
単位：万円

市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

全県 道路情報施設 県内一円（節電・停電） 1億9750

全県 直轄交通安全対策(緊急) R153根羽・平谷・阿智(法面・盛土） 8,700

全県 直轄交通安全対策(緊急) R153平谷・阿智(豪雪） 8,800

全県 農山漁村地域整備交付金 1億0400 31億3300

全県 社会資本整備総合交付金 減災対策推進計画（防災・安全） 1,060.7

広域 直轄道路改築 飯喬道路　R474飯田市～喬木村 46億0000

広域 直轄交通安全対策(緊急) R153根羽村～飯田市（豪雪） 6,000

広域 直轄交通安全対策(緊急) R153阿智村（豪雪） 6,000

広域 直轄交通安全対策(緊急) R474飯田市(豪雪） 1,000

広域 直轄維持管理(緊急) R153根羽・平谷(豪雪) 1,900

広域 直轄維持管理(緊急) R474飯田市(豪雪） 3,800

広域 直轄維持管理 R153根羽村～飯田市 3億6100

広域 直轄維持管理 R153　根羽村・平谷・阿智　法面・盛土 2億3,400

広域 直轄維持管理 R474　飯田市.・喬木　法面・盛土 1億2,000

広域 直轄道路改築 R474飯田市～喬木村 ゼロ国　　　　4億

広域 直轄一般河川改修 天竜川上流　飯田市・飯島町・辰野町 1億3800

広域 直轄一般河川改修 天竜川上流　飯田市・中川村・飯島町・宮田村・伊那市・辰野町 16億4,800

広域 直轄総合水系整備事業 飯田市・駒ヶ根市・高森町・喬木村・豊丘村 1,000

広域 直轄ダム事業 天竜川小渋ダム 3億3,700

広域 直轄河川維持修繕事業 天竜川上流　飯田市～辰野町 4億6900

広域 直轄地滑り対策事業 天龍村平岡・阿南町東條（工事用道路） 2億5300

広域 森林環境保全整備事業
伊那市・飯田市・大鹿村・茅野市・辰野町・駒ヶ根市・宮
田村・飯島町・富士見町・下諏訪町・阿智村・豊丘村・喬
木村・松川町・中川村・下條村

2,400 5億5400

広域 森林環境保全整備事業
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28市町村

10億2200

広域 保安林整備事業 阿智村・豊丘村 3,500

広域 農業農村整備
飯田市・松川町・高森町　国営かんがい排水事業
竜西 3,000 5億5500

広域 地方創生推進交付金 航空機産業集積化によるイノベーションの創出 1億2910

長野県ＵＩターン就業・創業移住支援事業
長野県地域課題解決型創業支援事業

飯田市・伊那市・駒ヶ根市・箕輪町・南箕輪村・中川村・
宮田村・　高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下
條村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村

