道関沢小沼線 大関橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道丸子信州新線 宮沢橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道丸子信州新線 草湯橋 橋梁 修繕
長野県 立科町 県道牛鹿望月線 番屋橋 橋梁 修繕
長野県 駒ヶ根市 県道駒ヶ根長谷線 桜渡橋 橋梁 修繕
長野県 駒ヶ根市 県道駒ヶ根長谷線 韮沢橋 橋梁 修繕
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 信濃町 県道古間（停）野尻線 斑尾橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道戸隠高原浅川線 真光寺３号橋 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 長野市 県道三才大豆島中御所線 五輪大橋高架橋 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 カワバタ橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道芝平高遠線 ママウエ橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道車屋大久保線 田原橋 橋梁 修繕
長野県 小諸市 県道借宿小諸線 四ッ谷跨線橋 橋梁 修繕
長野県 栄村 県道秋山郷森宮野原（停）線 切柳橋 橋梁 修繕
長野県 栄村 県道秋山郷森宮野原（停）線 北野天神橋 橋梁 修繕
長野県 小諸市 県道小諸軽井沢線 中沢大橋 橋梁 修繕
長野県 小諸市 県道小諸軽井沢線 朝霧橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 県道小諸中込線 中佐都橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道小倉梓橋（停）線 横堰橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道小倉梓橋（停）線 中萱堰橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道小倉梓橋（停）線 南沢橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道小島信濃木崎（停）線 赤芝橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道小島信濃木崎（停）線 琵琶滝橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道小島信濃木崎（停）線 木崎橋 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 大鹿村 県道松川インター大鹿線 しゃくし沢橋 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
長野県 中川村 県道松川インター大鹿線 大平2号橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道松川インター大鹿線 滝沢橋 橋梁 修繕
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 塩尻市 県道松本塩尻線 大沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本塩尻線 二山橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本環状高家線 傅木堰橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本空港線 二子次橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本和田線 栃ノ木橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 県道上越飯山線 黒井川橋 橋梁 修繕
長野県 坂城町 県道上室賀坂城（停）線 田町跨線橋 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 上田市 県道上田塩川線 東郷橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 県道上田丸子線 下之郷大橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 県道上田丸子線 平井寺橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 県道上田丸子線 矢出沢川橋 橋梁 修繕
長野県 千曲市 県道上田千曲長野自転車道線 御言橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 押し場橋 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 河原田橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 汗馬沢橋 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 喬木村 県道上飯田線 三つ淵橋 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 石樽橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 中反橋 橋梁 修繕
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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 喬木村 県道上飯田線 木樽橋 橋梁 修繕
長野県 喬木村 県道上飯田線 木地屋橋 橋梁 修繕
長野県 北相木村 県道上野小海線 箱瀬橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 もみじ橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 小大野川橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 前川渡大橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道信濃信州新線 巌橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道新茶屋塩尻線 寿橋 橋梁 修繕
長野県 千曲市 県道新田坂城（停）線 笄橋 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 池の島橋 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 東御市 県道真田東部線 所沢橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 県道真田東部線 真田橋 橋梁 修繕
長野県 原村 県道神ノ原青柳（停）線 菖蒲沢１ 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 辰野町 県道諏訪辰野線 上野川橋 橋梁 修繕
長野県 立科町 県道諏訪白樺湖小諸線 樽ケ沢橋 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 立科町 県道諏訪白樺湖小諸線 箕輪橋 橋梁 修繕
長野県 高山村 県道須坂中野線 沖渡橋 橋梁 修繕
長野県 千曲市 県道聖高原千曲線 万葉橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 さいのかみ橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 葛ヶ窪沢橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 吉原橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 銭原橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道西伊那線 大張橋 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 小谷村 県道千国北城線 千国橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道川口大町線 境橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道川口大町線 黒布1号橋 橋梁 修繕
長野県 小海町 県道川上佐久線 小海橋 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 明徳橋 橋梁 修繕
長野県 辰野町 県道川上唐木沢線 境橋 橋梁 修繕
長野県 小谷村 県道川尻小谷糸魚川線 抜尻沢橋 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 小市橋 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 松本市 県道浅間河添線 浅間橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 県道曽根藤ノ木線 滝沢川橋 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 尾入沢大橋 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 大町市 県道槍ケ岳線 北葛沢5号橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道槍ケ岳線 野口陸橋 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 須坂市 県道村山綿内（停）線 新百々川橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 県道大草坂戸線 坂戸橋 橋梁 修繕
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 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 筑北村 県道大町麻績インター千曲線 仁熊橋 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 千曲市 県道大町麻績インター千曲線 谷穴平橋 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
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長野県 池田町 県道大町明科線 泥川橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道大町明科線 農具川橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道大平大峰沓掛線 宮本橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 県道大木浅田切線 浅田切橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道沢渡高遠線 春近大橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 県道中津川田立線 大滝川橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 県道中堀一日市場（停）線 小田多井堰1号橋 橋梁 修繕
長野県 栄村 県道長瀬横倉（停）線 長瀬橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野信州新線 久米路橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野信州新線 篠ノ井南跨線橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野真田線 松代大橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 県道長野真田線 中村橋 橋梁 修繕
長野県 須坂市 県道長野須坂インター線 鮎川橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野須坂インター線 屋島橋（古） 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野菅平線 音坂橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道長野大町線 花尾下橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野大町線 角井沢橋 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 小川村 県道長野大町線 高府大橋 橋梁 修繕
長野県 小川村 県道長野大町線 細越橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野大町線 市ノ口橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野大町線 小春橋 橋梁 修繕
長野県 小川村 県道長野大町線 須畑橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野大町線 青木橋 橋梁 修繕
長野県 小川村 県道長野大町線 天白橋 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 佐久市 県道湯沢望月線 中原橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川木祖線 みや沢橋 橋梁 修繕
長野県 木祖村 県道奈川木祖線 奥峰橋 橋梁 修繕
長野県 木祖村 県道奈川木祖線 葛沢橋 橋梁 修繕
長野県 木祖村 県道奈川木祖線 五反田橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川木祖線 渋沢橋 橋梁 修繕
長野県 木祖村 県道奈川木祖線 水路橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川木祖線 鍋沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川野麦高根線 大唐沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川野麦高根線 銚子橋 橋梁 修繕
長野県 千曲市 県道内川姥捨（停）線 冠着橋 橋梁 修繕
長野県 辰野町 県道楢川岡谷線 越道橋 橋梁 修繕
長野県 辰野町 県道楢川岡谷線 深沢橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道南永江替佐（停）線 小割橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道南箕輪沢渡線 戸沢橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道南箕輪沢渡線 小戸沢橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道南箕輪沢渡線 小黒橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道白馬岳大町線 源汲橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道白馬美麻線 黒口橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 県道八島高原線 こぶ沢橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 県道八島高原線 空木沢２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 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 飯田市 県道飯田富山佐久間線 千泰大橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道飯田富山佐久間線 中谷橋 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 泰阜村 県道飯田富山佐久間線 南宮大橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 県道飯田富山佐久間線 輪の口橋 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 上田市 県道美ヶ原公園沖線 武石新橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 県道美ヶ原和田線 思い出橋 橋梁 修繕
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長野県 長和町 県道美ヶ原和田線 釈迦堂橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 県道美篶箕輪線 沢岡橋 橋梁 修繕
長野県 箕輪町 県道美篶箕輪線 木下跨線橋 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 松本市 県道平田新橋線 栄橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道平田新橋線 豊田橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 県道米川駄科(停)線 南原橋 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 上田市 県道別所丸子線 依田川橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道穂高松本塩尻自転車道線 あづみ野橋 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 小布施町 県道豊野南志賀公園線 小布施橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 県道箕作飯山線 出川橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 県道野沢上境（停）線 湯滝橋 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 箕輪町 県道与地辰野線 昭和橋 橋梁 修繕
長野県 富士見町 県道立沢富士見（停）線 落合橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道倭北松本（停）線 松島橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道倭北松本（停）線 中央橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道117号 みすず橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道117号 丹波島橋 橋梁 修繕
長野県 野沢温泉村 国道117号 東大滝橋 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 杣添橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 国道142号 観音橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 国道142号 青木橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 国道142号 大和橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 国道142号 和田橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道143号 すずめ橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道143号 下産川橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道143号 古戦場橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 国道143号 小谷橋 橋梁 修繕
長野県 青木村 国道143号 青木橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道143号 番場橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道144号 土合橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 国道147号 国鉄跨線橋 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 白馬村 国道148号 山葵沢橋 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 阿南町 国道151号 はかりまき２号橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 はかりまき５号橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 井戸沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 宇遠坂橋 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 雲雀沢橋 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 阿南町 国道151号 甘露橋 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 下條村 国道151号 吉岡城南大橋 橋梁 修繕
長野県 下條村 国道151号 吉岡城北大橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 吉原橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 境橋 橋梁 修繕
長野県 下條村 国道151号 郷敷沢橋 橋梁 修繕
長野県 下條村 国道151号 玉洞橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道151号 駒沢橋 橋梁 修繕
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長野県 阿南町 国道151号 沓掛沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 笹洞橋 橋梁 修繕
長野県 下條村 国道151号 小松原橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 小中尾橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 新宮沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道151号 新川橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 新唐沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 清水橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 早稲田橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 大沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 大津大橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 天王橋 橋梁 修繕
長野県 下條村 国道151号 白又橋 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 阿南町 国道151号 門原大橋 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 阿南町 国道151号 槇の沢橋 橋梁 修繕
長野県 茅野市 国道152号 一ノ橋 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 上田市 国道152号 腰越橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道152号 三峰川橋 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 上村第二橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道152号 新中郷橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道152号 新程橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道152号 清水橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道152号 赤薙橋 橋梁 修繕
長野県 茅野市 国道152号 造始川橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道152号 大屋橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道152号 大屋跨線橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道152号 大屋跨線橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道152号 大蛇橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道152号 中央大橋 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 上田市 国道152号 武石橋 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 飯田市 国道153号 永代橋 橋梁 修繕
長野県 飯島町 国道153号 郷沢橋 橋梁 修繕
長野県 辰野町 国道153号 郷堂橋 橋梁 修繕
長野県 辰野町 国道153号 黒川橋 橋梁 修繕
長野県 中川村 国道153号 子生沢橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道153号 小黒橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 国道153号 小松川橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道153号 小沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道153号 松尾高架橋 橋梁 修繕
長野県 駒ヶ根市 国道153号 上穂沢橋 橋梁 修繕
長野県 箕輪町 国道153号 深沢大橋１ 橋梁 修繕
長野県 松川町 国道153号 相の沢橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道153号 大清水川橋 橋梁 修繕
長野県 南箕輪村 国道153号 大泉新橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 国道153号 第１溝橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 国道153号 鶴部橋 橋梁 修繕
長野県 高森町 国道153号 田沢川橋 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 駒ヶ根市 国道153号 福岡橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 国道153号 北条橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 梓湖大橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 神林橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 赤松橋 橋梁 修繕
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長野県 松本市 国道158号 沢渡大橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 栂桜橋 橋梁 修繕
長野県 軽井沢町 国道18号 湯川歩道橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道254号 鹿教湯大橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 国道254号 跨線橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 国道254号 佐久大橋 橋梁 修繕
長野県 佐久市 国道254号 出入沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 小日向橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道254号 赤沢橋 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 上田市 国道254号 南角大橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 １号橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 ２号橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 あすなろ橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 こうやまき橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 さわら橋 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 南木曽町 国道256号 井戸沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 奥宮橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 下り沢橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 額付橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 黒持橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 黒川橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 妻籠橋 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 七々平橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 上清内路橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 深沢橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道256号 水神橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 杉名沢橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 石子沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 孫六橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 中ノ沢橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 田代沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 土佐橋 橋梁 修繕
長野県 飯田市 国道256号 飯田大橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 平瀬橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 別沢橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 本谷大橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 梨の沢橋 橋梁 修繕
長野県 南木曽町 国道256号 留橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 国道292号 横堰跨道橋 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 飯山市 国道292号 有尾跨線橋 橋梁 修繕
長野県 茅野市 国道299号 大石峠２ 橋梁 修繕
長野県 木曽町 国道361号 芝原橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道361号 大橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道361号 堂ヶ前橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道361号 明澤橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道361号 与地逢坂橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 国道403号 寒川橋 橋梁 修繕
長野県 飯山市 国道403号 市川橋 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 千曲市 国道403号 千曲橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 国道403号 滝上２号橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 国道403号 滝上３号橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 国道403号 中島橋 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 山ノ内町 国道403号 夜間瀬橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道406号 １号橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 戸隠橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道406号 菅平口橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 裾花大橋 橋梁 修繕
長野県 須坂市 国道406号 仙郷１号橋 橋梁 修繕
長野県 須坂市 国道406号 仙仁大橋 橋梁 修繕
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長野県 長野市 国道406号 中山１号橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 日向橋 橋梁 修繕
長野県 天龍村 国道418号 戸面橋 橋梁 修繕
長野県 平谷村 国道418号 篠八橋 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 瀬戸沢橋 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 北沢橋 橋梁 修繕
長野県 平谷村 国道418号 柳川橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 地方道穂高明科線 常盤橋西1号橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 地方道穂高明科線 常盤橋西2号橋 橋梁 修繕
長野県 大桑村 県道上松南木曽線 和村橋 橋梁 更新
長野県 松本市 （主）塩尻鍋割穂高線 今村橋 橋梁 更新
長野県 喬木村 県道伊那生田飯田線 小川渡橋 橋梁 更新
長野県 茅野市 県道茅野（停）八子ヶ峰公園線 横川橋 橋梁 更新
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 長野市 県道戸隠篠ノ井線 塩橋 橋梁 更新
長野県 木曽町 県道上松御岳線 入三号橋 橋梁 更新
長野県 木曽町 県道上松御岳線 入二号橋 橋梁 更新
長野県 阿南町 県道深沢阿南線 ゲーロ沢橋 橋梁 更新
長野県 天龍村 県道大河内中川原線 一の沢橋 橋梁 更新
長野県 長野市 県道長野菅平線 落合橋 橋梁 更新
長野県 阿南町 国道151号 はかりまき６号橋 橋梁 更新
長野県 大鹿村 国道152号 下槫渡橋 橋梁 更新
長野県 中野市 国道292号 古牧橋 橋梁 更新
長野県 天龍村 国道418号 天竜川橋 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 点検計画

