
真田地域除雪路線表
業者委託路線

1次 2次 1次 2次 持込・貸付 規格

真田 J1 1 1次 横道大倉線 （一）傍陽菅平線交点 ～ 大倉地籍上 一部 3.0 持込 除雪ドーザ8ｔ級（プラウ仕様）

2 1次 曲尾傍陽小線 長野真田線交点 ～ 傍陽菅平線交点 一部 0.5

3 1次 大良１号線 傍陽菅平線交点 ～ 大良集落 一部 0.4

計 3 3.9

J2 4 1次 横尾新道線 本原傍陽線交点 ～ （主）長野真田線交点（横尾） 全線 0.6 持込 除雪ドーザ7ｔ（プラウ仕様）

5 1次 本原傍陽線 （主）長野真田線交点 ～ さなだ保育園線交点 一部 1.9

計 2 2.5

J3 35 1次 横尾真田線 （主）長野真田線交点（横尾） ～ 戸沢～Ｒ１４４号交点 全線 1.7 持込 除雪ドーザ8ｔ級（プラウ仕様）

36 1次 運動公園線 長野真田線交点 ～ 運動公園東線交点 全線 0.5

37 1次 運動公園東線 横尾真田線交点 ～ Ｒ１４４号交点 一部 0.5

38 1次 城南線 長野真田線交点 ～ 横尾真田線交点 一部 0.4

39 1次 大畑横沢線 運動公園東交点 ～ 横尾真田線交点 一部 0.9

89 1次 梅ノ木2号線 城南線交点 ～ 信綱寺線交点 全線 0.2

90 1次 信綱寺線 城南線交点 ～ 古城緑地広場入口 一部 0.4

計 7 4.6

J4 20 1次 大畑小玉線 本原傍陽線交点 ～ R144号交点 一部 0.1 持込 除雪ドーザ7ｔ（プラウ仕様）

21 1次 川久保御屋敷線 本原傍陽線交点 ～ R144号交点 一部 0.1

22 1次 大畑横沢線 本原傍陽線交点 ～ （主）長野真田線交点 一部 1.1

23 1次 本原傍陽線 さなだ保育園線交点 ～ Ｒ１４４号交点 一部 2.1

24 1次 四日市荒井線 長野真田線交点 ～ Ｒ１４４号交点 一部 0.2

25 1次 さなだ保育園線 本原傍陽線交点 ～ 長野真田線交点 全線 0.7

26 1次 表木藤沢線 本原傍陽線交点 ～ 畑山橋先 一部 0.1

計 7 4.4

J5 6 1次 川久保御屋敷線 Ｒ１４４号交点 ～ 長野真田線交点 一部 2.3 持込 除雪ドーザ7ｔ（プラウ仕様）

7 1次 下原小玉線 下原公民館 ～ 川久保御屋敷線交点 一部 1.8

8 1次 大畑小玉線 Ｒ１４４号交点 ～ （一）矢沢真田線交点 一部 1.1

9 1次 荒井中原線 （一）矢沢真田線交点 ～ （主）長野真田線交点 全線 0.5

10 1次 荒井町原線 大畑横沢線交点 ～ 町原上線交点 全線 1.0

11 1次 町原上線 中原町原線交点 ～ 下原小玉線交点 一部 0.3

12 1次 出早１号線 下原小玉線交点 ～ 川久保御屋敷線交点 一部 0.1

13 1次 藤沢中原線 荒井中原線交点 ～ Ｒ１４４号交点 全線 0.8

14 1次 大畑下原線 大畑小玉線交点 ～ 下原小玉線交点 一部 0.5

15 1次 南原団地１号線 川久保御屋敷線交点 ～ 南原団地 全線 0.3

16 1次 荒井赤井線 R144号交点 ～ 川久保御屋敷線交点 一部 1.7

17 1次 荒井北線 荒井中原線交点 ～ 荒井赤井線交点 全線 0.2

18 1次 赤井日向線 真田東部線交点 ～ 赤井集落内 一部 0.4

19 1次 赤井日向下線 赤井集落内 ～ 真田東部線交点 全線 0.2

計 14 11.2

J6 27 1次 大畑横沢線 R144号交点 ～ （主）真田東部交点 一部 2.0 持込 除雪ドーザ7ｔ（プラウ仕様）

28 1次 横沢角間線 大畑横沢線交点 ～ 岩屋館上 全線 2.9

29 1次 白山長谷寺線 長谷寺新道線交点 ～ 長谷寺入口 一部 0.3

30 1次 長谷寺新道線 真田東部線交点 ～ 白山長谷寺線交点 全線 0.1

計 4 5.3

J7 31 1次 大日向中央線 国道１４４号交点 ～ 国道１４４号交点 全線 1.0 持込 除雪ドーザ7ｔ（プラウ仕様）

32 1次 宮前宮浦線 国道144号～宮前３号線交点 上大日向線～国道144号交点 一部 0.3

33 1次 上大日向線 国道144号交点 ～ 宮前宮浦線交点 全線 0.1

34 1次 宮前３号線 宮前宮浦線交点 ～ 国道144号交点 全線 0.2

計 4 1.6

J8 40 1次 本沢１号線 大洞３号線交点 ～ 大洞１号線交点 全線 0.5 貸付 除雪ドーザ13ｔ級（プラウ仕様）

41 1次 大洞３号線 国道４０６交差点　　　　　　　　～　本沢１号線交差点 一部 0.2

42 1次 大洞１号線 大洞３号線交点 ～ 本沢１号線交点 全線 1.0

43 1次 別荘１３号線 別荘１７号線交点 ～ 別荘３０号線交点 一部 0.7

44 1次 別荘１７号線 県道菅平高原線交点 ～ 別荘３０号線交点 全線 0.9

