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令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道17号 太田市～前橋市 上武道路 1,048

改築 国道17号 高崎市 本庄道路 181

改築 国道17号 高崎市 高松立体 120

改築 国道17号 前橋市 群馬大橋拡幅 11

改築 国道17号 渋川市 中村交差点立体 50

改築 国道17号 渋川市 渋川西バイパス 2,419

改築 国道17号 渋川市～沼田市 綾戸バイパス 474

改築 国道17号 みなかみ町 三国防災 65

改築 国道18号 高崎市～安中市 高崎安中拡幅 180

改築 国道50号 前橋市～みどり市 前橋笠懸道路 1,540

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

上白井地区歩道整備（渋川市） 105

猿ヶ京地区歩道拡幅（みなかみ町） 18

羽場地区線形改良（みなかみ町） 115

交通安全 国道18号 安中市 群馬18号交通安全対策 102 磯部入口交差点改良 102

路線名 備考

交通安全 国道17号
渋川市、
みなかみ町

群馬17号交通安全対策 238



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

大八木（２）電線共同溝（高崎市) 2

小八木（２）電線共同溝（高崎市) 181

中尾電線共同溝（高崎市) 5

鳥羽電線共同溝（前橋市) 19

半田電線共同溝（渋川市) 6

電線共同溝 国道18号 安中市 群馬18号電線共同溝 60 安中（２）電線共同溝 60

電線共同溝 国道50号 みどり市 群馬50号電線共同溝 187 阿左美（２）電線共同溝 187

高崎市、前橋市、
渋川市

213電線共同溝

路線名 備考

国道17号 群馬17号電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道144号
長野原町、嬬恋
村

長野原嬬恋バイパス 900 上信自動車道

改築 国道145号 東吾妻町 吾妻東バイパス 2,800 上信自動車道

改築 国道145号 東吾妻町 吾妻西バイパス 200 上信自動車道

改築 国道353号 東吾妻町 吾妻東バイパス２期 2,700 上信自動車道

改築 （一） 植栗伊勢線
東吾妻町、中之
条町

上信自動車道アクセス 620

改築 （一） 新巻市城線 東吾妻町 新巻工区 170

改築 （町） 下原、西谷線 甘楽町 (仮称)甘楽PAスマートICアクセス 377

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 群馬県 群馬県無電柱化推進計画事業 2,064

(国)145号(原町工区)〔東吾妻町〕、(国)354号(小桑原
工区)〔館林市〕、(国)354号(緑町工区)〔館林市〕、
(国)407号(西矢島工区)〔太田市〕、(国)462号(今泉町
工区)〔伊勢崎市〕、(国)145号(原町2期工区)〔東吾妻
町〕、(主)高崎駒形線(上大類町工区)〔高崎市〕、(主)
高崎渋川線(大橋町工区)〔高崎市〕、(主)前橋安中富
岡線(富岡工区)〔富岡市〕、(主)前橋館林線(本町工区)
〔太田市〕、(主)前橋赤城線(小暮工区)ほか1路線〔前
橋市〕、(主)前橋赤城線(上細井工区)〔前橋市〕、(主)
前橋赤城線(北代田工区)〔前橋市〕、(主)前橋大間々
桐生線(城東町工区)〔前橋市〕、(主)前橋箕郷線(国領
町工区)〔前橋市〕、(主)藤岡本庄線(藤岡工区)〔藤岡
市〕、(主)富岡神流線(仲町通り工区)〔富岡市〕、(主)前
橋館林線(連取町2期工区)〔伊勢崎市〕、(主)前橋館林
線(連取3期工区)〔伊勢崎市〕、(主)桐生田沼線(本町
1,2丁目工区)〔桐生市〕、(一)一本木平小井戸安中線
(安中工区)〔安中市〕、(一)西桐生停車場線(宮前町工
区)〔桐生市〕、(一)鳥山竜舞線(飯塚町第二工区)〔太
田市〕、(一)綿貫篠塚線(東小泉工区)〔大泉町〕、(都)
渋川高崎線〔渋川市〕、(都)中央通り線ほか1路線〔館
林市〕、(都)南北中央幹線ほか1路線〔安中市〕

無電柱化推進計画事業 伊勢崎市 群馬県無電柱化推進計画事業 100 (都)駅南東西通り



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 吉岡町 群馬県吉岡町通学路緊急対策推進計画 35 駒寄小学校、明治小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 群馬県 橋梁長寿命化修繕計画 3,572 別紙参照

道路メンテナンス事業 群馬県 トンネル長寿命化修繕計画 107 別紙参照

道路メンテナンス事業 群馬県 道路附属物等長寿命化修繕計画 317 別紙参照

道路メンテナンス事業 前橋市 橋梁長寿命化修繕計画 608 別紙参照

道路メンテナンス事業 前橋市 道路附属物等長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 高崎市 橋梁長寿命化修繕計画 177 別紙参照

道路メンテナンス事業 桐生市 橋梁長寿命化修繕計画 201 別紙参照

道路メンテナンス事業 伊勢崎市 橋梁長寿命化修繕計画 209 別紙参照

道路メンテナンス事業 太田市 橋梁長寿命化修繕計画 109 別紙参照

道路メンテナンス事業 沼田市 橋梁長寿命化修繕計画 168 別紙参照

道路メンテナンス事業 沼田市 トンネル長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 館林市 橋梁長寿命化修繕計画 119 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 館林市 道路附属物等長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 渋川市 橋梁長寿命化修繕計画 94 別紙参照

道路メンテナンス事業 藤岡市 橋梁長寿命化修繕計画 261 別紙参照

道路メンテナンス事業 富岡市 橋梁長寿命化修繕計画 116 別紙参照

道路メンテナンス事業 安中市 橋梁長寿命化修繕計画 80 別紙参照

道路メンテナンス事業 みどり市 橋梁長寿命化修繕計画 141 別紙参照

道路メンテナンス事業 榛東村 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照

道路メンテナンス事業 吉岡町 橋梁長寿命化修繕計画 43 別紙参照

道路メンテナンス事業 上野村 橋梁長寿命化修繕計画 40 別紙参照

道路メンテナンス事業 神流町 橋梁長寿命化修繕計画 60 別紙参照

道路メンテナンス事業 下仁田町 橋梁長寿命化修繕計画 52 別紙参照

道路メンテナンス事業 南牧村 橋梁長寿命化修繕計画 66 別紙参照

道路メンテナンス事業 甘楽町 橋梁長寿命化修繕計画 36 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 中之条町 橋梁長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 長野原町 橋梁長寿命化修繕計画 55 別紙参照

道路メンテナンス事業 嬬恋村 橋梁長寿命化修繕計画 95 別紙参照

道路メンテナンス事業 草津町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 高山村 橋梁長寿命化修繕計画 44 別紙参照

道路メンテナンス事業 東吾妻町 橋梁長寿命化修繕計画 63 別紙参照

道路メンテナンス事業 片品村 橋梁長寿命化修繕計画 135 別紙参照

道路メンテナンス事業 川場村 橋梁長寿命化修繕計画 13 別紙参照

道路メンテナンス事業 昭和村 橋梁長寿命化修繕計画 64 別紙参照

道路メンテナンス事業 みなかみ町 橋梁長寿命化修繕計画 127 別紙参照

道路メンテナンス事業 玉村町 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 板倉町 橋梁長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 明和町 橋梁長寿命化修繕計画 9 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：群馬県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 千代田町 橋梁長寿命化修繕計画 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 大泉町 道路附属物等長寿命化修繕計画 57 別紙参照