長野県トンネル長寿命化修繕計画
長野県 上田市 国道254号 三才山トンネル トンネル 修繕
長野県 佐久市 県道166号（一）東部望月線 望月トンネル トンネル 修繕
長野県 飯田市 県道251号線 赤石トンネル トンネル 修繕
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 小川村 県道31号線 高府トンネル トンネル 修繕
長野県 佐久市 県道93号（主）下仁田臼田線 狭岩トンネル トンネル 修繕
長野県 佐久市 県道93号（主）下仁田臼田線 第２トンネル トンネル 修繕
長野県 野沢温泉村 国道117号 あさがみトンネル トンネル 修繕
長野県 栄村 国道117号 青倉トンネル トンネル 修繕
長野県 佐久市 国道142号 新望月トンネル 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 下伊那郡下条村 国道151号 粒良脇トンネル(歩道) 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 赤怒谷トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 前川渡トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 奈川渡トンネル トンネル 修繕
長野県 長野市 国道406号 小鍋第１号トンネル トンネル 修繕
長野県 長野市 国道406号 瀬戸トンネル トンネル 修繕
長野県 長野市 国道406号 川下トンネル 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 小谷村 県道114号線 おげんびしスノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 小谷村 県道114号線 大なで１号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 県道300号線 はんの木 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 県道303号線 峠下1号スノーシェルター 道路附属物等 修繕
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 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330号線 犬川スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 県道45号線 寄沢上２号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 豊丘村 県道伊那生田飯田線 伴野林横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 下諏訪町 県道岡谷下諏訪線 四王横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 諏訪市 県道岡谷茅野線 大熊横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 佐久市 県道下仁田浅科線 桑山 道路附属物等 修繕
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長野県 佐久市 県道下仁田浅科線 常田 道路附属物等 修繕
長野県 岡谷市 県道下諏訪辰野線 小口橋 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 県道戸隠篠ﾉ井線 七二会横断歩道橋 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 松本市 県道松本環状高家線 小屋横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 県道松本環状高家線 南荒井西横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 県道松本環状高家線 二子横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 県道松本空港線 菅野横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 県道松本空港線 二子横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 県道大町麻績ｲﾝﾀｰ千曲線 松崎横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 中野市 県道中野豊野線 松崎歩道橋（安源寺歩道橋１号） 道路附属物等 修繕
長野県 中野市 県道中野豊野線 草間歩道橋（安源寺歩道橋２号） 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 県道長野上田線 御厨横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 県道長野上田線 御幣川横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 県道長野上田線 布施高田横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 県道長野上田線 北原横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 県道長野信州新線 二ッ柳横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 長野市 国道117号 九反横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 小諸市 国道141号 小諸市猫原歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道143号 旭町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道143号 巾上横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道143号 渚横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 国道147号 旭横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 国道148号 借馬横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 大町市 国道148号 俵町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 下條村 国道151号 中学校前横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 飯田市 国道151号 堀割横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 茅野市 国道152号 芹ヶ沢横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 塩尻市 国道153号 塩尻町横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 飯田市 国道153号 別府横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道158号 下島横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道158号 新山吹洞門 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道158号 日向窪洞門 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道158号 波田横断歩道橋 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 国道158号 木賊スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 佐久市 国道254号 野沢 道路附属物等 修繕
長野県 飯田市 国道256号 松尾横断歩道橋 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 飯山市 国道292号 大川南スノーシェッド 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 市道鬼無里北１２０号線 小川橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道鬼無里北６１号線 加茂川橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道牛島中央線 菱川橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道芹田小伊勢宮線 長安橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道戸隠志垣渡土線 渡土橋 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 市道高下中央線 高下上橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道七二会８７号線 ８０００９号橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道若穂西２６７号線 山内上橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道松代西１５９号線 櫻橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道松代西１８４号線 欠大橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道松代東１２４号線 温泉大橋 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 市道信州新町１３７号線 坂井橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道信州新町４４１号線 匠沢橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道信州新町７８号線 栃久保下橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道新間線 下明賀橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道新間線 間瀬口橋 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
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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 市道大岡１３４号線 宮平１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 市道中条１５６号線 坂下橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道長野西７４６号線 裾花あやとり橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道長野西７号線 旭山橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道長野西８１２号線 中御所跨線橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道長野東１５９号線 吉田東町跨線橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道田頭角井線 保高橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道筒井入組線 ４１０４９号橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道筒井入組線 入組橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道百瀬岩戸池平線 達橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道豊野２６７号線 赤石橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道豊野平出線 豊野跨線歩道橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道更北中央線 ７００８５号橋 橋梁 更新
長野市 点検計画

長野市道路附属物等長寿命化修繕計画
長野市 長野市 市道大座法師池西高線 七曲りスノーシェッド 道路附属物等 修繕

松本市橋梁長寿命化修繕計画
松本市 松本市 市道５２３８号線 新庄橋（１９３０６） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道分校口線 分校口橋（２０１２６） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道２００９号線 開智橋歩道橋（１９００２） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道２０２６号線（１－４８号線） 中の橋（１９００５） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道３１４０号線（２－８０号線） 中条橋歩道橋（１９１０１） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道５００８号線 鎌田橋歩道橋（１４１３０） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道５５０３号線（２－８４号線） 松本橋歩道橋（１９３０４） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道梓川２級７号線 梓川１７号橋（５００１７） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道梓川３３号線 梓川３８号橋（５００３８） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道稲核１０号線 笑沢橋（３００１７） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道小穴沢２号線 穴沢１号橋（２００３５） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道新野麦街道線 栃の木橋（４００４１） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道大平日向線 大平橋（４００１３） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道大野川１７号線 ワサビ沢２号橋（３００３６） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道田ノ萱万年橋線 万年橋（４００３３） 橋梁 修繕
松本市 松本市 市道島々２０号線 島々橋分割橋（３０００８） 橋梁 修繕
松本市 点検計画

松本市道路附属物等長寿命化修繕計画
松本市 松本市 市町村道8730号線 島内歩道橋 道路附属物等 修繕

上田市橋梁長寿命化修繕計画
上田市 上田市 市道車坂新参町線 車坂新参町線第1号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道矢沢7号線 矢沢7号線第1号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道　余里中央1号線 余里中央3号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道（１級）伊勢山下郷線 下郷橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道（１級）仁古田下室賀線 押切橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道（１級）和合浦野線 新永代橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道（２級）トキノス線 鴇の巣橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道（２級）久保林線 久保林橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道（２級）三角藤原田線 三角橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道横沢角間線 角間２号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道岡西線 寺軒町橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道荻窪１２号線 柏木1号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道下郷長入線 神明川原橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道戸羽１号線 山崎橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道紺屋町大星線 八幡橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道小沢根線 土坂橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道小沢根線 一ツ石橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道新田大久保線 大星橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道諏訪部４号線 諏訪部１号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道清水池前畑線 三根橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道西脇緑が丘西線 上須波1号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道川原柳豊里線 神里橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道大畑横沢線 角間1号橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道中畝猫地線 猫地橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道天神町新屋線 西八幡橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道二本木・松林口線 松林橋 橋梁 修繕
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上田市 上田市 市道矢沢漆戸線 石坪橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道薬師堂線 大師湯橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道（１級）浦里別所線 越戸橋 橋梁 更新
上田市 上田市 市道（１級）踏入大屋線 神川橋 橋梁 更新
上田市 点検計画

上田市トンネル長寿命化修繕計画
上田市 上田市 市道川原柳豊里線 野竹トンネル トンネル 修繕
上田市 上田市 市道川辺町国分線 国分トンネル トンネル 修繕

岡谷市橋梁長寿命化修繕計画
岡谷市 岡谷市 市道川岸13号線 第二天竜川人道橋 橋梁 修繕
岡谷市 岡谷市 市道川岸332号線 洩矢跨線人道橋 橋梁 修繕
岡谷市 岡谷市 市道123号線(捷径橋線) 橋原跨線人道橋 橋梁 修繕
岡谷市 点検計画

飯田市橋梁長寿命化修繕計画
飯田市 飯田市 市道１－３２号山口線 大井橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道１－６１号下虎岩中央線 芦の沢橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道1-76号百巣毛呂窪線 農免紅葉橋 橋梁 修繕
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２－８２号藤平線 平粟川１号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道伊賀良４９３号線 大井川１号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道伊賀良５１２号線 中平橋２ 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道下久堅１２８号線 飯田市新１号橋 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５０号線 南大島川１号橋 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１３１号線 米川１号橋２ 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１３５号線 中平橋 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 市道上久堅１８１号線 井の口橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道上久堅２４号線 落倉観音橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道上村１１４号線 漆平沢橋 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
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 市道川路１４０号線 死出久沢２号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道鼎２８３号線 宇登洞橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道南信濃１００号線 飯田市２号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道南信濃１００号線 飯田市３号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道南信濃１０９号線 柿平橋 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２２号線 押出橋 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 市道飯田２８６号線 王竜寺川７号歩道橋 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
飯田市 飯田市 市道龍江３５号線 倉田橋 橋梁 修繕
飯田市 点検計画

諏訪市橋梁長寿命化修繕計画
諏訪市 諏訪市 市道１－０９号線 衣の渡川橋 橋梁 修繕
諏訪市 点検計画

須坂市橋梁長寿命化修繕計画
須坂市 須坂市 市道（１級）村山八町線 九反田橋 橋梁 修繕
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
須坂市 点検計画

小諸市橋梁長寿命化修繕計画
小諸市 小諸市 市道(1級)0128号線 狐原橋 橋梁 修繕
小諸市 小諸市 市道（２級）０２１０号線 ２６０３橋 橋梁 修繕
小諸市 小諸市 市道(２級)0220号線 小原黒第一橋 橋梁 修繕
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小諸市 小諸市 市道0210号線 ２６０３橋人道橋 橋梁 修繕
小諸市 点検計画

小諸市トンネル長寿命化修繕計画
小諸市 小諸市 市道1191号線 赤坂トンネル トンネル 修繕

伊那市橋梁長寿命化修繕計画
伊那市 伊那市 市道観音堂線 観音堂橋 橋梁 修繕
伊那市 伊那市 市道小田井２号線 小田井橋 橋梁 修繕
伊那市 点検計画

伊那市トンネル長寿命化修繕計画
伊那市 伊那市 市道小豆坂線 小豆坂トンネル トンネル 修繕

駒ヶ根市橋梁長寿命化修繕計画
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道赤須町線 万世橋1-17 橋梁 修繕
駒ヶ根市 点検計画

中野市橋梁長寿命化修繕計画
中野市 中野市 市道下小田中２３号線 鴨田橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道篠井１１号線 道添橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道赤岩壁田線 平成橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道東田線 高遠橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道北久保線 三国橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道北大熊６号線 ４３９橋 橋梁 修繕
中野市 点検計画

大町市橋梁長寿命化修繕計画
大町市 大町市 市道（１級）神明原閏田線 Ｋ－３０－１ 橋梁 修繕
大町市 大町市 市道（１級）大町鹿島線 Ｈ－１３－２ 橋梁 修繕
大町市 大町市 市道（１級）矢下野平線 川久保橋 橋梁 修繕
大町市 大町市 市道（２級）万中片岡線 片岡2号橋 橋梁 修繕
大町市 大町市 市道本村境の宮線 大平沢橋 橋梁 修繕
大町市 点検計画

飯山市橋梁長寿命化修繕計画
飯山市 飯山市 市道（１級）７－１１４号線 ７－４０号橋（ふけの橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道１－４６４号線 ２－２９号橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道２－３５１号線 2ｰ20号橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道２－３７３号線 ２－１８号橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道３－３６５号線 ３－５号橋（５号橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道３－３８３号線 ３－１号橋（１号橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道５－３０１号線 ５－７号橋（関屋橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道５－３１３号線 5ｰ10号橋 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道６－３０７号線 ６－６号橋（川端橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道８－３０４号線 ８－１２号橋（古屋橋） 橋梁 修繕
飯山市 飯山市 市道９－３３５号線 ９－５号橋 橋梁 修繕
飯山市 点検計画

茅野市橋梁長寿命化修繕計画
茅野市 茅野市 市道1-1092号線 横河橋 橋梁 修繕
茅野市 茅野市 市道1-214号線 1-214号橋 橋梁 修繕
茅野市 茅野市 市道4-117号線 木落跨線橋 橋梁 修繕
茅野市 茅野市 市道4-911号線 早川橋 橋梁 修繕
茅野市 茅野市 市道坂室舟久保線(2-2) 坂室舟久保線一の橋 橋梁 修繕
茅野市 茅野市 市道青柳御射山線(1-6) 無名橋（3921） 橋梁 修繕
茅野市 点検計画

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
塩尻市 塩尻市 市道（１級）沓沢線 沓沢橋 橋梁 修繕
塩尻市 塩尻市 市道日出塩旧国道線 日出塩跨線橋 橋梁 修繕
塩尻市 点検計画

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(1級)32-001号線 59号橋 五十貫大橋 橋梁 修繕
佐久市 佐久市 市道(1級)36-002号線 50号橋 牛馬沢橋 橋梁 修繕
佐久市 佐久市 市道(1級)62-001号線 三越橋 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
佐久市 佐久市 市道12-077号線 2号橋本願橋 橋梁 更新
佐久市 点検計画
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千曲市橋梁長寿命化修繕計画
千曲市 千曲市 市道（１級）３１１０号線 粟佐橋 橋梁 修繕
千曲市 千曲市 市道１０００ 篠懸橋 橋梁 修繕
千曲市 千曲市 市道４２６３号線 駅南跨線橋 橋梁 修繕
千曲市 千曲市 市道４６６号線 淀２号橋 橋梁 修繕
千曲市 点検計画

東御市橋梁長寿命化修繕計画
東御市 東御市 市道（１級）田中・西海野線 本海野１号橋 橋梁 修繕
東御市 東御市 市道田中２２１号線 眼鏡橋2号橋 橋梁 修繕
東御市 点検計画

