
長 野 県

道 路 局



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道18号 東御市～上田市 上田バイパス（延伸） 180

改築 国道18号 坂城町 坂城更埴バイパス（坂城町区間） 170

改築 国道18号 千曲市～長野市 坂城更埴バイパス（延伸） 50

改築 国道18号 長野市 長野東バイパス 150

改築 国道19号 木祖村 薮原改良 100

改築 国道19号 塩尻市 塩尻拡幅 40

改築 国道19号 松本市 松本拡幅 30

改築 国道19号 生坂村～長野市 長野19号防災 300

改築 国道20号 下諏訪町～岡谷市 下諏訪岡谷バイパス 800

改築 国道158号 松本市 松本波田道路 60

改築 国道474号 飯田市～喬木村 飯喬道路 700

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道474号 飯田市 青崩峠道路 320



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

交通安全 国道19号
南木曽町～
松本市

長野19号交通安全対策 125

交通安全 国道153号 阿智村 長野153号交通安全対策 4

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道18号 長野市 長野18号電線共同溝 10 青木島町電線共同溝 10

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道18号 軽井沢町～信濃町 長野18号維持管理 177

維持管理 国道19号 南木曽町～長野市 長野19号維持管理 333

維持管理 国道20号 富士見町～塩尻市 長野20号維持管理 126

維持管理 国道153号 根羽村～飯田市 長野153号維持管理 299

維持管理 省エネルギー化 88

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道18号 千曲市～長野市 坂城更埴バイパス（延伸） 400

改築 国道474号 飯田市～喬木村 飯喬道路 300

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道19号 南木曽町～長野市 長野19号維持管理 190

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 大町明科線 安曇野市 安曇野道路 160

改築 国道153号 飯田市 飯田北改良 51

改築 国道153号
伊那市、南箕輪
村、箕輪町

伊那バイパス 34

改築 （主） 諏訪辰野線 岡谷市、諏訪市 小坂～有賀 2,000

改築 （市） 33225号線 諏訪市 （仮称）諏訪湖スマートＩＣアクセス 500

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道151号 阿南町 落合 20

土砂災害対策 国道152号 大鹿村 市野瀬～木沢 19

土砂災害対策 国道158号 松本市 中ノ湯～稲核橋下、安曇ほか 112

土砂災害対策 国道299号 佐久穂町 麦草～十石峠 20

土砂災害対策 国道361号 木曽町 関谷～黒川渡 24

土砂災害対策 国道406号 長野市 白沢トンネル～小鍋 20

土砂災害対策 (主) 開田三岳福島線 木曽町 越～川合 50

土砂災害対策 (主) 松川大鹿線 松川町、大鹿村 松除～落合 15

土砂災害対策 (主) 奈川木祖線 松本市 奈川渡 5

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 44

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 32

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 粟野御供線 阿南町 門島～御供 19

土砂災害対策 (一) 深沢阿南線 阿南町、阿智村 上和合～大久保 10

土砂災害対策 (一) 大島阿島線 喬木村 大島～阿島 15

土砂災害対策 (一) 富士見台公園線 阿南町、阿智村 智里 7

土砂災害対策 (一) 美麻八坂線 大町市 美麻～八坂 3

土砂災害対策 (一) 聖高原千曲線 千曲市 城山ほか 5



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 長野県 長野県無電柱化推進計画事業 205

(国)148号(白馬駅前)〔白馬村〕、(主)長野上田線(天神)〔上
田市〕、(一)茅野(停)八子ヶ峰公園線(仲町～本町)〔茅野
市〕、(一)旧軽井沢軽井沢(停)線(軽井沢～東雲交差点)
〔軽井沢町〕、(一)白馬岳線(白馬駅前)〔白馬村〕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　 　 管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

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 5

備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成 

所　　  管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

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 697

延徳小学校、加茂小学校、玉川小学校、原小学校、
戸狩小学校、更級小学校、今井小学校、小川小学
校、松川小学校、松代小学校、信里小学校、日野小
学校、清野小学校、西小学校、赤穂東小学校、辰野
西小学校、辰野東小学校、筑北小学校、中川東小学
校、東小学校、南部小学校、豊田小学校、麻績小学
校、箕輪西小学校、箕輪南小学校

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 104 井上小学校、高甫小学校、仁礼小学校

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 38 美南ガ丘小学校

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 2 伊那東小学校、伊那北小学校、東春近小学校

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 140 赤穂小学校、赤穂南小学校

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 2 高社小学校、日野小学校



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 飯綱町 第4飯山街道踏切道 長野県 206



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 長野県 橋梁長寿命化修繕計画 3,073 内訳は別紙参照

