
■新ハラハラ箇所
新たな事故ゼロプラン抽出基準

1 県C398 佐久市岩村田（岩村田駅前交差点～（仮）佐久警察署前交差点） 長野県 佐久市 長野県道143号 500

2 県C299 松本市梓川倭（交差点） 長野県 松本市 主要地方道48号 100

3 県C258 松本市広丘原新田（交差点） 長野県 塩尻市 主要地方道25号 100

4 県C10370 松本市寿南（交差点） 長野県 松本市 長野県道287号 100

5 県C10149 飯田市大通１丁目（交差点） 長野県 飯田市 主要地方道8号 100

6 県C10413 安曇野市三郷温上長尾 長野県 安曇野市 長野県道319号 1,021

7 県C10402 安曇野市穂高穂高町区（交差点） 長野県 安曇野市 長野県道308号 100

8 飯C10007 飯田市鼎東鼎（東鼎交差点） 飯田国道 飯田市 一般国道153号 100

9 県C10196 長野市大字鶴賀（交差点） 長野県 長野市 主要地方道34号 100

10 県C144 佐久市中込(中込交差点付近) 長野県 佐久市 一般国道254号 100

11 県C10190 松本市大字笹賀（交差点） 長野県 松本市 主要地方道27号 100

12 県C10240 千曲市大字戸倉温泉（交差点） 長野県 千曲市 主要地方道55号 100

13 県C10169 諏訪市大字豊田小川（交差点） 長野県 諏訪市 主要地方道16号 100

14 県C10374 松本市寿北７丁目 長野県 松本市 長野県道288号 863

15 県C233 飯田市東野（交差点） 長野県 飯田市 主要地方道15号 100

16 Ｃ８０ 上田市住吉(住吉交差点) 長野国道 上田市 一般国道18号 100

17 県C46 松本市松本駅前 長野県 松本市 一般国道143号 262

18 長C10100 長野市川中島町上氷飽（稲里西交差点） 長野国道 長野市 一般国道19号 100

19 県C10106 塩尻市大字金井（交差点） 長野県 塩尻市 一般国道153号 100

20 県C18 長野市下氷鉋(下氷鉋交差点付近) 長野県 長野市 一般国道117号 100

21 県C141 松本市荒井（単路） 長野県 松本市 一般国道158号 122

22 県C10120 佐久市野沢（交差点） 長野県 佐久市 一般国道254号 100

23 県C136 松本市新村(新村交差点付近) 長野県 松本市 一般国道158号 100

24 県C10255 長野市田中（交差点） 長野県 長野市 主要地方道60号 100

25 長C10063 上田市上田（単路） 長野国道 上田市 一般国道18号 365

26 長C10060 上田市住吉 長野国道 上田市 一般国道18号 126

27 県C10236 須坂市大字須坂春木町 長野県 須坂市 主要地方道54号 186

28 県C399 佐久市野沢（野沢西交差点～野沢本町交差点） 長野県 佐久市 長野県道145号 840

29 県C373 長野市里島～長野市金井田 長野県 長野市 主要地方道86号 963

30 県C95 飯田市桐林（Ａコープ付近～桐林交差点） 長野県 飯田市 一般国道151号 272

31 Ｃ９６ 松本市渚三丁目 長野国道 松本市 一般国道19号 200

32 長C10064 上田市上田（新田東交差点付近） 長野国道 上田市 一般国道18号 201

33 県C107 茅野市長倉 長野県 茅野市 一般国道152号 300

34 長C10045 長野市高田（単路） 長野国道 長野市 一般国道18号 386

35 長C10018 上田市国分（単路） 長野国道 上田市 一般国道18号 704