45 1次 別荘３０号線 国道４０６号交点 ～ 県道菅平高原線交点 全線 3.1

46 1次 別荘４８号線 県道菅平高原線交点 ～ 県道菅平高原線交点 全線 0.7

計 7 7.1

J10 88 1次 四阿高原線 （一）菅平高原線交点 ～ 四阿高原ホテル上 一部 1.3 持込 除雪ドーザ13ｔ級（プラウ仕様）

1 1.3

小計 49 41.9 0.0
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除雪路線表 R4

真田地域
業者委託路線（特殊工区）

1次 2次 1次 2次 持込・貸付 規格

真田 J9 47 1次 羽根尾西組線 国道４０６号交点 ～ 県道長野菅平線交点 全線 3.7 貸付 除雪ドーザ13ｔ級（プラウ仕様）

48 1次 原野地線 県道菅平高原線交点～原野地３号線交点 ～ 原野地２号線交点～国道４０６号交点 一部 1.3 貸付 除雪ドーザ13ｔ級（プラウ仕様）

49 1次 白銀線 国道４０６号交点 ～ 県道長野菅平線交点 全線 0.9 貸付 除雪ドーザ16ｔ級（プラウ仕様）

50 1次 大松１号線 県道傍陽菅平線交点 ～ 大松スキー場 一部 1.0 貸付 除雪ドーザ16ｔ級（プラウ仕様）

51 1次 燕線 県道長野菅平線交点 ～ 燕スキー場 全線 1.3

52 1次 菅平カントリー線 県道菅平高原線交点 ～ 牧場線交点 全線 1.1

53 1次 原野地２号線 原野地線交点 ～ 国道４０６号線交点 全線 1.6

54 1次 西組１号線 羽根尾西組線交点 ～ 県道長野菅平線交点 一部 0.2

55 1次 笹平１号線 県道長野菅平線交点 ～ 大日方宅裏まで 全線 0.3

56 1次 笹平２号線 県道長野菅平線交点 ～ 酒井宅裏交差点まで 全線 0.2

57 1次 田無線 県道長野菅平線交点 ～ 西東京市自然の家まで 全線 0.8

58 1次 江戸川線 県道長野菅平線交点 ～ 貯水池まで 一部 0.2

59 1次 下条線 燕線交点 ～ 県道傍陽菅平線交点 全線 0.8

60 1次 秋葉線 羽根尾西組線交点 ～ 下条線交点 全線 0.2

61 1次 金井線 羽根尾西組線交点 ～ 燕線交点 全線 0.2

62 1次 竹村１号線 燕線交点 ～ 羽根尾西組線交点 全線 0.5

63 1次 川上線 県道長野菅平線交点 ～ 弘法線交点 一部 0.5

64 1次 弘法線 羽根尾西組線交点 ～ 県道長野菅平線交点 全線 0.6

65 1次 攻玉社線 県道傍陽菅平線交点 ～ 西北２号線交点 全線 0.7

66 1次 西北１号線 羽根尾西組線交点 ～ 西北中央線交点 全線 0.4

67 1次 大松台線 西北１号線交点 ～ 菅平高原荘前まで 全線 0.2

68 1次 西北２号線 県道傍陽菅平線交点 ～ 西北中央線交点 全線 0.6

69 1次 大松三日城線 大松１号線交点 ～ 三日城１号線交点 一部 0.3

70 1次 センター前線 国道４０６号交点 ～ 農協線交点 全線 0.1

71 1次 小島線 白銀線交点 ～ 県道長野菅平線交点 全線 0.2

72 1次 早稲田線 国道４０６号交点 ～ 原野地２号線交点 全線 0.7

73 1次 日体大線 国道４０６号交点 ～ 原野地２号線交点 全線 0.8

74 1次 原野地３号線 原野地２号線交点 ～ 原野地２号線交点 全線 1.5

75 1次 天狗線 オボコ清水１号線交点 ～ １００ｍ 一部 0.1

76 1次 オボコ清水１号線 国道４０６号線交点 ～ 国道４０６号線交点 全線 0.7

77 1次 文部省線 県道菅平高原線交点 ～ 文部省入口まで 全線 0.4

78 1次 牧場線 菅平カントリー線交点 ～ 日大縦線交点 全線 1.1

79 1次 一本松横線 牧場線交点 ～ 白樺台１号線交点 一部 0.4

80 1次 日大横線 一本松横線交点 ～ 大阪経済大線交点 一部 0.7

81 1次 白樺台１号線 一本松横線交点 ～ 日大横線交点 全線 0.2

82 1次 目黒線 県道菅平高原線交点 ～ 牧場線交点 全線 0.9

83 1次 大阪経済大線 県道菅平高原線交点 ～ 日大横線交点 一部 0.5

84 1次 日大縦線 県道菅平高原線交点 ～ 牧場線交点 全線 0.8

85 1次 菅平ユース線 牧場線交点 ～ 北村別荘横 全線 0.2

86 1次 杉並縦線 県道菅平高原線交点 ～ 日大横線交点 全線 0.5

87 1次 西北中央線 西北１号線交点 ～ 西北２号線交点 全線 1.1

計 41 28.5

小計 41 28.5 0.0

合計 90 70.4 0.0

除　雪　区　間 区間地域 工区
路線番号 出動

基準
路　　　線　　　名

延長（km） 標準機械