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 451 内訳は別紙参照

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 132 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 長野市 橋梁長寿命化修繕計画 25 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 上田市 橋梁長寿命化修繕計画 20 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯田市 橋梁長寿命化修繕計画 20 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 諏訪市 橋梁長寿命化修繕計画 20 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 須坂市 橋梁長寿命化修繕計画 10 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊那市 橋梁長寿命化修繕計画 34 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：長野県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 駒ヶ根市 橋梁長寿命化修繕計画 15 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 中野市 橋梁長寿命化修繕計画 19 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 塩尻市 橋梁長寿命化修繕計画 114 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 安曇野市 橋梁長寿命化修繕計画 29 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 川上村 橋梁長寿命化修繕計画 8 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 青木村 橋梁長寿命化修繕計画 6 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 原村 橋梁長寿命化修繕計画 40 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 根羽村 橋梁長寿命化修繕計画 25 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 筑北村 橋梁長寿命化修繕計画 12 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 山ノ内町 橋梁長寿命化修繕計画 13 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成
長野県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

長野県橋梁長寿命化修繕計画
長野県 南牧村 国道141号 杣添橋 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 小海町 県道川上佐久線 小海橋 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 上田市 国道143号 下産川橋 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 上田市 県道真田東部線 赤井橋 橋梁 修繕
長野県 青木村 県道丸子信州新線 湯川橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 県道美ヶ原和田線 千じんざん道橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 県道美ヶ原公園東餅屋線 大樽橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 県道美ヶ原公園東餅屋線 魚止橋 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 長和町 国道142号 観音橋 橋梁 修繕
長野県 長和町 国道152号 二之橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道254号 花河原橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道254号 熊倉橋 橋梁 修繕
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 長和町 県道美ヶ原和田線 行合橋 橋梁 修繕
長野県 茅野市 国道152号 三ノ橋 橋梁 修繕
長野県 諏訪市 県道諏訪辰野線 権現橋 橋梁 修繕
長野県 諏訪市 県道霧ヶ峰東餅屋線 観音橋 橋梁 修繕
長野県 原村 県道払沢茅野線 大沼橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 県道八島高原線 蝶ヶ沢橋 橋梁 修繕
長野県 下諏訪町 県道八島高原線 所沢橋 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 飯島町 国道153号 郷沢橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道153号 小黒橋 橋梁 修繕
長野県 伊那市 国道153号 小沢橋 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 箕輪町 県道美篶箕輪線 木下跨線橋 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 駒ヶ根市 国道153号 上穂沢橋 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 県道伊那生田飯田線 竜東橋 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 中川村 県道伊那生田飯田線 手取沢橋 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 伊那市 県道伊那辰野（停）線 野底橋 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 箕輪町 県道伊那辰野（停）線 一の沢橋 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 辰野町 県道諏訪辰野線 上野川橋 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 県道伊那インター線 御園跨線橋 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 箕輪町 県道伊那箕輪線 大出橋 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 辰野町 県道伊那富辰野（停）線 万才橋 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 箕輪町 県道与地辰野線 昭和橋 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 伊那市 県道沢渡高遠線 春近大橋 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 県道芝平高遠線 カワバタ橋 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 辰野町 県道楢川岡谷線 越道橋 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 飯田市 国道151号 新川橋 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 下條村 国道151号 白又橋 橋梁 修繕
長野県 下條村 国道151号 玉洞橋 橋梁 修繕
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長野県 下條村 国道151号 吉岡城北大橋 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 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 吉原橋 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 阿南町 国道151号 境橋 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 早稲田橋 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 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 宇遠坂橋 橋梁 修繕
長野県 阿南町 国道151号 沓掛沢橋 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 新程橋 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 飯田市 国道152号 清水橋 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 新中郷橋 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 高森町 国道153号 第１溝橋 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 北条橋 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 松川町 国道153号 小松川橋 橋梁 修繕
長野県 松川町 国道153号 鶴部橋 橋梁 修繕
長野県 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 孫六橋 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 土佐橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 黒川橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 下り沢橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 ２号橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 黒持橋 橋梁 修繕
長野県 阿智村 国道256号 奥宮橋 橋梁 修繕
長野県 平谷村 国道418号 柳川橋 橋梁 修繕
長野県 平谷村 国道418号 篠八橋 橋梁 修繕
長野県 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 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 県道伊那生田飯田線 上溝橋 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 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 飯田市 県道米川駄科(停)線 南原橋 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 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 木樽橋 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 南木曽町 国道256号 額付橋 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 木祖村 県道奈川木祖線 五反田橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道143号 田川大橋 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 安曇野市 国道143号 川手橋 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 松本市 国道143号 城山橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道143号 番場橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道158号 中の湯橋 橋梁 修繕
