
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 飯喬道路改築 R474　飯田市～喬木村 44憶5000

広域 飯喬道路改築 R474　青崩峠道路 29億8000

全県 道整備交付金(過疎代行) 山のこころー森・人担い手育成・交流活性化事業計画 1億4000

全県 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 シカ 2800

全県 農村漁村地域整備交付金 31億1900

広域 堰堤改良事業 天竜川小渋ダム 4憶5700

広域 一般河川改修 天竜川上流（飯田市・宮田村） 9億8800

広域 総合水系環境整備事業 飯田市・喬木村・高森町・豊丘村 9100

広域
安心・安全・快適な交通を確保（防災・安全交付
金）

飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・売木村・天龍村・泰
阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村含む70市町村 12億2029.5

広域
児童・生徒等の安全歩行空間確保（防災・安全
交付金） 飯田市・豊丘村含む29市町村 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・安全交付金）

高森町・泰阜村・豊丘村・喬木村含む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（防
災・安全交付金） 飯田市含む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・修繕・更新計画(防災・安全)

飯田市・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・大鹿村含む77市町村 48億7731.1

広域
水循環・資源循環のみち（防災・安全交付
金）

飯田市・松川町・阿智村・喬木村・豊丘村含む51市町村
と組合 32億4211

広域
水循環・資源循環のみち重点事業（防災・
安全交付金）重点計画

飯田市・松川町・高森町・喬木村・豊丘村含む13市町村 2億8656

広域
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

飯田市・松川町・高森町・阿智村・売木村・泰阜村喬木
村・豊丘村含む48市町村 14億1042.6

広域
高速交通網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

飯田市含む3市町 30億5977

広域 耐震改修等整備計画 飯伊14市町村含む県内全域 2億2705.7

広域 地域住宅等整備計画（くらしの防災・安全）飯田市・天龍村・大鹿村含む17市町村 6億7787.6

広域 地域住宅等整備計画 飯田市・松川町・大鹿村含む36市町村 17億2918.8

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

飯田市・売木村含む32市町村 15億0122.6

広域
社会資本整備総合交付金水循環・資源循
環のみち

飯田市・高森町・喬木村・含む32市町村と組合 19億5380

広域 国営かんがい排水事業 竜西（飯田市・松川町・高森町） 1億

広域 農村地域防災減災事業 竜西２期（飯田市・松川町ほか） 3500

広域 森林環境保全整備事業
伊那谷（飯田市・松川町・喬木村・阿智村・下條村・
大鹿村・豊丘村含む16市町村

3億3100

広域 森林環境保全整備事業（造林） 伊那谷（飯伊14市町村含む28市町村） 16億5400

広域 自然環境整備計画 泰阜村含む17市町村　天竜奥三河国定公園 7334.3

全県 生活基盤施設耐震化事業 H.28からの繰り越し 1652.2

全県 生活基盤施設耐震化事業 9461.5

飯田市 改築(市)座光寺280号線 仮称)座光寺スマートICアクセス道路 1億

飯田市 スマートIC整備 座光寺　中央自動車道西宮線 2300

飯田市 道整備交付金 山・里・街の魅力あふれる豊かな地域づくり計画 3400

飯田市 農村地域防災減災事業 野池　 3700

飯田市 治水ダム建設 松川ダム再開発（生活貯水池） 5億1900

飯伊地区　平成29年度予算

衆議院議員　宮下一郎