安曇野市橋梁長寿命化修繕計画
安曇野市 安曇野市 市道穂高１級１４号線 中央橋 橋梁 修繕
安曇野市 安曇野市 市道穂高３１５０号線 穂高２６９号橋 橋梁 修繕
安曇野市 安曇野市 市道穂高４０３１号線 倉庭橋 橋梁 修繕
安曇野市 安曇野市 市道豊科１級２９号線 矢原堰橋２ 橋梁 修繕
安曇野市 安曇野市 市道明科５１１３号線 峰方１号橋 橋梁 修繕
安曇野市 点検計画

小海町橋梁長寿命化修繕計画
小海町 小海町 町道稲子白駒線 稲子橋 橋梁 修繕
小海町 小海町 町道宿渡市の沢線 上加太橋 橋梁 修繕
小海町 小海町 町道川久保八那池線 荒倉川橋 橋梁 修繕
小海町 小海町 町道川久保八那池線 上茨沢橋 橋梁 修繕

川上村橋梁長寿命化修繕計画
川上村 川上村 村道１－１３号線 居倉橋 橋梁 修繕
川上村 点検計画

南相木村橋梁長寿命化修繕計画
南相木村 南相木村 村道（２級）下村線 神殿橋 橋梁 修繕
南相木村 南相木村 村道三川線 三川橋 橋梁 修繕
南相木村 南相木村 村道祝平火とぼし線 火とぼし１号橋 橋梁 修繕
南相木村 南相木村 村道祝平火とぼし線 火とぼし２号橋 橋梁 修繕
南相木村 南相木村 村道東和田線 和田橋 橋梁 修繕
南相木村 点検計画

佐久穂町橋梁長寿命化修繕計画
佐久穂町 佐久穂町 町道（2級）畑ケ中向原線 砂原橋 橋梁 修繕
佐久穂町 佐久穂町 町道（１級）高岩本間線 高岩橋 橋梁 修繕
佐久穂町 佐久穂町 町道（１級）大日向線 矢澤橋 橋梁 修繕
佐久穂町 佐久穂町 町道池の尾線 宮社橋 橋梁 修繕
佐久穂町 佐久穂町 町道本郷線 大日向本郷橋 橋梁 修繕
佐久穂町 佐久穂町 町道落合臼石線 落合橋 橋梁 修繕
佐久穂町 点検計画

軽井沢町橋梁長寿命化修繕計画
軽井沢町 軽井沢町 町道桜ノ沢1号線 桜ノ沢1号橋 橋梁 修繕
軽井沢町 軽井沢町 町道）新ゴルフ線 南ヶ丘陸橋 橋梁 修繕
軽井沢町 軽井沢町 町道軽井沢御代田線 温水路１号橋 橋梁 修繕
軽井沢町 軽井沢町 町道南原バイパス線 南原陸橋 橋梁 修繕
軽井沢町 軽井沢町 町道塩沢鳥井原線 湯川橋 橋梁 更新
軽井沢町 点検計画

御代田町橋梁長寿命化修繕計画
御代田町 点検計画

長和町橋梁長寿命化修繕計画
長和町 長和町 町道（１級）入大門線 大門橋 橋梁 修繕
長和町 点検計画

下諏訪町橋梁長寿命化修繕計画
下諏訪町 点検計画

富士見町橋梁長寿命化修繕計画
富士見町 富士見町 町道（１級）高森信濃境線 高森橋 橋梁 修繕
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206号線 狢沢橋 橋梁 修繕
富士見町 富士見町 町道３１６７号線 一の沢橋 橋梁 修繕
富士見町 富士見町 町道５１５８号線 干草橋 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
富士見町 富士見町 町道７７４８号線 上平橋 橋梁 修繕
富士見町 富士見町 町道７９０６号線 立沢大橋 橋梁 修繕
富士見町 点検計画

原村橋梁長寿命化修繕計画
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原村 原村 村道（２級）２０１１号線 D－２－４ 橋梁 更新
原村 点検計画

辰野町橋梁長寿命化修繕計画
辰野町 辰野町 町道２８０号線 旧長橋 橋梁 修繕
辰野町 辰野町 町道（１級）１４号線 中の橋 橋梁 修繕
辰野町 辰野町 町道（２級）７３号線 伊良沢橋 橋梁 修繕
辰野町 辰野町 町道２３５２号線 昭和橋 橋梁 修繕
辰野町 点検計画

箕輪町橋梁長寿命化修繕計画
箕輪町 箕輪町 町道（１級）１号線 中原大橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道１１８号線 宮前橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道１２２号線 井殿居橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道１３３号線 中井２号橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道３００号線 中井１０号橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道３０２号線 中井１１号橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道５１７号線 伊那土地４号橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道５４６号線 伊那土地２２号橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道９１４号線 鎌倉２号橋 橋梁 修繕
箕輪町 箕輪町 町道９１６号線 鎌倉１号橋 橋梁 修繕
箕輪町 点検計画

飯島町橋梁長寿命化修繕計画
飯島町 飯島町 町道広域１号線 中田切ふれあい橋 橋梁 修繕
飯島町 点検計画

南箕輪村橋梁長寿命化修繕計画
南箕輪村 南箕輪村 権兵衛峠北沢線 北沢川第3号橋 橋梁 修繕
南箕輪村 点検計画

中川村橋梁長寿命化修繕計画
中川村 中川村 村道沖田牧ヶ原線 牧ヶ原橋 橋梁 修繕
中川村 点検計画

宮田村橋梁長寿命化修繕計画
宮田村 宮田村 村道中越北線 北の城橋 橋梁 修繕
宮田村 宮田村 村道町駒ケ岳線 抜井橋 橋梁 修繕
宮田村 宮田村 村道町西裏線 太鼓橋 橋梁 修繕
宮田村 宮田村 村道町東裏線 東裏橋 橋梁 修繕
宮田村 宮田村 村道農協駐車場西 仙丈橋 橋梁 修繕
宮田村 点検計画

松川町橋梁長寿命化修繕計画
松川町 松川町 町道（１級）古町境の沢線 台城橋 橋梁 修繕
松川町 松川町 町道２１１号線 松川大橋 橋梁 修繕
松川町 点検計画

高森町橋梁長寿命化修繕計画
高森町 高森町 町道1018号線 江戸ヶ沢5号橋 橋梁 修繕
高森町 高森町 町道112号線 宮沢川橋 橋梁 修繕
高森町 高森町 町道6019号線 矢原橋 橋梁 修繕
高森町 高森町 町道7079号線 大沢6号橋 橋梁 修繕
高森町 高森町 町道Ⅰ-1号線 城岸橋 橋梁 更新
高森町 点検計画

阿南町橋梁長寿命化修繕計画
阿南町 阿南町 町道富草１０７号線 門原橋 橋梁 修繕
阿南町 点検計画

阿智村橋梁長寿命化修繕計画
阿智村 阿智村 村道（１級）１－１２号線 南沢橋 橋梁 修繕
阿智村 阿智村 村道（１級）１－８号線 大桑橋 橋梁 修繕
阿智村 阿智村 村道（２級）２－１０号線 長塚橋 橋梁 修繕
阿智村 阿智村 村道（２級）２－２３号線 二枚橋 橋梁 修繕
阿智村 阿智村 村道４－２０６号線 伏谷橋 橋梁 撤去
阿智村 点検計画

平谷村橋梁長寿命化修繕計画
平谷村 平谷村 村道（１級）１号線 社久地橋 橋梁 修繕
平谷村 点検計画

根羽村橋梁長寿命化修繕計画
根羽村 根羽村 村道（１級）幹Ⅰ－４号線 不動橋 橋梁 修繕
根羽村 点検計画

下條村橋梁長寿命化修繕計画
下條村 下條村 村道（１級）６号線 滝の沢橋 橋梁 修繕
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下條村 下條村 村道（１級）６号線 濁沢橋 橋梁 修繕
下條村 下條村 村道４２７号線 牛ヶ爪橋 橋梁 修繕
下條村 点検計画

売木村橋梁長寿命化修繕計画
売木村 点検計画

天龍村橋梁長寿命化修繕計画
天龍村 天龍村 村道（１級）天竜左岸線 2号橋（緑橋） 橋梁 修繕
天龍村 天龍村 村道（１級）天竜左岸線 コイザワ橋 橋梁 修繕
天龍村 天龍村 村道天竜川線 小城２号橋 橋梁 修繕
天龍村 点検計画

泰阜村橋梁長寿命化修繕計画
泰阜村 泰阜村 村道134-2号竜東線 門島橋 橋梁 修繕
泰阜村 点検計画

泰阜村トンネル長寿命化修繕計画
泰阜村 泰阜村 村道10号万古川線 万古隧道 トンネル 修繕

喬木村橋梁長寿命化修繕計画
喬木村 喬木村 村道１４６号線 加々須大橋 橋梁 修繕
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
喬木村 喬木村 村道７号線 大岩桟道橋 橋梁 修繕
喬木村 点検計画

豊丘村橋梁長寿命化修繕計画
豊丘村 松川町 村道滝川線 台城橋 橋梁 修繕
豊丘村 豊丘村 村道長沢線 淀橋 橋梁 修繕

大鹿村橋梁長寿命化修繕計画
大鹿村 大鹿村 村道下唐沢線 唐沢橋 橋梁 修繕
大鹿村 大鹿村 村道由井神線 落合橋 橋梁 修繕
大鹿村 点検計画

上松町橋梁長寿命化修繕計画
上松町 上松町 町道（１級）長坂沓掛線 新茶屋橋 橋梁 修繕
上松町 上松町 町道（１級）長坂沓掛線 長坂棧道橋 橋梁 修繕
上松町 上松町 町道（２級）黒田線 黒田橋 橋梁 修繕
上松町 上松町 町道滑川砂防公園線 滑川大橋 橋梁 修繕
上松町 上松町 町道正島巾線 巾橋 橋梁 修繕
上松町 点検計画

南木曽町橋梁長寿命化修繕計画
南木曽町 南木曽町 町道掘立線 018宮の沢橋 橋梁 修繕
南木曽町 南木曽町 町道中山道 126井戸沢橋 橋梁 修繕
南木曽町 南木曽町 町道田立駅線 田立駅跨線橋 橋梁 修繕
南木曽町 点検計画

木祖村橋梁長寿命化修繕計画
木祖村 点検計画

王滝村橋梁長寿命化修繕計画
王滝村 王滝村 村道第24号線 大ヒゼ橋 橋梁 修繕
王滝村 王滝村 村道第24号線 白州橋 橋梁 修繕
王滝村 王滝村 村道第27号線 上黒沢橋 橋梁 修繕
王滝村 点検計画

王滝村トンネル長寿命化修繕計画
王滝村 王滝村 村道第38号線 王滝トンネル トンネル 修繕

大桑村橋梁長寿命化修繕計画
大桑村 大桑村 小川線 北沢橋 橋梁 修繕
大桑村 大桑村 川北一号線 小川新橋 橋梁 修繕
大桑村 大桑村 野尻川向線 野尻向橋 橋梁 修繕
大桑村 点検計画

木曽町橋梁長寿命化修繕計画
木曽町 木曽町 町道（１級）広胖橋線 広胖橋 橋梁 修繕
木曽町 木曽町 町道（１級）和合黒田線 １号橋 橋梁 修繕
木曽町 木曽町 町道（２級）２－９号線 栗尾１号橋 橋梁 修繕
木曽町 木曽町 町道８４号線 開田大橋 橋梁 修繕
木曽町 木曽町 町道上小川線 小野橋 橋梁 修繕
木曽町 木曽町 町道白崩線 白崩１号橋 橋梁 修繕
木曽町 点検計画

麻績村橋梁長寿命化修繕計画
麻績村 麻績村 村道麻市４号線 麻市４号１号橋 橋梁 修繕
麻績村 麻績村 村道（２級）西之久保桂線 西之久保桂線２号橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３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

麻績村 麻績村 村道麻下１０号線 麻下１０号１号線 橋梁 修繕
麻績村 点検計画

生坂村橋梁長寿命化修繕計画
生坂村 生坂村 村道２級２号線 生坂村１６号橋 橋梁 修繕
生坂村 生坂村 村道２級２号線 生坂村舟川橋（１２） 橋梁 修繕
生坂村 生坂村 村道西４１５号線 大日橋 橋梁 修繕
生坂村 生坂村 村道西５２８号線 生坂村７２号橋 橋梁 修繕
生坂村 生坂村 村道東６６２号線 生坂村７１号橋 橋梁 修繕
生坂村 点検計画

朝日村橋梁長寿命化修繕計画
朝日村 朝日村 村道入二６号線 御道開渡橋 橋梁 修繕

筑北村橋梁長寿命化修繕計画
筑北村 筑北村 村道日向菖蒲田線 日向橋 橋梁 修繕
筑北村 点検計画

池田町橋梁長寿命化修繕計画
池田町 池田町 町道115号線 内川３号橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道129号線 鵜山７号橋 橋梁 修繕
池田町 池田町 町道383号線 内川１５号橋 橋梁 修繕
池田町 点検計画

松川村橋梁長寿命化修繕計画
松川村 松川村 村道４－３９号線 東細野９号橋 橋梁 修繕
松川村 松川村 村道４－６８号線 細野２１号橋 橋梁 修繕
松川村 松川村 村道５－５５５号線 椚原２号橋２ 橋梁 修繕
松川村 松川村 村道（２級）２－１５号線 大泉寺６号橋 橋梁 更新
松川村 点検計画

白馬村橋梁長寿命化修繕計画
白馬村 白馬村 村道1028号線 大左右橋 橋梁 修繕
白馬村 白馬村 村道1115号線 犬川橋 橋梁 修繕
白馬村 白馬村 村道2029号線 犬川３号橋 橋梁 修繕
白馬村 白馬村 村道3054号線 薪寄橋 橋梁 修繕
白馬村 点検計画

小谷村橋梁長寿命化修繕計画
小谷村 小谷村 村道下寺光明下線 小谷橋 橋梁 修繕
小谷村 小谷村 村道小土山線 小土山橋 橋梁 修繕
小谷村 小谷村 村道川尻線 東橋 橋梁 修繕
小谷村 点検計画