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 日向窪橋 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254号 斧研橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 宮前橋 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 筑北村 国道403号 中島橋 橋梁 修繕
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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 県道丸子信州新線 草湯大橋 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 松本市 県道奈川木祖線 正沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川木祖線 曽倉沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道奈川野麦高根線 ばけ沢４号橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道松本和田線 牛立２号橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 水路橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 ワサビ沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道乗鞍岳線 大野川橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道下奈良本豊科線 保福寺下橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道楢川岡谷線 桑崎３号橋 橋梁 修繕
長野県 生坂村 県道宇留賀池田線 宇留賀橋 橋梁 修繕
長野県 生坂村 県道上生坂信濃松川（停）線 袖沢１号橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道河鹿沢西条（停）線 栃平橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道大野田梓橋（停）線 釜の沢橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道大野田梓橋（停）線 杏橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道町村白川村井（停）線 塩沢２号橋 橋梁 修繕
長野県 朝日村 県道御馬越塩尻（停）線 大石原橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道上今井洗馬（停）線 琵琶橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道平田新橋線 女鳥羽橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 県道倭北松本（停）線 新田川橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道坂北(停)線 長田橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 上糠沢橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 糠沢二号桟道橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 糠沢二号橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 糠沢一号橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 栃窪橋 橋梁 修繕
長野県 塩尻市 県道姥神奈良井線 奈良井新橋 橋梁 修繕
長野県 安曇野市 国道403号 天白橋 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 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 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 県道穂高明科線 白狐橋 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 安曇野市 県道梓橋田沢（停）線 新田橋 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 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 横堰橋 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 白馬村 国道148号 松沢橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道大町明科線 旭橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道大町麻績インター千曲線 新大滝橋 橋梁 修繕
長野県 小谷村 県道川尻小谷糸魚川線 熱湯沢橋 橋梁 修繕
長野県 白馬村 県道白馬岳線 二股橋 橋梁 修繕
長野県 大町市 県道槍ケ岳線 大出橋 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 坂城町 県道上室賀坂城（停）線 田町跨線橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 中山橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 春木沢橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 国道406号 戸隠橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道丸子信州新線 野路原橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道丸子信州新線 新町橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野菅平線 清水１号橋 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 冷水橋 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 矢尻橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野信州新線 高野橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道戸隠篠ノ井線 篠ノ井跨線橋 橋梁 修繕
長野県 飯綱町 県道牟礼永江線 濁沢橋 橋梁 修繕
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長野県 飯綱町 県道牟礼永江線 倉井橋 橋梁 修繕
長野県 飯綱町 県道牟礼永江線 栄橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道三才大豆島中御所線 母袋橋 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 県道北長野（停）中俣線 勇橋 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
長野県 長野市 県道岩本里穂刈線 向山橋 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 長野市 県道川口田野口篠ノ井線 宮平橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道川口田野口篠ノ井線 龍宮橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野豊野線 湯福川橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野豊野線 川崎橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道長野豊野線 隅取橋 橋梁 修繕
長野県 小川村 県道小川長野線 沢口橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道小川長野線 小手屋橋 橋梁 修繕
長野県 長野市 県道小川長野線 大崩橋 橋梁 修繕
長野県 飯綱町 県道東柏原赤塩線 下赤塩橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 国道403号 倉下川橋 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 県道中野豊野線 七瀬下りランプ橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道中野豊野線 立ヶ花橋 橋梁 修繕
長野県 中野市 県道牟礼永江線 長沢橋 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 山ノ内町 県道奥志賀公園栄線 大沢橋 橋梁 修繕
長野県 山ノ内町 県道奥志賀公園栄線 熟平橋 橋梁 修繕
長野県 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 県道上越飯山線 横川橋 橋梁 修繕
長野県 木島平村 県道奥志賀公園栄線 満水橋 橋梁 修繕
長野県 筑北村 県道聖高原杉崎線 松場橋 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 飯綱町 県道長野信濃線 昭和橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道142号 奥の沢橋 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 松本市 国道254号 帯所橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 油戸橋 橋梁 修繕
長野県 松本市 国道254号 船久保橋 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142号 土屋大橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道142号 男女倉大橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道142号 わらび平橋 橋梁 修繕
長野県 上田市 国道142号 見附橋 橋梁 修繕
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 大鹿村 国道152号 下槫渡橋 橋梁 更新
長野県 点検

長野県トンネル長寿命化修繕計画
長野県 松本市 国道143号 刈谷原トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 新坂巻トンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 白なぎトンネル トンネル 修繕
長野県 松本市 国道158号 雲間の滝トンネル 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 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 県道114号線 白岩トンネル 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 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 松島トンネル 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 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8号線 大平トンネル トンネル 修繕
長野県 上田市 国道254号 三才山トンネル トンネル 修繕

長野県道路附属物等長寿命化修繕計画
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



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成
長野県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