道路メンテナンス事業 邑楽町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
群馬県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

群馬県橋梁長寿命化修繕計画
群馬県 太田市 国道407号 刀水橋 橋梁 修繕
群馬県 安中市 県道安中富岡線 鰻橋 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 県道伊勢崎本庄線 広瀬大橋 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 県道境島村今泉線 豊受橋 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 県道境島村今泉線 豊受橋側道橋(下り) 橋梁 修繕
群馬県 東吾妻町 県道郷原停車場線 万年橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道桐生岩舟線 境橋-KU01 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道桐生岩舟線 殿林橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道桐生田沼線 梅田橋 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道金井高崎線 吉井大橋 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道金井倉賀野停車場線 共栄橋-TS01 橋梁 修繕
群馬県 安中市 県道恵宝沢原貝戸線 碑橋 橋梁 修繕
群馬県 安中市 県道恵宝沢原貝戸線 碑橋側道橋 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 県道後閑羽場線 月夜野橋側道橋 橋梁 修繕
群馬県 玉村町 県道高崎伊勢崎線 福島橋 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道高崎渋川線 大八木橋 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道高崎神流秩父線 城南大橋（上り） 橋梁 修繕
群馬県 神流町 県道高崎神流秩父線 赤岩橋-FO01 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道高崎神流秩父線 池跨線橋側道橋 橋梁 修繕
群馬県 東吾妻町 県道高崎東吾妻線 滝沢橋-NJ01 橋梁 修繕
群馬県 館林市 県道佐野行田線 青柳橋 橋梁 修繕
群馬県 館林市 県道佐野行田線 青柳橋側道橋（下り） 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道妻沼小島太田線 牛沢橋 橋梁 修繕
群馬県 渋川市 県道渋川吉岡線 金島大橋 橋梁 修繕
群馬県 渋川市 県道渋川松井田線 御蔭橋 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 県道沼田水上線 諏訪橋側道橋-NT01 橋梁 修繕
群馬県 昭和村 県道沼田赤城線 二恵橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 県道沼田大間々線 赤城根橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 県道沼田大間々線 南郷橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 県道沼田大間々線 白沢橋側道橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 県道沼田大間々線 冷沢橋 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 県道上小坂四ツ家妙義線 西橋-TO01 橋梁 修繕
群馬県 藤岡市 県道上日野藤岡線 駒留橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 県道上発知材木町線 杭門橋 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道榛名山箕郷線 無名橋１号橋 橋梁 修繕
群馬県 片品村 県道水上片品線 西栗橋 橋梁 修繕
群馬県 前橋市 県道前橋安中富岡線 中央大橋 橋梁 修繕
群馬県 前橋市 県道前橋安中富岡線 中央大橋側道橋 橋梁 修繕
群馬県 館林市 県道前橋館林線 高根跨線橋 橋梁 修繕
群馬県 前橋市 県道前橋西久保線 天神橋-MB02 橋梁 修繕
群馬県 藤岡市 県道前橋長瀞線 柳瀬橋-FO01 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道前橋箕郷線 一之瀬橋-TS01 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道前橋箕郷線 紺屋橋側道橋（下り） 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道前橋箕郷線 天神橋側道橋（上り） 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 県道相俣湯原線 姫川発電所橋 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 県道相俣湯原線 本谷橋 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 県道太田境東線 三ッ木橋 橋梁 修繕
群馬県 みどり市 県道沢入桐生線 横川橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道沢入桐生線 持丸橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 県道中之条草津線 昭和橋-NJ01 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 県道中之条湯河原線 遠永橋 橋梁 修繕
群馬県 前橋市 県道津久田停車場前橋線 柳原橋 橋梁 修繕
群馬県 玉村町 県道藤岡大胡線 玉村大橋 橋梁 修繕
群馬県 前橋市 県道南新井前橋線 上毛大橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 県道日向南郷大原線 ２号片桟橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 県道日向南郷大原線 黒野沢橋 橋梁 修繕
群馬県 片品村 県道尾瀬ヶ原土出線 鳩待３号橋 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道由良深谷線 前島橋 橋梁 修繕
群馬県 前橋市 県道利根川自転車道線 滝川橋 橋梁 修繕
群馬県 玉村町 県道利根川自転車道線 板井銀輪橋 橋梁 修繕
群馬県 長野原町 県道林岩下線 新大沢橋 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 国道１２０号 上原跨道橋（下り） 橋梁 修繕
群馬県 沼田市 国道１２０号 上原跨道橋（上り） 橋梁 修繕
群馬県 片品村 国道１２０号 新橋-NT01 橋梁 修繕
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群馬県 片品村 国道１２０号 滝見橋-NT01 橋梁 修繕
群馬県 太田市 国道１２２号 安良岡跨線橋(下り) 橋梁 修繕
群馬県 太田市 国道１２２号 安良岡跨線橋(上り) 橋梁 修繕
群馬県 みどり市 国道１２２号 山口橋 橋梁 修繕
群馬県 館林市 国道１２２号 成島跨線橋歩道階段（起点側） 橋梁 修繕
群馬県 館林市 国道１２２号 成島跨線橋歩道階段（終点側） 橋梁 修繕
群馬県 嬬恋村 国道１４４号 唐沢橋-NJ01 橋梁 修繕
群馬県 東吾妻町 国道１４５号 雁ヶ沢橋 橋梁 修繕
群馬県 長野原町 国道１４５号 久森沢橋 橋梁 修繕
群馬県 東吾妻町 国道１４５号 行沢橋-NJ01 橋梁 修繕
群馬県 長野原町 国道１４５号 坪井大橋 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 国道２５４号 １２号橋 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 国道２５４号 １４号橋 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 国道２５４号 １６号橋 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 国道２５４号 ９号橋 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 国道２５４号 石渕橋（下り） 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 国道２５４号 石渕橋（上り） 橋梁 修繕
群馬県 藤岡市 国道２５４号 多野橋 橋梁 修繕
群馬県 下仁田町 国道２５４号 大北沢橋 橋梁 修繕
群馬県 藤岡市 国道２５４号 藤武橋 橋梁 修繕
群馬県 渋川市 国道２９１号 吾妻橋-SK01 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 国道２９１号 新幹線立体橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道２９２号 新開橋（下り拡幅） 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道２９２号 新開橋-NJ01 橋梁 修繕
群馬県 神流町 国道２９９号 古鉄橋 橋梁 修繕
群馬県 上野村 国道２９９号 神寄橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 嘉満ヶ渕橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 四万大橋 橋梁 修繕
群馬県 渋川市 国道３５３号 芙蓉橋 橋梁 修繕
群馬県 太田市 国道３５４号 下田橋-OT01 橋梁 修繕
群馬県 館林市 国道３５４号 小桑原跨線橋 橋梁 修繕
群馬県 片品村 国道４０１号 尾瀬大橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道４０５号 双子橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道４０５号 滝見橋-NJ01 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道４０５号 湯川橋-NJ01 橋梁 修繕
群馬県 東吾妻町 国道４０６号 笹山橋 橋梁 修繕
群馬県 東吾妻町 国道４０６号 洗場橋 橋梁 修繕
群馬県 藤岡市 国道４６２号 三日月橋 橋梁 修繕
群馬県 藤岡市 国道４６２号 三日月橋側道橋（下り） 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 国道４６２号 新粕川橋 橋梁 修繕
群馬県 藤岡市 藤岡本庄線 中原橋(上り拡幅部) 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 道木佐山沼田線 吉平橋(下り) 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 県道伊勢崎本庄線 上武大橋 橋梁 更新
群馬県 沼田市 県道戸鹿野下之町線 戸鹿野橋 橋梁 更新
群馬県 長野原町 国道１４６号 浜岩橋 橋梁 更新
群馬県 高崎市 国道２５４号 吉井橋 橋梁 更新
群馬県 点検計画