　　　　　　飯伊地区　平成31年度予算

4,870.4広域 地方創生推進交付金

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 H30補正事業費 H31事業費

広域
社会資本整備総合交付金

（老朽化道路）

飯田市・高森町・阿智村・天龍村・阿南町・平谷村・下條
村・売木村・泰阜村・豊丘村・大鹿村・喬木村含む69市
町村

9億3482.4

広域
社会資本整備総合交付金

（通学路等）
飯田市・高森町・豊丘村含む32市町村 6億0887.8

広域
社会資本整備総合交付金

（市町村道減災対策）
高森町・泰阜村・豊丘村・喬木村・阿南町・売木村含む
32市町村 3億6862.5

広域
社会資本整備総合交付金

（道路整備）
飯田市・松川町・豊丘村・大鹿村含む42市町村 8,945

広域
社会資本整備総合交付金

（地域間連携の強化）
飯田市・豊丘村・売木村・泰阜村・根羽村含む38市町村 4億2370

広域
社会資本整備総合交付金

（高速交通網アクセス）
飯田市・高森町含む5市町村 2億5171.9

広域 自然環境整備交付金 根羽村天竜奥三河国定公園ほか県内4公園 1億9274.1

飯田市 社会資本整備総合交付金 Ｒ152　小嵐バイパス 9,934.3

飯田市 社会資本整備総合交付金 東新町座光寺線　リニアアクセス道路 3,465

飯田市 直轄道路改築 R474  青崩峠道路 29億0000

飯田市 道路改築 R153　飯田北改良 11億0000

飯田市 道路改築
座光寺280号線　座光寺スマートインターICアクセ
ス

4億0000

飯田市 社会資本整備総合交付金 飯島飯田線ほか1路線　座光寺上郷道路 3億1432.5

飯田市 社会資本整備総合交付金 座光寺スマートIC・座光寺 1億2313.1

飯田市 地方創生道整備交付金 山、里、街の魅力あふれる豊かな地域づくり計画 3,100

飯田市 社会資本整備交付金 R151駒沢橋(耐震） 550 275

飯田市 社会資本整備交付金 R151ほか小松原トンネルほか(停電・節電) 1億4575

飯田市 社会資本整備交付金 R151ほか駄科ほか(法面・盛土) 2,000 250

飯田市 社会資本整備交付金 R152ほか市野瀬～木沢(法面・盛土） 1億1500

飯田市 社会資本整備交付金 R256下久堅ﾊﾞｲﾊﾟｽ(法面・盛土) 5,500 4,125

飯田市 社会資本整備交付金 R256上清内路橋ほか(耐震) 1,100 1,512.5

飯田市 社会資本整備交付金 R256ほか上久堅～清内路（法面・盛土) 7,000 400

飯田市 社会資本整備交付金 Ｒ418ほか五軒茶屋～尾之島(法面・盛土) 1億6950 2,000

飯田市 社会資本整備交付金 市場桜町線　座光寺(法面・盛土) 3,500

飯田市 社会資本整備交付金 時又中村線ほか　時又～中村(法面・盛土) 5,700 700

飯田市 社会資本整備交付金 上飯田線ほか　上村～氏乗(法面・盛土) 1億3350 2,800

飯田市 社会資本整備交付金 新井伊那八幡(停)線　水城(豪雪） 2,500 750

飯田市 社会資本整備交付金 親田中村線　三穂(豪雪） 1,100

飯田市 社会資本整備交付金 米川駄科(停)線　田力(法面・盛土) 500

飯田市 社会資本整備交付金 米川飯田線　安戸～堀廻(法面・盛土) 1,250

飯田市 社会資本整備交付金 米川飯田線ほか　千代～駄科　 600
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