長野県 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 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 松本市 国道143号 渚横断歩道橋 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 旭町横断歩道橋 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 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 下島横断歩道橋 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 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 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 県道300号線白骨温泉線 はんの木 道路附属物等 修繕
長野県 松本市 県道303号線会田西条停車場線 峠下1号スノーシェルター 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 小谷村 国道148号 高橋スノーシェッド 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330号線 犬川スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 白馬村 国道406号 ワラビ平3号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 飯山市 国道292号 濁池スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 山ノ内町 国道292号 横ぞり４スノーシェッド 道路附属物等 修繕
長野県 飯山市 県道97号線 分道スノーシェッド 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４８号線 左右礼橋 橋梁 修繕
長野市 長野市 市道信更１３９号線 ９００２９号橋 橋梁 修繕

上田市橋梁長寿命化修繕計画
上田市 上田市 市道別所日向線 采配橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道王子塩野線 中原橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道構三ケ沖２４号線 西原田橋 橋梁 修繕
上田市 上田市 市道　浦野東線 東橋 橋梁 修繕

飯田市橋梁長寿命化修繕計画
飯田市 飯田市 市道下久堅７８号線 伝田沢川２号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道上郷２号線 紅葉橋２ 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道２－２０上村２０号線 中央橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道伊賀良５８０号線 飯田市９１８５号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道１－３５号沢城線 沢城橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道伊賀良４２６号線 細田沢川１号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道２－３２号竹佐沖線 宮沢橋２ 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道２－３１号観音沢線 観音沢筋交橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道上久堅１９３号線 深堀川３号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道松尾５２号線 祝井沢７号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道南信濃１６７号線 中洞1号橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道南信濃１６７号線 小瀬戸橋 橋梁 修繕
飯田市 飯田市 市道飯田１１９号線 追手橋 橋梁 修繕

諏訪市橋梁長寿命化修繕計画
諏訪市 諏訪市 市道２２２１６号線 舟渡二之橋 橋梁 修繕
諏訪市 諏訪市 市道（１級）１－８号線 城裏１の橋 橋梁 修繕
諏訪市 諏訪市 市道１－０８号線 城裏２の橋 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（１級）亀倉米子線 待居橋 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

伊那市橋梁長寿命化修繕計画
伊那市 伊那市 市道（２級）柏荻線 千代橋 橋梁 修繕
伊那市 伊那市 市道木裏原１号線 木裏北丘橋 橋梁 修繕
伊那市 伊那市 市道白沢２号線 白沢名廻り橋 橋梁 修繕
伊那市 伊那市 市道荒井横山２号線 荒井・横山橋 橋梁 修繕

駒ヶ根市橋梁長寿命化修繕計画
駒ヶ根市 駒ヶ根市 市道2-125号線 大角橋2-46 橋梁 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２月１日現在で作成
長野県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

中野市橋梁長寿命化修繕計画
中野市 中野市 市道北大熊６号線 439橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道大正橋草間線 向田橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道上今井替佐停車場線 今井橋 橋梁 修繕
中野市 中野市 市道穴田中央橋 穴田中央橋 橋梁 修繕

塩尻市橋梁長寿命化修繕計画
塩尻市 塩尻市 市道日出塩旧国道線 日出塩跨線橋 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 点検

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４２８０号線 荒神堂橋 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

川上村橋梁長寿命化修繕計画
川上村 川上村 村道１－２３号線 黒沢橋 橋梁 修繕

青木村橋梁長寿命化修繕計画
青木村 青木村 村道落合一ノ口線 落合橋 橋梁 修繕
青木村 青木村 村道（２級）夫神線 夫神橋 橋梁 修繕
青木村 青木村 村道恋渡線 浦田橋 橋梁 修繕

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

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

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 筑北村 村道（１級）向原線 宇洞坂橋 橋梁 修繕

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



長 野 県

水管理・国土保全局



令和４年度補正予算　河川事業（直轄・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費

信濃川 千曲川 一般河川改修事業 830 ※ 長野市
ながのし

、千曲市
ちくまし

天竜川 天竜川上流 一般河川改修事業 380 ※ 高森町
たかもりまち

、中川村
なかがわむら

信濃川 千曲川 河川維持修繕事業 352 ※ 上田市
うえだし

～飯山市
いいやまし

、野沢
のざわ

温泉
おんせん

村
むら

天竜川 天竜川上流 河川維持修繕事業 593 ※ 辰野町
たつのまち

～天龍村
てんりゅうむら

信濃川 総合水系環境整備事業 74 中野
な かの

市
し

・防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（※）

備　　　　　考



令和４年度補正予算　河川事業（補助・長野県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

信濃川 皿川 大規模特定河川事業 70　 飯山市
いいやまし

信濃川 駒沢川 大規模特定河川事業 361　 長野市
な が の し

信濃川 黒沢川 大規模特定河川事業 440　 安曇野
あ ず み の

市
し

信濃川 岡田川 大規模特定河川事業 280　 長野市
な が の し

天竜川 十四瀬川 大規模特定河川事業 40　 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 37　 ※個別施設については、別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　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