群馬県トンネル長寿命化修繕計画
群馬県 片品村 120号 金精トンネル トンネル 修繕
群馬県 みどり市 122号 枝丸トンネル トンネル 修繕
群馬県 上野村 299号 父母トンネル トンネル 修繕
群馬県 神流町 299号 平原トンネル トンネル 修繕
群馬県 神流町 462号 魚尾トンネル トンネル 修繕
群馬県 南牧村 県道下仁田上野線 湯の沢トンネル トンネル 修繕
群馬県 沼田市 県道日向南郷大原線 薗原トンネル トンネル 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 犬麦トンネル トンネル 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 奥四万トンネル トンネル 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 高野トンネル トンネル 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 日向見トンネル トンネル 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 湯原トンネル トンネル 修繕
群馬県 中之条町 国道３５３号 湯薬師トンネル トンネル 修繕
群馬県 沼田市 県道日向南郷大原線 二俣トンネル トンネル 修繕
群馬県 神流町 高崎神流秩父 土坂トンネル トンネル 修繕

群馬県道路附属物等長寿命化修繕計画
群馬県 みなかみ町 県道中之条湯河原線 湯坂歩道橋 道路附属物等 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
群馬県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

群馬県 みなかみ町 国道２９１号 湯原歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 館林市 県道館林藤岡線 大島歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 桐生市 県道桐生新田木崎線 間ノ島歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 みなかみ町 県道沼田水上線 後閑歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 みなかみ町 県道水上片品線 藤原スノーシェッド 道路附属物等 修繕
群馬県 みなかみ町 県道水上片品線 武尊スノーシェッド 道路附属物等 修繕
群馬県 沼田市 県道日向南郷大原線 薗原１号スノーシェッド２ 道路附属物等 修繕
群馬県 片品村 国道120号 赤沢１号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
群馬県 片品村 国道120号 赤沢２号スノーシェッド１ 道路附属物等 修繕
群馬県 片品村 国道120号 赤沢３号スノーシェッド 道路附属物等 修繕
群馬県 片品村 国道120号 滝見橋下スノーシェッド 道路附属物等 修繕
群馬県 富岡市 国道254号 曙町歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 館林市 国道354号 赤生田歩道橋 道路附属物等 修繕

前橋市橋梁長寿命化修繕計画
前橋市 前橋市 市道00-014号線 広瀬橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-131号線 西部立体交差橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-142号線 大王橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-199号線 横郷橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-310号線 若美橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-408号線 受地橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道10-540号線 桂川橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道16-030号 美登利橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-020号 無名橋３９ 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-022号 東部陸橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道00-125号 南部大橋 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道03-028号 無名橋６２ 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道16-1112号 無名橋４７３ 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道18-031号 無名橋４４７ 橋梁 修繕
前橋市 前橋市 市道03-358号線 無名橋７２ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道13-011号線 無名橋３０２ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道00-014号 梅が橋 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道01-068号 無名橋８ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道01-071号 無名橋９ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道01-074号 無名橋１４ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道01-081号 無名橋１２ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道01-082号 無名橋１３ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道01-086号 東川橋 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道02-067号 岩神橋 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道11-320号 無名橋２５０ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道16-225号 無名橋４０１ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道18-343号 無名橋４７１ 橋梁 更新
前橋市 前橋市 市道21-4331号 粕川10号橋ささら橋 橋梁 更新
前橋市 点検計画

前橋市道路附属物等長寿命化修繕計画
前橋市 前橋市 市道01-176号線 中央歩道橋 道路附属物等 修繕
前橋市 前橋市 市道01-176号線 本町二丁目歩道橋 道路附属物等 修繕

高崎市橋梁長寿命化修繕計画
高崎市 高崎市 市道A-750号線 城南橋 橋梁 修繕
高崎市 高崎市 市道環状線 環状大橋(下り) 橋梁 修繕
高崎市 高崎市 市道環状線 環状大橋(上り) 橋梁 修繕
高崎市 高崎市 市道環状線 浜尻陸橋 橋梁 修繕
高崎市 高崎市 市道群馬-206号線 中里跨線橋 橋梁 修繕
高崎市 点検計画

桐生市橋梁長寿命化修繕計画
桐生市 桐生市 市道1-35号線 桐生大橋(上り) 橋梁 修繕
桐生市 桐生市 市道1-35号線 桐生大橋(下り) 橋梁 修繕

伊勢崎市橋梁長寿命化修繕計画
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（伊）103号線 大正寺大橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（伊）223号線 雉子橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（伊）2-489号線 華蔵寺橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（伊）3-311号線 田中大橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（伊）4-4号線 ４－１号橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（境）2-167号線 前田橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（境）223号線 采女大橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（境）4-125号線 西今井橋 橋梁 修繕
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伊勢崎市 伊勢崎市 市道（境）4-365号線 女塚４３６５号橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 伊勢崎市 市道（赤）103号線 大正用水８号橋 橋梁 修繕
伊勢崎市 点検計画

太田市橋梁長寿命化修繕計画
太田市 太田市 市道太田北裏通７１号線 流雲橋 橋梁 修繕
太田市 太田市 市道太田下田島東田島839号線 岩松用水管理橋 橋梁 修繕
太田市 太田市 市道太田八幡町52号線 出雲橋 橋梁 修繕
太田市 太田市 市道太田八幡山前通51号線 白雲橋 橋梁 修繕
太田市 太田市 市道太田八瀬川堤７２号線 八雲橋 橋梁 修繕
太田市 太田市 市道尾島西部451号線 無名橋49 橋梁 修繕
太田市 太田市 市道1級20号線 内ヶ島跨線橋(上り) 橋梁 修繕
太田市 太田市 市道太田西本町新井134号線 堰下橋 橋梁 修繕
太田市 点検計画

沼田市橋梁長寿命化修繕計画
沼田市 沼田市 市道桜ヶ丘岡谷線 岡谷大橋 橋梁 修繕
沼田市 沼田市 市道下牛首線 佐山大橋 橋梁 修繕
沼田市 沼田市 市道下川田屋形原線 前原橋 橋梁 修繕
沼田市 沼田市 市道新畠通り線 高倉橋 橋梁 修繕
沼田市 沼田市 市道平井宮塚線 滝橋 橋梁 修繕
沼田市 沼田市 市道吹掛舟木線 田島橋 橋梁 修繕
沼田市 点検計画