小谷村道路附属物等長寿命化修繕計画
小谷村 小谷村 村道川尻線 平倉スノーシェッド 道路附属物等 修繕
小谷村 小谷村 村道川尻線 平倉ロックシェッド 道路附属物等 修繕

坂城町橋梁長寿命化修繕計画
坂城町 坂城町 町道０６２１号線 昭和橋１ 橋梁 修繕

小布施町橋梁長寿命化修繕計画
小布施町 点検計画

高山村橋梁長寿命化修繕計画
高山村 高山村 村道赤和前１号線 赤和橋 橋梁 修繕
高山村 高山村 村道牧５号線 ゆうゆう橋 橋梁 修繕
高山村 高山村 村道牧福井原３号線 第２河原橋 橋梁 修繕
高山村 高山村 村道堀之内１６号線 二反田橋 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（１級）伊沢三社線 天神橋 橋梁 修繕
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
山ノ内町 点検計画

山ノ内町トンネル長寿命化修繕計画
山ノ内町 山ノ内町 町道河童沢高天ヶ原線 東館トンネル トンネル 修繕
山ノ内町 山ノ内町 町道赤坂熟平線 夜間瀬隋道 トンネル 修繕

木島平村橋梁長寿命化修繕計画
木島平村 木島平村 村道木島平４２９号線 寒種橋 橋梁 修繕
木島平村 点検計画

信濃町橋梁長寿命化修繕計画
信濃町 信濃町 町道押出２号線 押出2号橋 橋梁 修繕
信濃町 点検計画

信濃町道路附属物等長寿命化修繕計画
信濃町 信濃町 町道赤川熊坂線 赤川1号スノーシェッド 道路附属物等 修繕

小川村橋梁長寿命化修繕計画
小川村 小川村 村道１７－６号線 ゆうやけ橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３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

小川村 小川村 村道３０号線 舞袋橋 橋梁 修繕
小川村 小川村 村道３７－１号線 小川大橋 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M３－２１８号線 石原橋 橋梁 修繕
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
飯綱町 点検計画

栄村橋梁長寿命化修繕計画
栄村 栄村 村道天代坪野線 天代橋 橋梁 修繕
栄村 栄村 村道白鳥中谷地１号線 橋場川3号橋 橋梁 修繕
栄村 栄村 村道北野１１号線 北野橋 橋梁 修繕
栄村 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：長野県 単位：百万円

インフラ整備を通して川上村の産業を活性化させ未来を創出する村づくり計画 川上村 135

52 豪雪代行

7

安全・安心の村づくり計画 泰阜村 10

カラマツとアルプスの美しい村『大鹿』計画 大鹿村 20

住みよい持続可能なまちづくり計画 塩尻市 124

30 過疎代行

23

産業・雇用を支え活力ある地域社会を形成する道づくり計画 上田市 25

地域が元気で時代にあった安全・安心なまちづくり計画 阿南町 88

「緑は命の源」山と里をつなぐ産業ネットワークづくり計画 高森町 60

産業と雇用を交流で生み出す村づくり計画 喬木村 40

豊かな自然を生かした村づくり計画 栄村 15

　小　計 627

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。
※四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがあります。

歴史とひのきの薫る里づくり計画

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

美しい自然を活かし、笑顔で暮らせる村づくり計画

南木曽町

小谷村



長 野 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　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 672　 長野市
ながのし

、須坂市
すざかし

、生坂村
いくさかむら

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 677　 宮田村
み や だ むら

、高森町
たかもりまち

信濃川 千曲川 河川工作物関連応急対策事業 55　 中野市
な か の し

、飯山市
いいや まし

、小布施町
お ぶ せ ま ち

天竜川 天竜川上流 河川工作物関連応急対策事業 20　 辰野町
たつの まち

信濃川 総合水系環境整備事業 174　 千曲市
ち く ま し

、坂城町
さ か き まち

、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４年度当初予算　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 200　 飯山市
いいやまし

信濃川 駒沢川 大規模特定河川事業 50　 長野市
な が の し

信濃川 黒沢川 大規模特定河川事業 146　 安曇野
あ ず み の

市
し

信濃川 岡田川 大規模特定河川事業 300　 長野市
な が の し

天竜川 十四瀬川 大規模特定河川事業 50　 岡谷市
お か や し

、下諏訪町
し も す わ ま ち

天竜川 諏訪湖 河川メンテナンス事業 400　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・長野県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

長野県 岡谷市
お か や し

天竜川 諏訪湖 釜口水門

特定構造物更新事業



長野県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 天竜川三峰川総合開発 486 626

信濃川大町ダム等再編 472 521

堰堤改良事業 天竜川小渋ダム 495 570



長野県

　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。

( 709)

河川整備事業費 709 

　河川総合開発事業費補助

( 0)

　　建設工事 0 

( 0)

角間ダム 0 ※１

　治水ダム等建設事業費補助

( 509)

　　建設工事 509 

( 509)

松川ダム再開発 509 生活貯水池

( 200)

　　実施計画調査 200 

( 200)

裾花川流域ダム再生 200 裾花ダム、奥裾花ダム

(注)　備考欄の※１の事業については、事業見直し検討の途上等にあり、当面の間、事業進捗が見込めない事業等であり、補助事業としての

　　予算計上を見送るものである。

　　　

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・長野県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業
長野市、塩尻市、筑北村、松本市、麻績村、東御市、佐久穂
町、御代田町、辰野町

298 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・長野県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

長野市 信濃川 裾花川 裾花ダム

長野市 信濃川 裾花川 奥裾花ダム

塩尻市 信濃川 奈良井川 奈良井ダム

筑北村 信濃川 小仁熊川 小仁熊ダム

松本市 信濃川 水上沢川 水上ダム

麻績村 信濃川 宮川 北山ダム

東御市 信濃川 金原川 金原ダム

佐久穂町 信濃川 抜井川 古谷ダム

佐久穂町 信濃川 余地川 余地ダム

御代田町 信濃川 湯川 湯川ダム

辰野町 天竜川 横川川 横川ダム

長野県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あさまやま ちくまがわ じゃぼりがわ じゃぼりがわさぼうえんていぐん こもろし かます

利根川水系砂防 火山砂防 浅間山 千曲川 蛇堀川 蛇堀川砂防堰堤群 小諸市 加増 砂防堰堤工 54
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

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 384
あさまやま ちくまがわ おおくぼさわがわ おおくぼさわがわさぼうえんていぐん きたさくぐん かるいざわまち ながくら

浅間山 千曲川 大窪沢川 大窪沢川砂防堰堤群 北佐久郡 軽井沢町 長倉 砂防堰堤工 152
あさまやま ちくまがわ せんがたきにしざわ せんがたきにしざわさぼうえんていぐん きたさくぐん かるいざわまち ながくら

浅間山 千曲川 千ヶ滝西沢 千ヶ滝西沢砂防堰堤群 北佐久郡 軽井沢町 長倉 砂防堰堤工 93

合計 4 箇所 683

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　１／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ふじかわ かまなしがわ かまなしがわじょうりゅうさがんさんぷくこう 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 釜無川上流左岸山腹工 諏訪郡 富士見町 落合 山腹工 31
ふじかわ かまなしがわ 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 釜無川 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 31
ふじかわ かまなしがわ かまなしがわりゅういきうがんさぼうしせつかいちく すわぐん ふじみまち ふじみ

富士川 釜無川 釜無川流域右岸砂防施設改築 諏訪郡 富士見町 富士見 砂防堰堤工 84
砂防

合計 3 箇所 146
ふじかわ かまなしがわ たけちがわ たけちがわかりゅうとこがためぐん すわぐん ふじみまち ふじみ

火山砂防 富士川 釜無川 武智川 武智川下流床固群 諏訪郡 富士見町 富士見 床固工 178
ふじかわ かまなしがわ たけちがわ たけちがわかりゅうさぼうえんてい すわぐん ふじみまち ふじみ

富士川 釜無川 武智川 武智川下流砂防堰堤 諏訪郡 富士見町 富士見 砂防堰堤工 31
火山砂防
合計 2 箇所 209

合計 5 箇所 355

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　２／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しなのがわじょうりゅう あずさがわ あずさがわほんせんじょうりゅうとこがためぐん まつもとし あづみかみこうち

松本砂防 砂防 信濃川上流 梓川 梓川本川上流床固群 松本市 安曇上高地 床固工 8

しなのがわじょうりゅう あずさがわ はちえもんさわ はちえもんさわじょうりゅうとこがためこうぐん まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 八右衛門沢 八右衛門沢上流床固工群 松本市 安曇上高地 床固工 7

しなのがわじょうりゅう あずさがわ かみせんじょうさわ かみせんじょうさわとこがためこうぐん まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 上千丈沢 上千丈沢床固工群 松本市 安曇上高地 床固工 7

しなのがわじょうりゅう あずさがわ かまがふちさぼうえんていけいがんかいちく まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 釜ヶ渕砂防堰堤渓岸改築 松本市 安曇上高地 砂防堰堤工 111

しなのがわじょうりゅう あずさがわ しましまだにがわ しましまだにだいろくごうさぼうえんてい まつもとし あづみしましま

信濃川上流 梓川 島々谷川 島々谷第６号砂防堰堤 松本市 安曇島々 砂防堰堤工 49

しなのがわじょうりゅう あずさがわ くろかわ はたくろかわかりゅうだいにごうさぼうえんてい まつもとし はた

信濃川上流 梓川 黒川 波田黒川下流第２号砂防堰堤 松本市 波田 砂防堰堤工 8

しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ ひなたやまとこがためこうぐん おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 日向山床固工群 大町市 平篭川入 床固工 123

しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ かしまがわりゅういきさぼうせつびかいちく おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川 鹿島川流域砂防設備改築 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 126

しなのがわじょうりゅう たかせがわ おおつめたさわ おおつめたじょうりゅうさぼうえんてい おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 大冷沢 大冷上流砂防堰堤 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 7

しなのがわじょうりゅう たかせがわ おおかわさわ おおかわさわだいいちごうさぼうえんていかいちく おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 大川沢 大川沢第１号砂防堰堤改築 大町市 平鹿島入 砂防堰堤工 134

しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ かごかわだいさんごうかりゅうさぼうえんてい おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 篭川第３号下流砂防堰堤 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 126

しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ かごかわだいいちごうかりゅうさぼうえんてい おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 篭川第１号下流砂防堰堤 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 30
しなのがわじょうりゅう たかせがわ かしまがわ かしまがわかりゅうとこがためこうぐんかいちく おおまちし たいらかしまいり

信濃川上流 高瀬川 鹿島川 鹿島川下流床固工群改築 大町市 平鹿島入 床固工 8

しなのがわじょうりゅう たかせがわ かごかわ たかせがわりゅういきさぼうせつびかいちく おおまちし たいらかごかわいり

信濃川上流 高瀬川 篭川 高瀬川流域砂防設備改築 大町市 平篭川入 砂防堰堤工 49

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

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 33

しなのがわじょうりゅう たかせがわ ななくらさわ たいらさぼうえんていかいちく おおまちし たいら

信濃川上流 高瀬川 七倉沢 平砂防堰堤改築 大町市 平 砂防堰堤工 111

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 126

砂防
合計 17 箇所 1,063

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　３／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

松本砂防 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 265

しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ、しょうじかわせざわ ゆかわりゅういきさぼうせつびかいちく まつもとし あづみしらほね

信濃川上流 梓川 湯川、障子川瀬沢 湯川流域砂防設備改築 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 229

しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ ゆかわじょうりゅうさぼうえんていぐん まつもとし あづみしらほね

信濃川上流 梓川 湯川 湯川上流砂防堰堤群 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 9

しなのがわじょうりゅう あずさがわ なかほりさわ、しもほりさわ やけだけさぼうせつびかいちく まつもとし あづみかみこうち

信濃川上流 梓川 中堀沢、下堀沢 焼岳砂防設備改築 松本市 安曇上高地 砂防堰堤工 9

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 178

しなのがわじょうりゅう あずさがわ ながわ ながわりゅういきさぼうえんていぐん まつもとし ながわよりあいど

信濃川上流 梓川 奈川 奈川流域砂防堰堤群 松本市 奈川寄合渡 砂防堰堤工 9

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 156

火山砂防
合計 7 箇所 855

合計 24 箇所 1,918

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　４／１０）

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



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 こあかさわ なかつがわじょうりゅういきさぼうえんていかいちく しもみのちぐん さかえむら こあかさわ

湯沢砂防 火山砂防 信濃川下流 中津川 小赤沢 中津川上流域砂防堰堤改築 下水内郡 栄村 小赤沢 砂防堰堤工 162

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

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 148

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 187

合計 3 箇所 497

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　５／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわ ひらかわ まえくずれさわ まえくずれさわさぼうえんてい 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 平川 前崩沢 前崩沢砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 115

ひめかわ まつかわ きたまた さるくらさぼうえんてい きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 松川 北股 猿倉砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 212

ひめかわ まつかわ ゆのいりさわ ゆのいりさわさぼうえんていぐん きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 松川 湯ノ入沢 湯ノ入沢砂防堰堤群 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 8

ひめかわ ひらかわ むめいさわ むめいさわさぼうえんてい きたあづみぐん はくばむら かみしろ

姫川 平川 無名沢 無名沢砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 神城 砂防堰堤工 8

ひめかわ まつかわ そでがらさわ そでがらさわさぼうえんてい きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 松川 袖ガラ沢 袖ガラ沢砂防堰堤 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 8

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

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 126

ひめかわ ひらかわ ひらかわりゅういきさぼうせつびかいちく きたあづみぐん はくばむら

姫川 平川 平川流域砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 砂防堰堤工 55

ひめかわ まつかわ きたまた まつかわりゅういきさぼうせつびかいちく きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 松川 北股 松川流域砂防設備改築 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 177

ひめかわ まつかわ きたまた さるくらかりゅうさぼうえんていぐん きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 松川 北股 猿倉下流砂防堰堤群 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 8

ひめかわ ひめかわ くるまがわらゆうさち きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 来馬河原遊砂地 北安曇郡 小谷村 北小谷 遊砂地工 8

ひめかわ ねちがわ おおくぼがわ おおくぼが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

姫川 根知川 大久保川 大久保川砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 160

砂防
合計 11 箇所 885

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　６／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

