
長 野 県

道 路 局



令和３年度　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） 1,321

改築 国道18号 坂城町 坂城更埴バイパス（坂城町区間） 748

改築 国道18号 千曲市～長野市 坂城更埴バイパス（延伸） 1,190

改築 国道18号 長野市 長野東バイパス 1,028

改築 国道18号 信濃町 野尻ＩＣ関連 85

改築 国道19号 木祖村 薮原改良 851

改築 国道19号 塩尻市 桜沢改良 352

改築 国道19号 松本市 松本拡幅 1,195

改築 国道19号 生坂村～長野市 長野19号防災 885

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 3,304

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　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） 事業費路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

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 1,724

改築 国道158号 松本市 奈川渡改良 925

改築 国道474号 飯田市～喬木村 飯喬道路 3,681

改築 国道474号 飯田市 青崩峠道路 2,896



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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） 30

上田市秋和歩道整備（上田市） 42

千曲市杭瀬下交差点改良（千曲市） 206

牟礼駅前交差点改良（飯綱町） 6

交通安全 国道18号
軽井沢町、
上田市、
千曲市、飯綱町

長野18号交通安全対策

路線名 備考

284



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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） 272

野尻地区交差点改良（大桑村） 36

伊奈川橋交差点改良（大桑村） 29

桟地区歩道設置（上松町） 21

奈良井川橋交差点改良（塩尻市） 18

平沢地区交差点改良（塩尻市） 25

塩尻市九里巾交差点改良（塩尻市） 186

金塚交差点改良（塩尻市） 60

安曇野市明科駅前歩道整備（安曇野市） 1,122

長野市信州新町日原西歩道整備（長野市） 60

交通安全 国道20号 下諏訪町 長野20号交通安全対策 122 下諏訪町富士見橋歩道整備 122

1,829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



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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) 40 伊那木曽連絡道路

改築 国道153号 飯田市 飯田北改良 1,500

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 766

改築 （市） 33225号線 諏訪市 (仮称)諏訪湖スマートICアクセス 300

改築 （村） 滝上北線 筑北村 (仮称)筑北スマートICアクセス 320

改築 （市）
（仮称）若穂西298号
線

長野市 (仮称)若穂スマートICアクセス 5

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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
大町市、白馬村、
小谷村

海ノ口～外沢 10

土砂災害対策 国道151号 阿南町 落合 60

土砂災害対策 国道152号
伊那市、飯田市、
大鹿村

市野瀬～木沢 40

土砂災害対策 国道158号 松本市 中ノ湯～稲核橋下、安曇 60

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299号 佐久穂町 麦草～十石峠 10

土砂災害対策 国道361号 伊那市、木曽町 西高遠、関谷～黒川渡 70

土砂災害対策 国道406号 長野市、白馬村 白沢トンネル～小鍋 40

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 60

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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) 飯田富山佐久間線 飯田市、天龍村 龍江～羽衣崎 15

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 17

土砂災害対策 (主) 開田三岳福島線 木曽町 越～川合 40

土砂災害対策 (主) 松川大鹿線 松川町、大鹿村 松除～落合 11

土砂災害対策 (主) 奈川木祖線 松本市、木祖村 奈川渡 50

土砂災害対策 (主) 長野大町線 大町市、小川村 郡界橋～三日町 15

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 70

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 35

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、喬木村 陽皐～弁天橋 12



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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) 下仁田臼田線 佐久市 田口 5

土砂災害対策 (一) 粟野御供線 阿南町 門島～御供 18

土砂災害対策 (一) 時又中村線 飯田市 時又～中村 17

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) 御岳王滝黒沢線 木曽町、王滝村 松越～下殿 30

土砂災害対策 (一) 為栗和合線 阿南町、天龍村 為栗～和合 30

土砂災害対策 (一) 大島阿島線 喬木村 大島～阿島 30

土砂災害対策 (一) 美ヶ原公園東餅屋線 上田市、長和町 和田 55

土砂災害対策 (一) 富士見台公園線 阿智村 智里 20

土砂災害対策 (一) 美麻八坂線 大町市 美麻～八坂 15



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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) 聖高原千曲線 千曲市、筑北村 城山 40

土砂災害対策 (一) 上松南木曽線 上松町、大桑村 正島町 10

土砂災害対策 (町) 湯田中番場沓野線 山之内町 平穏安代坂 3



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 514

(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〕、
(一)塩尻(停)線(大門八番町)〔塩尻市〕、(国)141号(常田)〔上
田市〕、(主)長野上田線(天神)〔上田市〕、(国)361号(高遠)
〔伊那市〕、(国)148号(白馬駅前)〔白馬村〕、(国)403号(伊勢
町～上町)〔小布施町〕、(一)白馬岳線(白馬駅前)〔白馬村〕

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 84 (市)新参町線(大手町)



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 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 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 130



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 71

踏切道改良計画事業 上田市 五加踏切道 長野県 121

踏切道改良計画事業 大町市 沓掛南踏切道 長野県 182

踏切道改良計画事業 辰野町 下田踏切道 長野県 12

踏切道改良計画事業 白馬村 大和出踏切道 白馬村 6

踏切道改良計画事業 飯綱町 第4飯山街道踏切道 長野県 140



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 5,900 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 500 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 579 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 323 個別の構造物は別紙参照

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 50 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松本市 橋梁長寿命化修繕計画 239 個別の構造物は別紙参照

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 17 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上田市 橋梁長寿命化修繕計画 463 個別の構造物は別紙参照

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 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 岡谷市 橋梁長寿命化修繕計画 101 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 159 個別の構造物は別紙参照

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



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 23 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 146 個別の構造物は別紙参照

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 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小諸市 道路附属物等長寿命化修繕計画 38 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 115 個別の構造物は別紙参照

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 34 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 5 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 37 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大町市 橋梁長寿命化修繕計画 37 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大町市 トンネル長寿命化修繕計画 15 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 48 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 茅野市 橋梁長寿命化修繕計画 113 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 30 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 138 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 千曲市 橋梁長寿命化修繕計画 37 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東御市 橋梁長寿命化修繕計画 52 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 92 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小海町 橋梁長寿命化修繕計画 24 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川上村 橋梁長寿命化修繕計画 17 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南相木村 トンネル長寿命化修繕計画 26 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 佐久穂町 橋梁長寿命化修繕計画 48 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 軽井沢町 橋梁長寿命化修繕計画 175 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 軽井沢町 道路附属物等長寿命化修繕計画 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 51 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 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長和町 橋梁長寿命化修繕計画 27 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 下諏訪町 橋梁長寿命化修繕計画 110 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 93 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 辰野町 橋梁長寿命化修繕計画 90 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 箕輪町 橋梁長寿命化修繕計画 54 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯島町 橋梁長寿命化修繕計画 44 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 中川村 橋梁長寿命化修繕計画 36 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 松川町 橋梁長寿命化修繕計画 43 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高森町 橋梁長寿命化修繕計画 107 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 阿南町 橋梁長寿命化修繕計画 52 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 63 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 平谷村 橋梁長寿命化修繕計画 24 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 根羽村 橋梁長寿命化修繕計画 50 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 下條村 橋梁長寿命化修繕計画 65 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 天龍村 橋梁長寿命化修繕計画 48 個別の構造物は別紙参照

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

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 24 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 35 個別の構造物は別紙参照

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

道路メンテナンス事業 大鹿村 橋梁長寿命化修繕計画 83 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上松町 橋梁長寿命化修繕計画 72 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上松町 道路附属物等長寿命化修繕計画 7 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南木曽町 橋梁長寿命化修繕計画 29 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 木祖村 橋梁長寿命化修繕計画 194 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 王滝村 橋梁長寿命化修繕計画 88 個別の構造物は別紙参照

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 39 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大桑村 橋梁長寿命化修繕計画 88 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 木曽町 橋梁長寿命化修繕計画 53 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 麻績村 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 生坂村 橋梁長寿命化修繕計画 53 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 山形村 橋梁長寿命化修繕計画 17 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 朝日村 橋梁長寿命化修繕計画 17 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 筑北村 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 池田町 橋梁長寿命化修繕計画 10 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 47 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 白馬村 橋梁長寿命化修繕計画 29 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小谷村 橋梁長寿命化修繕計画 95 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 小谷村 道路附属物等長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 坂城町 橋梁長寿命化修繕計画 182 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小布施町 橋梁長寿命化修繕計画 47 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高山村 橋梁長寿命化修繕計画 73 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 56 個別の構造物は別紙参照