飯田市 社会資本整備交付金 米川飯田線ほか　陽皐～弁天橋(法面・盛土) 1億5050 800

飯田市 社会資本整備交付金 飯田南木曽線ほか　猿庫の泉～夏焼(法面・盛土) 5,000 700

飯田市 社会資本整備交付金 飯田富山佐久間線ほか龍江～羽衣崎(法面・盛土) 9,500 1,000

飯田市 社会資本整備交付金 上村1号線　上村大平(法面・盛土) 750 4,250

飯田市 社会資本整備交付金 飯田中津川線(豪雪） 1,375 4,950

飯田市 社会資本整備総合交付金 横山線ほか・久米路橋ほか39橋 2,437.6

飯田市 社会資本整備総合交付金 伊那生田飯田線　弁天橋 2,227.5

飯田市 社会資本整備総合交付金 座光寺２７５号線ほか・南大島川橋ほか３４橋 7,312.7

飯田市 社会資本整備総合交付金 市内一円 4,675

飯田市 社会資本整備総合交付金 Ｒ256　下久堅バイパス 2億1799.8

飯田市 社会資本整備総合交付金 大休妙琴線　切石 2,237.3

飯田市 社会資本整備総合交付金 長野原線　長野原 3,579.8

飯田市 社会資本整備総合交付金 親田中村線　三穂 3,449.6

飯田市 社会資本整備総合交付金 座光寺95号線・宮の前 2,147.9

飯田市 社会資本整備総合交付金 市場桜町線　座光寺 1,504.2

飯田市 社会資本整備総合交付金 米川駄科停車場線　田力 1,504.2

飯田市 社会資本整備総合交付金 米川飯田線　安戸～堀廻 3,048.3

飯田市 社会資本整備総合交付金 Ｒ151　松尾～川路 2,331.9

飯田市 社会資本整備総合交付金 羽場坂中村線ほか 1,324.6

飯田市 社会資本整備総合交付金 下虎岩中央線・下虎岩 2,981.5

飯田市 社会資本整備総合交付金 島垣外宮ヶ洞線・大瀬木 5,882.2

飯田市 社会資本整備総合交付金 尾林八ノ倉線・千代 2,256.9

飯田市 社会資本整備総合交付金 船渡高森線・龍江 4,222.1

飯田市 社会資本整備総合交付金 上郷108号線ほか・上郷 6,329.6

飯田市 社会資本整備総合交付金 上郷35号線ほか・北条 1,543.4

飯田市 社会資本整備総合交付金 Ｒ152　小嵐バイパス（法面・盛土） 2,148.2

飯田市 社会資本整備総合交付金 Ｒ152ほか　市野瀬～木沢（法面・盛土） 1,400

飯田市 社会資本整備総合交付金 Ｒ418　飯島拡幅（法面・盛土） 5,500

飯田市 社会資本整備総合交付金 Ｒ418　大町～下市場（法面・盛土）

飯田市 補助ダム事業 松川ダム再開発 5億2600

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　柳沢　柳沢第2砂防堰堤 2億7800

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　小沢川　小沢砂防堰堤改築 2,400

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　ツベタ沢　ツベタ沢砂防堰堤 2億5200

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　上村川　中郷砂防堰堤 1,700
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　池口川　池口川第2砂防堰堤 1億8200

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　カリデ沢　カリデ沢砂防堰堤 1,700

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　ニノセ砂防堰堤 1,700

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　コタシロ沢　コタシロ砂防堰堤改築 1億2100

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　小嵐第3砂防堰堤 2億7800

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　北又沢　コスマ沢砂防堰堤 1億2100

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　小嵐川　西山沢砂防堰堤 900

飯田市 直轄地滑り対策事業 南信濃八重河内此田（集水ボーリング） 1億2000

飯田市 大規模特定砂防事業 小池沢　和田（測量設計） 1,000

飯田市 地方創生推進交付金 三遠南信地域情報活用・発信事業 50

飯田市 伝統文化親子教室事業 上郷いけばな子供教室 10.4

飯田市 伝統文化親子教室事業 信州飯田岳風会 38.7

飯田市 伝統文化親子教室事業 羽場文化スポーツクラブ花のわ華道教室 13.9

飯田市 伝統文化親子教室事業 橋南伝統文化継承親子教室 22.5

飯田市 伝統文化親子教室事業 飯田親子踊り教室 38.7

飯田市 伝統文化親子教室事業 龍っ子の会 38.7

飯田市 水道施設耐震化事業 基幹水道構造物の耐震化事業 247.3

飯田市 浄化槽設置整備事業 ５０基 633.3

飯田市 直轄治山 松川入　山腹工・渓間工 7,500 4億8100

飯田市 直轄治山 松川入　山腹工・渓間工 ゼロ国　1億1500

飯田市 地すべり防止事業 地蔵峠 1億5000 2億3900

飯田市 復旧治山事業 畑沢 1億5300

飯田市 復旧治山事業 平畑 4,200

飯田市 林道整備事業 高平線 2,400

飯田市 林道整備事業 野底山線 1,000

飯田市 農村地域防災減災事業 野池 600 1,700

飯田市 農村地域防災減災事業 飯田1 1,000

飯田市 防災林造成事業 野池 1,600

飯田市 学校施設環境改善交付金 追手町小学校（防災機能強化） 1,890.7

松川町 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線　宮ケ瀬橋（耐震） 4,455 1億7160

松川町 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線ほか　中沢～弁天橋（法面・盛土) 1億0600 600

