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都市計画道路整備の推進による安全で安心なうつくしいまちづくり（防災・安全） 〇

平成29年度　～　平成33年度　（5年間）

・まちなか（人口集中地区）の危険な通学路の解消。

（H27） （H31末） （H33末）

A道路事業

事業 地域 交付 直接 省略 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 工種 H29 H30 H31 H32 H33 （百万円） 策定状況

8-A1 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 2,700 1.4 策定済

8-A2 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 5,240 1.1 －

8-A3 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 60 3.9 －

8-A4 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 47 1.1 －

8-A5 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 1,950 1.3 策定済

8-A6 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 260 1.9 －

8-A7 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 1,920 1.1 －

8-A8 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 690 2 －

8-A9 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 206 1.3 －

8-A10 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 1,400 1.2 －

8-A11 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 440 1.3 －

8-A12 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 680 1.2 －

8-A13 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 780 2.8 －

8-A14 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 2,000 1.4 －

8-A15 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 900 1.1 －

8-A16 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 400 1.5 －

8-A17 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 200 1.9 －

8-A18 街路 一般 長野県 直接 S街路 改築 80 3.6 －

8-A19 街路 一般 長野市 直接 S街路 改築 2,480.0 1.3 －

8-A20 街路 一般 長野市 直接 S街路 改築 1,550.3 1.5 策定済

8-A21 街路 一般 長野市 直接 S街路 改築 818.7 1.5 －

8-A22 街路 一般 松本市 直接 S街路 改築 200 －

8-A23 街路 一般 松本市 直接 S街路 改築 1,316 －

8-A24 街路 一般 松本市 直接 S街路 改築 453 －

8-A25 街路 一般 松本市 直接 S街路 改築 1,085 －

8-A26 街路 一般 松本市 直接 S街路 改築 1,039 －

8-A27 街路 一般 安曇野市 直接 S街路 改築 528 －

8-A28 街路 一般 須坂市 直接 S街路 改築 800 －

8-A29 街路 一般 佐久市 直接 S街路 改築 161 －

計 30,384

B　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

8-B1 公安施設 一般 長野県 直接 長野県 200

計 200

新築 信号機整備事業 信号機設備　N=50基 長野市他

跡部臼田線 バイパス　L=0.5km 佐久市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
工種

道路拡幅　L=0.3km 松本市

中条白板線（白板工区） 道路拡幅　L=0.2km 松本市

吉野線 道路拡幅　L=0.5km 安曇野市

八町線 道路拡幅　L=0.4km 須坂市

小池平田線 道路拡幅　L=0.3km 松本市

中条白板線（巾上工区） 道路拡幅　L=0.3km 松本市

南松本石芝線 道路拡幅　L=0.2km 松本市

川中島幹線 バイパス　L=0.6km 長野市

山王小柴見線 道路拡幅　L=0.3km 長野市

県庁緑町線 バイパス　L=0.2km 長野市

長野菅平線 長野市

戸倉上山田線 道路拡幅　L=0.3km 千曲市

中央通り線 道路拡幅　L=0.5km 大町市

役場通り線

立ヶ花東山線 道路拡幅　L=0.5km 中野市

相生大手線 道路拡幅　L=0.5km 佐久市

道路拡幅　L=0.4km

真田線 バイパス　L=0.5km 長野市

飯田中津川線 道路拡幅　L=0.4km 飯田市

0.0%

岡谷川岸線 道路拡幅　L=0.4km 岡谷市

・長野県強靱化計画に基づき実施される要素事業：8-A1～8-A31全て
・上田地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施される要素事業：
8-A3、8-A4、8-A7
・長野県橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施される要素事業：8-
A1、8-A5
・長野市橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施される要素事業：8-A22

