
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 伊駒アルプスロード 伊那市・駒ケ根市・宮田村 4億8,700

広域 姥神峠道路（延伸） 伊那木曽連絡道路 4,000

広域 長野県無電柱化推進計画事業 伊那市他県内全域 5億1,400

広域 土砂災害対策道路事業 R152号　伊那市、飯田市、大鹿村 4,000

広域 土砂災害対策道路事業 R361号　伊那市、木曽町 7,000

広域 土砂災害対策道路事業 北御所　駒ケ根市、宮田村 5,500

広域 総合水系環境整備事業
天竜川　伊那市、駒ケ根市、飯田市、
松川町、高森町、宮田村、中川村

2,100

広域 河川総合開発事業 天竜川三峰川総合開発 4億8,300

広域 堰堤改良事業 天竜川小渋ダム 9億7,900

広域
長野県UIJターン就業・創業移住支援
事業

広域
長野県地域課題解決型創業支援事
業

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）

9,200

広域 一般河川改修事業
天竜川上流　伊那市、高森町、中川
村

7億6,200

広域 森林環境保全整備事業 伊那谷 1億2,000

広域 水利施設整備事業
伊那西部2期（伊那市、辰野町、箕輪
町、南箕輪村）

2,000

広域 保安林整備事業 伊那谷 1,500

広域 森林環境保全整備事業 伊那谷(伊那市、飯田市ほか） 3億4,300

広域 森林環境保全整備事業(造林関係分） 伊那谷 9億2,600

広域 国定公園等整備事業
駒ケ根市、飯島町、宮田村を含む県
内29市町村

1億2892.5

伊那市 三峰川総合開発事業 美和ダム再開発 6億9,000

伊那市 直轄砂防　三峰川 大久保谷川砂防堰堤 2億6,500

令和3年度予算

衆議院議員　宮下一郎

7,889.2
伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、
南箕輪村、中川村、宮田村を含む県
内一円

国

国
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市町村名 事業名 地区・路線・施設・河川名 事業費

伊那市 直轄砂防　三峰川 熊倉沢砂防堰堤 2億6,500

伊那市 直轄砂防　三峰川 コダマ入沢砂防堰堤 100

伊那市 直轄砂防　三峰川 黒川渓流保全工 8,000

伊那市 直轄砂防　三峰川 塩沢第2砂防堰堤 100

伊那市 直轄砂防　三峰川 北沢砂防堰堤 1億5,900

伊那市 直轄砂防　三峰川 赤笹沢砂防堰堤 1億6,200

伊那市 直轄砂防　三峰川 片倉地区砂防堰堤群 100

伊那市 地方創生推進交付金
しごと2.0（働き方ダイバーシティ）創出
事業

3,695

伊那市 地方創生推進交付金
「INAスーパーエコポリス構築プロジェ
クト」

5,650

伊那市 地方創生推進交付金 伊那市50年の森林（もり）ビジョン 671

伊那市 地方創生推進交付金
製造業課題解決を図る地域IT人材育
成・確保事業

1,204.9

伊那市 地方創生推進交付金
露地野菜でのスマート農業×精密機械工業の
技術結集×農福連携による伊那市産業コラボ
プロジェクト

1,875

伊那市 地方創生推進交付金
地方創生アルカディア構想 ～結婚・出産・子
育て世代をターゲットとしたアメニティ定住プロ
ジェクト～

3,635

伊那市 地方創生推進交付金
「環境共生型農業」と都市・農村交流」
による新たな中山間地域振興プロ
ジェクト

940

伊那市 地方創生推進交付金
地方と首都圏を結ぶプラットフォーム
構築による人づくり事業

2,069

伊那市 復旧治山事業 待沢 3,500

伊那市 緊急総合治山事業 メツラ沢 　事業着手 8,500

伊那市 森林資源循環利用林道整備事業 長谷高遠線 3,700

伊那市 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 1億1,500

伊那市 道路メンテナンス事業 トンネル長寿命化修繕計画 3,400

伊那市 生活基盤施設耐震化等交付金 重要給水施設配水管 750

伊那市 生活基盤施設耐震化等交付金 代替水源施設 385
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市町村名 事業名 地区・路線・施設・河川名 事業費