松川町 社会資本整備交付金 松川大鹿線　峠しもくり(法面・盛土) 1,000 1,319.3

松川町 社会資本整備交付金 松川大鹿線ほか　松除～落合(法面・盛土) 1億0750 1,400

松川町 社会資本整備総合交付金 伊那生田飯田線　宮ケ瀬橋 2億4389.1
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

松川町 社会資本整備総合交付金 伊那生田飯田線　宮ケ瀬橋 3,836

松川町 直轄砂防事業 片桐松川　片桐松川床固工群 2億6100

松川町 事業間連携砂防事業 中の村沢　中の村砂防堰堤工 9,000

松川町 浄化槽設置整備事業 10基（補正）　　　22基 4.8 185.3

松川町 地方創生拠点整備交付金 およりての森から始まるヘルスツーリズム拠点整備 3,495

松川町 地方創生拠点整備交付金 松川町総合交流促進施設観光拠点整備事業 924

松川町 地方創生拠点整備交付金 「みんないっしょ」の生涯活躍のまちづくり事業 9,712.5

松川町 地方創生推進交付金 観光交流地域づくり 4,663.4

松川町 水道施設耐震化事業 緊急用連絡管 1,027.5

高森町 社会資本整備交付金 市田停車場上市田線　下市田(豪雪） 2,310 2,915

高森町 社会資本整備総合交付金 1-6号線・八日市場（2） 1,439.9

高森町 社会資本整備総合交付金 1-3号線　上市田 2,792.4

高森町 社会資本整備総合交付金 7290号線　下市田 5,691.4

高森町 地方創生推進交付金 「大人の社会塾」を中心とした人材育成 1,328.5

高森町 地方創生推進交付金 ライフワークミックスで女性活躍 932.8

高森町 浄化槽設置整備事業 12基 149.2

阿南町 社会資本整備交付金 Ｒ151　新野拡幅(法面・盛土) 500 7,500

阿南町 社会資本整備交付金 Ｒ151ほか　小松原トンネルほか(停電・節電) 1億4575

阿南町 社会資本整備交付金 Ｒ151　落合ほか(法面・盛土) 4,550 1,600

阿南町 社会資本整備交付金 粟野御供線ほか　門島～御供(法面・盛土) 5,800 400

阿南町 社会資本整備交付金 為栗和合線ほか　為栗～和合(法面・盛土) 5,050 300

阿南町 社会資本整備交付金 深沢阿南線ほか　上和合～大久保(法面・盛土) 2億2100 1,300

阿南町 社会資本整備交付金 阿南根羽線ほか　巾川～小戸名(法面・盛土) 1億4950 3,350

阿南町 社会資本整備交付金 下條米川飯田線ほか　陽皐～弁天橋(法面・盛土) 1億5050 800

阿南町 社会資本整備交付金 飯田富山佐久間線ほか　龍江～羽衣崎(法面・盛土) 9,500 1,000

阿南町 社会資本整備交付金 道の駅　県内一円 1億2000

阿南町 地方拠点整備交付金 新野千石平を拠点とした地域ブランド力強化 8,272

阿南町 地方拠点整備交付金 Ｒ418　新野～平岡（法面・盛土）

阿南町 地方拠点整備交付金 大下条53号線　大平（法面・盛土）

阿南町 地方拠点整備交付金 大下条1号線　川田（法面・盛土）

阿南町 地方拠点整備交付金 和合10号線　押ノ田（法面・盛土）

阿南町 社会資本整備総合交付金 重点「道の駅」信州千石平 1,375

阿南町 地方創生道整備交付金 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 1,800

阿南町 社会資本整備総合交付金 Ｒ151　新野拡幅 800
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

