
上田地域凍結防止剤散布路線表

業者委託路線

1次 2次 1次 2次 持込・貸付 規格

上田 Ｔ１ 1 1-62 野倉樋ノ口線 県・鹿教湯別所上田線交点 金井樋ノ口線交点 2.3 持込 車両搭載式散布機1.0㎥

2 1-58 東前山手塚線 東前山西線交点 ～ 小島手塚線交点 1.0 持込 トラック1.5ｔ

3 1-60 山田手塚線 主・別所丸子線交点 ～ 小島手塚線交点 1.3

4 1-49 小島手塚線 下本郷１１号線交点 ～ 東前山手塚線交点 5.9

2981 下本郷１１号線 県・鹿教湯別所上田線交点 小島手塚線交点 0.3

5 3423 東前山東線 主・上田丸子線交点 ～ 東前山２１号線交点 1.1

3458 東前山２１号線 東前山東線交点 ～ 東前山２３号線交点 0.1

3461 東前山２３号線 東前山２１号線交点 ～ 東前山横町線交点 0.1

3462 東前山横町線 東前山２３号線交点 ～ 東前山西線交点 0.2

3435 東前山西線 東前山横町線交点 ～ 東前山手塚線交点 0.1

100 2429 中之条下之郷線 神畑下小島線交点 ～ 主・上田丸子線 2.0

2490 神畑下小島線 神畑下之郷線交差 ～ 主・上田丸子線交点 0.9

101 3888 柳沢中央線 柳沢1号線交点 ～ 柳沢５号線交点 1.0

計 7 16.3 0.0

上田 Ｔ２ 6 1-47 浦里別所線 国道１４３号交点 ～ 八木沢別所線交点 2.2 貸付 車両搭載式散布機1.0㎥

7 1-45 仁古田下室賀線 浦里別所線交点 ～ 越戸西線交点 2.0 持込 トラック1.5ｔ

8 1-40 横山仁古田線 和合横山線交点 ～ 県・塩田仁古田線交点 1.4

2-23 和合横山線 横山神畑線 ～ 横山仁古田線 0.1

1-37 横山神畑線 和合横山線 ～ 五加福田線交点 1.5

9 1-48 五加福田線 県・鹿教湯別所上田線交点 ～ 横山神畑線交点 1.1

2627 小泉２号線 国道１４３号交点 ～ 日置電機前 0.5

計 4 8.8 0.0

上田 Ｔ３ 10 1-30 三好町上田原線 主・長野上田線交点 ～ 下之条神畑線交点 1.3 持込 車両搭載式散布機1.0㎥

2409 古戦場公園線 下之条神畑線交点 ～ 築地バイパス交点 0.4 持込 トラック1.5ｔ

1-33 下之条神畑線 古戦場線交点 ～ 三好町上田原線交点 0.1

11 2-19 古舟橋下之条線 主・上田丸子線交点 ～ 中之条２４号線交点 0.1

1929 中之条２４号線 古舟橋下之条線交点 ～ 中之条１９号線交点 0.1

1931 中之条１９号線 中之条２８号線交点 ～ 中之条２４号線交点 0.3

その他道路（県住） 中之条１９号線交点 ～ 中之条２０号線交点 0.1

1947 中之条３８号線 中之条２０号線交点 ～ 主・上田丸子線交点 0.4

12 1923 中之条４５号線 主・上田丸子線交点 ～ 三好町上田原線交点 0.1

1-30 三好町上田原線 主・長野上田線交点 ～ 中之条４５号線交点 0.8