備考

Ｂ Ｃ

61.9%59.7%

伊那市

北天神町古吉町線（御所工区） 道路拡幅　L=0.5km

39.506百万円

重点配分対象の該当

長野県、長野市、松本市、安曇野市、須坂市、佐久市

・通学路指定された人口集中地区内の都市計画道路の整備率
　＝Σ（整備済み延長）/（都市計画道路延長）

要素となる事業名

内環状南線（中条工区） 道路拡幅　L=0.5km

出川双葉線 道路拡幅　L=0.3km 松本市

中常田新町線 道路拡幅　L=0.7km

備考

費用便益比

Ｄ.百万円

平成29年3月10日

61.2%

（参考様式２）社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

長野県の都市計画区域（人口集中地区）における通学路の安全度を向上させる。

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値
備考

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

200.百万円

中間目標値

30,623.506百万円全体事業費

事業内容事業者

長野市

道路拡幅　L=0.2km 松本市松本駅北小松線

道路拡幅　L=0.3km

道路拡幅　L=0.4km 富士見町

上田市

交付対象事業

松本市

市町村名

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ 30,384.百万円

上田市

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

内環状北線

番号
事業及び
施設種別

北天神町古吉町線（三好町工区） 道路拡幅　L=0.6km

事業実施期間（年度）

上田市

上川橋線 道路拡幅　L=0.3km 茅野市

竜東線（中央北工区） 道路拡幅　L=0.3km

県庁篠ノ井線



都市計画道路整備の推進による安全で安心なうつくしいまちづくり（防災・安全） 〇

平成29年度　～　平成33年度　（5年間）

重点配分対象の該当

長野県、長野市、松本市、安曇野市、須坂市、佐久市

平成29年3月10日（参考様式２）社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

長野県の都市計画区域（人口集中地区）における通学路の安全度を向上させる。

Ｃ　効果促進事業
C　道路効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

計 0

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H29 H30 H31 H32 H33

Ｄ-1 地籍整備 一般 長野県 間接 中野市 社会資本整備円滑化地籍整備事業 中野市 39.506

合計 39.506

番号

D-1

交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

備考

計画別流用
増△減額
（b）

交付額
（c=a+b）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場
合その理由

翌年度繰越額
（f）

うち未契約繰越額
（g）

不用額
（h = c+d-e-f）

配分額
（a）

H31 H32

前年度からの繰越額
（d）

支払済額
（e）

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

備考

備考

市町村名

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（面積等）

中野市 面積　0.24㎢

備考

省略

工種
要素となる事業名事業者 事業内容

一体的に実施することにより期待される効果
都市計画道路整備（8-A14）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

H29 H30 H33

番号
事業実施期間（年度）



（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金　記載例）

計画の名称 都市計画道路整備の推進による安全で安心なうつくしいまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成29年度　～　平成33年度　（5年間） 交付対象 長野県、長野市、松本市、安曇野市、須坂市、佐久市

パッケージ8 交付対象事業

■Ａ道路事業
番号 路線名 延長･面積

8-A1 内環状南線（中条工区） 0.5km

8-A2 出川双葉線 0.3km

8-A3 中常田新町線 0.7km

8-A4 北天神町古吉町線（三好町工区） 0.6km

8-A5 上川橋線 0.3km

8-A6 竜東線（中央北工区） 0.3km

8-A7 北天神町古吉町線（御所工区） 0.5km

8-A8 県庁篠ノ井線 0.4km

8-A9 真田線 0.5km

8-A10 飯田中津川線 0.4km

8-A11 中央通り線 0.5km

8-A12 役場通り線 0.3km

8-A13 松本駅北小松線 0.5km

8-A14 立ヶ花東山線 0.5km

8-A15 相生大手線 0.5km

8-A16 岡谷川岸線 0.4km

8-A17 長野菅平線 0.3km

8-A18 戸倉上山田線 0.3km

8-A19 川中島幹線 0.6km

8-A20 山王小柴見線 0.3km

8-A21 県庁緑町線 0.2km

8-A22 小池平田線 0.3km

8-A23 中条白板線（巾上工区） 0.3km

8-A24 南松本石芝線 0.2km

8-A25 内環状北線 0.3km

8-A26 中条白板線（白板工区） 0.2km

8-A27 吉野線 0.5km

8-A28 八町線 0.4km

8-A29 跡部臼田線 0.5km

■B関連社会資本整備事業
番号 事業名 市町村

8B-1 信号機整備事業 長野市他

■D円滑化地籍整備事業
番号 事業名 市町村

8D-1 地籍調査事業 中野市

非線引き
用途地域あり

都市計画区域

街路事業

( ４市 1町)

(15市14町3村)

(１市４町３村)

５市町

32市町村

8市町村非線引き
用途地域なし

線引き
４区域

７区域

28区域

３９区域 44市町村 (19市19町6村)

注）複数市町村で都市計画区域を構成したり、
複数の都市計画区域をもつ市があるため、
市町村数の計は一致しない。

市事業（１２箇所）

県事業（１９箇所）

街路事業

竜東線

上川橋線

岡谷川岸線

真田線

内環状南線

出川双葉線

戸倉上山田線

中常田新町線

北天神町古吉町線（三好町、御所）

県庁篠ノ井線

長野菅平線

中央通り線

吉野線（市）

南松本石芝線（市）
内環状北線（市）
中条白板線（市）
中条白板線（市、白板）

小池平田線（市）

飯田中津川線

川中島幹線（市）
山王小柴見線（市）

県庁緑町線（市）

松本駅北小松線

役場通り線

八町線（市）

跡部臼田線（市）

立ヶ花東山線

相生大手線