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 事業費

飯田市 直轄砂防　遠山川 ツベタ沢砂防堰堤 3憶9900

飯田市 直轄砂防　遠山川 中郷砂防堰堤 1500

飯田市 直轄砂防　遠山川 池口川第２砂防堰堤 8900

飯田市 直轄砂防　遠山川 カリデ沢砂防堰堤 1500

飯田市 直轄砂防　遠山川 ニノセ砂防堰堤 1500

飯田市 直轄砂防　遠山川 コタシロ砂防堰堤 8900

飯田市 直轄砂防　遠山川 小嵐第3砂防堰堤 8900

飯田市 直轄砂防　遠山川 コスマ沢砂防堰堤改築 1500

飯田市 直轄砂防　遠山川 西山沢砂防堰堤 1500

飯田市 直轄地すべり対策 此田　排水ボーリング工 1憶7700

飯田市 直轄治山事業 松川入 3億9700

飯田市 復旧治山事業 千代 4500

飯田市 復旧治山事業 沢柄 1900

飯田市 地すべり防止事業 地蔵峠 1億8300

飯田市 保安林整備事業 和田 400

飯田市 都市公園長寿命化対策 1,000

飯田市 中心市街地都市再生整備計画 1億3090

飯田市 文化遺産継承活用実行委員会 文化遺産継承活用事業 179.9

飯田市 伝統文化親子教室事業 上郷いけばな子供教室 12.3

飯田市 伝統文化親子教室事業 信州飯田岳風会　青年部 33.7

飯田市 伝統文化親子教室事業 一生もん塾開塾事業 13.3

飯田市 伝統文化親子教室事業 羽場花のわ華道教室 10.1

飯田市 伝統文化親子教室事業 飯田親子踊り教室 18.8

飯田市 伝統文化親子教室事業 橋南伝統文化親子教室 24.3

飯田市 浄化槽設置整備事業 60基 721

松川町 松川地区都市再生整備計画 740

松川町 浄化槽設置整備事業 10基 130

高森町 都市公園健全化計画 1800

高森町 施設整備関する計画支援1/3 最終処分場

高森町 浄化槽設置整備事業 12基

大鹿村 直轄砂防　　小渋川 有道沢砂防堰堤 1500

大鹿村 直轄砂防　　小渋川 塩川床固工群 1憶3200

大鹿村 直轄砂防　　小渋川 塩川第２砂防堰堤 1憶3200

大鹿村 直轄地すべり対策 入谷　排水ボーリング工 5200

大鹿村 直轄治山事業 小渋川 3億5800

大鹿村 直轄地すべり防止事業 小渋川 2億4800

大鹿村 直轄復旧治山事業 塩川下流 7900

247.8
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 事業費

大鹿村 浄化槽設置整備事業 4基 55.2

豊丘村 浄化槽設置整備事業 5基 70.7

喬木村 保安林整備事業 阿島 100

阿南町 伝統文化親子教室事業 早稲田人形三番叟教室 11.2

阿南町 道整備交付金 きめ細やかな安全性、快適性を高めるまちづくり再生計画 1400

阿南町 浄化槽設置整備事業 8基 104.9

阿南町 生活基盤近代化事業 基幹改良 7500

泰阜村 保安林整備事業 三耕地 100

泰阜村 浄化槽設置整備事業 5基 69

泰阜村 簡易水道再編推進事業 統合簡易水道 2845.2

下條村 浄化槽設置整備事業 15基 209.4

売木村 浄化槽設置整備事業 1基 13.8

売木村 生活基盤近代化事業 基幹改良 232.2

天龍村 復旧治山事業 チノタワ 3000

天龍村 保安林整備事業 天龍 100

天龍村 浄化槽設置整備事業 2基 27.6

天龍村 簡易水道再編推進事業 統合簡易水道(鶯巣ほか) 1471.5

阿智村 R153交通安全対策 駒場地区歩道設置 900

阿智村 道整備交付金
住民一人ひとりの人生の質を高められる持続可能な村づくりの
ための地域再生計画 200

阿智村 保安林整備事業 小渋川他 2600

阿智村 復旧治山事業 寒原 1700

阿智村 復旧治山事業 大根沢 3400

阿智村 復旧治山事業 伍和 2000

阿智村 施設整備関する計画支援1/3 最終処分場

阿智村 浄化槽設置整備事業 6基

平谷村 生活基盤近代化事業 基幹改良 2943.8

根羽村 浄化槽設置整備事業 2基 27.6

参考

浜松市 三遠南信自動車道改築 R474佐久間道路・三遠道路 42憶5600

愛知県 三遠南信自動車道改築 R474東栄町～新城市 40憶3400

豊田市 伊勢神改良 R153 4億

650.1
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