沼田市トンネル長寿命化修繕計画
沼田市 沼田市 市道南郷穴原線 高沢隧道 トンネル 修繕

館林市橋梁長寿命化修繕計画
館林市 館林市 市道1級5号線  大志辺跨線橋 橋梁 修繕
館林市 館林市 市道7387号線 成島橋 橋梁 修繕
館林市 点検計画

館林市道路附属物等長寿命化修繕計画
館林市 館林市 市道4265号線 赤羽歩道橋 道路附属物等 修繕

渋川市橋梁長寿命化修繕計画
渋川市 渋川市 市道榛名東麓線 沼尾大橋 橋梁 修繕
渋川市 点検計画

藤岡市橋梁長寿命化修繕計画
藤岡市 藤岡市 市道107号線 烏川大橋 橋梁 修繕
藤岡市 藤岡市 市道8035号線 岡之原橋 橋梁 更新
藤岡市 藤岡市 市道8175号線 永蔵橋 橋梁 更新
藤岡市 藤岡市 市道鬼石1008号線 根古屋橋 橋梁 更新
藤岡市 藤岡市 市道鬼石1008号線 不動橋 橋梁 更新
藤岡市 点検計画

富岡市橋梁長寿命化修繕計画
富岡市 富岡市 市道14081号線 菅原４号橋 橋梁 修繕
富岡市 富岡市 市道3217号線 下河原橋1号橋 橋梁 修繕
富岡市 富岡市 市道富岡相野田線 高成橋 橋梁 修繕
富岡市 富岡市 市道中里古立線 久保田橋 橋梁 修繕
富岡市 富岡市 市道上十二上八木連線 三里橋 橋梁 修繕
富岡市 富岡市 市道14167号線 久保橋 橋梁 更新
富岡市 点検計画

安中市橋梁長寿命化修繕計画
安中市 安中市 市道秋199号線 貝戸沢橋 橋梁 修繕
安中市 安中市 市道後187号線 堀之内橋 橋梁 修繕
安中市 安中市 市道安819号線 観音橋 橋梁 修繕
安中市 安中市 市道幹204号線 三反田橋 橋梁 修繕
安中市 安中市 市道後462号線 寺前橋 橋梁 修繕
安中市 安中市 市道秋660号線 山ノ神橋 橋梁 修繕
安中市 点検計画

みどり市橋梁長寿命化修繕計画
みどり市 みどり市 市道1級16号線 47号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道1級27号線 7-27号橋神戸橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道東1144号線 7-21号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道東1198号線 8-5号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道東2003号線 5-7号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道大間々6204号線 宮下橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道大間々6297号線 31号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道大間々6384号線 木の宮橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道大間々7197号線 下平橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
群馬県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

みどり市 みどり市 市道大間々7203号線 75号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道1級16号線 49号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道東1202号線 7-26号橋 橋梁 修繕
みどり市 みどり市 市道東2021号線 5-1号橋横川橋 橋梁 修繕
みどり市 点検計画

榛東村橋梁長寿命化修繕計画
榛東村 榛東村 村道十二前1号線 堂塚橋 橋梁 修繕
榛東村 榛東村 村道小林沢12号線 滝沢橋 橋梁 修繕
榛東村 榛東村 村道上野幹線 長岡大橋 橋梁 修繕
榛東村 榛東村 村道八之海道26号線 硯橋 橋梁 修繕
榛東村 点検計画

吉岡町橋梁長寿命化修繕計画
吉岡町 吉岡町 町道下野田・八木原線 吉岡橋 橋梁 修繕
吉岡町 点検計画

上野村橋梁長寿命化修繕計画
上野村 点検計画

神流町橋梁長寿命化修繕計画
神流町 神流町 町道60号線 八倉橋 橋梁 修繕
神流町 神流町 町道相原高塩線 高塩橋 橋梁 修繕
神流町 点検計画

下仁田町橋梁長寿命化修繕計画
下仁田町 下仁田町 町道0109号線 横道橋 橋梁 修繕
下仁田町 下仁田町 町道0121号線 曲輪橋 橋梁 修繕
下仁田町 下仁田町 町道2460号線 峰橋 橋梁 修繕
下仁田町 下仁田町 町道4243号線 4002号橋 橋梁 修繕
下仁田町 点検計画

南牧村橋梁長寿命化修繕計画
南牧村 南牧村 磐戸塩沢線 上千原橋 橋梁 修繕
南牧村 南牧村 下赤岩線 下赤岩橋 橋梁 修繕
南牧村 南牧村 村道高原線 高原橋 橋梁 修繕
南牧村 点検計画

甘楽町橋梁長寿命化修繕計画
甘楽町 甘楽町 町道上宿笹森線 参道橋 橋梁 修繕
甘楽町 甘楽町 町道久保堂ノ入北線 堂の入橋 橋梁 修繕
甘楽町 甘楽町 町道凡越森線 下澤橋 橋梁 更新
甘楽町 点検計画

中之条町橋梁長寿命化修繕計画
中之条町 中之条町 町道太子中沢線 中沢橋 橋梁 修繕
中之条町 中之条町 町道滝ノ沢２号線 不動沢三号橋 橋梁 修繕
中之条町 中之条町 町道沢尻６号線 大沢橋 橋梁 修繕
中之条町 中之条町 町道中之条裏町線 宮本橋 橋梁 更新
中之条町 点検計画

長野原町橋梁長寿命化修繕計画
長野原町 長野原町 町道6-2号線 向井橋 橋梁 修繕
長野原町 長野原町 町道大屋原1号線 御大橋 橋梁 修繕
長野原町 長野原町 町道大津与喜屋線 山久保橋 橋梁 修繕
長野原町 長野原町 町道北軽湯沢線 湯沢橋 橋梁 修繕
長野原町 点検計画

嬬恋村橋梁長寿命化修繕計画
嬬恋村 嬬恋村 村道鳥居峠車坂線 暗闇澤橋 橋梁 修繕
嬬恋村 嬬恋村 村道干俣仙之入線 熊野大橋 橋梁 修繕
嬬恋村 嬬恋村 村道中原開拓１号線 広川原１号橋 橋梁 修繕
嬬恋村 嬬恋村 村道中原開拓１号線 泉沢２号橋 橋梁 修繕
嬬恋村 嬬恋村 村道大前細原線 大前橋 橋梁 更新
嬬恋村 点検計画

草津町橋梁長寿命化修繕計画
草津町 点検計画

高山村橋梁長寿命化修繕計画
高山村 高山村 村道判形線 田尻橋 橋梁 修繕
高山村 点検計画

東吾妻町橋梁長寿命化修繕計画
東吾妻町 東吾妻町 町道204号線 ５－９４号橋（原町駅歩道橋） 橋梁 修繕
東吾妻町 東吾妻町 町道5054号線 ５－７４号橋 橋梁 修繕
東吾妻町 東吾妻町 町道元ノ宿・栗平峠線 ４－６９号橋（滝の沢橋） 橋梁 修繕
東吾妻町 点検計画