松本砂防 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 173

ひめかわ うらかわ うらかわさぼうせつびかいちく 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 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 300

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 41

ひめかわ うらかわ うらかわだいきゅうごうさぼうえんてい きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 浦川 浦川第９号砂防堰堤 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 210

ひめかわ うらかわ たかくらさわ たかくらさわさぼうえんてい きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 浦川 高倉沢 高倉沢砂防堰堤 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 9

ひめかわ うらかわ いたくらさわ いたくらさわさぼうえんてい きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 浦川 板倉沢 板倉沢砂防堰堤 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 9

火山砂防
合計 6 箇所 742

合計 17 箇所 1,627

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　７／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ みぶがわ おおくぼだにがわ おおくぼだにがわさぼうえんてい 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 大久保谷川 大久保谷川砂防堰堤 伊那市 長谷黒河内 砂防堰堤工 227
てんりゅうがわ みぶがわ ふじさわがわ くまくらさわさぼうえんてい いなし たかとおまちふじさわ

天竜川 三峰川 藤沢川 熊倉沢砂防堰堤 伊那市 高遠町藤澤 砂防堰堤工 100
てんりゅうがわ みぶがわ ふじさわがわ こだまいりさわさぼうえんてい いなし たかとおまちふじさわ

天竜川 三峰川 藤沢川 コダマ入沢砂防堰堤 伊那市 高遠町藤澤 砂防堰堤工 1
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 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 304
てんりゅうがわ みぶがわ しおさわ しおさわだいにさぼうえんてい いなし はせすぎしま

天竜川 三峰川 塩沢 塩沢第２砂防堰堤 伊那市 長谷杉島 砂防堰堤工 1
てんりゅうがわ みぶがわ きたさわ きたさわさぼうえんてい いなし はせすぎしま

天竜川 三峰川 北沢 北沢砂防堰堤 伊那市 長谷杉島 砂防堰堤工 1
てんりゅうがわ みぶがわ やまむろがわ あかささざわさぼうえんてい いなし たかとおまちばらぐち

天竜川 三峰川 山室川 赤笹沢砂防堰堤 伊那市 高遠町荊口 砂防堰堤工 1
てんりゅうがわ みぶがわ ふじさわがわ かたくらちくさぼうえんていぐん いなし たかとおまちふじさわ

天竜川 三峰川 藤沢川 片倉地区砂防堰堤群 伊那市 高遠町藤澤 砂防堰堤工 1
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 303
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 406
てんりゅうがわ こしぶがわ かしおがわ ありみちさわさぼうえんてい しもいなぐん おおしかむら かしお

天竜川 小渋川 鹿塩川 有道沢砂防堰堤 下伊那郡 大鹿村 鹿塩 砂防堰堤工 2
てんりゅうがわ こしぶがわ ぜにさわ ぜにさわさぼうえんてい かみいなぐん なかがわむら おおくさ

天竜川 小渋川 銭沢 銭沢砂防堰堤 上伊那郡 中川村 大草 砂防堰堤工 2
てんりゅうがわ こしぶがわ えだくぼさわ えだくぼさわさぼうえんてい かみいなぐん なかがわむら おおくさ

天竜川 小渋川 枝久保沢 枝久保沢砂防堰堤 上伊那郡 中川村 大草 砂防堰堤工 2
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 303
てんりゅうがわ おおたぎりがわ こまがねこうげんさぼうえんていぐん こまがねし あかほ

天竜川 太田切川 駒ヶ根高原砂防堰堤群 駒ヶ根市 赤穂 砂防堰堤工 1
てんりゅうがわ なかたぎりかわ なかたぎりけいりゅうほぜんこう かみいなぐん いいじままち たぎり

天竜川 中田切川 中田切渓流保全工 上伊那郡 飯島町 田切 渓流保全工 1
てんりゅうがわ よたぎりかわ よたぎりとこがためこうぐん かみいなぐん いいじままち いいじま

天竜川 与田切川 与田切床固工群 上伊那郡 飯島町 飯島 床固工 15
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 354
てんりゅうがわ かたぎりまつかわ まちやちくさぼうえんていぐん しもいなぐん まつかわまち まちや

天竜川 片桐松川 町谷地区砂防堰堤群 下伊那郡 松川町 町谷 砂防堰堤工 2

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　８／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

てんりゅうがわ しんぐうがわ ふるやしきさわがわ ふるやしきだいにさぼうえんてい こまがねし なかざわ

天竜川上流河川 砂防 天竜川 新宮川 古屋敷沢川 古屋敷第２砂防堰堤 駒ヶ根市 中沢 砂防堰堤工 200
てんりゅうがわ とおやまがわ おおよけさわ おおよけさわさぼうえんてい しもいなぐん てんりゅうむら ひらおか

天竜川 遠山川 尾尾余ケ沢 尾尾余ケ沢砂防堰堤 下伊那郡 天龍村 平岡 砂防堰堤工 151
てんりゅうがわ とおやまがわ こざわがわ こざわさぼうえんていかいちく いいだし かみむら

天竜川 遠山川 小沢川 小沢砂防堰堤改築 飯田市 上村 砂防堰堤工 229
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 203
てんりゅうがわ とおやまがわ いけぐちがわ いけぐちがわだいにさぼうえんてい いいだし みなみしなのわだ

天竜川 遠山川 池口川 池口川第２砂防堰堤 飯田市 南信濃和田 砂防堰堤工 2
てんりゅうがわ とおやまがわ かりでさわ かりでさわさぼうえんてい いいだし みなみしなのうめたいら

天竜川 遠山川 カリデ沢 カリデ沢砂防堰堤 飯田市 南信濃梅平 砂防堰堤工 2
てんりゅうがわ とおやまがわ こたしろさわ こたしろさわさぼうえんていかいちく いいだし みなみしなのきざわ

天竜川 遠山川 コタシロ沢 コタシロ沢砂防堰堤改築 飯田市 南信濃木沢 砂防堰堤工 14
てんりゅうがわ とおやまがわ こおろしがわ こおろしだいさんさぼうえんてい いいだし みなみしなのこおろし

天竜川 遠山川 小嵐川 小嵐第３砂防堰堤 飯田市 南信濃小嵐 砂防堰堤工 318
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 303
てんりゅうがわ とおやまがわ こおろしがわ にしやまさわさぼうえんてい いいだし みなみしなのこおろし

天竜川 遠山川 小嵐川 西山沢砂防堰堤 飯田市 南信濃小嵐 砂防堰堤工 8
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 867

合計 30 箇所 4,324

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　９／１０）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きそがわ きそがわ いたはしざわ いたはしざわだいいちさぼうえんてい きそぐん あげまつまち おがわ

多治見砂防国道 砂防 木曾川 木曾川 板橋沢 板橋沢第１砂防堰堤 木曽郡 上松町 小川 砂防堰堤工 41
きそがわ きそがわ じゅうおうざわ じゅうおうざわだいさんさぼうえんてい きそぐん あげまつまち おがわ

木曾川 木曾川 十王沢 十王沢第３砂防堰堤 木曽郡 上松町 小川 砂防堰堤工 33
きそがわ なめかわ なめかわ なめかわゆうさこう きそぐん あげまつまち おがわ

木曾川 滑川 滑川 滑川遊砂工 木曽郡 上松町 小川 遊砂地工 34
きそがわ なめかわ なめかわ なめかわかりゅうとこがためこうぐん きそぐん あげまつまち おぎはら

木曾川 滑川 滑川 滑川下流床固工群 木曽郡 上松町 荻原 床固工 33
きそがわ きそがわ おおさわ おおさわだいいちさぼうえんてい きそぐん あげまつまち おぎはら

木曾川 木曾川 大沢 大沢第１砂防堰堤 木曽郡 上松町 荻原 砂防堰堤工 33
きそがわ きそがわ さるさわ さるさわだいいちさぼうえんてい きそぐん おおくわむら かみごう

木曾川 木曾川 猿沢 猿沢第１砂防堰堤 木曽郡 大桑村 上郷 砂防堰堤工 104
きそがわ いながわ やたれさわ やたれさわさぼうえんてい きそぐん おおくわむら ながの

木曾川 伊奈川 矢垂沢 矢垂沢砂防堰堤 木曽郡 大桑村 長野 砂防堰堤工 32
きそがわ きそがわ おおた おおただいいちさぼうえんてい きそぐん おおくわむら のじり

木曾川 木曾川 太田 太田第１砂防堰堤 木曽郡 大桑村 野尻 砂防堰堤工 32
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

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 252
きそがわ きそがわ じゃぬけざわ わごうじゃぬけざわちんさちこう きそぐん なぎそまち わごう

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 144
きそがわ よがわ よがわ よがわだいいちさぼうえんてい きそぐん なぎそまち よみかき

木曾川 与川 与川 与川第１砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 読書 砂防堰堤工 32
きそがわ きそがわ せんさわ せんさわだいにさぼうえんてい きそぐん なぎそまち あづま

木曾川 木曾川 戦沢 戦沢第２砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 吾妻 砂防堰堤工 31
きそがわ あららぎがわ かつらがわ かつらがわだいいちさぼうえんてい きそぐん なぎそまち ひろせ

木曾川 蘭川 桂川 桂川第１砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 広瀬 砂防堰堤工 181
きそがわ あららぎがわ じぞうさわ じぞうさわだいいちさぼうえんてい きそぐん なぎそまち あづま

木曾川 蘭川 地蔵沢 地蔵沢第１砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 吾妻 砂防堰堤工 32
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

木曾川 上松管内砂防施設改築 木曽郡 砂防堰堤工 435

合計 15 箇所 1,449

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（長野県　１０／１０）

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



令和４年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（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

地すべり対策 此田 飯田市 南信濃八重河内 横ボーリング工 85

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 天流川中流 下伊那郡 天龍村 平岡

あなんちょう ひがしじょう 集水井工

阿南町 東條 437

２箇所 522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 まえしまがわ ちのし きたおおしお さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 前島川 茅野市 北大塩 砂防堰堤工 5

てんりゅうがわ くりしろがわ しもいなぐん あちむら やごし さぼうえんていこう

天竜川 栗代川 下伊那郡 阿智村 矢越 砂防堰堤工 5

てんりゅうがわ こいけさわ いいだし わだ さぼうえんていこう

天竜川 小池沢 飯田市 和田 砂防堰堤工 10
きそがわ にごりさわがわ きそぐん おうたきむら やながせ さぼうえんていこう

木曽川 濁沢川 木曽郡 王滝村 柳ヶ瀬 砂防堰堤工 155

きそがわ しらかわ きそぐん きそまち しらかわ さぼうえんていこう

木曽川 白川 木曽郡 木曽町 白川 砂防堰堤工 200

しなのがわ せんごくさわ まつもとし なかやま さぼうえんていこう

信濃川 千石沢 松本市 中山 砂防堰堤工 40
しなのがわ ほとけさわ ながのし さいさわ さぼうえんていこう

信濃川 佛沢 長野市 犀沢 砂防堰堤工 20

しなのがわ しまんたさわ かみみのちぐん おがわむら ふきばたけ さぼうえんていこう

信濃川 島田沢 上水内郡 小川村 蕗畑 砂防堰堤工 10

小計 8箇所 445

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 5
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 5

しなのがわ おおつきがわ みなみさくぐん こうみまち あしだいら さぼうえんていこう

信濃川 大月川 南佐久郡 小海町 芦平 砂防堰堤工 50
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 5
しなのがわ うちのやまさわ うえだし うちのやま さぼうえんていこう

信濃川 内の山沢 上田市 内の山 砂防堰堤工 81

しなのがわ わでさわ うえだし べっしょ さぼうえんていこう

信濃川 上手沢 上田市 別所 砂防堰堤工 50

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 5
しなのがわ よどまりがわ ちいさがたぐん ながわまち よどまり さぼうえんていこう

信濃川 四泊川 小県郡 長和町 四泊 砂防堰堤工 100

しなのがわ くるみさわ ちいさがたぐん ながわまち かみわだ さぼうえんていこう

信濃川 くるみ沢 小県郡 長和町 上和田 砂防堰堤工 20

てんりゅうがわ がんさわ おかやし みさわ さぼうえんていこう

天竜川 蟹沢 岡谷市 三沢 砂防堰堤工 10

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 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 けいりゅうほぜんこう

天竜川 楡沢 上伊那郡 辰野町 伊那富 渓流保全工 5
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 駒ヶ根市 東伊那 砂防堰堤工 40

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　1/9）

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）

事業間連携 てんりゅうがわ たかとおいりさわ かみいなぐん いいじままち たかとおばら さぼうえんていこう

砂防等事業 天竜川 高遠入沢 上伊那郡 飯島町 高遠原 砂防堰堤工 50
てんりゅうがわ なかのむらさわ しもいなぐん まつかわまち なかのむら さぼうえんていこう

天竜川 中の村沢 下伊那郡 松川町 中の村 砂防堰堤工 5
きそがわ しっぺいさわ きそぐん きそまち ひよし さぼうえんていこう

木曽川 尻平沢 木曽郡 木曽町 日義 砂防堰堤工 100
きそがわ まんごおりさわ 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 20
きそがわ ぜんめいざわ きそぐん きそまち ちごの さぼうえんていこう

木曽川 ゼンメイ沢 木曽郡 木曽町 児野 砂防堰堤工 20
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 10
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 5
しなのがわ やのくちさわ ちくまし くらしな さぼうえんていこう

信濃川 矢ノ口沢 千曲市 倉科 砂防堰堤工 10
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 5
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

信濃川 堂平 上高井郡 高山村 天神原 砂防堰堤工 145
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 60
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 5
しなのがわ たくさがわ 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 20
しなのがわ じゃぬけさわ しもたかいぐん のざわおんせんむら むしう さぼうえんていこう

信濃川 蛇抜沢 下高井郡 野沢温泉村 虫生 砂防堰堤工 81
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 5
しなのがわ よこゆがわ しもたかいぐん やまのうちまち おちあい さぼうえんていこう

信濃川 横湯川 下高井郡 山ノ内町 落合 砂防堰堤工 220
しなのがわ ほんざわ 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 10