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 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 野沢温泉村 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 信濃町 橋梁長寿命化修繕計画 42 個別の構造物は別紙参照

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 6 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 小川村 橋梁長寿命化修繕計画 39 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 100 個別の構造物は別紙参照

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



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

長野県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 南牧村 国道141号 板橋大橋 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 佐久穂町 国道299号 古谷大橋 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 川上村 県道梓山海ノ口線 大深山橋 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 佐久市 国道142号 青木橋 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 佐久市 国道254号 佐久大橋 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 上田市 県道上田丸子線 矢出沢川橋 橋梁 修繕

長野県 上田市 県道小諸上田線 境橋 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 上田市 県道荻窪丸子線 丸子橋 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

長野県 茅野市 国道152号 渋川橋 橋梁 修繕

長野県 茅野市 国道299号 糸萱大橋 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 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 富士見町 県道立沢富士見（停）線 富士見橋 橋梁 修繕

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 富士見町 県道乙事富士見線 富里橋 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 諏訪市 県道諏訪箕輪線 岩風呂橋 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 宮田村 国道153号 大沢橋 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 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 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 伊那市 国道361号 堂ヶ前橋 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 辰野町 県道下諏訪辰野線 伊那富橋 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 駒ヶ根市 県道駒ケ根駒ケ岳公園線 駒ヶ根橋 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 辰野町 県道伊那富辰野（停）線 万才橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

長野県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 伊那市 県道芝平高遠線 大明神橋 橋梁 修繕

長野県 伊那市 県道杉島市野瀬線 杉島橋 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 中川村 県道大草坂戸線 坂戸橋 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 郷敷沢橋 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 清水橋 橋梁 修繕

長野県 阿南町 国道151号 甘露橋 橋梁 修繕

長野県 阿南町 国道151号 新宮沢橋 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 阿南町 国道151号 新唐沢橋 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 飯田市 国道152号 新程橋 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256号 飯田大橋 橋梁 修繕

長野県 飯田市 国道256号 水神橋 橋梁 修繕

長野県 天龍村 国道418号 天竜川橋 橋梁 更新

長野県 天龍村 国道418号 戸面橋 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 大鹿村 県道松川大鹿線 松除2号橋 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 中川村 県道松川インター大鹿線 井戸入沢橋 橋梁 修繕

長野県 中川村 県道松川インター大鹿線 四徳大橋 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 南木曽町 国道256号 柳原橋 橋梁 修繕

長野県 南木曽町 国道256号 大高取橋 橋梁 修繕

長野県 南木曽町 国道256号 蘭橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 国道361号 末川橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 国道361号 皆沢一号橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 国道361号 折橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 国道361号 岡の平二号橋 橋梁 修繕

長野県 塩尻市 国道361号 羽渕橋 橋梁 修繕

長野県 塩尻市 国道361号 戸沢橋 橋梁 修繕

長野県 塩尻市 国道361号 ズミ沢1号橋 橋梁 修繕

長野県 南木曽町 県道中津川田立線 田立跨線橋 橋梁 修繕

長野県 南木曽町 県道飯田南木曽線 八ッ巻一号橋 橋梁 修繕

長野県 南木曽町 県道飯田南木曽線 八ッ巻二号橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道開田三岳福島線 立沼橋 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 栗毛橋 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



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

長野県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 木曽町 県道開田三岳福島線 常盤橋 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 木祖村 県道奈川木祖線 水路橋 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 王滝村 県道御岳王滝黒沢線 大又橋 橋梁 修繕

長野県 王滝村 県道御岳王滝黒沢線 大平橋 橋梁 修繕

長野県 王滝村 県道御岳王滝黒沢線 矢口沢橋 橋梁 修繕

長野県 王滝村 県道御岳王滝黒沢線 赤沢橋 橋梁 修繕

長野県 王滝村 県道御岳王滝黒沢線 樽沢橋 橋梁 修繕

長野県 大桑村 県道野尻（停）線 上在郷橋 橋梁 修繕

長野県 大桑村 県道野尻（停）線 下在郷橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道川合中畑線 皆沢橋 橋梁 修繕

長野県 大桑村 県道須原大桑（停）線 長野宿橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道木曽福島（停）駒ケ岳線 駒見一号橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道木曽福島（停）駒ケ岳線 駒見橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道鳥居本町線 下八沢橋 橋梁 修繕

長野県 上松町 県道上松御岳線 ひのきの里二号橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道上松御岳線 入四号橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道上松御岳線 入二号橋 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 入一号橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道上松御岳線 橋戸桟道橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道上松御岳線 一の沢橋 橋梁 修繕

長野県 木曽町 県道上松御岳線 岩井沢橋 橋梁 修繕

長野県 王滝村 県道王滝加子母付知線 溝口川橋 橋梁 修繕

長野県 上松町 県道上松南木曽線 太郎林沢橋 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 大白川１号橋 橋梁 修繕

長野県 松本市 国道158号 狸平４号橋 橋梁 修繕

長野県 松本市 国道158号 狸平３号橋 橋梁 修繕

長野県 松本市 国道158号 狸平１号橋 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 奈良井大橋 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 筑北村 県道丸子信州新線 宮沢橋 橋梁 修繕

長野県 松本市 県道上高地公園線 穂影橋 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 松本市 県道奈川木祖線 鍋沢橋 橋梁 修繕

長野県 松本市 県道奈川木祖線 みや沢橋 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 松本市 県道奈川野麦高根線 銚子橋 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 県道松本環状高家線 傅木堰橋 橋梁 修繕
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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 松本市 県道松本塩尻線 二山橋 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 県道松本和田線 栃ノ木橋 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 松本市 県道下奈良本豊科線 藤の木橋 橋梁 修繕

長野県 生坂村 県道下生野明科線 清水橋 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 松本市 県道新茶屋塩尻線 寿橋 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 松本市 県道平田新橋線 栄橋 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 県道倭北松本（停）線 中央橋 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 県道穂高松本塩尻自転車道線 あづみ野橋 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 安曇野市 国道147号 土場跨線橋 橋梁 修繕

長野県 安曇野市 国道147号 穂高橋 橋梁 修繕

長野県 安曇野市 国道147号 新田橋 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 安曇野市 国道403号 面田橋 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 県道矢室明科線 城山跨線橋 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 安曇野市 県道槍ケ岳矢村線 一の瀬橋 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 大町市 国道147号 跨道橋 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 松川橋 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 白馬村 国道406号 向田橋 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 大町市 県道長野大町線 花尾下橋 橋梁 修繕

長野県 白馬村 県道白馬美麻線 犬川橋 橋梁 修繕

長野県 白馬村 県道白馬美麻線 土合橋 橋梁 修繕

長野県 大町市 県道白馬美麻線 黒口橋 橋梁 修繕
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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 石原1号橋 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 渡土橋 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 小谷村 県道川尻小谷糸魚川線 抜尻沢橋 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 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 尾入沢大橋 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 大町市 県道大平大峰沓掛線 宮本橋 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 大町市 県道小島信濃木崎（停）線 木崎橋 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 坂城町 県道上室賀坂城（停）線 田町跨線橋 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 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 千曲市 県道聖高原千曲線 万葉橋 橋梁 修繕

長野県 小布施町 国道403号 伊勢町2号跨道橋 橋梁 修繕

長野県 小布施町 国道403号 伊勢町跨線橋 橋梁 修繕

長野県 小布施町 国道403号 伊勢町1号跨道橋 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 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 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 天白橋 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 小川村 県道長野大町線 避難橋 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 角井沢橋 橋梁 修繕

長野県 長野市 県道長野菅平線 落合橋 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 長野市 県道信濃信州新線 巌橋 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 県道長野信州新線 久米路橋 橋梁 修繕

長野県 長野市 県道戸隠篠ノ井線 塩橋 橋梁 更新

長野県 長野市 県道三才大豆島中御所線 昭和橋 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 長野市 県道関崎川中島（停）線 関崎橋 橋梁 修繕

長野県 長野市 県道清野篠ノ井（停）線 岩野橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

長野県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 長野市 県道小島信濃木崎（停）線 琵琶滝橋 橋梁 修繕

