
単位：万円

市町村名 事業名 地区・路線・施設・河川名 事業費

広域 河川総合開発事業 天龍川三峰川 8億9400

広域 上伊那広域連合 マテリアルリサイクル推進施設 975

広域 上伊那広域連合 高効率ごみ発電施設（1/2） 9億2144.7

広域 上伊那広域連合 高効率ごみ発電施設（1/3）

広域 伊南バイパス 飯島町～駒ケ根市 34億

広域
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）

伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村、
宮田村を含む16市町村

20億4023.6

広域
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) 上伊那8市町村を含む県内全域 12億2029.5

広域
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）

伊那市、駒ケ根市、箕輪町、南箕輪
村、宮田村を含む29町村

3億9281.8

広域
地域に密着した市町村道の減災対策推進計
画(防災・安全)

辰野町、飯島町、中川村を含む22市
町村

3億0150.6

広域
通学路の安心・安全な歩行者空間の確保計画
(防災・安全)

伊那市、南箕輪村、宮田村を含む24
市町村

12億8854.2

広域
老朽化道路インフラの適切な維持管理を行う
ための点検および修繕・更新計画(防災・安全) 上伊那8市町村を含む県内全域 48億7731.1

広域 長野県地域住宅等整備計画
伊那市、駒ケ根市、辰野町を含む県
内36町村

17億2918.8

広域
長野県全域耐震改修等整備計画（第
2期）（防災・安全）

上伊那8市町村を含む県内全域 2億2705.7

広域
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

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、
飯島町、南箕輪村、を含む48市町村

14億1042.6

広域
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

駒ケ根市を含む3市町 30億5977

広域
雪みちの安全・安心・快適な交通を確保する道
路整備等の推進計画 駒ケ根市、宮田村を含む32市町村 15億0122.6

広域
長野県「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（防砂・
安全）

伊那市、駒ケ根市、宮田村、南箕輪村、辰野
町、箕輪町、飯島町を含む県内全域 32億4211

広域
長野県「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（砂防・
安全）（重点計画）

伊那市、辰野町、南箕輪村を含む13
市町村

2億8656

広域
長野県「水環境・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

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、
飯島町を含む県内32町村

19億5380

広域
長野県良好なまちなみ形成によるまち
づくり計画

辰野町を含む8市町村 2億0748.6

広域
長野県地域住宅等整備計画(くらしの
防災・安全）

駒ヶ根市、箕輪町、宮田村を含む17市
町村

6億7786.6

広域 長野県狭あい道路整備計画 箕輪町、南箕輪村を含む15市町村 7,206
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市町村名 事業名 地区・路線・施設・河川名 事業費

広域
国営かんがい排水事業（国営施設機
能保全事業）

伊那西部（伊那市、辰野町、箕輪町、
南箕輪村）

3億8000

広域 農業競争力強化基盤整備事業 伊那西部2期（伊那市、辰野町ほか） 1,000

広域 一般河川改修 天竜川上流（飯田市、宮田村） 9億8800

広域 河川工作物関連応急対策事業 天竜川上流（辰野町、箕輪町） 3,000

伊那市 直轄砂防　三峰川 大久保谷川砂防堰堤 1億3200

伊那市 直轄砂防　三峰川 穴沢砂防堰堤 5億9000

伊那市 直轄砂防　三峰川 屋合沢砂防堰堤 8,900

伊那市 直轄砂防　三峰川 小田井入沢砂防堰堤 1億7700

伊那市 直轄砂防　三峰川 熊倉沢砂防堰堤 1億3200

伊那市 直轄砂防　三峰川 コダマ入沢砂防堰堤 1億3200

伊那市 直轄砂防　三峰川 一長沢砂防堰堤 1億1800

伊那市 直轄砂防　三峰川 黒川渓流保全工 1,500

伊那市 直轄砂防　三峰川 塩沢第2砂防堰堤 1,500

伊那市 直轄砂防　三峰川 北沢砂防堰堤 1,500

伊那市 直轄砂防　三峰川 赤笹沢砂防堰堤 1,500

伊那市 直轄砂防　三峰川 天竜川上流砂防施設改築 2億9200

伊那市 復旧治山事業 大黒沢 5,800

伊那市 復旧治山事業 東谷 4,000

伊那市 地すべり防止事業 船形沢 1億7500

伊那市 農村地域防災減災事業 伊那 2,000

伊那市 森林環境保全整備事業 伊那谷（伊那市、下諏訪町ほか） 3億3100

伊那市 水源森林再生対策事業 小原 1,200

伊那市 伝統文化親子教室事業 い～な囲碁親子教室 18

伊那市 伝統文化親子教室事業 未来につなぐ日本の文化 40.7
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伊那市 伝統文化親子教室事業 伝統文化親子将棋教室 35.6