36 県C363 上田市天神4丁目(上田駅周辺)（単路） 長野県 上田市 主要地方道77号 133

37 長C10077 松本市平田東3丁目 長野国道 松本市 一般国道19号 301

38 県C94 飯田市川路田中（単路） 長野県 飯田市 一般国道151号 272

39 Ｃ９５ 松本市高宮北 長野国道 松本市 一般国道19号 482

40 長C10084 松本市鎌田1丁目 長野国道 松本市 一般国道19号 482

41 県C192 長野市東和田（セブンイレブン付近～東和田西交差点） 長野県 長野市 一般国道406号 491

42 県C10274 長野市稲里町中氷鉋（単路） 長野県 長野市 主要地方道77号 300

43 Ｃ２６ 上田市中央東（中央東交差点） 長野国道 上田市 一般国道18号 100

44 Ｃ２７ 上田市中央五丁目 長野国道 上田市 一般国道18号 423

45 長C10111 岡谷市長地柴宮3丁目 長野国道 岡谷市 一般国道20号 252

46 Ｃ６４ 長野市稲葉 長野国道 長野市 一般国道18号 669

47 長C10005 小諸市平原（平原交差点） 長野国道 小諸市 一般国道18号 100

48 県C10386 松本市出川町（単路） 長野県 松本市 長野県道295号 300

49 長C10050 長野市東和田 長野国道 長野市 一般国道18号 352

50 長C10082 松本市高宮中 長野国道 松本市 一般国道19号 373

51 県C139 松本市松本インター付近（単路） 長野県 松本市 一般国道158号 200

52 県C68 大町市上橋（単路） 長野県 大町市 一般国道147号 330

53 県C547 長野市篠ノ井会（篠ノ井総合病院付近～篠ノ井駅入口交差点） 長野県 長野市 長野県道385号 992

54 長C10046 長野市高田（単路） 長野国道 長野市 一般国道18号 302

55 Ｃ８８ 松本市芳川村井（単路） 長野国道 松本市 一般国道19号 200

56 県C44 松本市渚2丁目（単路） 長野県 松本市 一般国道143号 106

57 長C10047 長野市高田（単路） 長野国道 長野市 一般国道18号 398

58 県C10136 長野市大字三輪（単路） 長野県 長野市 一般国道406号 251

59 県C10043 上田市上田原（単路） 長野県 上田市 一般国道143号 259

60 県C353 長野市川中島町原南原（単路） 長野県 長野市 主要地方道77号 400

61 県C10084 飯田市上郷北条（単路） 長野県 飯田市 一般国道153号 538

62 県C67 大町市大町旭町（単路） 長野県 大町市 一般国道147号 199

63 県C536 長野市上千田（単路） 長野県 長野市 長野県道372号 318

64 県C10029 佐久市布施百沢（単路） 長野県 佐久市 一般国道142号 193

65 飯C47 名古熊中央交差点 飯田国道 飯田市 一般国道153号 100

66 県C56 上田市上田原(上田原駅付近)（単路） 長野県 上田市 一般国道143号 200

67 県C10007 長野市青木島町青木島 長野県 長野市 一般国道117号 604

68 Ｃ１０１ 安曇野市明科中川手 長野国道 安曇野市 一般国道19号 700

路線名 区間延長(m)道路管理者 市町村名No 箇所番号 箇所名
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路線名 区間延長(m)道路管理者 市町村名No 箇所番号 箇所名