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
群馬県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

片品村橋梁長寿命化修繕計画
片品村 片品村 村道０１０６号線 細工屋橋 橋梁 修繕
片品村 点検計画

川場村橋梁長寿命化修繕計画
川場村 点検計画

昭和村橋梁長寿命化修繕計画
昭和村 点検計画

みなかみ町橋梁長寿命化修繕計画
みなかみ町 みなかみ町 町道阿能川25号線 赤瀬入沢橋 橋梁 修繕
みなかみ町 みなかみ町 町道粟沢1号線 小森橋 橋梁 修繕
みなかみ町 みなかみ町 町道綱子18号線 向山橋（綱子） 橋梁 修繕
みなかみ町 みなかみ町 町道藤原156号線 湯ノ小屋橋 橋梁 修繕
みなかみ町 みなかみ町 町道藤原157号線 洞元橋 橋梁 修繕
みなかみ町 点検計画

玉村町橋梁長寿命化修繕計画
玉村町 点検計画

板倉町橋梁長寿命化修繕計画
板倉町 板倉町 町道2429号線 谷新田2号橋 橋梁 修繕
板倉町 板倉町 町道1198号線 第五号橋 橋梁 修繕
板倉町 板倉町 町道1330号線 第六号橋 橋梁 修繕
板倉町 板倉町 町道1級9号線 八間樋橋 橋梁 撤去
板倉町 点検計画

明和町橋梁長寿命化修繕計画
明和町 明和町 町道３ｰ３２５号線 ３２５－１号橋（新生橋） 橋梁 修繕
明和町 点検計画

千代田町橋梁長寿命化修繕計画
千代田町 点検計画

大泉町道路附属物等長寿命化修繕計画
大泉町 大泉町 1級路線町道8号線 西小横断歩道橋 道路附属物等 修繕
大泉町 点検計画

邑楽町橋梁長寿命化修繕計画
邑楽町 邑楽町 町道幹線１号線 簀ノ子橋 橋梁 修繕
邑楽町 邑楽町 町道幹線５号線 中央橋 橋梁 修繕
邑楽町 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：群馬県 単位：百万円

道の駅「あぐりーむ昭和」を拠点とした外部機関との連携、森林・スポーツを活用した交
流人口の拡大計画

昭和村 26

　小　計 26

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



群 馬 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・群馬県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

利根川 利根川上流 一般河川改修事業 6,339　

≪茨城県
いばらきけん

≫守谷市
も り や し

、取手市
と り で し

、古河市
こ が し

、五霞町
ご か ま ち

、境町
さかいまち

≪群馬県
ぐんま けん

≫板倉町
いた くらまち

≪栃木県
と ちぎけん

≫野木町
の ぎ ま ち

≪埼玉県
さいたまけん

≫久喜市
く き し

、加須市
か ぞ し

、羽生市
は に ゅ うし

、行田市
ぎ ょ う だ し

利根川 烏・神流川 一般河川改修事業 280　 高崎市
た かさ きし

利根川 利根川上流 河川工作物関連応急対策事業 30　

利根川 渡良瀬川 河川工作物関連応急対策事業 15　

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和４年度当初予算　河川事業（補助・群馬県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

利根川 利根川 大規模特定河川事業 454　 伊勢崎市
い せ さ き し

、玉村町
たまむらまち

利根川 休泊川 大規模特定河川事業 220　 大泉町
おおいずみまち

利根川 男井戸川 大規模特定河川事業 160　 伊勢崎市
い せ さ き し

利根川 大川　外 河川メンテナンス事業 92　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・群馬県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

伊勢崎市
い せ さ き し

利根川 大川 大川排水機場

板倉町
いたくらまち

利根川 泉野川 北調節池排水機場

特定構造物更新事業

群馬県



群馬県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 利根川藤原・奈良俣再編ダム再生 302 368

堰堤改良事業 利根川相俣ダム 315 443

利根川品木ダム 234 264

水資源開発事業 利根川藤原・奈良俣再編ダム再生 487 553
（奈良俣ダム関係）



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・群馬県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 桐生市、下仁田町、中之条町、安中市 57 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・群馬県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

桐生市 利根川 桐生川 桐生川ダム

下仁田町 利根川 道平川 道平川ダム

中之条町 利根川 四万川 四万川ダム

安中市 利根川 霧積川 霧積ダム

群馬県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ かたしながわ くりはらがわ くりはらがわだいさんさぼうえんてい ぬまたし とねまちおっかい

利根川水系砂防 砂防 利根川 片品川 栗原川 栗原川第三砂防堰堤 沼田市 利根町追貝 砂防堰堤工 147
とねがわ からすがわ かわうらとこがためぐん たかさきし くらぶちまちかわうら

利根川 烏川 川浦床固群 高崎市 倉渕町川浦 床固工 273
とねがわ からすがわ みさわがわ みさわがわりゅういきさぼうしせつかいちく たかさきし くらぶちまちかわうら

利根川 烏川 三沢川 三沢川流域砂防施設改築 高崎市 倉渕町川浦 砂防堰堤工 79
とねがわ かたしながわ かたしなじょうりゅうさぼうえんていぐん とねぐん かたしなむら とくら

利根川 片品川 片品上流砂防堰堤群 利根郡 片品村 戸倉 砂防堰堤工 227
とねがわ からすがわ うちでがわ うちでがわさぼうえんていぐん たかさきし くらぶちまちかわうら

利根川 烏川 内手川 内手川砂防堰堤群 高崎市 倉渕町川浦 砂防堰堤工 184
とねがわ かんながわ まんばちくさぼうえんていぐん たのぐん かんなまち しょうり

利根川 神流川 万場地区砂防堰堤群 多野郡 神流町 生利 砂防堰堤工 87
砂防

合計 6 箇所 997
とねがわ あがつまがわ おおざさじょうりゅうとこがためぐん あがつまぐん つまごいむら おおざさ

火山砂防 利根川 吾妻川 大笹上流床固群 吾妻郡 嬬恋村 大笹 床固工 317
とねがわ あがつまがわ おおまえとこがためぐん あがつまぐん つまごいむら おおまえ

利根川 吾妻川 大前床固群 吾妻郡 嬬恋村 大前 床固工 153
とねがわ あがつまがわ おそざわがわ おそざわがわとこがためぐん あがつまぐん ながのはらまち おおつ

利根川 吾妻川 遅沢川 遅沢川床固群 吾妻郡 長野原町 大津 床固工 231
とねがわ あがつまがわ おおざさとこがためぐん あがつまぐん つまごいむら おおざさ

利根川 吾妻川 大笹床固群 吾妻郡 嬬恋村 大笹 床固工 113
とねがわ からすがわ なめかわ なめかわとこがためぐん たかさきし なかむろだまち

利根川 烏川 滑川 滑川床固群 高崎市 中室田町 床固工 78
とねがわ かたしながわ かたしながわりゅういきかざんさぼうしせつかいちく ぬまたし とねまちねり

利根川 片品川 片品川流域火山砂防施設改築 沼田市 利根町根利 砂防堰堤工 52
とねがわ あがつまがわ やざわがわ ふこさわさぼうえんてい あがつまぐん くさつまち くさつ