阿南町 社会資本整備交付金 和合7号線・本村（法面・盛土） 468

阿南町 水道施設耐震化事業 増補改良 3,000

阿南町 水道施設耐震化事業 基幹改良 3,000

阿南町 社会資本整備交付金 富草26号線・粟野（法面・盛土） 1,170

阿南町 農村地域防災減災事業 阿南1 1,000

阿南町 浄化槽設置整備事業 8基 104.9

大鹿村 地方創生道整備交付金 地域再生計画 2,000

大鹿村 社会資本整備交付金 R151ほか　小松原トンネルほか(停電・節電) 1億4575

大鹿村 社会資本整備交付金 R152ほか　市野瀬～木沢(法面・盛土) 1億1500 1,400

大鹿村 社会資本整備交付金 松川インター大鹿線ほか　渡場～松除(法面・盛土) 2,650 300

大鹿村 社会資本整備交付金 松川大鹿線ほか　松除～落合(法面・盛土) 1億0750 1,400

大鹿村 社会資本整備総合交付金 中峰線ほか・沢井ほか 1,051.6

大鹿村 社会資本整備総合交付金 Ｒ152　大河原ほか 2,438.7

大鹿村 直轄砂防 小渋川滝沢　大河原砂防堰堤工 5億0700

大鹿村 直轄砂防 小渋川　塩川　塩川床固工群 3億1500

大鹿村 直轄砂防 小渋川　滝沢　滝沢第2砂防堰堤 3億2000

大鹿村 直轄砂防 小渋川　鹿塩川　有道沢砂防堰堤 1,700

大鹿村 事業間連携砂防事業 引の田　横ボーリング工 4,400

大鹿村 直轄治山事業 小渋川 2億9600

大鹿村 直轄地すべり防止事業 小渋川 2億5100

大鹿村 保安林緊急改良事業 鹿塩 1,000

大鹿村 林道整備事業 鳥倉線 3,500

大鹿村 浄化槽設置整備事業 4基（補正）　　8基 2.8 177.2

大鹿村 地方創生拠点整備交付金 塩の里整備事業 5,114.9

大鹿村 社会資本整備交付金 県内一円トンネル施設（節電・停電） ２億5691

大鹿村 水道施設耐震化事業 増補改良 1,476.9

阿智村 社会資本整備交付金 Ｒ256清内路トンネルほか 1,870

阿智村 社会資本整備交付金 Ｒ256　上久堅～清内路(法面・盛土) 7,000 400

阿智村 社会資本整備交付金 深沢阿南線ほか　上和合～大久保(法面・盛土) 2億2100 1,300

阿智村 社会資本整備交付金 富士見台公園線　花桃の里(豪雪) 5,000

阿智村 社会資本整備交付金 園原インター線ほか　智里～清内路(法面・盛土) 4,400 2,550

阿智村 社会資本整備交付金 田中乱橋線　鞍掛峠（豪雪） 2,250

阿智村 社会資本整備総合交付金 Ｒ256　上清内路橋ほか 2,860

阿智村 社会資本整備総合交付金 3-39号線　中之橋 1,962.1
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

