
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 直轄一般河川改修事業 天竜川上流　伊那市、中川村 8億7,000

広域 直轄河川維持修繕事業 天竜川上流　辰野町～天龍村 4億3,300

広域 堰堤維持事業
天竜川ダム統合管理、美和ダム、小
渋ダム

5億9,900

広域 土砂災害対策事業(Ｒ152) 伊那市、飯田市、大鹿村 2,000

広域 土砂災害対策事業(Ｒ361) 伊那市、南箕輪村、木曽町 1億

広域 社会資本整備総合交付金 天竜川上流広域河川改修事業 6,000

広域 社会資本整備総合交付金
天竜川圏域総合流域防災事業（情報
基盤整備）

1,090

広域 社会資本整備総合交付金
天竜川圏域総合流域防災事業（伐
採・掘削等）

2億

広域 社会資本整備総合交付金
天竜川水系駒沢川施設機能向上事
業

1,000

広域 社会資本整備総合交付金
天竜川水系小黒川施設機能向上事
業

750

広域 社会資本整備総合交付金
天竜川水系棚沢川施設機能向上事
業

1,000

広域 社会資本整備総合交付金
天竜川水系藤沢川施設機能向上事
業

750

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）

1億

広域 水利施設等保全高度化事業
伊那西部2期（伊那市、辰野町、箕輪
町、南箕輪村）

1,000

広域 森林環境保全整備事業 伊那谷（伊那市、飯田市ほか） 2億8,300

広域 国定公園等整備事業 （駒ケ根市、飯島町ほか） 4,845

伊那市 社会資本整備総合交付金 R153号　伊那バイパス 3億8,500

伊那市 防災・安全交付金 R152号　分杭峠～上青木 150

伊那市 河川総合開発事業 天竜川三峰川総合開発 1億2,000

伊那市 直轄砂防事業 黒川渓流保全工 3億

伊那市 直轄砂防事業 小田井入沢砂防堰堤 1億

伊那市 直轄砂防事業 穴沢砂防堰堤 5,000
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伊那市 直轄砂防事業 屋合沢砂防堰堤 5,000

伊那市 直轄砂防事業 天竜川上流砂防施設改築 5億

伊那市 直轄砂防事業 天竜川上流砂防施設改築 ゼロ国1億5,600

伊那市 復旧治山事業 小黒川 3,500

伊那市 復旧治山事業 手良沢山 7,600

伊那市 復旧治山事業 高遠切久保 700

伊那市 緊急総合治山事業 メツラ沢 ゼロ国8,500

伊那市 一般河川改修事業 天竜川上流 ゼロ国5,000

伊那市 中組地区急傾斜地崩壊対策事業 7,000

伊那市 防災・安全交付金 R152　栗田～四日市場 4,400

伊那市 防災・安全交付金 R152号　古屋敷（舗装） 2,000

伊那市 防災・安全交付金
三峰川右岸土地改良幹線他・美篶他
（舗装）

4,180

伊那市 防災・安全交付金 伊那生田飯田線　六軒屋（法面） 150

伊那市 防災・安全交付金 西伊那線　上大島（法面） 50

伊那市 防災・安全交付金 R152号ほか　市野瀬～分杭峠（法面） 500

伊那市 防災・安全交付金 中尾下線・長谷中尾（法面） 1,250

伊那市 社会資本整備総合交付金 （仮称）下牧伊駒線・西春近下牧 800

伊那市 上村2号地区急傾斜地崩壊対策事業 3,000

伊那市 下水道事業 処理場地震対策 3,850

伊那市 下水道事業 管渠等流域治水対策 730

駒ケ根市 橋梁長寿命化修繕計画 駒ケ根市内11個所 3,900

駒ケ根市 直轄砂防事業 太田切床固工群 3億

駒ケ根市 復旧治山事業 篭ヶ沢 1,000

駒ケ根市 復旧治山事業 永見山 900
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駒ケ根市 森林資源循環利用林道整備事業 天白高烏谷線 1,900

駒ケ根市 事業間連携砂防等事業 東伊那 1,000

駒ケ根市 防災・安全交付金
広小路小町屋線ほか・赤須町ほか
（舗装）

1億

駒ケ根市 防災・安全交付金 駒ヶ岳公園線　仲御所ほか（法面） 1,000

駒ケ根市 防災・安全交付金 駒ケ根長谷線　中沢～中沢峠（法面） 3,000

駒ケ根市 防災・安全交付金 伊那生田飯田線　吉瀬ほか（法面） 250

駒ケ根市 社会資本整備総合交付金 本曽倉線・本曽倉 750

駒ケ根市 唐沢川通常砂防事業 東伊那 1億1,000

駒ケ根市 瀬早川通常砂防事業 2,000

駒ケ根市 塩田川 (1)通常砂防事業 2,000

駒ケ根市 下水道事業 処理場地震対策 1,750

辰野町 楡沢通常砂防事業 伊那富 4,000

辰野町 事業間連携砂防等事業 伊那富 1,000

辰野町 防災林造成事業 大沢 1,700

辰野町 防災・安全交付金 14号線ほか・旧国道線ほか（舗装） 1,000

辰野町 社会資本整備総合交付金 1076号線ほか・宮木下町 250

辰野町 鴻の田地区急傾斜地崩壊対策事業 5,000

辰野町 下水道事業 ポンプ場地震対策 1,720

箕輪町 緊急予防治山事業 北の沢 2,300

箕輪町 下水道事業 処理場地震対策 713

飯島町 事業間連携砂防等事業 七久保 1,000

飯島町 事業間連携砂防等事業 高遠原 1,000

飯島町 森林資源循環利用林道整備事業 辰巳ケ沢入線 2,700

飯島町 農村地域防災減災事業 花の里 2億8,000
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飯島町 農村地域防災減災事業 飯島 5,000

飯島町 復旧治山事業 山ノ田 1,000

飯島町 奥地保全林保全緊急対策事業 高遠入沢 3,900

飯島町 防災・安全交付金 上ノ原幹線ほか・上ノ原ほか（舗装） 1,248

飯島町 社会資本整備総合交付金 飯島飯田線　「花の里いいじま｝ 2,240

飯島町 矢の沢通常砂防事業 七久保 3,000

飯島町 高遠入沢通常砂防事業 高遠原 1,800

南箕輪村 防災・安全交付金 1063号線ほか・塩ノ井ほか（舗装） 800

南箕輪村 防災・安全交付金 南箕輪沢渡線　神子柴（法面） 200

南箕輪村 社会資本整備総合交付金 3008号線・北原 950

南箕輪村 下水道事業 管渠等地震対策 230

南箕輪村 下水道事業 処理場地震対策 1,400

中川村 保安林整備事業 四徳 1,500

宮田村 復旧治山事業 水無沢 5,900
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