利根川 吾妻川 谷沢川 振子沢砂防堰堤 吾妻郡 草津町 草津 砂防堰堤工 319
とねがわ あがつまがわ しらすながわ かぞのさぼうえんていぐん あがつまぐん なかのじょうまち おおし、あかいわ

利根川 吾妻川 白砂川 花園砂防堰堤群 吾妻郡 中之条町 太子、赤岩 砂防堰堤工 54
火山砂防
合計 8 箇所 1,317

合計 14 箇所 2,314

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（群馬県　１／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ やまだがわ ひろまさわさぼうえんてい きりゅうし かわうちちょう

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 山田川 広間沢砂防堰堤 桐生市 川内町 砂防堰堤工 30
とねがわ わたらせがわ しおざわ なかやまさわさぼうえんてい みどりし おおままちょうしおざわ

利根川 渡良瀬川 塩沢 中山沢砂防堰堤 みどり市 大間々町塩沢 砂防堰堤工 30
とねがわ わたらせがわ おおままかんないさぼうしせつほしゅう きりゅうし

利根川 渡良瀬川 大間々管内砂防施設補修 桐生市 砂防堰堤工 108
砂防
合計 3 箇所 168

とねがわ わたらせがわ はなわとこがためぐん みどりし あずまちょうはなわ

火山砂防 利根川 渡良瀬川 花輪床固群 みどり市 東町花輪 床固工 137
とねがわ わたらせがわ おぐろがわ ひらさわさぼうえんてい きりゅうし くろほねちょうしもたざわ

利根川 渡良瀬川 小黒川 平沢砂防堰堤 桐生市 黒保根町下田沢 砂防堰堤工 32
とねがわ わたらせがわ おぐろがわ おぐろがわさぼうえんてい きりゅうし くろほねちょうしもたざわ

利根川 渡良瀬川 小黒川 小黒川砂防堰堤 桐生市 黒保根町下田沢 砂防堰堤工 32
とねがわ わたらせがわ おおままかんないかざんさぼうしせつほしゅう きりゅうし、みどりし

利根川 渡良瀬川 大間々管内火山砂防施設補修 桐生市、みどり市 砂防堰堤工 169
火山砂防
合計 4 箇所 370

合計 7 箇所 538

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（群馬県　２／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

あさまやま あがつまがわ じぞうがわ じぞうがわさぼうえんていぐん あがつまぐん つまごいむら かんばら

利根川水系砂防 火山砂防 浅間山 吾妻川 地蔵川 地蔵川砂防堰堤群 吾妻郡 嬬恋村 鎌原 砂防堰堤工 380
あさまやま あがつまがわ にごりさわ にごりさわさぼうえんていぐん あがつまぐん つまごいむら かんばら

浅間山 吾妻川 濁沢 濁沢砂防堰堤群 吾妻郡 嬬恋村 鎌原 砂防堰堤工 232
あさまやま あがつまがわ こたきさわ こたきさわさぼうえんてい あがつまぐん つまごいむら かんばら

浅間山 吾妻川 小滝沢 小滝沢砂防堰堤 吾妻郡 嬬恋村 鎌原 砂防堰堤工 231
あさまやま あがつまがわ おおほりさわにし おおほりさわにしさぼうえんていぐん あがつまぐん つまごいむら かんばら

浅間山 吾妻川 大堀沢西 大堀沢西砂防堰堤群 吾妻郡 嬬恋村 鎌原 砂防堰堤工 81

合計 4 箇所 924

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（群馬県　３／３）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



令和４年度　　直轄地すべり対策事業箇所別調書（群馬県 １/１）
事務所名 事業区分 地区名 工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

ゆずりはら ふじおかし ゆずりはら

利根川水系砂防 地すべり対策 譲原 藤岡市 譲原 集水井工 350

　

　

合計 １箇所 350
　

所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 とねがわ あしのさわ とねぐん みなかみまち あいまた さぼうえんていこう

砂防等事業 利根川 葦ノ沢 利根郡 みなかみ町 相俣 砂防堰堤工 20
とねがわ ぼうさかかわ たかさきし かみさとみまち さぼうえんていこう

利根川 房坂川 高崎市 上里見町 砂防堰堤工 30
とねがわ なめざわ とねぐん みなかみまち なめざわ さぼうえんていこう

利根川 奈女沢 利根郡 みなかみ町 奈女沢 砂防堰堤工 20
とねがわ なつほざわ ぬまたし しらさわまちなまえ さぼうえんていこう

利根川 夏保沢 沼田市 白沢町生枝 砂防堰堤工 10

４箇所 80合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　1/6）

所在地事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 なかぜき あんなかし にしかみあきま よこぼーりんぐこう

砂防等事業 中関 安中市 西上秋間 横ボーリング工 20

なます あがつまぐん なかのじょうまち なます あんかーこう

生須 吾妻郡 中之条町 生須 アンカー工 20
まかぶ ふじおかし しもひの しゅうすいせいこう

駒留 藤岡市 下日野 集水井工 30

３箇所 70合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　2/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 なかだなちく かんらぐん なんもくむら むくるま ようへきこう

砂防等事業 中棚地区 甘楽郡 南牧村 六車 擁壁工 57

たかとや(おいがみ1)ちく ぬまたし とねまちたかとや らくせきたいさくこう

高戸谷（老神1）地区 沼田市 利根町高戸谷 落石対策工 28.5

おおとちちく ふじおかし さかはら ようへきこう

大栃地区 藤岡市 坂原 擁壁工 28.5

３箇所 114
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　3/6）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス まえいりさわ　ほか しぶかわし　ほか あかぎまちみやま　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 前入沢　外 渋川市　外 赤城町深山　外 老朽化対策 145

１箇所 145
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　4/6）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

しぶかわし まえいりさわ　ほか まえいりさわだいにえんてい（あかぎ-026）

群馬県 渋川市 前入沢　外 前入沢第二堰堤（赤城-026） 砂防堰堤工 改築
しもにたまち くわもとさわ　ほか くわもとさわさぼうえんてい（しもにた-073）

下仁田町 桑本沢　外 桑本沢砂防堰堤（下仁田-073） 砂防堰堤工 改築
あんなかし とおいりかわ とおいりかわさぼうえんてい（まついだ-049）

安中市 遠入川 遠入川砂防堰堤（松井田-049） 砂防堰堤工 改築
ぬまたし うえのさわ　ほか うえのさわさぼうえんてい（とね-013）

沼田市 上之沢　外 上之沢砂防堰堤（利根-013） 砂防堰堤工 改築

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（群馬県　5/6）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 とねがわ めがぶちさわ あがつまぐん つまごいむら たしろ けいりゅうほぜんこう

砂防事業 利根川 女塩淵沢 吾妻郡 嬬恋村 田代 渓流保全工 50

１箇所 50合計

令和４年度　当初予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（群馬県　6/6）

所在地事業区分 水系名 渓流名



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：群馬県 （単位：千円）

前橋処理区大規模雨水処理施設整備
事業

前橋市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

469,340 234,670

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 469,340 234,670



群　馬　県

都市局



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 群馬県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