伊那市 伝統文化親子教室事業 小出太鼓育成会こども教室 35

伊那市 伝統文化親子教室事業
第六回五色百人一首長野県南信大
会

12.6

伊那市 伝統文化親子教室事業 いけばな野溝社中 7.1

伊那市 伝統文化親子教室事業 伝統文化子どもいけ花教室 7.8

伊那市 文化遺産総合活用推進事業 伊那市文化遺産活用情報発信事業 292.6

駒ケ根市 スマートIC整備事業 中央自動車道（駒ケ根IC～松川IC間） 1億1400

駒ケ根市
都市公園の長寿命化による安全で快適な都市
公園づくりと公園を活用した交流拠点の整備 1,000

駒ヶ根市
道路ネットワークの構築と中心市街地
の賑わいづくり

1,200.4

駒ヶ根市
医療拠点へのアクセス整備による安
心・安全なまちづくり

1億5971.1

駒ケ根市 直轄砂防　太田切川 太田切床固工群 1,500

駒ケ根市 直轄砂防　中田切川 中田切川砂防堰堤改築 8,900

駒ヶ根市 直轄砂防　新宮川 ぶどう沢川砂防堰堤 1,500

駒ヶ根市 直轄砂防　新宮川 芦洞沢砂防堰堤 1億3200

駒ヶ根市 直轄砂防　新宮川 古屋敷沢第2砂防堰堤 8,900

駒ヶ根市 農業競争力強化基盤整備事業 宮の原 1,600

駒ヶ根市 伝統文化親子教室事業 ジュニア和楽器隊　育成事業 40.7

駒ケ根市 浄化槽設置整備事業 50基 116.1

辰野町 辰野町公園施設長寿命化計画 辰野町 1,900

辰野町 保安林整備事業 飯沼沢 600

辰野町 農村地域防災減災事業 辰野竜東 6,000

辰野町 農村地域防災減災事業 辰野竜西 3,000

辰野町 浄化槽設置整備事業 2基 27.6

箕輪町 復旧治山事業 富田 4,200
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箕輪町 地すべり防止事業 日影入 2,700

箕輪町 伝統文化親子教室事業 日本太鼓ジュニア教室 39.9

箕輪町 伝統文化親子教室事業 邦楽（琴）子ども教室 34.1

箕輪町 伝統文化親子教室事業
箕輪町地区伝統文化いけばな親子教
室

37.6

箕輪町 浄化槽設置整備事業 5基 60.8

飯島町 保安林整備事業 南沢 500

飯島町 直轄砂防　中田切川 中田切渓流保全工 1億3200

飯島町 直轄砂防　与田切川 与田切床固工群 1億2600

飯島町 農村地域防災減災事業 千人塚（事業着手） 3,000

飯島町 農村地域防災減災事業 花の里 8,000

飯島町 農村地域防災減災事業 飯島 9,000

飯島町 浄化槽設置整備事業 20基 251.1

南箕輪
南箕輪村誰もが安心して利用できる
都市公園機能の拡充（防災・安全）

南箕輪村 2,700

南箕輪 浄化槽設置整備事業 15基 33.2

中川村 復旧治山事業 郷土沢 1,700

中川村 農村地域防災減災事業 南向 2,000

中川村 農村地域防災減災事業 片桐 3,000

中川村 浄化槽設置整備事業 6基 79

宮田村 直轄砂防　太田切川 黒川第４砂防堰堤 3億5400

宮田村 復旧治山事業 黒川中流 7,500

宮田村 保安林整備事業 寺沢 200

宮田村
中央アルプス山麓を活かした林業・観
光地再生プロジェクト

40
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