
単位：万円

市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 R2事業費

広域 直轄道路改築 R474飯田市～喬木村 34億4000

広域 直轄道路改築 R474  青崩峠道路 36億4000

広域 直轄交通安全対策 R153　平谷・阿智 6,800

広域 直轄交通安全対策 R474　飯田市 4,700

広域 直轄維持管理 R153根羽村～飯田市 6,800

広域 直轄維持管理 R474　飯田市 1億3500

広域 社会資本整備交付金 R152　小嵐バイパス 1,358.5

広域 直轄地すべり対策事業 天竜川中流　天龍村・阿南町（横ボーリング工） 5億4000

広域 直轄ダム堰堤改良事業 小渋ダム 7億1600

広域 一般河川改修事業（直轄） 天竜川上流（中川村・飯田市・松川町・箕輪町・辰野町・飯島町） 18億100

広域 総合水系環境整備事業（直轄） 天竜川上流（飯田市・駒ヶ根市・高森町・喬木村・豊丘村） 3,100

広域 国営かんがい排水事業 竜西　用水路　L=1.9km 1億8500

広域 森林環境保全整備事業 伊那谷（造林関係分） 8億6600

広域 直轄森林環境保全整備事業 伊那谷（飯田・伊那ほか） 5億4200

広域 直轄保安林整備事業 伊那谷（駒ヶ根・飯田・阿智・大鹿・豊丘） 3,000

広域 地方創生推進交付金 航空機産業業績化による地域イノベーションの創出 交　　1億1300

県全体 農山魚村地域整備交付金 26億700

県全体 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 ニホンジカ 1,099.9

県全体 国定公園等整備事業 全県中　飯伊対象地区　根羽村 2億6865

飯田市・天龍村 土砂災害対策 （主）飯田富山佐久間線　龍江～羽衣崎 1,000

飯田市・南木曽町 土砂災害対策 （主）飯田南木曽線　猿倉の泉～夏焼 500

松川町・大鹿村 土砂災害対策 （主）松川大鹿線　松除～落合 1,000

阿南町・売木村・根羽村 土砂災害対策 （主）阿南根羽線　巾川～小戸名 1,000

飯田市・喬木村 土砂災害対策 （主）下條米川飯田線　陽皐～弁天橋 500

阿南町・阿智村 土砂災害対策 （一）深澤阿南線　上和合～大久保 1,000

阿南町・天龍村 土砂災害対策 （一）為栗和合線　為栗～和合　 500

飯田市 補助ダム事業 松川ダム再開発 5億1800

飯田市 補助事業道路改築 R153　飯田北改良 15億

飯田市 補助事業道路改築 （市）座光寺280号線　スマートICアクセス 4億6300

飯田市 橋梁長寿命化修繕 24橋 2億6000

飯田市 防災・安全交付金 飯田中津川線 1億4300

飯伊地区　令和2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 R2事業費

飯田市 社会資本整備交付金 東新町座光寺線　リニアアクセス道路 1億9015

飯田市 社会資本整備交付金 リニア駅前線 2億735

飯田市 農村地域防災減災事業 飯田1 1,000

飯田市 直轄治山事業 松川入 6億2100

飯田市 復旧治山事業 沢柄 6,900

飯田市 防災林造成事業 野池 700

飯田市 直轄地すべり防止事業 地蔵峠 1億5700

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　柳沢第2砂防堰堤 2億2100

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　小沢砂防堰堤改築 1,200

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　ツベタ沢砂防堰堤 1億5000

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　池口川第2砂防堰堤 1億2300

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　カリデ沢砂防堰堤 1,200

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　コタシロ砂防堰堤改築 1,200

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　小嵐第3砂防堰堤　 7,400

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　コスマ沢砂防堰堤 1億4700