215,800

前橋市 前橋市 継続 前橋市中心拠点地区 1/2 107,900

8,000

高崎市 高崎市 継続 群馬中央地区 4.5/10 3,600

102,400

高崎市 高崎市 継続 高崎駅周辺地区 1/2 51,200

29,000

桐生市 桐生市 継続 桐生市歴史的風致維持向上地区 1/2 14,500

164,000

伊勢崎市 伊勢崎市 継続 伊勢崎市中心市街地地区 1/2 82,000

54,889

渋川市 渋川市 新規 八木原駅周辺地区 4.5/10 24,700

116,600

渋川市 渋川市 新規 渋川駅周辺地区 1/2 58,300

623,600

藤岡市 藤岡市 新規 藤岡中心市街地地区 1/2 311,800

124,200

富岡市 富岡市 新規 上州富岡駅北地区 1/2 62,100

1/2, 219,368

明和町 明和町 継続 川俣駅周辺地区（第２期） 4.5/10 104,200

1,657,857

合計 820,300

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度

街路交通調査 群馬県
（単位：千円）

（ 5,100 ）
1,700

計 （ 5,100 ）
1,700

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

高崎市 新 1/3
高崎市都市計画道路
見直し調査

事業
主体

継/新 補助率 国庫補助額
整理
番号

事業名 都市名 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

高崎市管内



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:群馬県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 群馬県 群馬県無電柱化推進計画事業 2,064

(国)145号(原町工区)〔東吾妻町〕、(国)354号(小桑原
工区)〔館林市〕、(国)354号(緑町工区)〔館林市〕、
(国)407号(西矢島工区)〔太田市〕、(国)462号(今泉町
工区)〔伊勢崎市〕、(国)145号(原町2期工区)〔東吾妻
町〕、(主)高崎駒形線(上大類町工区)〔高崎市〕、(主)
高崎渋川線(大橋町工区)〔高崎市〕、(主)前橋安中富
岡線(富岡工区)〔富岡市〕、(主)前橋館林線(本町工区)
〔太田市〕、(主)前橋赤城線(小暮工区)ほか1路線〔前
橋市〕、(主)前橋赤城線(上細井工区)〔前橋市〕、(主)
前橋赤城線(北代田工区)〔前橋市〕、(主)前橋大間々
桐生線(城東町工区)〔前橋市〕、(主)前橋箕郷線(国領
町工区)〔前橋市〕、(主)藤岡本庄線(藤岡工区)〔藤岡
市〕、(主)富岡神流線(仲町通り工区)〔富岡市〕、(主)前
橋館林線(連取町2期工区)〔伊勢崎市〕、(主)前橋館林
線(連取3期工区)〔伊勢崎市〕、(主)桐生田沼線(本町
1,2丁目工区)〔桐生市〕、(一)一本木平小井戸安中線
(安中工区)〔安中市〕、(一)西桐生停車場線(宮前町工
区)〔桐生市〕、(一)鳥山竜舞線(飯塚町第二工区)〔太
田市〕、(一)綿貫篠塚線(東小泉工区)〔大泉町〕、(都)
渋川高崎線〔渋川市〕、(都)中央通り線ほか1路線〔館
林市〕、(都)南北中央幹線ほか1路線〔安中市〕

無電柱化推進計画事業 伊勢崎市 群馬県無電柱化推進計画事業 100 (都)駅南東西通り



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:群馬県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 吉岡町 群馬県吉岡町通学路緊急対策推進計画 35 駒寄小学校、明治小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:群馬県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（町）駒小・半田線　漆原工区 吉岡町 吉岡町

（町）駒小・半田線　大久保・漆原工区 吉岡町 吉岡町

（町）宮田・田端線　大久保工区 吉岡町 吉岡町

（町）三国線　北下工区 吉岡町 吉岡町

群馬県吉岡町通学路緊急対策推進計画



群 馬 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 群馬県
地区名 事業名 事業費 備考

前橋市 空き家対策総合支援事業 9,600
桐生市 空き家対策総合支援事業 20,000
伊勢崎市 空き家対策総合支援事業 28,500
富岡市 空き家対策総合支援事業 1,132
甘楽町 空き家対策総合支援事業 8,376
中之条町 空き家対策総合支援事業 130,752

198,360合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 群馬県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 108,020
108,020合計



スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 群馬県
地区名 事業名 事業費 備考

ＪＲ前橋駅北口地区 スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業 1,364,709
1,364,709合計



防災・省エネまちづくり緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 群馬県
地区名 事業名 事業費 備考

JR前橋駅北口地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 1,535,657
宮元町第二地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 1,615,714

3,151,371合計
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



群 馬 県

不動産・建設経済局



群馬県

事業費

12.288

22.210

群馬県 34.498計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 館林市

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 みどり市

事業名 事業主体 備考

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

（単位：百万円）



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（群馬県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

都市部における土地区画整理事
業を用いた魅力あるまちづくり
（第２期）

群馬県,太田市,高崎市,館林市,藤岡市,玉村
町,邑楽町,伊勢崎市

831,735 

縦横に延びる広域交通ネット
ワークの要衝を活かした群馬・
埼玉の広域的産業・物流活性化
計画

群馬県 145,350 

快適で活力ある暮らしを実現す
るための流域下水道基盤整備
（重点）

群馬県 315,500 

快適で活力ある暮らしを実現す
るための基盤整備

群馬県,桐生市,吉岡町,甘楽町 322,235 

群馬県都市公園活性化計画 群馬県,前橋市,藤岡市,みどり市,富岡市 334,016 

群馬県地域住宅等整備計画（地
域住宅計画　群馬地域（４
期））（重点計画）

前橋市,明和町 4,284 

群馬県地域住宅等整備計画（地
域住宅計画　群馬地域（４
期））

群馬県,前橋市,高崎市,桐生市,太田市,沼田
市,渋川市,藤岡市,富岡市,甘楽町,草津町,
みなかみ町,明和町,邑楽町,伊勢崎市,館林
市,安中市,みどり市,吉岡町,神流町,下仁田
町,南牧村,中之条町,長野原町,嬬恋村,高山
村,東吾妻町,片品村,玉村町,板倉町,大泉町

796,230 

都市部におけるストック効果を
高める基盤整備による持続可能
なまちづくりの推進

群馬県,藤岡市,高崎市,前橋市 101,950 

群馬県における広域的な下水道
整備（重点計画）

館林市,吉岡町,甘楽町,片品村 100,000 

高速道路や国道などの高速交通
網を活かした物流の効率化や産
業団地等へのアクセス強化によ
る地域の産業振興を支援する道
路整備

群馬県,富岡市,みどり市,長野原町,明和町,
千代田町

3,151,100 

県土の活力創出に向けて交流・
物流の拡大や観光振興を支援す
る道路整備

群馬県,前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太
田市,沼田市,渋川市,藤岡市,安中市,吉岡
町,下仁田町,甘楽町,中之条町,長野原町,嬬
恋村,草津町,高山村,片品村,川場村,みなか
み町,玉村町,明和町,大泉町,邑楽町,富岡
市,館林市,みどり市,東吾妻町