しなのがわ ちけんじさわ まつもとし ちけんじ さぼうえんていこう

信濃川 知見寺沢 松本市 知見寺 砂防堰堤工 100

しなのがわ あしざわ ひがしちくまぐん おみむら ねお さぼうえんていこう

信濃川 芦澤 東筑摩郡 麻績村 根尾 砂防堰堤工 80

しなのがわ たきのさわ ひがしちくまぐん ちくほくむら なかまち さぼうえんていこう

信濃川 滝の沢 東筑摩郡 筑北村 中町 砂防堰堤工 35
しなのがわ とちだいらさわ ひがしちくまぐん ちくほくむら とちだいら さぼうえんていこう

信濃川 栃平沢 東筑摩郡 筑北村 栃平 砂防堰堤工 25
しなのがわ ひのきさわ ひがしちくまぐん いくさかむら かみいくさか さぼうえんていこう

信濃川 桧沢 東筑摩郡 生坂村 上生坂 砂防堰堤工 20
ひめかわ つきおかさわ きたあづみぐん おたりむら つきおか さぼうえんていこう

姫川 月岡沢 北安曇郡 小谷村 月岡 砂防堰堤工 85

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　2/9）

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）

事業間連携 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

砂防等事業 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 だんのはらさわ ながのし こまつばら さぼうえんていこう

信濃川 段ノ原沢 長野市 小松原 砂防堰堤工 40
しなのがわ やざわ ながのし せわき さぼうえんていこう

信濃川 矢沢 長野市 瀬脇 砂防堰堤工 30

小計 39箇所 1,597

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 10

しなのがわ どろさわ ながのし こいち さぼうえんていこう

信濃川 泥沢 長野市 小市 砂防堰堤工 6

小計 2箇所 16

49箇所 2,058合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　3/9）

事業区分 水系名 渓流名 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）

大規模特定 おのやま うえだし おのやま しゅうすいせいこう

砂防等事業 尾野山 上田市 尾野山 集水井工 45
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

沓掛 小県郡 青木村 沓掛 横ボーリング工 50
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 5
はっぽういわ きたあづみぐん おたりむら はっぽういわ おさえもりどこう

八方岩 北安曇郡 小谷村 八方岩 押え盛土工 90
そとさわ きたあづみぐん おたりむら そとさわ よこぼーりんぐこう

外沢 北安曇郡 小谷村 外沢 横ボーリング工 100
おいだいら ながのし こてや よこぼーりんぐこう

追平 長野市 小手屋 横ボーリング工 10
ほうじ かみみのちぐん おがわむら ほうじ しゅうすいせいこう

法地 上水内郡 小川村 法地 集水井工 10

小計 7箇所 310

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 よこぼーりんぐこう

砂防等事業 引の田 下伊那郡 大鹿村 引の田 横ボーリング工 20

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 10
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 50
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 10

たかはな あづみのし たかはな よこぼーりんぐこう

高鼻 安曇野市 高鼻 横ボーリング工 30

みねかたした きたあづみぐん はくばむら みねかたした よこぼーりんぐこう

峯方下 北安曇郡 白馬村 峯方下 横ボーリング工 50
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 100
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 5

おおさわ きたあづみぐん おたりむら おおさわ よこぼーりんぐこう

大沢 北安曇郡 小谷村 大沢 横ボーリング工 16

むしお きたあづみぐん おたりむら むしお よこぼーりんぐこう

虫尾 北安曇郡 小谷村 虫尾 横ボーリング工 5

こまつばら ながのし こまつばら くいこう

小松原 長野市 小松原 杭工 750

小計 11箇所 1,046

合計 18箇所 1,356

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　4/9）

事業区分 水系名 渓流名 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 おおくまじんぐうじ すわし おおくまじんぐうじ らくせきたいさくこう

砂防等事業 大熊神宮寺 諏訪市 大熊神宮寺 落石対策工 171
やまてちょう おかやし やまてちょう のりめんこう

山手町 岡谷市 山手町 法面工　 95
ひらしば ながのし ひらしば のりめんこう

平柴 長野市 平柴 法面工　 27
にしさんさい ながのし にしさんさい のりめんこう

西三才 長野市 西三才 法面工　 90

4箇所 383
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　5/9）

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）

砂防メンテナンス にごりかわ　ほか きたさくぐん みよたまち　ほか やかくら　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 濁川　外 北佐久郡 御代田町　外 八ヶ倉　外 老朽化対策 676

１箇所 676
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　6/9）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

さくほまち よじがわ よじえんてい

長野県 佐久穂町 余地川 余地堰堤 砂防堰堤工　 更新
みよたまち にごりかわ やかくらさぼうえんてい

御代田町 濁川 八ヶ倉砂防堰堤 砂防堰堤工　 更新
うえだし ゆかわ　ほか ゆかわいちごうさぼうえんてい　とう

上田市 湯川　外 湯川1号砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ちのし かくみょうがわ ひがしたけさぼうえんてい

茅野市 角名川 東岳砂防堰堤 砂防堰堤工　 改築
あちむら そのはらがわ　ほか そのはらがわさぼうえんてい

阿智村 園原川　外 園原川砂防堰堤 砂防堰堤工　等 改築　等
たかぎむら なかくちさわかわ なかくちさわかわさぼうえんていに

喬木村 中口沢川　 中口沢川砂防堰堤２ 砂防堰堤工　 更新
ひらやむら とうげさわ とうげさわさぼうえんてい

平谷村 峠沢　 峠沢砂防堰堤 砂防堰堤工　 更新
あなんちょう いど いどちくよこぼーりんぐこう　とう

阿南町 井戸 井戸地区横ボーリング工　等 横ボーリング工　等 改築　等
いいだし かやがきした のりわくこう

飯田市 萱垣下 法枠工 法面工　 改築
まつかわまち まざわ じゅうりょくしきようへきこう

松川町 間沢 重力式擁壁工 擁壁工　 改築
きそまち ごんげんさわ　ほか ごんげんさわさぼうえんてい　とう

木曽町 権現沢　外 権現沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
おうたきむら まくしま おさえようへきこう　とう

王滝村 幕島 押さえ擁壁工　等 落石対策工　等 改築　等
まつもとし やけやま　ほか おさえようへきこう　とう

松本市 八景山　外 押さえ擁壁工　等 落石対策工　等 改築　等
あづみのし からすがわ　ほか のやまさぼうえんてい　とう

安曇野市 烏川　外 野山砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 更新　等
さかきまち やがわ やがわさぼうえんてい

坂城町 谷川 谷川砂防堰堤　 砂防堰堤工　 更新
たかやまむら まつかわ おおがけさぼうだむ

高山村 松川 大崖砂防ダム　 砂防堰堤工　 更新
やまのうちまち よこゆがわ じごくだにえんてい　とう

山ノ内町 横湯川 地獄谷堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
おおまちし じしはら　ほか じしはらちくよこぼーりんぐこう　とう

大町市 地志原　外 地志原地区横ボーリング工　等 横ボーリング工　等 改築　等
おたりむら かんきゅう　ほか かんきゅうちくあんかーこう　とう

小谷村 神久　外 神久地区アンカー工　等 アンカー工　等 改築　等
ながのし うらにごりさわ　ほか うらにごりさわいちごうさぼうえんてい　とう

長野市 裏濁沢　外 裏濁沢1号砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（長野県　7/9）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



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 いわしたさわ さくし かすが さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 信濃川 岩下沢 佐久市 春日 砂防堰堤工 57

しなのがわ にしやまさわ さくし たぐち さぼうえんていこう

信濃川 西山沢 佐久市 田口 砂防堰堤工 43

しなのがわ あかや さくし あかや さぼうえんていこう

信濃川 赤谷 佐久市 赤谷 砂防堰堤工 175
しなのがわ そばらがわ みなみさくぐん さくほまち ひらばやし さぼうえんていこう

信濃川 曽原川 南佐久郡 佐久穂町 平林 砂防堰堤工 3

しなのがわ たかやま みなみさくぐん さくほまち こや さぼうえんていこう

信濃川 高山 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 20
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 梅ノ木沢 上田市 平井 砂防堰堤工 5

しなのがわ くりやまさわ うえだし あらや さぼうえんていこう

信濃川 栗山沢 上田市 新屋 砂防堰堤工 40

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 10

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 5

しなのがわ やまぶきさわ ちいさがたぐん ながわまち こもがや さぼうえんていこう

信濃川 山吹沢 小県郡 長和町 小茂谷 砂防堰堤工 40

しなのがわ しぶさわかわ 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 15

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 20

13箇所 463合計

令和４年度　当初予算　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　8/9）

所在地事業区分 水系名 渓流名



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 10

しなのがわ わくまがわ うえだし おおひなた さぼうえんていこう

信濃川 和熊川 上田市 大日向 砂防堰堤工 138

てんりゅうがわ おおくぼ おかやし かわぎしひがし さぼうえんていこう

天竜川 大久保 岡谷市 川岸東 砂防堰堤工 50
てんりゅうがわ げばさわがわ ちのし たかべ さぼうえんていこう

天竜川 下馬沢川 茅野市 高部 砂防堰堤工 50

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 50

てんりゅうがわ おおさわがわ かみいなぐん たつのまち おの たいせきこう

天竜川 大沢川 上伊那郡 辰野町 小野 堆積工 100

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 50

しなのがわ みずさわがわ まつもとし かみがいと さぼうえんていこう

信濃川 水沢川 松本市 上海渡 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 5

９箇所 483合計

令和４年度　当初予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（長野県　9/9）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：長野県 （単位：千円）

松代地区大規模雨水処理施設整備事
業

長野市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

199,720 99,860

丸の内・南深志排水区大規模雨水処理
施設整備事業

松本市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

299,580 149,790

飯山地区大規模雨水処理施設整備事
業

飯山市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

356,500 178,250

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 855,800 427,900



長　野　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
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
大町市、北安曇郡松川村、
安曇野市

921

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和４年度　当初予算配分

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 摘　　要

772,889

長野市 長野市 継続 高田地区 4.5/10 347,800

1,363,200

松本市 松本市 継続 松本駅周辺地区 1/2 681,600

969,200

松本市 松本市 新規 村井駅周辺整備 1/2 484,600

1/2, 142,947

上田市 上田市 継続 丸子中心市街地地区 4.5/10 67,900

20,000

小諸市 小諸市 継続 小諸宿周辺地区 1/2 10,000

88,600

飯山市 飯山市 継続 飯山中心市街地地区 1/2 44,300

1,841,000

茅野市 茅野市 継続 塚原地区 1/2 920,500

197,200

佐久市 佐久市 継続 佐久平駅南地区 1/2 98,600

1/2, 836,421

佐久市 佐久市 継続 野沢地区 4.5/10 397,300

45,200

佐久市 佐久市 新規 中込地区 1/2 22,600

386,000

安曇野市 安曇野市 継続 明科駅周辺地区 1/2 193,000

6,662,657

合計 3,268,200

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

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）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

10,000

岡谷市 岡谷市 新規 市域全域 1/2 5,000 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

76,080

佐久市 佐久市 新規 都市計画区域 1/2 38,040 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

86,080

合計 43,040

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 松本市 宮田前踏切道 長野県 56

踏切道改良計画事業 上田市 五加踏切道 長野県 90

踏切道改良計画事業 大町市 沓掛南踏切道 長野県 10

踏切道改良計画事業 辰野町 下田踏切道 長野県 30

踏切道改良計画事業 宮田村 北割線踏切道 宮田村 36

踏切道改良計画事業 白馬村 大和出踏切道 白馬村 160

踏切道改良計画事業 飯綱町 第4飯山街道踏切道 長野県 80



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 499

(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〕、(国)403号(伊勢町
～上町)〔小布施町〕、(主)長野上田線(天神)〔上田
市〕、(一)白馬岳線(白馬駅前)〔白馬村〕、(一)旧軽井
沢軽井沢(停)線(軽井沢～東雲交差点)〔軽井沢町〕、
(一)茅野(停)八子ヶ峰公園線(仲町～本町)〔茅野市〕

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 99 (市)新参町線(大手町)



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 長野県 長野県通学路緊急対策推進計画 4,177

鬼無里小学校、寺尾小学校、松代小学校、城山小学
校、信里小学校、清野小学校、中条小学校、朝陽小
学校、通明小学校、徳間小学校、南部小学校、源池
小学校、今井小学校、芝沢小学校、菅野小学校、明
善小学校、城下小学校、菅平小学校、豊殿小学校、
川岸小学校、丸山小学校、森上小学校、仁礼小学
校、日野小学校、小諸市立東小学校、野岸小学校、
赤穂東小学校、延徳小学校、豊田小学校、八坂小学
校、戸狩小学校、永明小学校、玉川小学校、岩村田
小学校、佐久市立東小学校、更級小学校、千曲市立
東小学校、三郷小学校、堀金小学校、川上第一小学
校、南牧北小学校、佐久穂小学校、青木小学校、長
門小学校、辰野西小学校、辰野東小学校、辰野南小
学校、南木曽小学校、開田小学校、麻績小学校、山
形小学校、筑北小学校、栗ガ丘小学校、高山小学
校、西小学校、木島平小学校、小川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 長野市 長野県長野市通学路緊急対策推進計画 150
下氷鉋小学校、川田小学校、大豆島小学校、長沼小
学校、豊野西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松本市 長野県松本市通学路緊急対策推進計画 5
開智小学校、源地小学校、寿小学校、菅野小学校、
二子小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飯田市 長野県飯田市通学路緊急対策推進計画 246 鼎小学校、竜丘小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 諏訪市 長野県諏訪市通学路緊急対策推進計画 49 四賀小学校、城南小学校、中洲小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 須坂市 長野県須坂市通学路緊急対策推進計画 626
旭ヶ丘小学校、井上小学校、高甫小学校、小山小学
校、仁礼小学校、須坂小学校、日滝小学校、日野小
学校、豊丘小学校、豊洲小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小諸市 長野県小諸市通学路緊急対策推進計画 59
坂の上丘小学校、水明小学校、千曲小学校、東小学
校、美南ガ丘小学校、野岸小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 伊那市 長野県伊那市通学路緊急対策推進計画 21
伊那西小学校、伊那東小学校、伊那北小学校、高遠
小学校、手良小学校、西春近北小学校、西箕輪小学
校　、東春近小学校、美篶小学校、富県小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市通学路緊急対策推進計画 49 赤穂小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中野市 長野県中野市通学路緊急対策推進計画 159 高社小学校、中野小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飯山市 長野県飯山市通学路緊急対策推進計画 20 戸狩小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐久市 長野県佐久市通学路緊急対策推進計画 49
臼田小学校、高瀬小学校、佐久城山小学校、青沼小
学校、切原小学校、泉小学校、中込小学校、中佐都
小学校、田口小学校、野沢小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 千曲市 長野県千曲市通学路緊急対策推進計画 101
屋代小学校、戸倉小学校、上山田小学校、埴生小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 東御市 長野県東御市通学路緊急対策推進計画 74 祢津小学校、和小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 安曇野市 長野県安曇野市通学路緊急対策推進計画 239 豊科南小学校、豊科北小学校、堀金小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 川上村 長野県川上村通学路緊急対策推進計画 1 川上第一小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 佐久穂町 長野県佐久穂町通学路緊急対策推進計画 6 佐久穂小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 御代田町 長野県御代田町通学路緊急対策推進計画 189 御代田南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 富士見町 長野県富士見町通学路緊急対策推進計画 6 富士見小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 辰野町 長野県辰野町通学路緊急対策推進計画 10 辰野西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 南箕輪村 長野県南箕輪村通学路緊急対策推進計画 40 南部小学校、南箕輪小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中川村 長野県中川村通学路緊急対策推進計画 3 中川東小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松川町 長野県松川町通学路緊急対策推進計画 3 中央小学校、北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 根羽村 長野県根羽村通学路緊急対策推進計画 1 根羽学園