阿智村 社会資本整備総合交付金 村内一円 1,012

阿智村 社会資本整備総合交付金 Ｒ256　上清内路 2,298.3

阿智村 社会資本整備総合交付金 3-39号線　中之橋 1,480.3

阿智村 社会資本整備交付金 県内一円トンネル施設（節電・停電） 2億5691

阿智村 大規模特定砂防事業 栗代川　矢越砂防堰堤工 8,000

阿智村 地方推進交付金 スタービレッジ事業を核とした地域の魅力向上 5,106.6

阿智村 地方推進交付金 信州ユニバーサルツーリズム推進による稼ぐ観光 40

阿智村 復旧治山事業 大根沢 7,200

阿智村 浄化槽設置整備事業 8基 99.4

阿智村 学校施設環境改善交付金 阿智第一小学校Ⅱ期工事（防災機能強化） 1,010

平谷村 社会資本整備交付金 Ｒ418ほか　五軒茶屋～尾之島(法面・盛土) 1億6950 2,000

平谷村 水道施設耐震化事業 基幹改良 2,804.5

根羽村 社会資本整備交付金 Ｒ151ほか　小松原トンネルほか(停電・節電) 1億4575

根羽村 社会資本整備交付金 阿南根羽線ほか　巾川～小戸名(法面・盛土) 1億4950 3,350

根羽村 林道整備事業 新井小栃線 2,000

根羽村 浄化槽設置整備事業 2基 27.6

根羽村 学校施設環境改善交付金 根羽小学校・中学校（統合改修） 6,966

下條村 社会資本整備交付金 Ｒ151　吉岡城南大橋(耐震) 550 1,100

下條村 社会資本整備交付金 R151ほか　小松原トンネルほか(停電・節電) 1億4575

下條村 社会資本整備交付金 R151ほか　陽皐ほか(法面・盛土) 2,500 500

下條村 社会資本整備交付金 時又中村線ほか　時又～中村(法面・盛土) 5,700 700

下條村 社会資本整備交付金 下條米川飯田線ほか　陽皐～弁天橋(法面・盛土) 1億5050 800

下條村 社会資本整備交付金 天竜公園阿智線ほか　唐笠～春日(法面・盛土) 1,300 300

下條村 社会資本整備総合交付金 Ｒ151　吉岡城南大橋 2,227.5

下條村 社会資本整備総合交付金 Ｒ151　駒沢橋 2,227.5

下條村 社会資本整備総合交付金 Ｒ151ほか　小松原トンネルほか 2,031.2

下條村 社会資本整備総合交付金 Ｒ151　粒良脇トンネル 2億8600

下條村 社会資本整備交付金 Ｒ151　粒良脇トンネル（法面・盛土） 550

下條村 浄化槽設置整備事業 15基 229.3

売木村 社会資本整備交付金 R151ほか　小松原トンネルほか(停電・節電) 1億4575

売木村 社会資本整備交付金 Ｒ418　軒川(法面・盛土) 4,125 550

売木村 社会資本整備交付金 Ｒ418ほか　五軒茶屋～尾之島(法面・盛土) 1億6950 2,000

売木村 社会資本整備交付金 阿南根羽線ほか　巾川～小戸名(法面・盛土) 1億4950 3,350

売木村 社会資本整備交付金 54号線　軒川(法面・盛土) 1,220 1,220
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

売木村 地方創生拠点整備交付金 道の駅の小さな拠点魅力化事業 4,260

売木村 社会資本整備総合交付金 Ｒ418　軒川 275

売木村 社会資本整備総合交付金 高森山線・炭焼場 1,482.5

売木村 水道施設耐震化事業 基幹改良 139.3

売木村 浄化槽設置整備事業 1基 13.8

泰阜村 社会資本整備交付金 R151ほか　小松原トンネルほか(停電・節電) 1億4575

泰阜村 社会資本整備交付金 下條米川飯田線ほか　陽皐～弁天橋(法面・盛土) 1億5050 800

泰阜村 社会資本整備交付金 天竜公園阿智線ほか　唐笠～春日(法面・盛土) 1,300 300

泰阜村 社会資本整備交付金 飯田富山佐久間線ほか　龍江～羽衣崎(法面・盛土) 9,500 1,000

泰阜村 社会資本整備総合交付金 4号線ほか・沢小屋橋ほか9橋 1,160.3

泰阜村 社会資本整備総合交付金 下条米川飯田線　三耕地 1,834.1

泰阜村 社会資本整備総合交付金 24号線　稲伏戸 1,701

泰阜村 事業間連携砂防事業 大古川　温田砂防堰堤工 8,000

泰阜村 緊急予防治山事業 黒見 4,100

泰阜村 保安林整備事業 三耕地 100

泰阜村 林道整備事業 万古川線 1,200

泰阜村 浄化槽設置整備事業 5基 69

喬木村 社会資本整備交付金 上飯田線ほか　上村～氏乗(法面・盛土) 1億3350 2800

喬木村 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線　逢橋(耐震) 550 275

喬木村 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線　伊久間(法面・盛土) 1,000

喬木村 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線　弁天橋(法面・盛土) 550

喬木村 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線　弁天橋(耐震) 275

喬木村 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線ほか　中沢～弁天橋(法面・盛土) 1億0600 600