長野県 中野市 国道117号 斑尾橋 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 中野市 国道292号 栗和田高架橋 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 修繕

長野県 山ノ内町 国道403号 夜間瀬橋 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 県道南永江替佐（停）線 小割橋 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 栄村 国道117号 青倉橋 橋梁 修繕

長野県 栄村 国道117号 栄大橋 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 飯山市 国道292号 有尾跨線橋 橋梁 修繕

長野県 飯山市 国道403号 市川橋 橋梁 修繕

長野県 栄村 国道405号 栃川橋 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 栄村 県道長瀬横倉（停）線 長瀬橋 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 県道曽根藤ノ木線 滝沢川橋 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 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 栄村 県道秋山郷森宮野原（停）線 切柳橋 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 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

長野県トンネル長寿命化修繕計画

長野県 佐久市 国道254号 内山トンネル 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 筑北村 国道143号 明通トンネル 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 大鹿村 県道22号線 北条トンネル トンネル 修繕

長野県 大鹿村 県道22号線 桶谷トンネル トンネル 修繕

長野県 大鹿村 県道22号線 大鹿トンネル トンネル 修繕

長野県 南木曽町 国道256号 蘭トンネル トンネル 修繕

長野県 木曽町 県道開田三岳福島線 小島トンネル トンネル 修繕

長野県 王滝村 県道御岳王滝黒沢線 鞍馬トンネル 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 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 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 小谷村 国道148号 外沢トンネル 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



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

長野県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 大町市 県道33号線 美麻トンネル 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 山ノ内町 県道471号線 志賀３号トンネル トンネル 修繕

長野県 小川村 国道406号 藤口トンネル トンネル 修繕

長野県 長野市 国道406号 銚子口トンネル トンネル 修繕

長野県 長野市 国道406号 中峰トンネル トンネル 修繕

長野県 長野市 国道406号 裾花トンネル 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

長野県道路附属物等長寿命化修繕計画

長野県 佐久市 国道254号 野沢 道路附属物等 修繕

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 佐久市 県道下仁田浅科線 桑山 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 御幣川横断歩道橋 道路附属物等 修繕

長野県 長野市 県道三才大豆島中御所線 ビックハット前横断歩道橋 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 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 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 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 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 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 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 下里瀬スノーシェッド 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330号線 ふすべ下スノーシェッド 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 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 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



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成
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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 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 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 鎰掛 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 長野市 国道406号 足出 道路附属物等 修繕

長野県 長野市 国道406号 中峰 道路附属物等 修繕

長野県 長野市 国道406号 裾花 道路附属物等 修繕

長野県 長野市 国道406号 小鍋 道路附属物等 修繕

長野県 松本市 県道300号線 大池洞門 道路附属物等 修繕

長野県 松本市 県道300号線 白骨2号洞門 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

長野市橋梁長寿命化修繕計画

長野市 長野市 市道大座法師池西高線 ２９０４１号橋 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 市道松代西２０７号線 ４１０８１号橋 橋梁 修繕

長野市 長野市 市道更北中央線 ７００８５号橋 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 市道鬼無里北１１７号線 あめふり橋 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 市道安茂里１３５号線 安茂里１３５－１号橋 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 市道大岡９３号線 下大岡北橋 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 市道平林古野線 桐原跨線橋 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 市道鹿道堀之内線 更級橋 橋梁 修繕

長野市 長野市 市道信州新町４８号線 左右礼橋 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 市道百瀬岩戸池平線 達橋 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 市道中条１４０号線 田頭新橋 橋梁 修繕

長野市 長野市 市道鬼無里南１５９号線 土橋 橋梁 修繕

長野市 長野市 市道戸隠北１９８号線 楠川橋 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 市道牛島中央線 菱川橋 橋梁 修繕

長野市 長野市 市道松代西１９４号線 堀の内橋 橋梁 修繕

長野市 長野市 市道大岡門増芦ノ尻線 門増橋 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 市道長野西８１２号線 中御所跨線橋 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

長野市道路附属物等長寿命化修繕計画
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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

長野市 長野市 市道七瀬北中線 長野駅東口駅前広場横断歩道橋 道路附属物等 修繕

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８１０２号線 学北橋（１３０１４） 橋梁 修繕

松本市 松本市 市道５０３３号線 無名橋（１５０９０） 橋梁 修繕

松本市 松本市 市道４６０８号線 無名橋（１７００７） 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５２３８号線 新庄橋（１９３０６） 橋梁 修繕

松本市 松本市 市道５２３６号線（１－４７号線） 柳橋（１９３０８） 橋梁 修繕

松本市 松本市 市道太の田線 寺前橋（２０１２８） 橋梁 修繕

松本市 松本市 市道沢渡５号線 湯川２号橋（３００２６） 橋梁 修繕

松本市 松本市 市道大野川１２号線 ワサビ沢１号橋（３００３１） 橋梁 修繕

松本市 松本市 市道梓川２級１０号線 梓川２１号橋（５００２１） 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

松本市道路附属物等長寿命化修繕計画

松本市 松本市 市町村道3588号線 並柳団地歩道橋 道路附属物等 修繕

松本市 松本市 市町村道6826号線 南荒井南歩道橋 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（１級）踏入大屋線 神川橋 橋梁 更新

上田市 上田市 市道（１級）川辺町国分線 小牧橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道富士見台団地入口線 富士見台橋 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 市道吉田神畑線 湯川橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道（２級）福田小泉線 日向橋 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（１級）仁古田下室賀線 岡橋 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）仁古田下室賀線 押切橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道久保峠線 下之郷橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道大湯院内線 七久里橋 橋梁 更新

上田市 上田市 市道五加２７号線 八丁橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道秋和踏入線 1-20第５号橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道秋和踏入線 1-20第６号橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道大蔵京線 大蔵京２号橋 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 市道鹿教湯２号線 みどり橋 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 市道下丸子腰越線 尚武橋 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 市道大畑横沢線 角間１号橋 橋梁 修繕

上田市 上田市 市道（１級）武石和田線 杉原橋 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 市道小沢根線 土坂橋 橋梁 修繕
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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

上田市 上田市 市道　深山14号線 深山2号橋 橋梁 修繕

上田市トンネル長寿命化修繕計画

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

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

岡谷市橋梁長寿命化修繕計画

岡谷市 岡谷市 市道長地313号線 中村役場橋 橋梁 更新

岡谷市 岡谷市 市道湊88号線 花上寺橋 橋梁 修繕

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

飯田市橋梁長寿命化修繕計画

飯田市 飯田市 市道１－５５号清水下羽場線 欠野沢川３号橋 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 市道竜丘１４５号線 新川８号橋 橋梁 修繕

飯田市 飯田市 市道山本１３１号線 上観音沢橋 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 市道山本１９号線 堀田橋 橋梁 修繕

飯田市 飯田市 市道１－６４号牧野内机山線 富田沢橋 橋梁 修繕

飯田市 飯田市 市道１－２９号羽場坂中村線 鼎陸橋 橋梁 修繕

飯田市 飯田市 市道上村１０４号線 西ノ島橋 橋梁 修繕

飯田市 飯田市 市道南信濃７７号線 西島橋 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

須坂市橋梁長寿命化修繕計画

須坂市 須坂市 市道相之島小島線 宮川下橋 橋梁 更新

須坂市 須坂市 市道高梨小島線 １級－１４号線橋の１ 橋梁 更新

須坂市 須坂市 市道豊里団地線 観音橋 橋梁 修繕

須坂市 須坂市 市道沼目八重森線 ３－１５４号線橋 橋梁 修繕

須坂市 須坂市 市道百々川中河原線 権五郎川２号橋 橋梁 修繕

須坂市 須坂市 市道中田高井線 洞入橋 橋梁 修繕

須坂市 須坂市 市道（１級）園芸高校井上線 中鮎川橋 橋梁 修繕

小諸市橋梁長寿命化修繕計画

小諸市 小諸市 市道（２級）０２２０号線 小原黒第一橋 橋梁 修繕

小諸市 小諸市 市道（１級）０１２８号線 狐原橋 橋梁 修繕

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

小諸市道路附属物等長寿命化修繕計画

小諸市 小諸市 市道0114号線 ０１１４横断歩道橋 道路附属物等 修繕

伊那市橋梁長寿命化修繕計画

伊那市 伊那市 市道野底田畑線 明神橋 橋梁 修繕

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 市道本村伊矢崎線 中の橋 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 伊那市 市道観音堂線 観音堂橋 橋梁 修繕

