
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年04月01日

計画の名称 愛知岐阜長野における広域的産業・物流活性化計画

計画の期間   平成２８年度 ～   令和０２年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 長野県

計画の目標 　本地域は、世界トップクラスの自動車関連産業、世界市場への参入を目指す航空宇宙産業などの関連企業が集積した工業団地や、全国でも上位を占める農産物、高級国産木材として有名な木曽ヒノキを中心とした木材などの流通施設において、密

接な連携による産業・物流活動が活発に行われている。さらに、低燃費・次世代自動車、航空旅客機などの世界的な需要の拡大、全国的な食の安心・安全への要求の高まりや信頼性の高い国産木材の需要の増加が見込まれるとともに、既存の中央自

動車道、東名高速道路、東海北陸自動車道に加え、新東名高速道路の愛知県内の開通、東海環状自動車道、三遠南信自動車道などの高規格幹線道路の整備が進められており、「愛知・岐阜・長野地域」における産業のポテンシャルが飛躍的に高まっ

ている。

　このポテンシャルを活かし、拠点施設と高規格幹線道路を結ぶ道路整備による産業・物流活動の支援を進め、本地域における物流の信頼性・効率性を高め、さらなる産業活性化を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              13,650  Ａ              13,650  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H28 H32末

   1 【愛知県・岐阜県・長野県　共通目標】　計画区域における製品出荷額の増加　（H28）8兆9,561億円　→　（H32）9兆5,118億円

　 89561億円 億円 95118億円

   2 【愛知県・岐阜県・長野県　共通目標】　計画区域における農林産出額の増加　（H28）4,557億円　→　（H32）4,730億円

農林産出額：農業産出額及び木材生産産出額 4557億円 億円 4730億円

   3 【長野県計画区域の目標】　製品出荷額の増加　（H28）4,155億円　→　（H32）4,900億円

　 4155億円 億円 4900億円

   4 【長野県計画区域の目標】　農林産出額の増加　（H28）269億円　→　（H32）291億円

　 269億円 億円 291億円

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

○全体事業費に占める効果促進事業費（提案事業）割合は、0％となる。○その他事項については、備考-1に記載。

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-001 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 （国）151号　千石平工区

（4-A1-001）

現道拡幅 L=1.3km 阿南町  ■  ■  ■  ■         550 －

A11-002 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 （国）151号　八幡町工区

（4-A1-002）

現道拡幅 L=0.2km 飯田市  ■         150 －

A11-003 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 （国）153号　上郷工区（

4-A1-005）

現道拡幅 L=1.0km 飯田市  ■  ■  ■       1,500 3.1 －

A11-004 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 （国）256号　知久平工区

（4-A1-006）

バイパス L=1.5km 飯田市  ■  ■  ■       1,500 1.1 －

A11-005 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 （国）418号　売木工区（

4-A1-007）

現道拡幅 L=0.3km 売木村  ■  ■  ■  ■         370 －

A11-006 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 （国）418号　名古山工区

（4-A1-008）

現道拡幅 L=0.2km 飯田市  ■         200 －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-007 道路 一般 長野県 直接 長野県 国道 改築 （国）418号　尾之島工区

（4-A1-009）

現道拡幅 L=0.1km 飯田市  ■         200 －

A11-008 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）飯田富山佐久間線

　下久堅～龍江工区（4-A

1-101）

バイパス L=1.2km 飯田市  ■         800 －

A11-009 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）中津川田立線　田

立工区（4-A1-102）

バイパス L=0.9km 南木曽町  ■  ■  ■  ■  ■       1,000 －

A11-010 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）伊那生田飯田線　

生田工区（4-A1-104）

バイパス L=1.2km 松川町  ■  ■         200 －

A11-011 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）伊那生田飯田線　

伊久間工区（4-A1-105）

現道拡幅 L=0.2km 喬木村  ■          80 －

A11-012 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）開田三岳福島線　

冷川橋工区（4-A1-106）

現道拡幅 L=0.2km 木曽町  ■         100 －

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-013 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）開田三岳福島線　

床並工区（4-A1-107）

現道拡幅 L=0.5km 木曽町  ■         150 －

A11-014 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）奈川木祖線　境峠

下工区（4-A1-108）

現道拡幅 L=1.7km 木祖村  ■  ■  ■  ■         500 －

A11-015 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）松川インター大鹿

線　小渋工区（4-A1-109

）

バイパス L=1.0km 中川村  ■  ■  ■  ■       1,350 －

A11-016 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （一）市ノ沢山吹停車場

線　山吹工区（4-A1-201

）

現道拡幅 L=0.4km 豊丘村・高森町  ■         400 －

A11-017 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （一）新井伊那八幡停車

場線　水城工区（4-A1-20

2）

現道拡幅 L=0.2km 飯田市  ■         100 －

A11-018 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （主）飯島飯田線他　共

和工区（4-A1-203）

現道拡幅 L=0.3km 飯田市  ■  ■  ■  ■  ■       2,150 －

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H28 H29 H30 H31 R02 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-019 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （一）上松御岳線　高倉

橋～焼笹工区（4-A1-204

）

現道拡幅 L=1.0km 上松町  ■         150 －

A11-020 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （一）上松南木曽線　荻

原～殿工区（4-A1-205）

現道拡幅 L=0.5km 上松町・大桑村  ■  ■  ■  ■         700 －

A11-021 道路 一般 長野県 直接 長野県 都道府

県道

改築 （一）上松南木曽線　阿

寺～柿其工区（4-A1-206

）

現道拡幅 L=0.7km 大桑村・南木曽

町

 ■  ■  ■  ■  ■       1,500 －

 小計      13,650

合計      13,650

4 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H28 H29 H30 H31 R02

配分額 (a)                     241                     499                     348                     504                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     241                     499                     348                     504                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0                     129                      43                     162                       0

支払済額 (e)                     112                     585                     229                     583                       0

翌年度繰越額 (f)                     129                      43                     162                      83                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0                       0                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 