　令和４年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

（工事諸費等を除く）

堰堤維持事業 天竜川ダム統合管理 36

天竜川美和ダム 283

天竜川小渋ダム 30

河川総合開発事業 信濃川大町ダム等再編 7,115

水資源開発事業 木曾川味噌川ダム 56

・上記は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



長野県

　令和４年度補正予算補助ダム事業
（単位：百万円） 

国庫補助基本額

（事業費）

上段（　　　）書きは共同費、

下段は公共費である。

( 174)

河川整備事業費 174 

　治水ダム等建設事業費補助

( 174)

　　建 設 工 事 174 

( 174)

松川ダム再開発 174 生活貯水池

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

事項 ダム名 備　　　　考



令和４年度補正予算　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
御代田町、長野市、塩尻市、佐久穂町、須坂市、筑北村、飯
田市、辰野町、東御市、麻績村、松本市

2,111 ※個別施設については、別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　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

御代田町 信濃川 湯川 湯川ダム

長野市 信濃川 裾花川 裾花ダム

長野市 信濃川 裾花川 奧裾花ダム

塩尻市 信濃川 奈良井川 奈良井ダム

佐久穂町 信濃川 抜井川 古谷ダム

須坂市 信濃川 灰野川 豊丘ダム

筑北村 信濃川 小仁熊川 小仁熊ダム

佐久穂町 信濃川 余地川 余地ダム

飯田市 天竜川 松川 松川ダム

辰野町 天竜川 横川川 横川ダム

東御市 信濃川 金原川 金原ダム

麻績村 信濃川 宮川 北山ダム

松本市 信濃川 水上沢川 水上ダム

長野県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

おおひなたがわ おおひなたがわさぼうえんてい

利根川水系砂防 火山砂防 浅間山 千曲川 大日向川 大日向川砂防堰堤 北佐久郡 軽井沢町 追分 砂防堰堤工 150

合計 1 箇所 150
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　１／６）

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

かごかわ かごかわだい１ごうかりゅうさぼうえんてい

松本砂防 砂防 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 砂防堰堤工 170
砂防
合計 1 箇所 170

まえかわ あずさがわりゅういきさぼうせつびかいちく

火山砂防 信濃川上流 梓川 前川 梓川流域砂防設備改築 松本市 安曇 砂防堰堤工 120
ながわ かなばらちくのりめんたいさく

信濃川上流 梓川 奈川 金原地区法面対策 松本市 奈川黒川渡 斜面対策工 120
火山砂防
合計 2 箇所 240

合計 3 箇所 410
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　２／６）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あきやまごうとこがためこうぐん

湯沢砂防 火山砂防 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 160

合計 1 箇所 160
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　３／６）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きたまた まつかわりゅういきさぼうせつびかいちく

松本砂防 砂防 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 120
くずはじょうりゅうとこがためこうぐんかいちく

姫川 姫川 葛葉上流床固工群改築 北安曇郡 小谷村 北小谷 床固工 140

合計 2 箇所 260
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　４／６）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

くろかわ くろかわけいりゅうほぜんこう

天竜川上流河川 砂防 天竜川 三峰川 黒川 黒川渓流保全工 伊那市 長谷黒河内 渓流保全工 280
しおかわ しおかわとこがためこうぐん

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 220
おおたぎりがわとこがためこうぐん

天竜川 太田切川 太田切川床固工群 駒ヶ根市 赤穂 床固工 230
かたぎりまつかわとこがためこうぐん

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 130
てんりゅうがわじょうりゅうさぼうしせつかいちく

天竜川 三峰川 天竜川上流砂防施設改築 伊那市 長谷杉島 砂防堰堤工 839

合計 5 箇所 1,699
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　５／６）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しもざいさぼうえんていこうぐん

多治見砂防国道 砂防 木曾川 木曾川 下在砂防堰堤工群 木曽郡 大桑村 野尻 砂防堰堤工 120
あげまつかんないさぼうしせつかいちく

木曾川 上松管内砂防施設改築 木曽郡 砂防堰堤工 343

合計 2 箇所 463
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（長野県　６／６）

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（補正）（長野県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

