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工　種 種　別 単位 数　量

道路調査

現況調査

業務計画書作成 1

現地踏査 大型カルバート 2

大型カルバート定期点検 881.2 881

点検結果報告書作成 大型カルバート 2

現地踏査 門形標識 5

門形標識定期点検 5

点検結果報告書作成 門形標識 5

データ解析 1

管理方針の検討 1

劣化予測手法の検討 1

計画策定 1

効果の検証 1

大型道路標識点検及び応急設置 54

点検結果資料及び報告大型標識 54

打合せ

打合せ 1

打合せ 各有料道路管理事務所　打合せ 7

照査技術者による報告 1

旅費交通費

運転費［ライトバン］ 1500cc 1

運転費［ライトバン］ 1500cc 10

基

業務着手時　1回+中間　1回+成果品納品時　1回
＋各有料道路管理事務所　打合せ　7回　＝　10回

回

式

式

計　　算　　式

数　　量　　総　　括　　表

基

業務

式

基

基

業務

回

式

ｍ2

式

日

日

基

基

基
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工　種 種　別 単位 数　量

一般調査

橋梁点検車運転 9

安全費（任意）

交通誘導警備員Ａ 9

交通誘導警備員Ｂ 27

三才山　3　+　新和田　1　+　平井寺　1　+　松
本　2+　志賀中野　0.5　+　白馬長野　1　+　五
輪大橋　0.5　＝　9

人・日

人・日

数　　量　　総　　括　　表
計　　算　　式

日



諸元

施設名

県道カルバート (ｹﾝﾄﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄ） 24.63 12 4.7 527.1 長野県道路公社 志賀中野有料道路管理事務所 中野市

宮カルバート （ﾐﾔｶﾙﾊﾞｰﾄ） 15.6 13.3 4.7 354.1 長野県道路公社 白馬長野有料道路管理事務所 長野市

合計 881.2

大型カルバート　一覧表

市区町村名管理者名 管理事務所名

幅員（m）延長（m）

施設名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)

内空高さ（m） 点検面積（m2）



諸元

施設名 路線 行政区域

道路情報提供装置 国道254号 1976 7 長野県道路公社 三才山ﾄﾝﾈﾙ有料道路管理事務所 長野県 上田市

道路標識 国道254号 1976 7 長野県道路公社 三才山ﾄﾝﾈﾙ有料道路管理事務所 長野県 松本市

道路情報提供装置 県道284号 1976 7 長野県道路公社 三才山ﾄﾝﾈﾙ有料道路管理事務所 長野県 松本市

道路情報提供装置 国道254号 1994 9.45 長野県道路公社 松本ﾄﾝﾈﾙ有料道路管理事務所 長野県 松本市

道路標識 国道142号 1977 12 長野県道路公社 新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路管理事務所 長野県 下諏訪町

門型標識　一覧表

設置年（西暦） 幅員（m）

施設名 路線名 管理者名 管理事務所名 都道府県名 市区町村名



管理事務所 路線・河川名 設置場所 設置目的 標識点検必要箇所

三才山 一般国道２５４号 小県郡丸子町大字東内字中五丁田2,064　他１ヶ所 道路標識設置 2

三才山 一般国道２５４号 三才山トンネル有料道路全線　12基 規制標識 12

三才山 一般国道２５４号 三才山トンネル有料道路全線　4基 案内標識 4

三才山 一般国道２５４号 上田側起点1基 有料道路起点 1

19

新和田 一般国道１４２号 小県郡和田村ﾍｲｺﾞﾛｳ5384-16 (観音沢) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 小県郡和田村239番の7地先 (青原) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 諏訪郡下諏訪町字丁子(西餅屋) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 諏訪郡下諏訪町字町屋敷上り線(町屋敷) 道路情報板設置 1

新和田 一般国道１４２号 諏訪郡下諏訪町字町屋敷下り線(町屋敷) 道路情報板設置 1

5

平井寺 主要地方道上田丸子線 上田市大字常磐城1677-3他7箇所 道路標識設置 4

平井寺 主要地方道上田丸子線 上田市大字古安曽1057-9地先 道路情報板の設置 1

平井寺 一般国道　１５２号
小県郡丸子町大字腰越413-7地先
（現上田市）

道路情報板の設置 1

平井寺 一般国道　２５４号
小県郡丸子町大字東内3163-1地先
（現上田市）

道路情報板の設置 1

平井寺 主要地方道　上田丸子線
上田市大字下之郷字唐臼乙325番地先
①上田市大字下之郷乙548番地の1先
②上田市大字下之郷乙560番地先

道路案内標識設置 1

平井寺 主要地方道　上田丸子線
上田市古安曽上田側坑口
上田市東内丸子側坑口 1

平井寺 主要地方道　上田丸子線 上田市古安曽駐車場入口 1

10

松本 国道１４７号高家バイパス 松本市島内 道路情報板設置 1

松本 信濃川水系　一級河川　奈良井川 松本市大字島内8040-9番地先 道路情報装置設置 1

松本 信濃川水系　奈良井川　右岸 松本市大字島内8123-2番地 道路情報板設置 1

松本 一般国道１４３号 六助池付近 道路情報板 1

松本 一般国道１４３号 六助池付近 道路標識板２基 2

松本 一般国道２５４号 稲倉 道路標識板２基 2

松本 一般国道２５４号 伊深 道路標識板４基 4

松本 一般国道２５４号 島内～岡田 警報表示板２基 2

14

白馬長野 （主）長野大町線 長野市中条宮～小川村夏和 有料道路案内標識 2

白馬長野 市道・市道橋 長野市信更町安庭 有料道路案内標識 2

4

五輪大橋 信濃川水系　犀川
左岸　長野市大豆島字本郷前6669－2～
右岸　長野市真島町川合1963-179

新長野大橋存置のため 2

2

54

大型標識　一覧表