伊那市 伊那市 市道高砂小原線 弁財天橋(1) 橋梁 修繕

伊那市 伊那市 市道原古和首線 神田橋 橋梁 修繕
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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 市道上穂本線 片橋1-7 橋梁 修繕

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 駒ヶ根市 市道南割町線 1-40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

中野市橋梁長寿命化修繕計画

中野市 中野市 市道日野４号線 ３０２橋 橋梁 修繕

中野市 中野市 市道科野１２号線 越橋 橋梁 修繕

中野市 中野市 市道下小田中２３号線 鴨田橋 橋梁 修繕

大町市橋梁長寿命化修繕計画

大町市 大町市 市道日影線 日影１号橋 橋梁 修繕

大町市 大町市 市道（２級）万中片岡線 万中2号橋 橋梁 修繕

大町市 大町市 市道清水１５号線 Ｋ－２９－２ 橋梁 修繕

大町市 大町市 市道本村境の宮線 油堂橋 橋梁 修繕

大町市トンネル長寿命化修繕計画

大町市 大町市 市道青木佐野坂線 佐野坂トンネル トンネル 修繕

飯山市橋梁長寿命化修繕計画

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２－３７３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６－３０７号線 ６－６号橋（川端橋） 橋梁 修繕

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 飯山市 市道９－３３７号線 ７－４９号橋（水戸出橋） 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４－４４１号線 4-1号橋 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

茅野市橋梁長寿命化修繕計画

茅野市 茅野市 市道2-540号線 2-540号橋 橋梁 修繕

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1-1089号線 中大塩下大橋 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道3-421号線 真徳寺橋 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道5-161号線 無名橋（2537） 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道1-2195号線 神橋 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道1-587号線 無名橋（2613） 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道鏡湖坂室線(1-8) 西茅野大橋 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4-911号線 早川橋 橋梁 修繕
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茅野市 茅野市 市道4-2387号線 4-2387号橋 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道鉢巻線(1-36) 落合橋 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道4-949号線 4-949号一の橋 橋梁 修繕

茅野市 茅野市 市道4-1151号線 4-1151号二の橋 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（１級）沓沢線 沓沢橋 橋梁 修繕

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 市道東山旧国道６号線 東山橋 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）郷原岩垂線 郷原橋 橋梁 修繕

塩尻市 塩尻市 市道（２級）国鉄側道線 第一田川橋 橋梁 修繕

塩尻市 塩尻市 市道みどり湖駅裏線 上西条第二跨線橋 橋梁 修繕

塩尻市 塩尻市 市道（２級）国鉄側道線 上西条第四跨線橋 橋梁 修繕

塩尻市 塩尻市 市道（２級）旧三州街道線 上西条第三跨線橋 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 市道福沢線 福沢橋 橋梁 修繕

塩尻市 塩尻市 市道（１級）権兵衛峠旧国道線 留野橋 橋梁 修繕

塩尻市 塩尻市 市道峰原西跨線橋線 上西条第一跨線橋 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)36-002号線 50号橋 牛馬沢橋 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

千曲市橋梁長寿命化修繕計画

千曲市 千曲市 市道７０２９ エンマ橋 橋梁 修繕

千曲市 千曲市 市道９４８５ 田毎橋 橋梁 修繕

東御市橋梁長寿命化修繕計画

東御市 東御市 市道（１級）大日向島川原線 みまき大橋 橋梁 修繕

東御市 東御市 市道和６０９号線 上ノ山1号橋 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１級２９号線 矢原堰橋２ 橋梁 修繕

安曇野市 安曇野市 市道豊科２１２４号線 けみだ橋 橋梁 修繕

安曇野市 安曇野市 市道穂高００３５号線 穂高４４号橋 橋梁 修繕

安曇野市 安曇野市 市道穂高０２７４号線 穂高１１５号橋 橋梁 修繕

安曇野市 安曇野市 市道穂高２３１１号線 欠川橋 橋梁 修繕

安曇野市 安曇野市 市道穂高４２８０号線 荒神堂橋 橋梁 修繕

安曇野市 安曇野市 市道穂高０００１号線 中房大橋 橋梁 修繕

小海町橋梁長寿命化修繕計画

小海町 小海町 町道除ヶ下土村線 下屋敷橋 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１１７１号線 樋沢新田橋 橋梁 修繕

川上村 川上村 村道１－１３号線 居倉橋 橋梁 修繕

南相木村トンネル長寿命化修繕計画

南相木村 南相木村 村道板小屋線 奥三川トンネル トンネル 修繕

佐久穂町橋梁長寿命化修繕計画
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佐久穂町 佐久穂町 町道（１級）榎田大張線 上屋敷橋 橋梁 修繕

佐久穂町 佐久穂町 町道八千穂高原別荘地７号線 こまどり橋 橋梁 修繕

佐久穂町 佐久穂町 町道五本木線 五本木橋 橋梁 修繕

佐久穂町 佐久穂町 町道（１級）下畑下海瀬線 下畑橋 橋梁 修繕

佐久穂町 佐久穂町 町道平川原線 平川原２号橋 橋梁 修繕

佐久穂町 佐久穂町 町道中地重り線 明王塚橋 橋梁 修繕

佐久穂町 佐久穂町 町道宿戸永泉寺線 小松尾橋 橋梁 修繕

佐久穂町 佐久穂町 町道（１級）平林四ツ谷線 四ツ谷橋 橋梁 修繕

軽井沢町橋梁長寿命化修繕計画

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 軽井沢町 町道前田郷線 深山橋 橋梁 修繕

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 町道三度山万平線 三度山２号橋 橋梁 修繕

軽井沢町 軽井沢町 町道軽井沢停車場線１号 矢ヶ崎橋 橋梁 修繕

軽井沢町道路附属物等長寿命化修繕計画

軽井沢町 軽井沢町 唐松歩道橋線 唐松歩道橋 道路附属物等 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

御代田町 御代田町 町道清万一里塚線 清万橋 橋梁 修繕

御代田町 御代田町 町道向原下橋沢線 源平橋 橋梁 修繕

長和町橋梁長寿命化修繕計画

長和町 長和町 町道中山道線 上五十鈴橋 橋梁 修繕

長和町 長和町 町道（１級）入大門線 大門橋 橋梁 修繕

長和町 長和町 町道（１級）大多沢線 大多沢橋 橋梁 修繕

下諏訪町橋梁長寿命化修繕計画

下諏訪町 下諏訪町 町道樋橋９号線 樋橋 橋梁 修繕

下諏訪町 下諏訪町 町道（２級）大沢川通り線 高木橋 橋梁 更新

下諏訪町 下諏訪町 町道（２級）星が丘注連掛線 注連掛橋 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３１６７号線 一の沢橋 橋梁 修繕

富士見町 富士見町 町道３６０１号線 中学校橋 橋梁 撤去

富士見町 富士見町 町道５１２０号線 小川橋 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７４７４号線 甲六３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

辰野町橋梁長寿命化修繕計画

辰野町 辰野町 町道（１級）１４号線 篶原橋 橋梁 修繕

辰野町 辰野町 町道（１級）１４号線 中の橋 橋梁 修繕

箕輪町橋梁長寿命化修繕計画

箕輪町 箕輪町 町道（１級）５号線 十沢橋 橋梁 修繕

箕輪町 箕輪町 町道３７８号線 公園橋 橋梁 修繕

箕輪町 箕輪町 町道７６０号線 一の坪橋 橋梁 修繕
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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

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 南箕輪村 田畑中段2号線 南田橋 橋梁 修繕

中川村橋梁長寿命化修繕計画

中川村 中川村 村道大草中央線 北組橋 橋梁 修繕

中川村 中川村 村道峯銭線 三窪沢４号橋 橋梁 修繕

中川村 中川村 村道（１級）沖田牧ヶ原線 牧ヶ原橋 橋梁 修繕

宮田村橋梁長寿命化修繕計画

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 宮田村 村道中越北線 北の城橋 橋梁 修繕

宮田村 宮田村 村道町西裏線 太鼓橋 橋梁 修繕

松川町橋梁長寿命化修繕計画

松川町 松川町 町道１０４号線 唐沢橋(56) 橋梁 修繕

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 町道福与部奈線 桜橋(20) 橋梁 修繕

松川町 松川町 町道福与部奈線 福与橋(21) 橋梁 修繕

高森町橋梁長寿命化修繕計画

高森町 高森町 町道（１級）Ⅰ－４号線 神護沢橋 橋梁 修繕

高森町 高森町 町道（１級）Ⅰ－６号線 田沢９号橋 橋梁 修繕

高森町 高森町 町道２３５号線 胡麻目５号橋 橋梁 修繕

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５０２３号線 吉田大井１号橋 橋梁 修繕

高森町 高森町 町道５０８６号線 小胡桃沢１号橋 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１１２号線 宮沢川橋 橋梁 修繕