このた

地すべり対策 此田 飯田市 南信濃八重河内 集水井工 150

てんりゅうがわちゅうりゅう

地すべり対策 天竜川中流 下伊那郡 天龍村 平岡

集水井工

阿南町 東條 70

２箇所 220
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

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 まえしまがわ

砂防等事業 天竜川 前島川 茅野市 北大塩 砂防堰堤工 2
にごりさわがわ

木曽川 濁沢川 木曽郡 王滝村 柳ケ瀬 砂防堰堤工 100
しらかわ

木曽川 白川 木曽郡 木曽町 白川 砂防堰堤工 190

小計 3箇所 292

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　1/10）

所在地事業区分 水系名 渓流名



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 がんさわ

砂防等事業 天竜川 蟹沢 岡谷市 三沢 砂防堰堤工 4
にれさわ

天竜川 楡沢 上伊那郡 辰野町 伊那富 砂防堰堤工 50
しっぺいさわ

木曽川 尻平沢 木曽郡 木曽町 日義 砂防堰堤工 20
たぐさがわ

信濃川 田草川 飯山市 静間 砂防堰堤工 5
ひのきさわ

信濃川 桧沢 東筑摩郡 生坂村 上生坂 砂防堰堤工 70
だんのはらさわ

信濃川 段ノ原沢 長野市 小松原 砂防堰堤工 50
おおさわがわ

天竜川 大沢川 諏訪郡 下諏訪町 高木 砂防堰堤工 15
うちのまきがわ

関川 内の巻川 上水内郡 信濃町 古海 砂防堰堤工 30
とだてざわ

信濃川 戸立沢 下高井郡 木島平村 上千石 砂防堰堤工 205

小計 9箇所 449

12箇所 741
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策
合計

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　2/10）

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

砂防等事業 尾野山 上田市 尾野山 集水井工 50
くつかけ

沓掛 小県郡 青木村 沓掛 集水井工 100
くらした

倉下 北安曇郡 白馬村 倉下 集水井工 70
はっぽういわ

八方岩 北安曇郡 小谷村 八方岩 押え盛土工 30
そとざわ

外沢 北安曇郡 小谷村 外沢 集水井工 80
おいだいら

追平 長野市 追平 調査・解析 10

小計 6箇所 340

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

所在地

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　3/10）

事業区分 水系名 箇所名



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 ふくしま

砂防等事業 福島 下伊那郡 天龍村 福島 横ボーリング工 50
あさかわなんぶ

浅川南部 長野市 浅川南部 集水井工 50
おちあい

落合 下高井郡 山ノ内町 落合 集水井工 200
たかはな

高鼻 安曇野市 高鼻 集水井工 40
つがいけ

栂池 北安曇郡 小谷村 栂池 集水井工 80
いちばいちごう

市場１号 北安曇郡 小谷村 市場１号 調査・解析 5
こまつばら

小松原 長野市 小松原 法枠工 350

小計 7箇所 775

合計 13箇所 1,115
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　4/10）

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 にしさんさい

砂防等事業 西三才 長野市 西三才 法枠工 72
ひらしば

平柴 長野市 平柴 法枠工 63

2箇所 135

・急傾斜の事業費は補助基本額である

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

合計

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　5/10）

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 かんきゅうちく

事業 姫川外 神久地区　外 北安曇郡 小谷村　外 神久　外 老朽化対策 1,189

１箇所 1,189
・急傾斜の事業費は補助基本額である
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

合計

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（長野県　6/10）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



施設名 構造物種別 事業種別

ふたごいけいりのさわ

長野県 小海町 二タ子池入ノ沢 二タ子池入ノ沢１号砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕　
きんぽうさんがわ

川上村 金峰山川 阿智端下ダム 渓流保全工 修繕　
ゆかわ

上田市 湯川　外 湯川1号砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
いすずがわ

長和町 五十鈴川 五十鈴川砂防施設 渓流保全工 修繕　
いとがやちく

茅野市 糸萱地区　外 糸萱地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　　等 改築　等
よこかわがわ

岡谷市 横河川 横河川砂防施設 渓流保全工 修繕　
いぬたぎりがわ

伊那市 犬田切川　外 白沢堰堤 砂防堰堤工　等 改築　等
かやがきしたちく

飯田市 萱垣下地区　外 萱垣下地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 修繕　等
よこかわがわ

阿智村 横川川　 横川川床固工 床固工　 改築　
とうげさわ

平谷村 峠沢　 峠沢砂防堰堤 砂防堰堤工　 更新
いどちく

阿南町 井戸地区　外 井戸地区地すべり防止施設　等 集水井工　等 更新　等
しおぶちちく

木曽町 塩渕地区　外 塩渕地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
おおぼらさわ

南木曽町 大洞沢 大洞沢砂防堰堤 砂防堰堤工　 改築　等
ささがわ

木祖村 笹川 笹川砂防堰堤 砂防堰堤工　 改築　等
もちさわ

塩尻市 モチ沢　外 モチ沢砂防ダム　等 砂防堰堤工　等 改築　等
みやぶちちく

松本市 宮淵地区 宮淵地区急傾斜地崩壊防止施設　 法面工 改築　

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（長野県　7/10）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