飯田市 直轄砂防事業 遠山川　西山沢砂防堰堤　 600

飯田市 直轄地すべり対策事業 南信濃　此田（集水井工） 9,000

飯田市 特定土砂災害対策推進事業 小池沢　和田砂防堰堤工 2,000

飯田市 社会資本整備交付金 下水道事業 1,650

飯田市 土砂災害対策 R152　市野瀬～木沢 500

飯田市 土砂災害対策 （一）時又中村線　時又～中村 500

飯田市 交通安全対策 松尾城・松尾・毛賀地区 2,000

飯田市 地方創生道整備推進交付金 山・里・街の魅力あふれる豊かな地域づくり 交　　　5700

飯田市 防災・安全交付金 （一）親田中村線　三穂 2,268.8

飯田市 防災・安全交付金 大休妙琴線　切石 2,450.3

飯田市 防災・安全交付金 長野原線　長野原 1,837.7

飯田市 防災・安全交付金 座光寺96号線　宮の前 2,491.1

飯田市 防災・安全交付金 R256　下久堅バイパス ２億5423.8

飯田市 防災・安全交付金 （主）飯田富山佐久間線　知久平～南原 3,423.8

飯田市 防災・安全交付金 （主）伊那生田飯田線　飯沼～北組 2,004.5

飯田市 防災・安全交付金 （一）米川飯田線　安戸～堀廻 1,014.1

飯田市 社会資本整備交付金 （主）飯島飯田線ほか1路線　座光寺上郷道路 5億5797.5

飯田市 社会資本整備交付金 鳥垣外宮ヶ洞線　大瀬木 1,900

飯田市 社会資本整備交付金 下虎岩中央線　下虎岩 1,900
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 R2事業費

飯田市 社会資本整備交付金 上郷35号線ほか　北条　 3,017

飯田市 社会資本整備交付金 上郷108号線ほか　上郷 5,627.5

飯田市 社会資本整備交付金 座光寺282号線　唐沢宮の前 1,855

飯田市 社会資本整備交付金 座光寺283号線　共和 2,100

飯田市 社会資本整備交付金 羽場坂中村線ほか 1,135.4

飯田市 社会資本整備交付金 R256　下久堅バイパス（法面・盛土） 1,100

飯田市 社会資本整備交付金 R256　上清内路橋ほか（耐震） 825.0

飯田市 社会資本整備交付金 R151　駄科ほか（法面・盛土） 3,000

飯田市 社会資本整備交付金 R152　市野瀬～木沢（法面・盛土） 5,750

飯田市 社会資本整備交付金 R256　上久堅～清内路 1,000

飯田市 社会資本整備交付金 （一）米川飯田線　安戸～堀廻 5,000

飯田市 社会資本整備交付金 （一）市場桜町線　座光寺 750

飯田市 社会資本整備交付金 （主）飯田富山佐久間線ほか　龍江～羽衣埼 4,000

飯田市 社会資本整備交付金 （主）飯田南木曽線ほか　猿倉の泉～夏焼 1,000

飯田市 社会資本整備交付金 （主）下条米川飯田線ほか　陽皐から弁天橋 1,000

飯田市 社会資本整備交付金 （一）時又中村線ほか　時又～中村 1,000

飯田市 社会資本整備交付金 （一）上飯田線ほか　上村～氏乗 21,000

飯田市 社会資本整備交付金 （1）上村1号線・上村大平 5,000

飯田市 社会資本整備交付金 飯田中津川線 5,500

飯田市 浄化槽設置整備事業 40基 558.1

松川町 防災・安全交付金 松川大鹿線　峠しもくり 3,018.7

松川町 地方創生推進交付金 リニア時代を見据えた国際化の推進 3,700

松川町 直轄砂防事業 片桐松川床固工群 1億6000

松川町 特定土砂災害対策推進事業 中の村沢　中の村砂防堰堤工 1億

松川町 橋梁長寿命化修繕 3橋 2,500

松川町 社会資本整備交付金 （主）伊那生田飯田線　宮ケ瀬橋 6,435

松川町 社会資本整備交付金 （主）伊那生田飯田線　宮ケ瀬橋（耐震） 2億9243.5

松川町 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化事業 交　　　　600

松川町 農村地域防災減災事業 古町大井 1,500

松川町 浄化槽設置整備事業 8基 96.4

高森町 社会資本整備交付金 （一）市田停車場上市田線　下市田（豪雪） 4,728

高森町 社会資本整備交付金 7290号線　下市田 4,728.7

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 890

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のまち 713.8
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 R2事業費