高森町 高森町 町道１１２号線 深山田橋 橋梁 修繕

高森町 高森町 町道６０１９号線 矢原橋 橋梁 修繕

阿南町橋梁長寿命化修繕計画

阿南町 阿南町 町道（２級）新野３５号線 寺沢橋 橋梁 修繕

阿南町 阿南町 町道大下条１２８号線 炭焼沢橋 橋梁 修繕

阿南町 阿南町 町道富草５０号線 １号橋（別当橋） 橋梁 修繕

阿南町 阿南町 町道和合４１号線 １号橋(和41号) 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）１－１６号線 浪合橋 橋梁 修繕

阿智村 阿智村 村道（１級）１－８号線 青見平橋 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）２－２１号線 井戸入沢橋 橋梁 修繕

阿智村 阿智村 村道（２級）２－３３号線 横川橋 橋梁 修繕

阿智村 阿智村 村道３－１１３号線 塚本橋 橋梁 修繕
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阿智村 阿智村 村道３－６３４号線 大正橋 橋梁 修繕

阿智村 阿智村 村道４－２０６号線 伏谷橋 橋梁 撤去

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

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 横旗橋 橋梁 修繕

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 濁沢橋 橋梁 修繕

下條村 下條村 村道（１級）６号線 滝の沢橋 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 下條村 村道３５８号線 鶯巣橋 橋梁 修繕

売木村橋梁長寿命化修繕計画

売木村 売木村 村道ゴウドウ線 合渡橋 橋梁 修繕

売木村 売木村 村道陽梨線 陽梨橋 橋梁 修繕

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（１級）長野長島線 平岡橋 橋梁 修繕

天龍村 天龍村 村道（１級）天竜左岸線 水神橋 橋梁 修繕

天龍村 天龍村 村道天竜川線 富生橋 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

泰阜村橋梁長寿命化修繕計画

泰阜村 泰阜村 村道136号米底線 米底橋 橋梁 修繕

泰阜村 泰阜村 村道1号金野停車場線 米川橋 橋梁 修繕

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１号線 ３０１号橋 橋梁 修繕

喬木村 喬木村 村道７号線 雨沢橋 橋梁 修繕

喬木村 喬木村 村道６号線 九十九谷橋 橋梁 修繕

豊丘村橋梁長寿命化修繕計画

豊丘村 豊丘村 村道（２級）北垣外北村林２号線 批杷沢新橋 橋梁 修繕

豊丘村 豊丘村 村道（１級）中央線 虻川大橋 橋梁 修繕

豊丘村 豊丘村 村道長久保じりづき線 長久保橋 橋梁 修繕

大鹿村橋梁長寿命化修繕計画

大鹿村 大鹿村 村道塩畑線 押出橋 橋梁 修繕

大鹿村 大鹿村 村道沢井線 樺沢１号橋 橋梁 修繕

大鹿村 大鹿村 村道塩河西線 鹿塩橋 橋梁 修繕

大鹿村 大鹿村 村道小渋橋線 小渋橋 橋梁 修繕

上松町橋梁長寿命化修繕計画

上松町 上松町 町道小脇下線 小脇橋 橋梁 修繕

上松町 上松町 町道（２級）野口北線 川畑橋 橋梁 修繕

上松町 上松町 町道赤沢線 北股橋 橋梁 修繕
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上松町 上松町 町道（１級）長坂沓掛線 長坂棧道橋 橋梁 修繕

上松町道路附属物等長寿命化修繕計画

上松町 上松町 町道広小路見帰線 見帰歩道橋 道路附属物等 修繕

南木曽町橋梁長寿命化修繕計画

南木曽町 南木曽町 町道本谷線 038岩倉橋 橋梁 修繕

木祖村橋梁長寿命化修繕計画

木祖村 木祖村 村道（１級）菅線 菅川橋 橋梁 修繕

木祖村 木祖村 村道斧の沢部落線 栃木橋 橋梁 修繕

王滝村橋梁長寿命化修繕計画

王滝村 王滝村 村道（2級）第29号線 中越橋 橋梁 修繕

王滝村 王滝村 村道（2級）第29号線 新中越橋 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24号線 大ヒゼ橋 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 木曽郡王滝村 村道第41号線 清滝片桟橋 橋梁 修繕

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 薬罐淵隋道 トンネル 修繕

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 川北一号線 小川新橋 橋梁 修繕

大桑村 大桑村 本町庭の畑線 庭の畑橋 橋梁 修繕

大桑村 大桑村 伊奈川三号線 水圧鉄管横断橋 橋梁 修繕

大桑村 大桑村 浦川二号線 浦川二号線1号橋 橋梁 修繕

大桑村 大桑村 野尻与川線 森橋 橋梁 修繕

木曽町橋梁長寿命化修繕計画

木曽町 木曽町 町道（２級）出尻線 出尻水路橋 橋梁 修繕

木曽町 木曽町 町道８２号線 西又１号橋 橋梁 修繕

木曽町 木曽町 町道本社線 こいを橋 橋梁 修繕

木曽町 木曽町 町道荻ノ島３号線 荻ノ島一号橋 橋梁 修繕

木曽町 木曽町 町道１７号線 大上橋（髭沢） 橋梁 修繕

木曽町 木曽町 町道３５号線 二本木橋 橋梁 修繕

麻績村橋梁長寿命化修繕計画

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

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 麻績村 村道日桑関７号線 日桑関７号１号橋 橋梁 修繕

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 生坂村舟川橋（１２） 橋梁 修繕

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 村道東６６２号線 生坂村７１号橋 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２級２号線 池沢橋 橋梁 修繕

生坂村 生坂村 村道西４１５号線 大日橋 橋梁 修繕

朝日村橋梁長寿命化修繕計画
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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（１級）中里川山線 中里川山3号橋 橋梁 修繕

筑北村 筑北村 村道（１級）川山線 川山5号橋 橋梁 修繕

筑北村 筑北村 村道（１級）川山線 川山7号橋 橋梁 修繕

筑北村 筑北村 村道（１級）川山線 川山10号橋 橋梁 修繕

筑北村 筑北村 村道立川線 立川３号橋 橋梁 修繕

筑北村 筑北村 村道立川線 立川２号橋 橋梁 修繕

池田町橋梁長寿命化修繕計画

池田町 池田町 町道（２級）日野線 日野沢１号橋 橋梁 修繕

池田町 池田町 町道（２級）日野線 日野沢２号橋 橋梁 修繕

池田町 池田町 町道623号線 日向沢橋 橋梁 修繕

池田町 池田町 町道（１級）旧県道線 十日市場３号橋 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（２級）２－１５号線 大泉寺６号橋 橋梁 修繕

松川村 松川村 村道４－９７号線 東細野１３号橋 橋梁 修繕

松川村 松川村 村道７－３４号線 宮下５号橋 橋梁 修繕

松川村 松川村 村道（１級）１－４号線 濁橋 橋梁 修繕

松川村 松川村 村道５－６８号線 Ｅ－８－６ 橋梁 修繕

白馬村橋梁長寿命化修繕計画

白馬村 白馬村 村道（２級）0206号線 中込橋 橋梁 修繕

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（２級）0208号線 姫川通橋 橋梁 修繕

白馬村 白馬村 村道3091号線 瀬戸橋 橋梁 修繕

小谷村橋梁長寿命化修繕計画

小谷村 小谷村 村道白馬大池駅線 川内橋 橋梁 修繕

小谷村 小谷村 村道滝の平線 高橋 橋梁 修繕

小谷村 小谷村 村道大網峠線 大網橋 橋梁 修繕

小谷村道路附属物等長寿命化修繕計画

小谷村 小谷村 村道下寺湯原線 塩坂スノーシェッド 道路附属物等 修繕

小谷村 小谷村 村道川尻線 平倉スノーシェッド 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

坂城町 坂城町 町道０３０７号線 谷川道路跨線橋 橋梁 修繕

小布施町橋梁長寿命化修繕計画

小布施町 小布施町 町道２４３号線 町道２４３号線１号橋 橋梁 修繕

小布施町 小布施町 町道７０７号線 上松川橋 橋梁 修繕

小布施町 小布施町 町道６７１号線 下松川橋 橋梁 修繕

高山村橋梁長寿命化修繕計画

高山村 高山村 村道堀之内１６号線 二反田橋 橋梁 修繕

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（１級）藤沢線 藤沢橋 橋梁 修繕

山ノ内町橋梁長寿命化修繕計画
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山ノ内町 山ノ内町 町道伊沢箱山線 一本橋 橋梁 修繕