13 1-29 三好町中之条線 主・長野上田線交点 ～ 主・上田丸子線交点 1.2

計 4 4.9 0.0

上田 Ｔ４ 14 2-20 川辺町国分線 主・上田丸子線交点 ～ 国道１８号交点 4.0 貸付 車両搭載式散布機1.0㎥

15 2417 神畑原峠線 主・上田丸子線交点 ～ 川辺町国分線交点 1.6 貸付 トラック1.5ｔ

16 1860 朝日ケ丘１号線 川辺町国分線交点 ～ 朝日ケ丘９号線交点 0.4

17 1861 朝日ケ丘２号線 朝日ケ丘１号線交点 ～ 朝日ケ丘１６号線交点 0.2

18 1863 朝日ケ丘４号線 朝日ケ丘１号線交点 ～ 朝日ケ丘３号線交点 0.1

1862 朝日ケ丘３号線 県・上田塩川線交点 ～ 朝日ケ丘４号線交点 0.2

19 1-08 踏入大屋線 下堀２号線交点 ～ 岩下５４号線交点 1.6

岩下５４号交点 ～ 国道１５２号交点 0.8

461 岩下５４号線 踏入大屋線交点 ～ 踏入大屋線交点 1.0

20 1801 御所小牧線 主・長野上田線交点 ～ 川辺町国分線交点 1.3

計 7 11.2 0.0

上田 Ｔ５ 21 1-20 秋和踏入線 国道１８号交点 ～ 主・長野上田線交点 2.9 貸付 車両搭載式散布機1.0㎥

22 1-17 天神町新屋線 主・長野上田線交点 ～ 国道１８号交点 1.1 貸付 トラック1.5ｔ

23 1-19 上田橋中島線 主・長野上田線交点 ～ 常磐城上塩尻線交点 1.8

1631 常磐城上塩尻線 上田橋中島線交点 ～ 新屋線交点 1.5

1597 五反田新屋線 新屋線交点 ～ 五反田新屋線交点 1.0

1-27 下塩尻中島線 五反田新屋線交点 ～ 国道１８号交点 0.2

24 1011 南天神町福神町線 主・長野上田線交点 ～ 熊の小路線交点 0.7

1051 熊の小路線 秋和踏入線交点 ～ 天神４の７号線交点 0.2

25 上田駅温泉口（車道） ～ 0.3

26 上田駅お城口（車道） ～ 0.3

27 1202 泉平坂下線 秋和踏入線交点 ～ 諏訪部川原柳線交点 0.3

1-16 諏訪部川原柳線 泉平坂下線交点 ～ 国道141号交点 1.4

28 1091 原町生塚線 国道１８号交点 ～ 柳町房山線交点 1.6

1092 柳町房山線 国道141号交点 ～ 秋和踏入線交点 0.1

29 1035 北天神町線 主・長野上田線交点 ～ 上田駅お城口 0.3

30 1442 天神３の１号線 主・長野上田線交点 ～ 上常田中常田線交点 0.4

31 1443 天神３の２号線 上田橋中島線交点 ～ 南天神町坂下線交点 0.4

1461 櫓下泉平線 秋和踏入線交点 ～ 天神３の２号線交点 0.2

32 1306 古舟側道1号線 秋和踏入線交点 ～ 常磐城1号線交点 0.2

計 12 14.9 0.0
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上田 Ｔ６ 33 1-12 新田大星線 国道１８号交点 ～ 国道１８号上田バイパス交点 1.1 持込 車両搭載式散布機1.0㎥