高森町 橋梁長寿命化修繕 4橋 5,700

高森町 防災・安全交付金 1-3号線　上市田 2,016.3

高森町 防災・安全交付金 （主）飯島飯田線　新田 4,009.1

高森町 浄化槽設置整備事業 10基 124.3

豊丘村・高森町 社会資本整備交付金 （一）市ノ沢山吹（亭）線　新万年橋 1億5673.7

喬木村 社会資本整備交付金 下条米川飯田線　下平～富田 2,785.4

喬木村 橋梁長寿命化修繕 3橋 5,800

喬木村 土砂災害対策 （一）大島阿島線　大島～阿島 500

喬木村 社会資本整備交付金 （主）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 （主）伊那生田飯田線　逢橋（耐震） 1,375

喬木村 社会資本整備交付金 （主）伊那生田飯田線ほか　中沢～弁天橋（法面・盛土） 7,485

喬木村 社会資本整備交付金 （一）上飯田線ほか　上村～氏乗（法面・盛土） 2億1000

喬木村 浄化槽設置整備事業 1基 11

豊丘村 橋梁長寿命化修繕 3橋 1億900

豊丘村 中山間地域農業農村総合整備事業 豊丘 1億8000

豊丘村 防災・安全交付金 林飯田取付線・林里 4,891.4

豊丘村 社会資本整備交付金 佐原線　南市場 1,033.6

豊丘村 浄化槽設置整備事業 1基 11

大鹿村 農村地域防災減災事業 上蔵 2,000

大鹿村 直轄地すべり防止事業 小渋川 2億4500

大鹿村 直轄治山事業 小渋川 4億2000

大鹿村 復旧治山事業 塩川下流 4,500

大鹿村 保安林緊急改良事業 鹿塩 800

大鹿村 橋梁長寿命化修繕 8橋 1億3700

大鹿村 直轄砂防事業 塩川床固工群 1億5000

大鹿村 直轄砂防事業 滝沢第2砂防堰堤 8,000

大鹿村 直轄砂防事業 有道沢砂防堰堤 1,200

大鹿村 特定土砂災害対策推進事業 引の田地すべり　横ボーリング工 1億

大鹿村 防災・安全交付金 中峰線ほか　沢井ほか 3,243

大鹿村 防災・安全交付金 R152　大河原ほか 2,400

大鹿村 社会資本整備交付金 R152号ほか　市野瀬～木沢（法面・盛土） 5,750

大鹿村 社会資本整備交付金 （主）松川大鹿線　松除～落合（法面・盛土） 5,500

大鹿村 社会資本整備交付金 （主）松川インター大鹿線ほか　渡場～松除（法面・盛土） 1億2000

大鹿村 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化事業 交　　　1015.6

4



市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 R2事業費

大鹿村 浄化槽設置整備事業 4基 55.2

阿智村 復旧治山事業 園原川 5,200

阿智村 復旧治山事業 大根沢 6,700

阿智村 保安林整備事業 清内路 700

阿智村 地方創生推進交付金 スタービレッジ事業を核とした地域の魅力向上作戦 1,775

阿智村 地方創生推進交付金 信州型ユニバーサルツーリズム推進による稼ぐ観光 交　　　　　35

阿智村 特定土砂災害対策推進事業 栗代川　矢越渓流保全工 6,000

阿智村 橋梁長寿命化修繕 12橋　撤去1橋 3億1300

阿智村 土砂災害対策 （一）富士見台公園線　智里 500

阿智村 社会資本整備交付金 （主）園原インター線　智里～清内路（法面・盛土） 5,000

阿智村 社会資本整備交付金 県内一円　トンネル施設（停電・節電） 4億7550

阿智村 浄化槽設置整備事業 8基 99.4

平谷村 橋梁長寿命化修繕 4橋 2,900

平谷村 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化事業 交 　　6095.8

根羽村 橋梁長寿命化修繕 8橋 3,400

根羽村 社会資本整備交付金 （主）阿南根羽線　巾川～小戸名（法面・盛土） 8,000