山ノ内町 山ノ内町 町道宮下川原線 穂波大橋 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 山ノ内町 町道新田下見王線 山田橋 橋梁 修繕

山ノ内町 山ノ内町 町道宮前角間線 角間２号橋 橋梁 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

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 信濃町 町道湯ノ入線 湯ノ入1号橋 橋梁 修繕

信濃町 信濃町 町道石橋狐穴線 石橋1号橋 橋梁 修繕

信濃町 信濃町 町道高速側道六月南線 六月南橋 橋梁 修繕

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

信濃町 信濃町 町道赤川熊坂線 赤川２号スノーシェッド 道路附属物等 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）Ｋ２－１２号線 霊仙寺湖橋 橋梁 修繕

飯綱町 飯綱町 町道（１級）Ｋ１－６号線 鳥居新橋 橋梁 修繕

飯綱町 飯綱町 町道Ｍ３－１６７号線 もとどり橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　長野県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

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 200

カラマツとアルプスの美しい村『大鹿』計画 大鹿村 10

安全・安心の村づくり計画 泰阜村 10

山・里・街の魅力あふれる豊かな地域づくり計画 飯田市 26

住みよい持続可能なまちづくり計画 塩尻市 213

地域の至宝「農業と観光」を生かした北しなの道整備計画 飯綱町 49

小谷村 62 豪雪代行

小谷村 34

南木曽町 20 過疎代行

南木曽町 25

　小　計 648

※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。

美しい自然を活かし、笑顔で暮らせる村づくり計画

歴史とひのきの薫る里づくり計画



長 野 県

水管理・国土保全局



令和３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 654　 長野市
な が の し

、須坂
す ざか

市
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 762　 伊那市
い な し

、高森町
たかもりまち

、中川村
なかがわむら

信濃川 千曲川 河川工作物関連応急対策事業 162　 千曲市
ちくまし

、長野市
ながのし

、飯山市
いいやまし

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 285　 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

、須坂市
す ざ か し

天竜川 総合水系環境整備事業 21　
伊那市
い な し

、駒ヶ根市
こ ま が ね し

、飯田市
い い だ し

、松川町
まつかわちょう

、高森町
たかもりまち

、宮
みや

田村
た む ら

、

中川村
なかがわむら

（※）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 60　 飯山市
い い や ま し

信濃川 駒沢川 大規模特定河川事業 150　 長野市
な が の し

信濃川 黒沢川 大規模特定河川事業 500　 安曇野
あ ず み の

市
し

信濃川 岡田川 大規模特定河川事業 550　 長野市
な が の し



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 483 689

信濃川大町ダム等再編 389 490

堰堤改良事業 天竜川小渋ダム 979 1,063



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。

( 786)

河川整備事業費 786 

　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

( 500)

　　建設工事 500 

( 500)

松川ダム再開発 500 生活貯水池

( 286)

　　実施計画調査 286 

( 286)

裾花川流域ダム再生 286 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



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 100
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 217
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 170
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 197

合計 4 箇所 684

令和３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 95
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 35
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 88
砂防

合計 3 箇所 218
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 195
火山砂防

合計 1 箇所 195

合計 4 箇所 413

令和３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 あずさか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 7
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 10
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 10
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 135
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 7
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 10
しなのがわじょうりゅう たかせがわ 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 平砂防堰堤改築 大町市 平 砂防堰堤工 10
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 118
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 135
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 135
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 3
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 260
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 10
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 1
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 10
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 96
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 96
砂防

合計 17 箇所 1,053

令和３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 あずさかわ 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 107
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ あずさがわ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 梓川砂防設備改築 松本市 安曇白骨 砂防堰堤工 149
しなのがわじょうりゅう あずさがわ ゆかわ、しょうじがわせさわ 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 127
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 11
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 やき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 11
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 58
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 89
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 65
火山砂防

合計 8 箇所 617

合計 25 箇所 1,670

令和３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 198
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 199
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 99

合計 3 箇所 496

令和３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

松本砂防 砂防 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 143
ひめかわ ひめかわ くるまがわらとこがためこうぐんかいちく きたあづみぐん おたりむら きたおたり

姫川 姫川 来馬河原床固工群改築 北安曇郡 小谷村 北小谷 床固工 162
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 70
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

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 147
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 88
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 83
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 169
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 55
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 27
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 55
ひめかわ まつかわ みなみまた みなみまただいよんごうさぼうえんていかいちく きたあづみぐん はくばむら ほくじょう

姫川 松川 南股 南股第４号砂防堰堤改築 北安曇郡 白馬村 北城 砂防堰堤工 22
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 96
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 176
砂防
合計 13 箇所 1,293

令和３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

松本砂防 火山砂防 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 56
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 56
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

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 288
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 241
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 112
火山砂防
合計 6 箇所 762

合計 19 箇所 2,055

令和３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 265
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 265
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 80
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 きたざわ きたざわさぼうえんてい 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 159
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 162
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 132
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 269
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 1
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 1
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 1
てんりゅうがわ おおたぎりがわ おおたぎりがわとこがためこうぐん 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 79
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 1
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 40
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 1
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 なかさわ

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 265

令和３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 とおやまがわ おざわがわ おざわさぼうえんていかいちく いいだし かみむら

天竜川上流河川 砂防 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 384
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 79
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 1
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 みなみしなのうえしま

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 南信濃上島 砂防堰堤工 13
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 199
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 みなみしなのこおろし

天竜川 遠山川 北又沢 コスマ沢砂防堰堤 飯田市 南信濃小嵐 砂防堰堤工 79
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 7
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 こまがねし あかほ

天竜川 天竜川 天竜川上流砂防施設改築 駒ヶ根市 赤穂 砂防堰堤工 1,993

合計 27 箇所 4,480

令和３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 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

多治見砂防国道 砂防 木曾川 滑川 滑川 滑川遊砂工 木曽郡 上松町 小川 遊砂地工 41
きそがわ きそがわ じゅうおうざわ じゅうおうさ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 41
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

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 58
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 41
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 41
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 350
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 41
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 41
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 41
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 58
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 118
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 40
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 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

木曾川 上松管内砂防施設改築 木曽郡 砂防堰堤工 543

合計 14 箇所 1,494

令和３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３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 集水井工 30

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 448

２箇所 478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

砂防等事業 天竜川 前島川 茅野市 北大塩 砂防堰堤工 10

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

天竜川 栗代川 下伊那郡 阿智村 矢越 砂防堰堤工 60

てんりゅうがわ こいけさわ いいだし わだ

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

木曽川 濁沢川 木曽郡 王滝村 柳ヶ瀬 砂防堰堤工 30

きそがわ しらかわ きそぐん きそまち しらかわ

木曽川 白川 木曽郡 木曽町 白川 砂防堰堤工 105

しなのがわ せんごくさわ まつもとし なかやま

信濃川 千石沢 松本市 中山 砂防堰堤工 95
しなのがわ ほとけさわ ながのし さいさわ

信濃川 佛沢 長野市 犀沢 砂防堰堤工 30

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

信濃川 島田沢 上水内郡 小川村 蕗畑 砂防堰堤工 20

小計 8箇所 360

大規模更新 しなのがわ よじがわ みなみさくぐん さくほまち よじ

砂防等事業 信濃川 余地川 南佐久郡 佐久穂町 余地 堰堤改良工 10

しなのがわ にごりかわ きたさくぐん みよたまち やかくら

信濃川 濁川 北佐久郡 御代田町 八ヶ倉 堰堤改良工 10

てんりゅうがわ かくみょうかわ ちのし とよひら

天竜川 角名川 茅野市 豊平 堰堤改良工 20
てんりゅうがわ そのはらかわほか しもいなぐん あちむら そのはらほか

天竜川 園原川外 下伊那郡 阿智村 園原外 堰堤改良工 60
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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）