施設名 構造物種別 事業種別

ふながさわ

朝日村 舟ヶ沢　 舟ヶ沢砂防施設　 渓流保全工 修繕　
かじかさわ

筑北村 河鹿沢　　外 河鹿沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
からすがわ

安曇野市 烏川　外 野山砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 更新　等
じしはらちく

大町市 地志原地区　 地志原地区地すべり防止施設　 横ボーリング工 修繕　
しらさわ

白馬村 白沢　外 白沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
かんきゅうちく

小谷村 神久地区　外 神久地区すべり防止施設　等 アンカー工　等 改築　等
やがわ

坂城町 谷川 谷川砂防堰堤　 砂防堰堤工　 更新
まつかわ

高山村 松川 不動堰堤　 砂防堰堤工　 更新
ちゃうすやまちく

長野市 茶臼山地区　外茶臼山地区すべり防止施設　等 集水井工　等 更新　等
おちあいちく

山ノ内町 落合地区　外 落合地区すべり防止施設　等 集水井工　等 更新　等
まぐせがわ

木島平村 馬曲川 馬曲川馬曲砂防ダム５５ 砂防堰堤工　 改築　
きたおおさわ

千曲市 北大沢 扇平１号砂防堰堤　 砂防堰堤工　 更新

渓流名
箇所名

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（長野県　8/10）

事業主体名 市町村名



施設名 構造物種別 事業種別

みなみがさわ

飯島町 南ヶ沢 南ヶ沢砂防堰堤　 砂防堰堤工　 改築

長寿命化計画の策定、変更

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（長野県　9/10）

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）

特定緊急 おおくぼ

砂防事業 天竜川 大久保 岡谷市 川岸東 砂防堰堤工 99

げばざわがわ

天竜川 下馬沢川 茅野市 高部 砂防堰堤工 50

やたがわ

天竜川 谷田川 上伊那郡 中川村 美里 砂防堰堤工 60
おおさわがわ

天竜川 大沢川 下伊那郡 辰野町 小野 遊砂地工 90

しばさわがわ

天竜川 芝沢川 下伊那郡 天龍村 足瀬 砂防堰堤工 50

５箇所 349
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（長野県　10/10）

所在地事業区分 水系名 渓流名

合計



長野県

　令和４年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

（工事諸費等を除く）

河川総合開発事業 信濃川大町ダム等再編 120

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ひめかわさぼうえんていぐん

松本砂防 砂防 姫川 根知川 姫川砂防堰堤群 北安曇郡 小谷村 北小谷 砂防堰堤工 130

合計 1 箇所 130

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　１／２）

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

じゃぬけざわ わごうじゃぬけざわちんさちこう

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

合計 1 箇所 200

事業費
（百万円）

備　考

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（長野県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



長　野　県

都市局



※市町村名は令和4年11月1日現在である。
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　長野県

（単位：百万円）

維持管理 国営アルプスあづみの公園
安曇野市、大町市、北安曇
郡松川村

200 うち５か年加速化対策　135百万円

令和４年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和４年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 長野県

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

事業 継続

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

836,421 79,200 915,621

佐久市 佐久市 継続 野沢地区 1/2 397,300 39,600 436,900 ５か年加速化対策分

836,421 79,200 915,621

合計 397,300 39,600 436,900

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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 飯綱町 第4飯山街道踏切道 長野県 206



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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 205

(国)148号(白馬駅前)〔白馬村〕、(主)長野上田線(天神)〔上
田市〕、(一)茅野(停)八子ヶ峰公園線(仲町～本町)〔茅野
市〕、(一)旧軽井沢軽井沢(停)線(軽井沢～東雲交差点)
〔軽井沢町〕、(一)白馬岳線(白馬駅前)〔白馬村〕

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　  別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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 697

延徳小学校、加茂小学校、玉川小学校、原小学校、
戸狩小学校、更級小学校、今井小学校、小川小学
校、松川小学校、松代小学校、信里小学校、日野小
学校、清野小学校、西小学校、赤穂東小学校、辰野
西小学校、辰野東小学校、筑北小学校、中川東小学
校、東小学校、南部小学校、豊田小学校、麻績小学
校、箕輪西小学校、箕輪南小学校

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 104 井上小学校、高甫小学校、仁礼小学校

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 38 美南ガ丘小学校

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 2 伊那東小学校、伊那北小学校、東春近小学校

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 140 赤穂小学校、赤穂南小学校

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 2 高社小学校、日野小学校
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Ⅴ．令和４年度鉄道局関係二次補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

幹線鉄道等活性

化事業費補助 

 

 

 

白山市地域公共交通協議会 

 

日本貨物鉄道（株）(新南陽駅) 

 

           計 

 

1,218 

 

37 

 

1,255 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

関西高速鉄道（株）（新線建設） 

 

計 

  

  1,933 

12 

  1,708 

      663 

699 

127 

271 

3,754 

 

9,166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東海旅客鉄道（株）(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道（株）(厚狭駅) 

西日本旅客鉄道（株）(安芸矢口駅) 

 

計 

 

369       

51 

39 

 