34 1148 大星西大星裏線 大星西片山線交点 ～ 上田バイパス交点 0.4 持込 トラック1.5ｔ

35 1134 緑が丘和合沢線 大星西片山線交点 ～ 大星西大星裏線交点 0.1

1145 大星西片山線 大星西片山線交点 ～ 緑が丘和合沢線交点 0.4

1172 八幡裏大星西線 海善寺裏線交点 ～ 大星西片山線交点 0.4

36 1176 思川北沖線 緑が丘１の１７号線交点 ～ 緑が丘３の１１号線交点 0.5

1358 緑が丘１の１７号線 八幡裏思川線交点 ～ 思川北沖線交点 0.1

1163 八幡裏思川線 八幡裏大星西線交点 ～ 緑が丘１の１７号線交点 0.2

1172 八幡裏大星西線 八幡裏思川線交点 ～ 海善寺裏線交点 0.2

1153 海善寺裏線 八幡裏大星西線交点 ～ 新田大星線交点 0.2

37 1173 緑が丘１の３号線 八幡裏大星西線交点 ～ 緑が丘１の１７号線交点 0.2

1174 緑が丘１の４号線 緑が丘１の３号線交点 ～ 緑が丘１の１２号線交点 0.1

38 1-13 川原柳山口線 県・住吉上田線交点 ～ 国道１８号上田バイパス交点 0.6

1-11 大星山口線 国道１８号上田バイパス交点 ～ 新田大久保線交点 0.3

39 899-22 伊勢山金井線 新田大久保線交点 ～ 国道１４４号交点 3.1

40 638 長島５号線 県・住吉上田線交点 ～ 国道１４４号交点 0.5

856 長島３７号線 県・住吉上田線交点 ～ 伊勢山金井線交点 0.2

41 1-10 伊勢山金井線 伊勢山金井線交点 ～ 住吉4号線交点 0.5

42 2-13 新田大久保線 新田大星線交点 ～ 国道１８号上田バイパス交点 0.4

2-13 新田大久保線 国道１８号上田バイパス交点 ～ 伊勢山金井線交点 1.4

43 763 蛇沢西線 県・住吉上田線交点 ～ 国道１８号上田バイパス交点 0.3

計 11 11.2 0.0

上田 Ｔ７ 44 633 川原柳豊里線 国道１４４号交点 ～ 主・小諸上田線交点 4.7 貸付 車両搭載式散布機1.0㎥

45 1-14 蛇沢染屋線 国道１４４号交点 ～ 材木町染屋線交点 0.2 持込 トラック1.5ｔ

2-17 材木町染屋線 国道１８号交点 ～ 蛇沢染屋線交点 0.4

46 1-07 黒坪長島線 主・小諸上田線交点 ～ 国道１４４号交点 2.1

47 2-08 小岩門笹井線 主・小諸上田線交点 ～ 小岩門長島線交点 0.5

48 438 大沢線 国分常田線交点 ～ 構国分４号線交点 0.3

442 構国分４号線 大沢線交点 ～ 国道１８号上田バイパス交点 0.1

49 2-20 川辺町国分線 国道１８号交点 ～ 国道１８号バイパス交点 0.9

50 514 国分寺１８号線 国道１８号交点 ～ 川辺町国分線交点 0.6

計 7 9.8 0.0

上田 Ｔ８ 51 1-03 下郷長入線 県・下原大屋停車場線交点 市民の森 3.7 持込 車両搭載式散布機2.0㎥

162 漆戸殿城線 殿城上野線交点 ～ 下郷1号交点 0.5 持込 トラック1.5ｔ

52 887 殿城上野線 県・下原大屋停車場線交点 ～ 伊勢山下郷線交点 1.6

53 665 富士見台団地入口線 伊勢山下郷線交点 ～ 富士見台１号線交点 0.6

666 富士見台１号線 富士見台団地入口線 ～ 富士見台１７号線交点 0.6

54 1-09 伊勢山下郷線 笹井樋之沢線交点 ～ 県・下原大屋停車場線交点 1.7

2-09 笹井樋ノ沢線 笹井３号線交点 ～ 殿城上野線交点 1.3

55 58 大日木氷沢線 大日木１０号線交点 ～ 岩清水氷沢線交点 0.5

158 大日木１０号線 下郷長入線交点 ～ 大日木氷沢線交点 0.1

56 169 矢沢中央線 県・下原大屋停車場線交点 ～ 県・矢沢真田線交点 0.8

57 193 矢沢１０号線 県・下原大屋停車場線交点 ～ 矢沢中央線 0.2

58 1-02 矢沢岩清水線 矢沢中央線交点 ～ 主・真田東部線交点 2.3

59 53 岩清水６号線 矢沢岩清水線交点 ～ 岩清水１１号線交点 0.3

178 岩清水１１号線 岩清水１１号線交点 ～ 主・真田東部線交点 0.1

60 1-01 赤坂道線他 県・下原大屋停車場線交点 ～ 主・真田東部線 3.2

61 11 赤坂２号線 赤坂道線交点 ～ 県・下原大屋停車場線交点 0.3

62 171 殿城芳田線 県・下原大屋停車場線交点 ～ 下郷長入線交点 1.2

63 166 殿城高速道側道１号線 殿城芳田線交点 ～ 農道 0.4

56 岩清水氷沢線他 農道 ～ 岩清水８号線交点 1.3

55 岩清水８号線 岩清水氷沢線 ～ 岩清水５号線交点 0.1

計 13 20.8 0.0
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上田 Ｔ９ 64 1-22 横町材木町線 主・小諸上田線交点 ～ 国道１８号交点 1.0 貸付 車両搭載式散布機1.0㎥