大規模更新 しなのがわ なかぶさかわ あづみのし ほたかありあけ

砂防等事業 信濃川 中房川 安曇野市 穂高有明 堰堤改良工 25
しなのがわ からすがわ あづみのし ほりがねからすがわ

信濃川 烏川 安曇野市 堀金烏川 堰堤改良工 25
しなのがわ うらにごりさわ ながのし たなり

信濃川 裏濁沢 長野市 田成 堰堤改良工 10

小計 7箇所 160

事業間連携 しなのがわ ところさわ さくし にがみず

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

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

信濃川 大月川 南佐久郡 小海町 芦平 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

信濃川 栃木川 小諸市 菱平 砂防堰堤工 25
しなのがわ うちのやまさわ うえだし うちのやま

信濃川 内の山沢 上田市 内の山 砂防堰堤工 20
しなのがわ わでさわ うえだし べっしょ

信濃川 上手沢 上田市 別所 砂防堰堤工 5
しなのがわ このいりさわ うえだし そえひ

信濃川 此入沢 上田市 傍陽 砂防堰堤工 10
しなのがわ おやしきのさわ うえだし しもむろが

信濃川 御屋敷の沢 上田市 下室賀 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

信濃川 四泊川 小県郡 長和町 四泊 砂防堰堤工 10
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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 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

砂防等事業 信濃川 くるみ沢 小県郡 長和町 上和田 砂防堰堤工 15

てんりゅうがわ とちくぼがわ おかやし みなと

天竜川 栃久保川 岡谷市 湊 砂防堰堤工 20

てんりゅうがわ がんさわ おかやし みさわ

天竜川 蟹沢 岡谷市 三沢 砂防堰堤工 70
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

天竜川 大沢川 諏訪郡 下諏訪町 高木 砂防堰堤工 10

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

天竜川 楡沢 上伊那郡 辰野町 伊那富 渓流保全工 10

てんりゅうがわ からさわがわ こまがねし ひがしいな

天竜川 唐沢川 駒ヶ根市 東伊那 砂防堰堤工 20
てんりゅうがわ やのさわ かみいなぐん いいじままち ななくぼ

天竜川 矢の沢 上伊那郡 飯島町 七久保 砂防堰堤工 10

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

天竜川 高遠入沢 上伊那郡 飯島町 高遠原 砂防堰堤工 10
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

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

木曽川 尻平沢 木曽郡 木曽町 日義 砂防堰堤工 20

きそがわ まんごおりさわ きそぐん きそまち まんごおり

木曽川 万郡沢 木曽郡 木曽町 万郡 砂防堰堤工 60

きそがわ ぜんめいざわ きそぐん きそまち ちごの

木曽川 ゼンメイ沢 木曽郡 木曽町 児野 砂防堰堤工 10

きそがわ おおさわ きそぐん おおくわむら わむら

木曽川 大沢 木曽郡 大桑村 和村 砂防堰堤工 30
しなのがわ かいがんじさわ まつもとし ひがしきりはら

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

信濃川 川鳥沢 塩尻市 南原 砂防堰堤工 50
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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 しなのがわ やのくちさわ ちくまし くらしな

砂防等事業 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 かみたかぐん たかやまむら みずなか

信濃川 樽沢川 上高井郡 高山村 水中 砂防堰堤工 90
しなのがわ どうだいら かみたかぐん たかやまむら てんじんばら

信濃川 堂平 上高井郡 高山村 天神原 砂防堰堤工 20
しなのがわ にしのいり かみみのちぐん いいづなまち こうさかきた

信濃川 西の入 上水内郡 飯綱町 高坂北 砂防堰堤工 20
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

関川 内の巻川 上水内郡 信濃町 古海 砂防堰堤工 20
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

信濃川 寒沢 下高井郡 山ノ内町 寒沢 砂防堰堤工 15
しなのがわ たくさがわ いいやまし しずま

信濃川 田草川 飯山市 静間 砂防堰堤工 10
しなのがわ じゃぬけさわ しもたかぐん のざわおんせんむら むしう

信濃川 蛇抜沢 下高井郡 野沢温泉村 虫生 砂防堰堤工 5
しなのがわ とだてざわ しもたかぐん きじまだいらむら うわせんごく

信濃川 戸立沢 下高井郡 木島平村 上千石 砂防堰堤工 20
しなのがわ よこゆがわ しもたかぐん やまのうちまち おちあい

信濃川 横湯川 下高井郡 山ノ内町 落合 砂防堰堤工 5
しなのがわ ほんざわ しもたかぐん のざわおんせんむら とよさと

信濃川 本沢 下高井郡 野沢温泉村 豊郷 砂防堰堤工 50
しなのがわ ちけんじさわ まつもとし ちけんじ

信濃川 知見寺沢 松本市 知見寺 砂防堰堤工 20
しなのがわ あしざわ ひがしちくまぐん おみむら ねお

信濃川 芦澤 東筑摩郡 麻績村 根尾 砂防堰堤工 20
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

信濃川 滝の沢 東筑摩郡 筑北村 中町 砂防堰堤工 40
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

信濃川 栃平沢 東筑摩郡 筑北村 栃平 砂防堰堤工 250

令和３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



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 こしのまえさわ ひがしちくまぐん おみむら かみまちにし

砂防等事業 信濃川 越ノ前沢 東筑摩郡 麻績村 上町西 砂防堰堤工 10
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

信濃川 桧沢 東筑摩郡 生坂村 上生坂 砂防堰堤工 15

ひめかわ どうのさわ きたあずみぐん おたりむら むしお

姫川 堂の沢 北安曇郡 小谷村 虫尾 砂防堰堤工 60
ひめかわ つきおかさわ きたあずみぐん おたりむら つきおか

姫川 月岡沢 北安曇郡 小谷村 月岡 砂防堰堤工 15

ひめかわ びゃくぼさわ きたあずみぐん はくばむら かみしろ

姫川 ビャクボ沢 北安曇郡 白馬村 神城 砂防堰堤工 5

ひめかわ なみやまさわきた きたあずみぐん はくばむら さのきた

姫川 長見山沢北 北安曇郡 白馬村 佐野北 砂防堰堤工 60
しなのがわ だんのはらさわ ながのし こまつばら

信濃川 段ノ原沢 長野市 小松原 砂防堰堤工 10
しなのがわ やざわ ながのし せわき

信濃川 矢沢 長野市 瀬脇 砂防堰堤工 10

小計 47箇所 1,220

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

砂防等事業 天竜川 竹の沢川 岡谷市 長地 砂防堰堤工 60

しなのがわ どろさわ ながのし こいち

信濃川 泥沢 長野市 小市 砂防堰堤工 35

小計 2箇所 95

64箇所 1,835
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合計

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 しなのがわ おのやま うえだし おのやま

砂防等事業 信濃川 尾野山 上田市 尾野山 集水井工 10
しなのがわ くつかけ ちいさがたぐん あおきむら くつかけ

信濃川 沓掛 小県郡 青木村 沓掛 横ボーリング工 10
しなのがわ おいだいら ながのし こてや

信濃川 追平 長野市 小手屋 横ボーリング工 40
しなのがわ ほうじ かみみのちぐん おがわむら ほうじ

信濃川 法地 上水内郡 小川村 法地 集水井工 40
ひめかわ くらした きたあづみぐん はくばむら くらした

姫川 倉下 北安曇郡 白馬村 倉下 集水井工 25
ひめかわ はっぽういわ きたあづみぐん おたりむら はっぽういわ

姫川 八方岩 北安曇郡 小谷村 八方岩 押え盛土工 120
ひめかわ そとさわ きたあづみぐん おたりむら そとさわ

姫川 外沢 北安曇郡 小谷村 外沢 横ボーリング工 20

小計 7箇所 265

大規模更新 しなのがわ ちゃうすやま ながのし ちゃうすやま

砂防等事業 信濃川 茶臼山 長野市 茶臼山 集水井工 5
ひめかわ かんきゅう きたあづみぐん おたりむら かんきゅう

姫川 神久 北安曇郡 小谷村 神久 アンカー工 65

小計 2箇所 70

事業間連携 てんりゅうがわ ひきのた しもいなぐん おおしかむら ひきのた

砂防等事業 天竜川 引の田 下伊那郡 大鹿村 引の田 横ボーリング工 46
てんりゅうがわ ふくしま しもいなぐん てんりゅうむら ふくしま

天竜川 福島 下伊那郡 天龍村 福島 集水井工 5
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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 しなのがわ おちあい しもたかいぐん やまのうちまち おちあい