69 Ｃ１００７ 松本市芳川村井(村井下町北交差点) 長野国道 松本市 一般国道19号 100

70 県C490 松本市石芝四丁目～松本市石芝三丁目（二子橋東交差点～コスコ付近） 長野県 松本市 長野県道296号 490

71 県C10200 上田市真田町長字横尾（単路） 長野県 上田市 主要地方道35号 650

72 県C10417 松本市大字島内（単路） 長野県 松本市 長野県道320号 199

73 県C10038 上田市小泉小泉（単路） 長野県 上田市 一般国道143号 200

74 県C10419 松本市大字島立（単路） 長野県 松本市 長野県道320号 395

75 県C100 上田市東組（単路） 長野県 上田市 一般国道152号 200

76 県C10253 長野市徳間（単路） 長野県 長野市 主要地方道60号 333

77 県C10152 佐久市小田井（単路） 長野県 佐久市 主要地方道9号 300

78 県C10083 飯田市上郷北条（単路） 長野県 飯田市 一般国道153号 398

79 県C10293 上田市常田３丁目（単路） 長野県 上田市 主要地方道79号 290

80 Ｃ３６ 上田市上塩尻（単路） 長野国道 上田市 一般国道18号 400

81 長C10069 塩尻市広丘高出（単路） 長野国道 塩尻市 一般国道19号 145

82 県C491 松本市石芝2丁目（単路） 長野県 松本市 長野県道296号 268

83 県C10037 松本市旭１丁目（単路） 長野県 松本市 一般国道143号 192

84 県C10009 飯山市大字静間（単路） 長野県 飯山市 一般国道117号 328

85 長C10032 千曲市打沢（単路） 長野国道 千曲市 一般国道18号 173

86 県C50 松本市旭三丁目信州大学正門～大学西門前付近 長野県 松本市 一般国道143号 200

87 県C10241 安曇野市豊科南穂高寺所（単路） 長野県 安曇野市 主要地方道57号 200

88 長C10023 上田市下塩尻 長野国道 上田市 一般国道18号 490

89 県C10165 岡谷市湊１丁目 長野県 岡谷市 主要地方道16号 175

90 県C119 飯田市別府（単路） 長野県 飯田市 一般国道153号 199

91 県C1020 上田市神畑460番地1地先～上田市小島574番地10地先 長野県 上田市 主要地方道65号 232

92 長C10070 塩尻市広丘高出 長野国道 塩尻市 一般国道19号 549

93 長C10078 松本市平田東3丁目 長野国道 松本市 一般国道19号 300

94 県C10181 松本市波田１０区（単路） 長野県 松本市 主要地方道25号 575

95 県C10041 上田市福田（単路） 長野県 上田市 一般国道143号 300

96 長C10086 松本市渚2丁目（単路） 長野国道 松本市 一般国道19号 200

97 長C10108 諏訪市湖岸通り2丁目（単路） 長野国道 諏訪市 一般国道20号 203

98 県C10286 上田市天神１丁目（単路） 長野県 上田市 主要地方道77号 133

99 Ｃ１１１ 長野市安茂里（単路） 長野国道 長野市 一般国道19号 422

100 長C10087 松本市渚1丁目（単路） 長野国道 松本市 一般国道19号 293

101 県C317 松本市中央三丁目（単路） 長野県 松本市 主要地方道63号 498

102 県C10030 佐久市協和協東（単路） 長野県 佐久市 一般国道142号 400

103 長C10039 長野市青木島町大塚 長野国道 長野市 一般国道18号 156

104 県C76 安曇野市穂高柏矢町（単路） 長野県 安曇野市 一般国道147号 139

105 県C10337 上田市大屋（単路） 長野県 上田市 長野県道176号 410

106 県C123 下伊那郡高森町吉田（単路） 長野県 下伊那郡高森町 一般国道153号 179

107 飯C41 飯田インター西交差点（終点側）（単路） 飯田国道 飯田市 一般国道153号 454

108 県C122 下伊那郡高森町下市田下市田駅入口付近（単路） 長野県 下伊那郡高森町 一般国道153号 200

109 長C10012 東御市常田（東御市警部交番前）（単路） 長野国道 東御市 一般国道18号 101

110 県C111 茅野市塚原1丁目（単路） 長野県 茅野市 一般国道152号 200

111 県C10261 上田市中之条（単路） 長野県 上田市 主要地方道65号 200

112 県C10197 長野市大字稲葉（単路） 長野県 長野市 主要地方道34号 502

113 Ｃ４８ 千曲市粟佐（単路） 長野国道 千曲市 一般国道18号 141

114 県C10327 佐久市野沢（単路） 長野県 佐久市 長野県道144号 307