交通安全対策（通学路緊急対策） 喬木村 長野県喬木村通学路緊急対策推進計画 6 喬木第一小学校、喬木第二小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 松川村 長野県松川村通学路緊急対策推進計画 14 松川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 坂城町 長野県坂城町通学路緊急対策推進計画 74 村上小学校、南条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小布施町 長野県小布施町通学路緊急対策推進計画 12 栗ガ丘小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 高山村 長野県高山村通学路緊急対策推進計画 54 高山小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:長野県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道403号　岩野 長野市 長野県

一般国道403号　岩野（交差点東） 長野市 長野県

一般国道403号　柴～東寺尾 長野市 長野県

一般国道406号　鬼無里町 長野市 長野県

（主）戸隠篠ノ井線　有旅 長野市 長野県

（主）長野真田線　松代中町 長野市 長野県

（主）長野菅平線　南俣 長野市 長野県

（主）長野大町線　中条平 長野市 長野県

（一）三才大豆島中御所線　朝陽小学校 長野市 長野県

（一）長野豊野線　善光寺新町 長野市 長野県

（一）長野豊野線　徳間～西三才 長野市 長野県

（都）岩野二ツ柳線 長野市 長野県

（主）松本塩尻線　寿台 松本市 長野県

（主）松本塩尻線　内田 松本市 長野県

（一）松本空港線　町神 松本市 長野県

（一）松本空港線　町神（改築） 松本市 長野県

（一）新田松本線　臨空工業団地 松本市 長野県

（一）土合松本線　南耕地 松本市 長野県

（都）松本駅北小松線 松本市 長野県

一般国道406号　菅平高原 上田市 長野県

（主）小諸上田線　梅ヶ丘 上田市 長野県

（一）下原大屋停車場線　下郷～小井田 上田市 長野県

（都）北天神町古吉町線　御所 上田市 長野県

（都）岡谷川岸線　川岸 岡谷市 長野県

（都）飯田中津川線 飯田市 長野県

一般国道406号　塩川町 須坂市 長野県

一般国道406号　仁礼 須坂市 長野県

一般国道406号　南横町 須坂市 長野県

（主）佐久小諸線　小原 小諸市 長野県

（一）借宿小諸線　四ッ谷 小諸市 長野県

（主）駒ヶ根長谷線　田沢 駒ヶ根市 長野県

一般国道117号　替佐１ 中野市 長野県

一般国道117号　替佐２ 中野市 長野県

（一）中野小布施線　延徳 中野市 長野県

（主）大町麻績インター千曲線　大平～矢下 大町市 長野県

（一）曽根藤ノ木線　小境上 飯山市 長野県

（一）茅野停車場線八子ヶ峰公園線　埴原田 茅野市 長野県

（一）上槻木矢ヶ崎線　粟沢 茅野市 長野県

（主）下仁田浅科線　志賀拡幅 佐久市 長野県

（都）相生大手線 佐久市 長野県

（一）森篠ノ井線　雨宮 千曲市 長野県

（都）若宮線 千曲市 長野県

（主）安曇野インター堀金線　田尻 安曇野市 長野県

（一）小倉梓橋停車場線　黒沢川橋 安曇野市 長野県

（一）中堀一日市場停車場線　住吉～楡（交差点） 安曇野市 長野県

（主）梓山海ノ口線　大深山 川上村 長野県

一般国道141号　海尻 南牧村 長野県

一般国道141号　畑 佐久穂町 長野県

一般国道143号　村松～当郷 青木村 長野県

一般国道142号　四泊 長和町 長野県

一般国道153号　宮所 辰野町 長野県

（主）伊那辰野停車場線　樋口矢の坂 辰野町 長野県

（主）下諏訪辰野停車場線　平出上町 辰野町 長野県

長野県通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:長野県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（一）与地辰野線　下田 辰野町 長野県

（一）南木曽停車場線　大沢田橋 南木曽町 長野県

一般国道361号　開田末川１ 木曽町 長野県

一般国道361号　開田末川２ 木曽町 長野県

一般国道403号　梶浦～本町（交差点南） 麻績村 長野県

一般国道403号　梶浦～本町（交差点北） 麻績村 長野県

（主）丸子信州新線　本町 麻績村 長野県

（一）新田松本線　下竹田～臨空工業団地１ 山形村 長野県

（一）新田松本線　下竹田～臨空工業団地２ 山形村 長野県

（主）大町麻績インター千曲線　坂井小学校前 筑北村 長野県

一般国道403号　伊勢町～上町 小布施町 長野県

（主）須坂中野線　荒井原 高山村 長野県

一般国道403号　下須賀川 山ノ内町 長野県

（一）七曲西原線　中島 木島平村 長野県

（主）信濃信州新線　鶴牧田団地 小川村 長野県

（市）大豆島松岡線　大豆島 長野市 長野市

（市）中組下氷鉋小線　小島田町 長野市 長野市

（市）豊野石吉線　豊野町石 長野市 長野市

（市）町川田大門線　若穂川田 長野市 長野市

（市）長沼135号線ほか　津野 長野市 長野市

（市）長沼東西線　穂保 長野市 長野市

（市）6503号線　笹賀 松本市 松本市

（市）1060号線　蟻ケ崎2丁目 松本市 松本市

（市）2558号線　県3丁目 松本市 松本市

（市）4018号線　寿豊丘 松本市 松本市

（市）4022号線　寿豊丘 松本市 松本市

（市）4036号線　寿豊丘 松本市 松本市

（市）4156号線　寿豊丘 松本市 松本市

（市）4531号線　寿豊丘 松本市 松本市

（市）4549号線　寿豊丘 松本市 松本市

（市）6603号線　笹賀 松本市 松本市

（市）大休妙琴線　切石 飯田市 飯田市

（市）長野原線　長野原 飯田市 飯田市

（市）1-20号線　細久保・普門寺 諏訪市 諏訪市

（市）22138号線　高島三丁目 諏訪市 諏訪市

（市）23163・23192・23191号線　高島四丁目・城南一丁目 諏訪市 諏訪市

（市）52181号線　中金子・南町 諏訪市 諏訪市

（市）井上小学校福島線　井上町 須坂市 須坂市

（市）井上小学校福島線　福島町 須坂市 須坂市

（市）亀倉米子線　夏端町 須坂市 須坂市

（市）亀倉米子線　亀倉町 須坂市 須坂市

（市）九反田井上線　幸高町 須坂市 須坂市

（市）高梨小島線　小島町 須坂市 須坂市

（市）常盤町下八町線　常盤町 須坂市 須坂市

（市）常盤町下八町線　野辺町 須坂市 須坂市

（市）須坂駅南原線　立町 須坂市 須坂市

（市）相之島小島線　相之島町 須坂市 須坂市

（市）村山塩川線　塩川町 須坂市 須坂市

（市）村山八町線　九反田町 須坂市 須坂市

（市）八幡南原線　屋部町 須坂市 須坂市

（市）明光寺橋中田線　豊丘町 須坂市 須坂市

（市）亀倉北原線　仁礼町 須坂市 須坂市

（市）高梨五閑線　高梨町 須坂市 須坂市

長野県通学路緊急対策推進計画

長野県長野市通学路緊急対策推進計画

長野県松本市通学路緊急対策推進計画

長野県飯田市通学路緊急対策推進計画

長野県諏訪市通学路緊急対策推進計画

長野県須坂市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:長野県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）太子町線　太子町 須坂市 須坂市

（市）米持東中学校線　上八町 須坂市 須坂市

（市）臥竜橋寿楽園線　村石町 須坂市 須坂市

（市）荒市場東西線　幸高町 須坂市 須坂市

（市）高甫小学校上八町線　上八町 須坂市 須坂市

（市）高梨団地１号線　塩川町 須坂市 須坂市

（市）高梨中堰線　塩川町 須坂市 須坂市

（市）春木町南小河原線　南小河原町 須坂市 須坂市

（市）新田北原線　仁礼町1 須坂市 須坂市

（市）新田北原線　仁礼町2 須坂市 須坂市

（市）西田豊洲小学校線　小島町 須坂市 須坂市

（市）田中宮沼目境線　西町 須坂市 須坂市

（市）内堀東堀線　九反田町 須坂市 須坂市

（市）八木沢４号線　春木町 須坂市 須坂市

（市）豊洲小学校中村線　小島町 須坂市 須坂市

（市）豊島小島新田堤間線　豊島町 須坂市 須坂市

（市）北旭ヶ丘29号線　北旭ケ丘町 須坂市 須坂市

（市）本郷松川線、本郷宮原滝ノ入線　本郷町 須坂市 須坂市

（市）0105号線　後平 小諸市 小諸市

（市）0109号線　与良 小諸市 小諸市

（市）0111号線　新町 小諸市 小諸市

（市）0146号線　市 小諸市 小諸市

（市）0208号線三和 小諸市 小諸市

（市）1015号線　赤坂 小諸市 小諸市

（市）1015号線　相生町 小諸市 小諸市

（市）1020号線　紺屋町 小諸市 小諸市

（市）1393号線　大手 小諸市 小諸市

（市）1751号線　両神 小諸市 小諸市

（市）2259号線　柏木下 小諸市 小諸市

（市）4127号線　飯塚 小諸市 小諸市

（市）5015号線　上ノ平 小諸市 小諸市

（市）5498号線　西浦 小諸市 小諸市

（市）7083号線　諸 小諸市 小諸市

（市）荒井横山線　ますみヶ丘 伊那市 伊那市

（市）桜井殿島線　富県　北福地 伊那市 伊那市

（市）上の原幹線　上の原 伊那市 伊那市

（市）上島小屋敷線　西春近小出二区 伊那市 伊那市

（市）上牧笠原線　上牧 伊那市 伊那市

（市）末広箕輪線　手良下手良 伊那市 伊那市

（市）押出小原線　高遠町小原 伊那市 伊那市

（市）下県上大島線　美篶　下県 伊那市 伊那市

（市）原町中原１号線　手良下手良 伊那市 伊那市

（市）原町本線他１路線　手良野口 伊那市 伊那市

（市）公園下北原線　中央 伊那市 伊那市

（市）細久保線　西春近小出島 伊那市 伊那市

（市）上の原１４号線　中央 伊那市 伊那市

（市）上島唐木線　西春近小出島 伊那市 伊那市

（市）上牧原５号線他１路線　上牧・若宮 伊那市 伊那市

（市）上牧野底線　上牧 伊那市 伊那市

（市）瑞穂向田線　他１路線　東春近車屋 伊那市 伊那市

（市）大泉新田９号線　西箕輪大泉新田 伊那市 伊那市

（市）沢渡２号線　西春近沢渡 伊那市 伊那市

（市）中学渡場線　東春近中殿島 伊那市 伊那市

長野県伊那市通学路緊急対策推進計画

長野県小諸市通学路緊急対策推進計画

長野県須坂市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:長野県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）中県六道線　美篶　中県５ 伊那市 伊那市