根羽村 浄化槽設置整備事業 2基 27.6

阿南町 橋梁長寿命化修繕 8橋 6,500

阿南町 土砂災害対策 R151　落合 3,000

阿南町 土砂災害対策 （一）粟野御供線　門島～御供 500

阿南町 社会資本整備交付金 Ｒ151　新野拡幅 1,963.5

阿南町 社会資本整備交付金 Ｒ151　新野拡幅（法面・盛土） 1億9799.9

阿南町 社会資本整備交付金 R151号ほか　落合ほか（法面・盛土） 4,000

阿南町 社会資本整備交付金 （主）阿南根羽線　巾川～小戸名（法面・盛土） 8,000

阿南町 社会資本整備交付金 （一）粟野御供線　門島～御供（法面・盛土） 2,000

阿南町 社会資本整備交付金 （一）為栗和合線　為栗～和合（法面・盛土）　 2,200

阿南町 社会資本整備交付金 （一）深澤阿南線　上和合～大久保（法面・盛土） 1,350

阿南町 社会資本整備交付金 大下条1号線　川田（法面・盛土） 877.5

阿南町 社会資本整備交付金 大下条53号線　大平（法面・盛土） 1,696.5

阿南町 社会資本整備交付金 富草26号線　粟野（法面・盛土） 351

阿南町 社会資本整備交付金 和合10号線　押ノ田（法面・盛土） 1,170

阿南町 社会資本整備交付金 県内一円　トンネル施設（停電・節電） 4億7550

阿南町 農村地域防災減災事業 川田大つつみ 500

阿南町 農村地域防災減災事業 阿南1 1,000
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市町村名 事　　業　　名 地区・路線・施設・河川名 R2事業費

阿南町 浄化槽設置整備事業 7基 88.4

下條村 橋梁長寿命化修繕 4橋 8,300

下條村 社会資本整備交付金 R151　粒良脇トンネル 7億262.5

下條村 社会資本整備交付金 R151　吉岡城南大橋（耐震） 275

下條村 社会資本整備交付金 県内一円　トンネル施設（停電・節電） 4億7550

下條村 浄化槽設置整備事業 11基 159.4

泰阜村 特定土砂災害対策推進事業 大古川　温田砂防堰堤工 5,000

泰阜村 橋梁長寿命化修繕 2橋 3,700

泰阜村 トンネル長寿命化修繕 万古隧道 2,500

泰阜村 地方創生道整備推進交付金 安全・安心の村づくり 交　　 　1000

泰阜村 防災・安全交付金 （主）下条米川飯田線　三耕地 1,014

泰阜村 社会資本整備交付金 （主）天竜公園阿智線ほか　唐笠～春日　 1,000

泰阜村 浄化槽設置整備事業 5基 交　　　　　69

売木村 橋梁長寿命化修繕 ２橋 2,100

売木村 社会資本整備交付金 （主）阿南根羽線　巾川～小戸名（法面・盛土） 8,000

売木村 社会資本整備交付金 54号線　軒川（法面・盛土） 2,440

売木村 生活基盤施設耐震化等交付金 水道施設等耐震化事業 交　　  136.8

売木村 浄化槽設置整備事業 1基 交　　　　13.8

天龍村 直轄砂防事業 尾尾余ケ沢砂防堰堤 1億8000

天龍村 特定土砂災害対策推進事業 福島地すべり　横ボーリング工 2,000

天龍村 橋梁長寿命化修繕 5橋 5,200

天龍村 土砂災害対策 R418　五軒茶屋～尾之島 1,000

天龍村 社会資本整備交付金 R418号ほか　五軒茶屋～尾之島（法面・盛土） 2,500

天龍村 社会資本整備交付金 （主）飯田富山佐久間線ほか　龍江～羽衣崎（法面・盛土） 4,000

天龍村 社会資本整備交付金 （一）為栗和合線　為栗～和合（法面・盛土）　 2,200

天龍村 生活基盤施設耐震化等交付金 簡易水道再編推進事業 交    1181.4

天龍村 復旧治山事業 チノタワ 4,500

天龍村 浄化槽設置整備事業 2基 交　　　　27.6
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