115 県C10139 須坂市大字塩川（単路） 長野県 須坂市 一般国道406号 553

116 県C10056 安曇野市穂高矢原（単路） 長野県 安曇野市 一般国道147号 199

117 長C10037 長野市合戦場2丁目 長野国道 長野市 一般国道18号 100

118 長C10031 千曲市寂蒔（単路） 長野国道 千曲市 一般国道18号 400

119 長C10016 東御市和（単路） 長野国道 東御市 一般国道18号 400

120 県C10445 長野市大字東和田（単路） 長野県 長野市 長野県道375号 460

121 県C10341 諏訪市大字中洲神宮寺（単路） 長野県 諏訪市 長野県道183号 1,185

122 県C427 諏訪市飯島（単路） 長野県 諏訪市 長野県道183号 954

123 県C10004 北佐久郡軽井沢町中軽井沢（単路） 長野県 北佐久郡軽井沢町 一般国道18号 200

124 県C10222 松本市小屋南１丁目（単路） 長野県 松本市 主要地方道48号 979

125 Ｃ１１３ 長野市安茂里（単路） 長野国道 長野市 一般国道19号 197

126 県C10276 長野市川中島町原（単路） 長野県 長野市 主要地方道77号 198

127 県C10073 上田市上丸子沢田（単路） 長野県 上田市 一般国道152号 200

128 県C10273 長野市青木島４丁目（単路） 長野県 長野市 主要地方道77号 163

129 県C10482 諏訪市大字四賀赤沼（単路） 長野県 諏訪市 長野県道487号 200

130 Ｃ１９ 上田市国分（単路） 長野国道 上田市 一般国道18号 197

131 長C10083 松本市高宮東（単路）※高宮北交差点～井川城口交差点間 長野国道 松本市 一般国道19号 110

132 長C10103 茅野市宮川 長野国道 茅野市 一般国道20号 503

133 Ｃ２２ 上田市常入一丁目（単路） 長野国道 上田市 一般国道18号 200

134 県C10072 上田市中丸子中丸子（単路） 長野県 上田市 一般国道152号 200

135 県C10122 飯田市鼎切石（単路） 長野県 飯田市 一般国道256号 223

136 Ｃ１３６ 下諏訪町長地（単路） 長野国道 岡谷市 一般国道20号 200
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137 長C10033 千曲市桜堂（単路） 長野国道 千曲市 一般国道18号 161

138 県C10338 上田市保野（単路） 長野県 上田市 長野県道177号 1,162

139 県C10121 飯田市伊賀良北方（単路） 長野県 飯田市 一般国道256号 300

140 県C10284 上田市御所（単路） 長野県 上田市 主要地方道77号 200

141 県C10040 上田市吉田（単路） 長野県 上田市 一般国道143号 200

142 県C93 飯田市駄科（単路） 長野県 飯田市 一般国道151号 190

143 県C175 須坂市米持（単路） 長野県 須坂市 一般国道403号 299

144 県C140 松本市松本インター付近（単路） 長野県 松本市 一般国道158号 347

145 長C10076 松本市村井町北1丁目（単路） 長野国道 松本市 一般国道19号 551

146 長C10022 上田市常磐城5丁目（単路） 長野国道 上田市 一般国道18号 172

147 Ｃ１ 軽井沢町長倉（単路） 長野国道 北佐久郡軽井沢町 一般国道18号 374

148 県C10269 松本市大字里山辺（単路） 長野県 松本市 主要地方道67号 300

149 県C431 岡谷市長地権現町二丁目～下諏訪郡下諏訪町（西大路交差点） 長野県 諏訪郡下諏訪町 長野県道185号 186

150 県C541 長野市南長池（単路） 長野県 長野市 長野県道375号 478

151 Ｃ１１９ 長野市北条町（単路） 長野国道 長野市 一般国道19号 168

152 Ｃ４０ 千曲市磯部（単路） 長野国道 千曲市 一般国道18号 178

153 県C10220 佐久市御馬寄御馬寄（単路） 長野県 佐久市 主要地方道44号 647

1001 Ｃ１０７ 長野市信更町安庭（単路） 長野国道 長野市 一般国道19号 395

1002 Ｃ１０５－３ 信州新町新町（単路） 長野国道 長野市 一般国道19号 609

1003 県C185 長野市茂菅 長野県 長野市 主要地方道406号 2,430

1004 県C465 下伊那郡豊丘村馬場 長野県 下伊那郡喬木村 長野県道251号 100
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