1-15 横町上鍛冶町線 主・小諸上田線交点 ～ 材木町線交点 0.1 貸付 トラック1.5ｔ

65 1000 中常田東天神町線 国道１４１号交点 ～ 中常田踏切 0.2

66 1-21 新参町線 天神町新屋線交点 ～ 国道１４１号交点 0.5

67 1078 上紺屋町新参町線 新参町線交点 ～ 新参町厩裏線交点 0.1

1041 新参町厩裏線 上紺屋町新参町線交点 ～ 新参町横町線交点 0.1

1043 新参町横町線 新参町厩裏線交点 ～ 国道１４１号交点 0.2

68 1043 新参町横町線 国道１４１号交点 ～ 主・小諸上田線交点 0.3

1473 上常田横町線 主・小諸上田線交点 ～ 鷹匠町横町線交点 0.5

69 976 材木町線 横町上鍛冶町線交点 ～ 川原柳踏入線交点 0.3

2-16 川原柳踏入線 国道１８号交点 ～ 国道１４１号交点 1.5

967 区画街路１号線 国道１８号交点 ～ 川原柳踏入線交点 0.2

70 973 坂井田町１号線 横町上鍛冶町線交点 ～ 川原柳踏入線交点 0.3

71 1066 松原馬場町線 国道１４１号交点 ～ 下房山仲町線交点 0.1

72 2-17 材木町染屋線 川原柳踏入線交点 ～ 国道１８号交点 0.4

73 1-16 諏訪部川原柳線 国道１４１号交点 ～ 国道１８号交点 0.7

74 1-20 秋和踏入線 主・長野上田線交点 ～ 上常田中常田線交点 0.9

75 1405 踏入小牧線 上田橋下堀線交点 川辺町国分線交点 0.5

1008 上常田中常田線 踏入福神町線交点 上田橋下堀線交点 0.2

929 踏入福神町線 国道１４１号交点 上常田中常田線交点 0.4

1-18 上田橋下堀線 主・長野上田線交点 踏入大屋線交点 2.4

76 1011 南天神町福神町線 常田新橋前後 0.1

計 13 11.0 0.0

上田 Ｔ１０ 77 上田駅お城口・温泉口（歩道） 0.2 人力散布

78 1036 車坂新参町線 主・長野上田線交点 ～ 新参町横町線交点 0.2

79 1051 熊の小路線 国道１４１号交点 ～ 秋和踏入線交点 0.2

計 3 0.6 0.0

上田 Ｔ１１ 80 3796 富士山運動公園線 全線（東塩田１１号線交点 ～ 久保峠線交点 2.0 持込 車両搭載式散布機1.0㎥

2952 塩田運動公園線 神畑下之郷線交点 ～ 東塩田１１号線交点 0.9 持込 トラック1.5ｔ

2954 東塩田１１号線 塩田運動公園線 ～ 富士山運動公園線 0.5

81 2-37 下之郷須川線 富士山運動公園線交点 ～ 東塩田３５号線交点 0.4

3808 東塩田３５号線 下之郷須川線交点 ～ リサーチパーク配水池前 0.2

82 2429 中之条下之郷線 県・鹿教湯別所上田線交点 ～ 主・上田丸子線交点 1.2

83 1-51 久保峠線 主・上田丸子線交点 ～ 主・別所丸子線交点 3.4