喬木村 社会資本整備交付金 下條米川飯田線ほか　陽皐～弁天橋(法面・盛土) 1億5050 800

喬木村 社会資本整備総合交付金 7号線ほか・大岩桟道橋ほか６橋 1,721.1

喬木村 社会資本整備総合交付金 伊那生田飯田線　逢橋 1,732.5

喬木村 社会資本整備総合交付金 伊那生田飯田線　伊久間 1,174.4

喬木村 社会資本整備総合交付金 下条米川飯田線　下平～富田 4,096

喬木村 保安林整備事業 阿島 100

喬木村 浄化槽設置整備事業 2基 24.8

喬木村 学校施設環境改善交付金 高木第一小学校（大規模改造トイレ） 795.8

豊丘村 社会資本整備交付金 伊那生田飯田線ほか　中沢～弁天橋(法面・盛土) 1億0600 600

豊丘村 社会資本整備交付金 黒谷線　掘割（法面・盛土） 2,200

豊丘村 社会資本整備交付金 熊谷線　掘割(法面・盛土) 555
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 H30補正事業費 H31事業費

豊丘村 社会資本整備総合交付金 中央線ほか・虻川大橋ほか10橋 1,608.9

豊丘村 社会資本整備総合交付金 北垣外北村林１号線ほか批把沢新橋ほか17橋 1,072.5

豊丘村 社会資本整備総合交付金 竜東一貫道路　八王子～林里 1,713.8

豊丘村 地方創生推進交付金 「豊テラス」を拠点とした働き方改革 175

豊丘村 林道整備事業 間沢川線 1,500

豊丘村 浄化槽設置整備事業 15基 119.2

天龍村 社会資本整備交付金 Ｒ418ほか　五軒茶屋～尾之島(法面・盛土) 1億6950 2,000

天龍村 社会資本整備交付金 為栗和合線　為栗～和合(法面・盛土) 5,050 300

天龍村 社会資本整備交付金 大河内中川原線ほか　彦十ほか(法面・盛土) 3,000 200

天龍村 社会資本整備交付金 飯田富山佐久間線ほか　龍江～羽衣崎(法面・盛土) 9,500 1,000

天龍村 社会資本整備交付金 Ｒ418　新野～平岡（法面・盛土）

天龍村 防災・安全対策交付金 天竜川橋 1474.4

天龍村 社会資本整備総合交付金 Ｒ418　天竜川橋 1億6490.4

天龍村 社会資本整備総合交付金 村内一円 1,309

天龍村 直轄砂防 遠山川尾尾余ケ沢　平岡砂防堰堤工 2億8000

天龍村 直轄砂防事業 遠山川　尾尾余ケ沢　尾尾余ケ沢砂防堰堤工 6,000

天龍村 事業間連携砂防事業 福島　横ボーリング工 3,000

天龍村 水道施設耐震化事業 統合簡易水道 1,320

天龍村 復旧治山事業 観音沢 3,900

天龍村 復旧治山事業 チノタワ 3,500

天龍村 保安林整備事業 天龍 400

天龍村 林道整備事業 虫川新野峠線 1,300

天龍村 浄化槽設置整備事業 2基 27.6

参考 三遠南信自動車道関連

浜松市 直轄道路改築 R474号　青崩峠道路 21億2500

直轄道路改築 R474号　水窪佐久間道路 1億

直轄道路改築 R474号　佐久間道路・三遠道路 5,900

金額が抜けている個所については2020年度緊急対策予定

9/9