749,323 



（群馬県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

群馬・長野における豊かな環境
を活かした多様な広域周遊観光
計画

群馬県 72,900 

群馬・新潟・長野を結ぶ高規格
道路を軸とした広域的産業・物
流活性化計画

群馬県 26,100 

都市の活力と魅力あるまちづく
り（第２期）

前橋市 800,000 

拠点市街地の再構築によるコン
パクトなまちづくり（第２期）

前橋市 105,500 

民間活力を生かした都市機能の
誘導とまちなか居住の推進によ
る魅力あるまちづくり（２期）

前橋市 139,400 

交通利便性の高さを活かしたシ
ビック・コア拠点におけるコン
パクト・ネットワークまちづく
りの推進

前橋市 33,520 

前橋市における下水道未普及解
消重点事業（重点計画）

前橋市 198,500 

高崎市における快適な生活環境
確保のための基盤整備（重点計
画）

高崎市 523,400 

高崎駅周辺地区を中心とした交
流創造都市の推進

高崎市 159,800 

桐生市歴史的風致維持向上地区
都市再生整備計画

桐生市 20,800 

桐生市における元気で活力ある
まちづくりのための下水道整備
（重点計画）

桐生市 69,000 

伊勢崎市における快適な生活環
境の実現（重点計画）

伊勢崎市 181,500 

太田駅南口地区における民間活
力を活かした都市機能の更新
（２期）

太田市 2,600 

良好な市街地形成による魅力あ
るまちづくり(第2期)

太田市 148,575 



（群馬県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

太田市における人と自然にやさ
しい住環境計画（重点計画）

太田市 100,000 

未普及地区を解消し、未来につ
なげる沼田市下水道計画（重点
計画）

沼田市 20,000 

中心市街地における魅力あるま
ちづくり（第２期）

沼田市 154,230 

新たな市街地形成による活力あ
るまちづくり

館林市 226,800 

館林市における快適で活力ある
暮らしを実現するための基盤整
備(重点計画)

館林市 132,500 

渋川市における快適で活力ある
暮らしを実現するための基盤整
備（重点計画)

渋川市 107,000 

藤岡市における住みよいまちづ
くりのための未普及対策（重点
計画）

藤岡市 60,000 

゛世界遺産にふさわしいまちと
みおか”　生活環境確保のため
の下水道整備計画（重点計画）

富岡市 26,750 

安中市における下水道未普及対
策事業（重点計画）

安中市 36,000 

みどり市における公共下水道の
推進（重点計画）

みどり市 73,000 

小幡地域における観光資源を活
用した地域活性化（第３期）

甘楽町 6,200 

幅広い世代が交流し、安全安心
な子育てができるまちの実現

甘楽町 19,200 

みなかみ町の豊かな自然と共生
するまちづくり(重点計画)

みなかみ町 5,000 

玉村町における公共下水道の推
進（重点計画）

玉村町 150,000 



（群馬県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

明和町における快適で活力ある
暮らしを実現するための基盤整
備(重点計画)

明和町 18,000 

千代田町公共下水道事業整備計
画（重点計画）

千代田町 38,800 

大泉町における快適で活力ある
暮らしを実現するための基盤整
備（重点計画）

大泉町 140,000 

白鳥の飛来する町”おうら”
よりよい水辺環境のための基盤
整備（重点計画）

邑楽町 23,500 

10,670,298 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（群馬県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

群馬県における災害に強い下水
道施設整備（重点計画）

群馬県,前橋市,高崎市,伊勢崎市,太田市,館
林市,渋川市,板倉町,明和町

190,450 

群馬県地域住宅等整備計画（地
域住宅計画　群馬地域（４
期））（防災・安全）（重点計
画）

桐生市,みどり市,邑楽町 10,970 

防災・減災を推進し住民の命と
暮らしを守るための基盤整備

群馬県,前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太
田市,沼田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡
市,甘楽町,嬬恋村,草津町,東吾妻町,片品
村,川場村,みなかみ町,玉村町,板倉町,邑楽
町

1,767,386 

人命を守る土砂災害対策の推進
（防災･安全）（重点）

群馬県 381,825 

人命を守る土砂災害対策の推進
（防災･安全）

群馬県 363,115 

群馬県都市公園安全・安心推進
計画（防災・安全）

群馬県,前橋市,沼田市,安中市,桐生市,富岡
市,館林市

155,398 

群馬県地域住宅等整備計画（地
域住宅計画　群馬地域（４
期））（防災・安全）

群馬県,前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太
田市,沼田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡
市,みどり市,嬬恋村,東吾妻町,みなかみ町,
大泉町,安中市,榛東村,吉岡町,下仁田町,甘
楽町,中之条町,長野原町,草津町,高山村,玉
村町,板倉町,明和町,千代田町,邑楽町,渋川
地区広域市町村圏振興整備組合

626,829 

群馬県における宅地耐震対策の
推進（防災・安全）

群馬県,前橋市,伊勢崎市,東吾妻町,高崎市 14,400 

都市部における災害に強く、歩
行者が安全で安心して通行でき
る基盤整備2期（重点）（防災・
安全）

群馬県,沼田市,前橋市,伊勢崎市 682,600 

国土強靭化地域計画に基づく防
災拠点等へのアクセス機能強化
を図る道路整備（防災・安全）

群馬県,前橋市,富岡市 2,600,882 

群馬県における流域一体となっ
た総合的な浸水対策の推進（防
災・安全）

群馬県,館林市,前橋市,渋川市,伊勢崎市,安
中市,沼田市,下仁田町,高山村,太田市,高崎
市,桐生市,吉岡町,玉村町,明和町,大泉町,
榛東村,神流町,片品村

331,000 

通学路等の生活空間における安
全・安心な道路環境の確保（防
災・安全）

群馬県,前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太
田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡市,安中
市,甘楽町,昭和村,玉村町,明和町,吉岡町

1,743,241 



（群馬県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

地域の暮らしを守る安全・安心
の道路整備（防災・安全）

群馬県,前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太
田市,沼田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡
市,安中市,みどり市,榛東村,吉岡町,上野
村,南牧村,嬬恋村,草津町,昭和村,みなかみ
町,玉村町,明和町,大泉町,邑楽町,長野原
町,片品村,神流町,下仁田町,高山村,東吾妻
町,中之条町,川場村

3,076,681 

安全・安心して暮らせる防災ま
ちづくり（防災・安全）（第２
期）

前橋市 41,448 

前橋市都市公園防災機能強化計
画（防災・安全）

前橋市 95,000 

前橋市における安全・安心な街
づくりのための基盤整備（重点
計画）

前橋市 64,000 

高崎市都市公園防災機能強化計
画（防災・安全）

高崎市 2,500 

高崎市における安全・安心な街
づくりのための基盤整備（重点
計画）

高崎市 162,500 

桐生市における安心して暮らせ
るまちづくりのための下水道整
備（重点計画）

桐生市 37,000 

伊勢崎市都市公園防災機能強化
計画（防災・安全）

伊勢崎市 20,000 

伊勢崎市における安心・安全な
水環境の整備（防災・安全）
（重点計画）

伊勢崎市 36,000 

館林市における安全で安心な暮
らしを実現するための基盤整備
（重点計画）

館林市 41,400 

板倉町命を守るまちづくり 板倉町 149,200 

12,593,825 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