砂防等事業 信濃川 落合 下高井郡 山ノ内町 落合 集水井工 100
しなのがわ にしきょう ながのし にしきょう

信濃川 西京 長野市 西京 横ボーリング工 10
しなのがわ あさかわなんぶ ながのし あさかわなんぶ

信濃川 浅川南部 長野市 浅川南部 横ボーリング工 10
しなのがわ むらやま ながのし むらやま

信濃川 村山 長野市 村山 集水井工 80
しなのがわ たかはな あづみのし たかはな

信濃川 高鼻 安曇野市 高鼻 横ボーリング工 5
ひめかわ みねかたした きたあづみぐん はくばむら みねかたした

姫川 峯方下 北安曇郡 白馬村 峯方下 横ボーリング工 30
ひめかわ つがいけ きたあづみぐん おたりむら つがいけ

姫川 栂池 北安曇郡 小谷村 栂池 集水井工 60
ひめかわ くろくら きたあづみぐん おたりむら くろくら

姫川 黒倉 北安曇郡 小谷村 黒倉 水路工 5
ひめかわ 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

姫川 市場１号 北安曇郡 小谷村 市場１号 横ボーリング工 25
ひめかわ おおさわ きたあづみぐん おたりむら おおさわ

姫川 大沢 北安曇郡 小谷村 大沢 横ボーリング工 10
ひめかわ かんきゅう きたあづみぐん おたりむら かんきゅう

姫川 神久 北安曇郡 小谷村 神久 水路工 5
ひめかわ むしお きたあづみぐん おたりむら むしお

姫川 虫尾 北安曇郡 小谷村 虫尾 横ボーリング工 10

小計 14箇所 401

23箇所 736合計
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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 てんりゅうがわ じんぐうじ すわし じんぐうじ

砂防等事業 天竜川 神宮寺 諏訪市 神宮寺 防護柵工 10
てんりゅうがわ おおくまじんぐうじ すわし おおくまじんぐうじ

天竜川 大熊神宮寺 諏訪市 大熊神宮寺 防護柵工 19
てんりゅうがわ やまてちょう おかやし やまてちょう

天竜川 山手町 岡谷市 山手町 法枠工 95
ちくまがわ ひらしば ながのし ひらしば

千曲川 平柴 長野市 平柴 法枠工 14
ちくまがわ にしさんさい ながのし にしさんさい

千曲川 西三才 長野市 西三才 法枠工 23

５箇所 160
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計
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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）

特定緊急 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

砂防事業 天竜川 谷田川 上伊那郡 中川村 美里 砂防堰堤工 115

てんりゅうがわ しばざわがわ しもいなぐん てんりゅうむら あしぜ

天竜川 芝沢川 下伊那郡 天龍村 足瀬 砂防堰堤工 50

2箇所 165
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事業区分 水系名 渓流名
所在地

合計



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：長野県 （単位：千円）

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）

290,000 145,000

計 290,000 145,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



長　野　県

都市局



※市町村名は令和3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

951

令和3年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３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

412,889

長野市 長野市 継続 高田地区 4.5/10 185,800

1,935,600

松本市 松本市 継続 松本駅周辺地区 1/2 967,800

1/2, 266,316

上田市 上田市 継続 丸子中心市街地地区 4.5/10 126,500

18,000

諏訪市 諏訪市 継続 上諏訪駅周辺地区 1/2 9,000

133,200

小諸市 小諸市 継続 小諸宿周辺地区 1/2 66,600

54,800

飯山市 飯山市 新規 飯山中心市街地地区 1/2 27,400

1,166,000

茅野市 茅野市 新規 塚原地区 1/2 583,000

517,600

佐久市 佐久市 継続 佐久平駅南地区 1/2 258,800

1/2, 661,684

佐久市 佐久市 継続 野沢地区 4.5/10 314,300

316,000

安曇野市 安曇野市 継続 明科駅周辺地区 1/2 158,000

5,482,089

合計 2,697,200

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 71



長 野 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３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

松本市 空き家対策総合支援事業 7,032
伊那市 空き家対策総合支援事業 26,962
中野市 空き家対策総合支援事業 18,780
塩尻市 空き家対策総合支援事業 500
安曇野市 空き家対策総合支援事業 9,000
南相木村 空き家対策総合支援事業 2,640
小谷村 空き家対策総合支援事業 5,000
山ノ内町 空き家対策総合支援事業 301,434

371,348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３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 3,000
3,000合計



災害公営住宅整備事業　実施計画（令和３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

災害公営住宅整備事業 2,106,595
2,106,595合計



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
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、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、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

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
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 822
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

福 岡 24,728
滑走路増設、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 1,143 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

長 崎 1,920
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、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
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 2,889
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、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、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

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 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 1,795 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 960 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

山 形 174 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 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
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、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

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３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 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３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
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、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 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。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

4 / 4 
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令和３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 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

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㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

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㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

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、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 
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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） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 
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北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（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。 



長 野 県

官 庁 営 繕 部



令和３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 77 新営事業

合　　計 77



長 野 県

不動産・建設経済局



長野県
事業費

13.600

長野県 13.600

事業名 事業主体 備考

令和３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）

社会資本整備円滑化地籍整備事業 駒ヶ根市

計



令和３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 12,000 

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 468,974 

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 126,450 

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 190,350 

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 811,800 

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

351,200 

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

686,540 

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 334,350 

甲信地域広域的観光活性化計画
（第５回変更）

長野県 88,100 

甲信地域広域的観光活性化計画
（重点）

長野県 76,500 

甲信地域広域的観光活性化計画
（重点③）

長野県 99,000 

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 830,250 



（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 147,223 

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 252,000 

長野県都市公園の再整備による
にぎわい創出

長野県 119,000 

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

188,429 

地域活性化や観光拠点に資する
「道の駅」トイレ改修整備計画

長野県 94,141 

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

757,951 

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

1,656,356 

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 175,000 

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

89,390 

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

1,055,527 

心潤う信州の河川環境整備（重
点）

長野県 70,000 

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 18,810 



（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

公共交通を軸とした歩いて暮ら
せる集約型まちづくり

松本市 27,851 

松本市市街地再開発事業等によ
るまちづくり計画

松本市 80,000 

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 5,000 

飯田市中心市街地地区の賑わい
の再生

飯田市 194,000 

竜西地区まちづくり整備計画 伊那市 146,550 

竜北地区都市再生整備計画 伊那市 11,300 

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 34,666 

松川地区都市再生整備計画 松川町 42,800 

9,251,508 

※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 450,000 

地域の生命線の安全で安心な交
通確保と強靱化を図る道路整備
計画（防災・安全）

長野県 68,082 

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

237,876 

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 1,394,849 

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

2,279,620 

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

669,450 

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

72,000 

長野県都市公園長寿命化対策
（防災・安全）

長野県 160,000 

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

36,475 



（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 871,292 

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 85,000 

長野県都市公園の防災機能強化
その２（防災・安全）

長野県 85,000 

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）（重点）

長野県 102,000 

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

3,989,268 

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 934,937 

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

1,207,471 

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

2,380,998 

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

45,648 

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

1,482,185 



（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

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 1,300,400 

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 1,198,956 

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

204,780 

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

1,085,497 

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 7,000 

安全・安心で支えあいの心がつ
なぐまちづくり（防災・安全）

松本市 1,200 

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 1,200 

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 12,600 

飯田市都市公園長寿命化対策事
業その２（防災・安全）

飯田市 24,000 

佐久市都市公園整備計画（防
災・安全）

佐久市 32,800 



（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

第二期東御市公園施設長寿命化
対策（防災・安全）

東御市 8,900 

安曇野市都市公園安全安心推進
計画（防災・安全）

安曇野市 36,000 

松川町公園施設長寿命化計画策
定調査（防災・安全）

松川町 5,000 

20,490,484 

※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