84 砂原線 上組南原線交点 ～ 上田地域境 1.5

2-41 砂原峠線 富士山奈良尾線交点 ～ 丸子地域境 1.3

1-54 鈴子東奈良尾線 主・上田丸子線交点 ～ 富士山奈良尾線交点 0.9

85 1-53 町屋平井寺線 主・別所丸子線交点 ～ 鈴子東奈良尾線交点 0.5

86 2429 中之条下之郷線 鹿教湯別所上田線交点 ～ 主・上田丸子線 1.1

計 7 13.9 0.0

上田 Ｔ１２ 87 1-38 福田築地線 国道１４３号交点 ～ 築地７号線交点 0.8 持込 車両搭載式散布機1.0㎥

2277 築地７号線 福田築地線交点 ～ 山口和合線交点 0.4 持込 トラック1.5ｔ

1-35 山口和合線 主・長野上田線交点 ～ 築地7号線交点 0.7

88 1-37 横山神畑線 五加福田線交点 ～ 下之条神畑線交点 2.6

2-20 川辺町国分線 下之条神畑線交点 ～ 主・上田丸子線交点 1.7

2152 上田原２２号線 国道１４３号交点 ～ 川辺町国分線交点 0.2

89 2417 神畑原峠線 川辺町国分線交点 ～ 主・上田丸子線交点 0.3

90 1-36 神畑小島線 国道１４３号交点 ～ 主・上田丸子線バイパス交点 0.9

91 2785 小泉２２号線 県・真田新田線 ～ 和合日向線交点 1.2

2265 町小泉宮島線 和合日向線交点 ～ 吉田２０号線交点 0.5

2395 吉田２０号線 町小泉宮島線交点 ～ 福田築地線交点 0.3

92 1-38 福田築地線 国道１４３号交点 ～ 五加福田線交点 0.2

93 1-48 五加福田線 横山神畑線交点 ～ 福田築地線交点 0.5

94 2474 下之条岩鼻線 築地バイパス交点 ～ 道と川の駅入口手前 0.8

計 8 11.1 0.0

上田 Ｔ１３ 95 1-06 久保林大屋線 国道１８号交点 ～ 下吉田久保林線交点 0.1 貸付 車両搭載式散布機1.0㎥

96 2-06 下吉田久保林線 蒼久保芳田線交点 ～ 久保林大屋線交点 0.9 持込 トラック1.5ｔ

332 蒼久保芳田線 久保林大屋線交点 ～ 県・下原大屋停車場線交点 0.2

97 385 寺沢線 国道１８号交点 ～ 久保林大屋線交点 0.4

98 160 林之郷上青木線 主・小諸上田線交点 ～ 久保林大屋線交点 0.9

1-06 久保林大屋線 下青木上青木線交点 ～ 林之郷上青木線交点 0.1

363 下青木上青木線 下青木１号線交点 ～ 久保林大屋線交点 0.3

359 下青木１号線 下吉田久保林線交点 ～ 下青木上青木線交点 0.3

99 328 尾撫道線 国道１８号交点 ～ 久保林大屋線交点 0.2

1-06 久保林大屋線 尾撫道線交点 ～ みすず台１０号線交点 0.3

378 みすず台１０号線 久保林大屋線交点 ～ 下吉田久保林線交点 0.1

計 5 3.8 0.0

合計 101 138.3 0.0