（市）判の木線　上牧 伊那市 伊那市

長野県駒ヶ根市通学路緊急対策推進計画 （市）光前寺南線　柏木 駒ヶ根市 駒ヶ根市

（市）若宮田麦線　若宮・田麦 中野市 中野市

（市）中野2号線　三好町 中野市 中野市

（市）中野５号線　中野駅入口～北信病院 中野市 中野市

（市）平岡10号線　金井 中野市 中野市

長野県飯山市通学路緊急対策推進計画 （市）7-215・（市）317号線　戸狩 飯山市 飯山市

（市）12-1号線ほか１路線　鳴瀬 佐久市 佐久市

（市）17-2号線　原 佐久市 佐久市

（市）2-5号線　常田1 佐久市 佐久市

（市）2-5号線　常田2 佐久市 佐久市

（市）29-1号線　前山 佐久市 佐久市

（市）31-4号線　中込 佐久市 佐久市

（市）31-8号線　三河田 佐久市 佐久市

（市）32-3号線　瀬戸 佐久市 佐久市

（市）32-4号線　瀬戸 佐久市 佐久市

（市）46-2号線　入澤 佐久市 佐久市

（市）47-1号線ほか１路線　岩水 佐久市 佐久市

（市）54-3号線　臼田 佐久市 佐久市

（市）16-3号線ほか１路線　取出町 佐久市 佐久市

（市）42-4号線　田口 佐久市 佐久市

（市）45-1号線ほか１路線　田口 佐久市 佐久市

（市）16-18号線　跡部 佐久市 佐久市

（市）16-4号線　野沢 佐久市 佐久市

（市）29-39号線　三塚 佐久市 佐久市

（市）44-66号線　下越 佐久市 佐久市

（市）44-66号線ほか３路線　入澤 佐久市 佐久市

（市）51-149号線　臼田 佐久市 佐久市

（市）51-26号線ほか11路線　下小田切 佐久市 佐久市

（市）52-9号線　下小田切 佐久市 佐久市

（市）屋代新田線　屋代 千曲市 千曲市

（市）漆原日影沢線　新山 千曲市 千曲市

（市）川窪線　戸倉 千曲市 千曲市

（市）粟佐南北線　粟佐 千曲市 千曲市

（市）新富町線　杭瀬下 千曲市 千曲市

（市）堂河原１号線　杭瀬下 千曲市 千曲市

（市）県・東深井線　日向が丘 東御市 東御市

（市）常田・新張線　金井 東御市 東御市

（市）豊科1級24号線　細萱 安曇野市 安曇野市

（市）豊科1級29号線　真々部ほか 安曇野市 安曇野市

（市）堀金1級1号線他　倉田他 安曇野市 安曇野市

（市）豊科2209号線　徳治郎 安曇野市 安曇野市

（村）1-1号線（樋澤・野辺山線）　御所平 川上村 川上村

（村）1-1号線（樋澤・野辺山線）　樋澤 川上村 川上村

（町）高野町小山線　高野町 佐久穂町 佐久穂町

（町）中畑佐口線　中畑１ 佐久穂町 佐久穂町

（町）平林四ツ谷線　四ツ谷１ 佐久穂町 佐久穂町

（町）平林四ツ谷線　東町 佐久穂町 佐久穂町

（町）中畑佐口線　中畑２ 佐久穂町 佐久穂町

（町）町道温井橋線　四ツ谷岩水１ 佐久穂町 佐久穂町

（町）町道温井橋線　四ツ谷岩水２ 佐久穂町 佐久穂町

（町）浜茄子一ノ渕線　四ツ谷２ 佐久穂町 佐久穂町

長野県伊那市通学路緊急対策推進計画

長野県中野市通学路緊急対策推進計画

長野県佐久市通学路緊急対策推進計画

長野県千曲市通学路緊急対策推進計画

長野県東御市通学路緊急対策推進計画

長野県安曇野市通学路緊急対策推進計画

長野県川上村通学路緊急対策推進計画

長野県佐久穂町通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:長野県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

長野県佐久穂町通学路緊急対策推進計画 （町）浜茄子杭の内線　四ツ谷３ 佐久穂町 佐久穂町

（町）谷地沢大塚線　御代田 御代田町 御代田町

（町）七口線　御代田 御代田町 御代田町

長野県富士見町通学路緊急対策推進計画 （町）8055号線　富里 富士見町 富士見町

長野県辰野町通学路緊急対策推進計画 （町）町道8号線　宮木大幹線 辰野町 辰野町

（村）10号線沢尻 南箕輪村 南箕輪村

（村）7号線ほか　中込、塩ノ井、北殿 南箕輪村 南箕輪村

（村）5号線　北殿 南箕輪村 南箕輪村

（村）8号線　南原 南箕輪村 南箕輪村

（村）大草桑原線　沖町 中川村 中川村

（村）渡場清水平線　渡場 中川村 中川村

（町）114号線　名子北部 松川町 松川町

（町）116号線　名子北部 松川町 松川町

（町）11号線　部奈1 松川町 松川町

（町）11号線　部奈2 松川町 松川町

（町）58号線　宮本 松川町 松川町

（町）新井西線　新井南部 松川町 松川町

（町）大栢大高日線　清泉地一1 松川町 松川町

（町）大栢大高日線　清泉地一2 松川町 松川町

（町）大栢大高日線　大柏 松川町 松川町

（町）大草線　名子北部 松川町 松川町

（村）南4田島1 根羽村 根羽村

（村）南4　田島2 根羽村 根羽村

（村）7号線大和社入口 喬木村 喬木村

（村）7号線　富田郵便局付近 喬木村 喬木村

（村）218号線　里原 喬木村 喬木村

（村）231号線　学び坂 喬木村 喬木村

（村）583号線　馬場 喬木村 喬木村

（村）村道106号線　阿島北 喬木村 喬木村

長野県松川村通学路緊急対策推進計画 （村）4-6号線　三軒家ほか 松川村 松川村

（町）A01号線　金井 坂城町 坂城町

（町）A01号線　保地 坂城町 坂城町

（町）A06号線　村上 坂城町 坂城町

（町）671号線　福原 小布施町 小布施町

（町）113号線　小布施 小布施町 小布施町

長野県高山村通学路緊急対策推進計画 （村）荒井原紫2号線　紫前 高山村 高山村

長野県御代田町通学路緊急対策推進計画

長野県南箕輪村通学路緊急対策推進計画

長野県中川村通学路緊急対策推進計画

長野県松川町通学路緊急対策推進計画

長野県根羽村通学路緊急対策推進計画

長野県喬木村通学路緊急対策推進計画

長野県坂城町通学路緊急対策推進計画

長野県小布施町通学路緊急対策推進計画



長 野 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 長野県
地区名 事業名 事業費 備考

長野市 空き家対策総合支援事業 30,994
松本市 空き家対策総合支援事業 13,740
岡谷市 空き家対策総合支援事業 13,200
中野市 空き家対策総合支援事業 20,000
安曇野市 空き家対策総合支援事業 9,000
南木曽町 空き家対策総合支援事業 6,380
筑北村 空き家対策総合支援事業 7,560
小谷村 空き家対策総合支援事業 10,104
山ノ内町 空き家対策総合支援事業 241,564

352,542合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 長野県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 3,258
3,258合計



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 317 庁舎改修、無線施設整備、気象施設整備等

羽 田 47,275
人工地盤整備、空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改
良、誘導路改良、エプロン改良、建築施設整備、無線施設整備、照明施設
整備、気象施設整備、教育施設・住宅防音工事補助等

新 潟 3,763
浸水対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,863
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、気象施
設整備等

高 松 566 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

松 山 1,578
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 3,277 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

福 岡 27,456
滑走路増設、CIQ施設整備、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施
設・住宅防音工事補助等

北 九 州 448 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 3,217 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

熊 本 3,356 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

大 分 1,771
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 3,979
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整
備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

鹿 児 島 1,673
誘導路新設、浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備、住宅防音工事補助等

成 田 2,224 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備、環境整備事業等

中 部 881 庁舎改修、無線施設整備等

関 西 2,598 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 2,165 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 613
滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備等

山 形 242 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 94 浸水対策、無線施設整備等

青 森 525 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、気象施設整備等

花 巻 935 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

大 館 能 代 562 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

地 方 管 理 空 港

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 450 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備

福 島 719 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備等

富 山 301 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

能 登 51 滑走路端安全区域整備、耐震対策、無線施設整備

福 井 98 無線施設整備、気象施設整備

松 本 110 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

静 岡 430 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

神 戸 335 浸水対策、無線施設整備等

南 紀 白 浜 299 滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良等

鳥 取 181 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

出 雲 908 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 1,571 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備

岡 山 130 無線施設整備等

佐 賀 578 滑走路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 224 照明施設整備等

百 里 154 無線施設整備等

小 松 504 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、照明施設整備等

美 保 758 エプロン改良、照明施設整備等

岩 国 71 浸水対策等

徳 島 251 浸水対策、滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,692
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

稚 内 140 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

釧 路 563 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

函 館 1,872
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施
設整備、移転補償等事業等

旭 川 1,176 誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,080 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 118 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 63 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 97 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

紋 別 76 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

女 満 別 167 庁舎改修、無線施設整備等

札 幌 253 滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 78 耐震対策、無線施設整備

新 島 13 無線施設整備

神 津 島 13 無線施設整備

三 宅 島 204 無線施設整備

八 丈 島 398 無線施設整備

隠 岐 14 無線施設整備

対 馬 159 無線施設整備、照明施設整備

福 江 109 庁舎改修、無線施設整備

小 値 賀 6 照明施設整備

上 五 島 6 照明施設整備

壱 岐 3 浸水対策

種 子 島 100 滑走路端安全区域整備

屋 久 島 122 気象施設整備

（奄美）

奄 美 154 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備

喜 界 200 滑走路改良

徳 之 島 423 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

那 覇 9,572
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

南 大 東 137 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

宮 古 113 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（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４年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

長野県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 長野第１地方合同庁舎 長野市 532 新営事業

合　　計 532



長 野 県

不動産・建設経済局



長野県

事業費

5.880

長野県 5.880計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 長野市

事業名 事業主体 備考

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

（単位：百万円）



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（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

心潤う信州の河川環境整備 長野県 3,000 

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 848,924 

群馬・新潟・長野を結ぶ高規格
道路を軸とした広域的産業・物
流活性化計画（重点）

長野県 223,200 

群馬・新潟・長野を結ぶ高規格
道路を軸とした広域的産業・物
流活性化計画

長野県 757,800 

世界ものづくり対流拠点の中部
圏における広域的産業・物流活
性化計画

長野県 475,650 

長野県都市公園の再整備による
にぎわい創出

長野県 88,420 

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 158,000 

長野県狭あい道路整備計画（第
Ⅱ期）

佐久市,軽井沢町,御代田町,東御市,岡谷市,
箕輪町,松本市,塩尻市,大町市,長野市,須坂
市,千曲市

122,929 

心潤う信州の河川環境整備（重
点）

長野県 47,000 

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 329,500 

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,松本市,白馬村

291,525 

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

長野市,松本市,上田市,諏訪市,須坂市,小諸
市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,飯山市,茅野
市,塩尻市,佐久市,東御市,安曇野市,川上
村,軽井沢町,辰野町,箕輪町,松川町,高森
町,喬木村,豊丘村,上松町,木曽町,坂城町,
飯綱町,南佐久環境衛生組合,千曲市,御代田
町,大町市,松川村,白馬村

327,973 



（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

富士山・南アルプス・八ヶ岳対
流圏における山梨長野広域周遊
観光活性化計画（重点③）

長野県 333,000 

地方創生・観光を加速する拠点
となる「道の駅」整備等の推進
計画

長野県 100,800 

群馬・長野における豊かな環境
を活かした多様な広域周遊観光
計画

長野県 397,800 

群馬・長野における豊かな環境
を活かした多様な広域周遊観光
計画（重点）（第３回変更）

長野県 168,750 

長野県地域住宅等整備計画（第
３期）

長野県,長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田
市,諏訪市,伊那市,駒ヶ根市,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,大桑村,木曽町,朝日村,筑北村,松川村,
高山村,山ノ内町,信濃町,飯綱町,南相木村,
青木村,辰野町,飯島町,池田町,坂城町

1,826,500 

長野県良好なまちなみ形成によ
るまちづくり計画（第２期）

長野市,上田市,茅野市,下諏訪町,辰野町,南
木曽町,木曽町,千曲市

194,098 

愛知長野における航空宇宙産業
を軸とした広域的産業・物流活
性化計画（重点③）

長野県 495,000 

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,
飯山市

1,195,002 

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,伊那市,飯田市,筑北村 687,828 

長野駅東口周辺の安全・安心で
快適なまちへの再生

長野市 50,311 

上田古戦場公園における都市公
園のストック効果の向上

上田市 134,250 

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 78,300 



（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

松川地区都市再生整備計画 松川町 8,000 

9,343,560 

※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４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（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

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 300,000 

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 129,000 

長野県都市公園の防災機能強化
その１（防災・安全）

長野県 6,300 

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 5,000 

長野県全域耐震改修等整備計画
（第Ⅲ期）（防災・安全）

長野県,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,小海町,佐
久穂町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,
軽井沢町,御代田町,立科町,長和町,青木村,
下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯
島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森
町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,
売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿
村,上松町,南木曽町,木曽町,木祖村,王滝
村,大桑村,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,
筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城
町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野
沢温泉村,信濃町,飯綱町,小川村,栄村

245,459 

長野県都市公園長寿命化対策
（防災・安全）

長野県,御代田町 154,685 

長野県都市公園の防災機能強化
その２（防災・安全）

長野県 162,500 

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

32,135 

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 737,507 

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

1,050,160 



（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,
喬木村,南木曽町

3,166,331 

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,泰阜村

21,419 

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,南箕輪村,信濃町,飯山市

3,014,446 

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,飯綱町

1,532,435 

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 1,030,899 

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,山形村

338,080 

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,松本市

249,891 

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 841,536 



（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

都市計画道路整備による安全で
安心な歩行者空間の整備計画
（防災・安全）

長野県,長野市,松本市,須坂市 976,548 

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,長野市,佐久市,北相木
村,軽井沢町,御代田町,立科町,信濃町,飯綱
町,小川村

126,000 

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）（重点）

長野県 713,075 

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 1,538,989 

長野県地域住宅等整備計画（第
３期）（くらしの防災・安全）

長野県,長野市,上田市,飯田市,諏訪市,小諸
市,伊那市,中野市,飯山市,安曇野市,軽井沢
町,立科町,山ノ内町,朝日村

590,217 

長野市誰もが安心して利用でき
る都市公園機能の拡充　その３

長野市 30,000 

長野市誰もが安心して利用でき
る都市公園機能の拡充　その４

長野市 7,500 

長野市復興まちづくり 長野市 3,000 

松本市公園施設長寿命化対策支
援事業（防災・安全）

松本市 3,000 

大規模盛土造成地変動予測調査
業務事業

松本市 13,500 

上田市都市公園の利便性・安全
性の向上その２（防災・安全）

上田市 20,000 

塚間川流域浸水被害対策プラン
（防災・安全）（重点計画）

岡谷市 20,000 

岡谷市再整備による誰もが安心
して利用できる公園づくり（防
災・安全）

岡谷市 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

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 

伊那市公園施設長寿命化対策事
業（防災・安全）

伊那市 15,500 

大町市公園長寿命化対策事業
（防災・安全）

大町市 8,000 

佐久市都市公園整備計画（防
災・安全）

佐久市 23,350 

千曲市都市公園の安全性の向上
（第2期）（防災・安全）

千曲市 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 13,500 

安曇野市都市公園安全安心推進
計画（防災・安全）

安曇野市 5,000 

辰野町公園施設長寿命化計画
（継続）

辰野町 47,000 

高森町都市公園長寿命化整備計
画（防災・安全）

高森町 33,000 

17,249,962 

※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