伊那市 浄化槽設置整備事業 32基 409.5

駒ケ根市 直轄砂防　太田切川 太田切川床固工群 7,900

駒ケ根市 直轄砂防　新宮川 古屋敷第2砂防堰堤 2億6,500

駒ケ根市 直轄砂防　天竜川 天竜川上流砂防施設改築 19億9,300

駒ケ根市 事業間連携砂防等事業 唐沢川 2,000

駒ケ根市 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 500

駒ケ根市 浄化槽設置整備事業 3基 35.9

駒ケ根市 地方創生推進交付金
駒ケ根市版生涯活躍のまちを目指し
た「まちなか」活性化プロジェクト

941.2

駒ヶ根市 農業競争力強化農地整備事業 宮の前 4,700

駒ヶ根市 農村整備事業 中割 1億6,300

駒ヶ根市 農村地域防災減災事業 大徳原 100

辰野町 河川工作物関連応急対策事業 天竜川上流 2,000

辰野町 事業間連携砂防等事業 楡沢 1,000

辰野町 踏切道改良計画事業 下田踏切道 1,200

辰野町 農村地域防災減災事業 辰野竜西 100

辰野町 浄化槽設置整備事業 2基 27.6

辰野町 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 9,000

箕輪町 地方創生推進交付金
みのわ丸ごと魅力発信関係人口創出
拡大事業

665.4

箕輪町 浄化槽設置整備事業 4基 49.7

箕輪町 生活基盤施設耐震化等交付金 重要給水施設配水管 2,987.7

箕輪町 農村地域防災減災事業 箕輪 100

箕輪町 緊急予防治山事業 北の沢 2,300
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箕輪町 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 5,400

飯島町 事業間連携砂防等事業 矢の沢 1,000

飯島町 事業間連携砂防等事業 高遠入沢 1,000

飯島町 直轄砂防　中田切川 中田切渓流保全工 100

飯島町 直轄砂防　与田切川 与田切床固工群 100

飯島町 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 4,400

飯島町 浄化槽設置整備事業 10基 137

飯島町 農村地域防災減災事業 千人塚 4,000

飯島町 農村地域防災減災事業 飯島 5,000

飯島町 農村地域防災減災事業 花の里 1億

南箕輪村 地方創生推進交付金
南箕輪の「輪」拡大プロジェクト～人・
モノの好循環を目指して～

472.2

南箕輪・箕
輪町

地方創生推進交付金
伊那地域で女性が輝くためのプラット
フォーム構築事業

812.4

南箕輪村 復旧治山事業 田畑 3,000

南箕輪村 浄化槽設置整備事業 1基 11

南箕輪村 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 2,000

中川村 直轄砂防　小渋川 銭沢砂防堰堤 100

中川村 直轄砂防　小渋川 枝久保沢砂防堰堤 100

中川村 特定緊急砂防事業 谷田川 1億1,500

中川村 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 3,600

中川村 浄化槽設置整備事業 5基 68

宮田村 農村地域防災減災事業 北割 100

宮田村 地方創生推進交付金
自然と歴史の調和した宮田村ブランド
創出プロジェクト

1,460.5
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市町村名 事業名 地区・路線・施設・河川名 事業費

宮田村 地方創生推進交付金
小さい村だからできる　健康長寿日本
一をめざす生涯活躍の村プロジェクト

739.6

宮田村 道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画 7,500

伊那市 社会資本整備総合交付金 R153　伊那バイパス 7億1,671

伊那市 社会資本整備総合交付金 R153　伊那バイパス 2億1,450

伊那市 社会資本整備総合交付金 渡場車屋線・東春近 2,227.5

伊那市 社会資本整備総合交付金 下水道施設の整備 2億0,130

伊那市 社会資本整備総合交付金 上村2号地区急傾斜地崩壊対策事業 950

伊那市 社会資本整備総合交付金 R152号　栗田～四日市場 1,650

伊那市 社会資本整備総合交付金 R152号　杖突峠 3,500

伊那市 社会資本整備総合交付金 R153号・西町～表木 1,105.5

伊那市 社会資本整備総合交付金 中組地区急傾斜地崩壊対策事業 1,425

駒ケ根市 社会資本整備総合交付金 光前寺南線・柏木 2,666.1

駒ケ根市 社会資本整備総合交付金 1-911号線他 84.6

駒ケ根市 社会資本整備総合交付金 大曽倉地区急傾斜地崩壊対策事業 237.5

駒ケ根市 社会資本整備総合交付金 瀬早川通常砂防事業 1,000

駒ケ根市 社会資本整備総合交付金 塩田川砂防事業 1,250

駒ケ根市 社会資本整備総合交付金 下水道施設の整備 1,000

辰野町 社会資本整備総合交付金 伊那富辰野停車場線・樋口矢の坂 3,142.2

辰野町 社会資本整備総合交付金 鴻の田地区急傾斜地崩壊対策事業 237.5

辰野町 社会資本整備総合交付金 下水道施設の整備 880

辰野町 社会資本整備総合交付金 下水道施設の整備 4,660

辰野町 社会資本整備総合交付金 1076号線他・宮木下町 1,333
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市町村名 事業名 地区・路線・施設・河川名 事業費

箕輪町 社会資本整備総合交付金 三日町地区急傾斜地崩壊対策事業 237.5

箕輪町 社会資本整備総合交付金 下水道施設の整備 250

箕輪町 社会資本整備総合交付金 下水道施設の整備 750

飯島町 社会資本整備総合交付金 南田切線・南田切 1,386.1

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」 1,280.3

南箕輪村 社会資本整備総合交付金 下水道施設の整備 100

中川村 社会資本整備総合交付金 R153号　中川～飯島 1,141.2

宮田村 社会資本整備総合交付金 21号線他 4.6
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