459 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

鹿島臨海鉄道（株）（大洗鹿島線） 

岳南電車（株）（岳南線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、筑豊線、長崎線、大村線） 

平成筑豊鉄道（株）（田川線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

（耐震対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線） 

京王電鉄（株）（相模原線） 

東葉高速鉄道（株）（東葉高速線） 

相模鉄道（株）（いずみ野線） 

東京モノレール（株）（羽田空港線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、瀬戸線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（京都線、南大阪線、大阪線、名古屋線

、難波線） 

南海電気鉄道（株）（南海本線） 

 

 

        180 

        86 

        80 

        25 

        4 

        15 

         55 

        20 

539 

50 

51 

 

      1,104 

 

 

100 

        152 

       19 

       67 

300 

       823 

1,209 

        

110 
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阪神電気鉄道（株）（本線、阪神なんば線） 

水島臨海鉄道（株）（水島本線、港東線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

西武鉄道（株）（西武秩父線） 

名古屋鉄道（株）（常滑線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線、名古屋線） 

京阪電気鉄道（株）（京阪本線） 

阪神電気鉄道（株）（本線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策） 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株） 

会津鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

弘南鉄道（株） 

山形鉄道（株） 

由利高原鉄道（株） 

福島交通（株） 

しなの鉄道（株） 

富山地方鉄道（株） 

あいの風とやま鉄道（株） 

えちごトキめき鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

万葉線（株） 

上田電鉄（株） 

鹿島臨海鉄道（株） 

真岡鐵道（株） 

野岩鉄道（株） 

ひたちなか海浜鉄道（株） 

江ノ島電鉄（株） 

銚子電気鉄道（株） 

伊豆箱根鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

三岐鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

豊橋鉄道（株） 

福井鉄道（株） 

遠州鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

413 

        45 

456 

 

     3,693 

 

 

300 

        99 

       402 

       8 

30 

193 

            

      1,032 

 

      

     86 

95 

317 

183 

190 

26 

26 

75 

52 

259 

310 

42 

161 

182 

88 

123 

198 

24 

100 

153 

22 

76 

124 

70 

61 

25 

104 

240 

289 

225 

236 

342 

327 

270 

212 

147 

80 
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神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

阪堺電気軌道（株） 

甲賀市 

叡山電鉄（株） 

和歌山電鐵（株） 

京福電気鉄道（株） 

水間鉄道（株） 

智頭急行（株） 

一畑電車（株） 

井原鉄道（株） 

広島電鉄（株） 

錦川鉄道（株） 

岡山電気軌道（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株）  

島原鉄道（株） 

筑豊電気鉄道（株）  

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

(ホームドア) 

東京臨海高速鉄道（株）（新木場駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（中島駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（港北駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（荒子川公園駅） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（稲永駅） 

京王電鉄（株）（笹塚駅） 

 

小計 

 

計 

 

390 

307 

31 

88 

36 

60 

140 

28 

113 

153 

89 

127 

68 

44 

357 

347 

201 

38 

67 

25 

110 

307 

 

8,667 

 

   

60 

198 

201 

201 

201 

600 

 

1,461 

 

15,957 

（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４年度第２次補正予算　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

官庁営繕費 長野第２地方合同庁舎 長野県　長野市 106 屋根改修

合　　計 106



長 野 県

不動産・建設経済局



長野県
事業費

19.000

長野県 19.000

事業名 事業主体 備考

令和４年度補正予算 配分箇所表
（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費補助 駒ヶ根市

計



令和４年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（長野県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備考

長野県の豊かな自然と文化を活か
した地域間連携の強化と広域観光
の推進

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

21,934

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 3,873

25,807

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（長野県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備考

災害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 1,102,083

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

733,311

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

250,058

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,茅野市,駒ヶ根市,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,平谷村,豊丘村,大鹿村,上松町,木曽町,木祖
村,王滝村,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,南木曽町,
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,南相木村,塩尻市,麻績村,朝日村,千
曲市,飯山市,山ノ内町,栄村

4,043,000

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 15,000

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 995,400

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 2,121,365

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,長和町

489,700



（長野県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

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 254,500

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（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

56,500

長野県流域下水道「水循環・資源循
環のみち２０１５」構想の推進によ
る、安全・安心な暮らしの実現（防
災・安全(重点計画)）

長野県 54,500

長野県都市公園長寿命化対策（防
災・安全）

長野県,御代田町 49,000

長野県都市公園の防災機能強化
その１（防災・安全）

長野県 40,000

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 16,500

伊那市公園施設長寿命化対策事業
（防災・安全）

伊那市 15,000

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

駒ヶ根市 15,000

佐久市都市公園整備計画（防災・安
全）

佐久市 12,500

第二期東御市公園施設長寿命化対
策（防災・安全）

東御市 15,000

安曇野市都市公園安全安心推進計
画（防災・安全）

安曇野市 4,000

辰野町公園施設長寿命化計画（継
続）

辰野町 12,500

10,294,917

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（長野県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備考

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 62,986

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

21,465

84,451

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（長野県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備考

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

203,008

203,008

※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


