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平成２９年度補正予算　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 河川維持修繕事業 3　 伊勢崎市
いせさきし

利根川 烏・神流川 河川維持修繕事業 50　 高崎市
たかさきし

利根川 渡良瀬川 河川維持修繕事業 35　 桐生市
きりゅうし



群馬県

　平成２９年度補正予算直轄ダム事業
（単位：千円）

事業費は共同費である。

堰堤維持事業 利根川ダム統合管理 4,000

事業費 備　　　　　考種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名



整備局名： 関東地方整備局
水系等名： 利根川水系（利根川）
事務所名： 利根川水系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ かんながわ かんながわりゅういきさぼうしせつかいちく たのぐん うえのむら ならはら さぼうえんていこう

砂防 利根川 神流川 神流川流域砂防施設改築 多野郡 上野村 楢原 砂防堰堤工 155
とねがわ かんながわ はしくらがわ はしくらがわだいさんさぼうえんてい たのぐん かんなまち、うえのむら おづく、かつやま さぼうえんていこう

利根川 神流川 橋倉川 橋倉川第三砂防堰堤 多野郡 神流町、上野村 尾附、勝山 砂防堰堤工 70
砂防
合計 ２箇所 225

とねがわ あがつまがわ しらすながわ かなやまさわさぼうえんてい あがつまぐん なかのじょうまち いりやま さぼうえんていこう

火山砂防 利根川 吾妻川 白砂川 金山沢砂防堰堤 吾妻郡 中之条町 入山 砂防堰堤工 214
とねがわ からすがわ ほそいりさわ ほそいりさわさぼうえんていかいちく たかさきし くらぶちまちさんのくら さぼうえんていこう

利根川 烏川 細入沢 細入沢砂防堰堤改築 高崎市 倉渕町三ノ倉 砂防堰堤工 112
火山砂防
合計 ２箇所 326

合計 ４箇所 551

都道府県名：群馬県（１／３）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 関東地方整備局
水系等名： 利根川水系（渡良瀬川）
事務所名： 渡良瀬川河川事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ いわしたさわ いわしたさわさぼうえんていかいちく きりゅうし くろほねまち しもたざわ さぼうえんていこう

火山砂防 利根川 渡良瀬川 岩下沢 岩下沢砂防堰堤改築 桐生市 黒保根町下田沢 砂防堰堤工 170
火山砂防
合計 １箇所 170

合計 １箇所 170

都道府県名：群馬県（２／３）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



整備局名： 関東地方整備局
水系等名： 浅間山
事務所名： 利根川水系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

あさまやま あがつまがわ かたふたがわ かたふた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 さぼうえんていこう

火山砂防 浅間山 吾妻川 片蓋川 片蓋川砂防堰堤群 吾妻郡 嬬恋村 鎌原 砂防堰堤工 120
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 さぼうえんていこう

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 135
火山砂防
合計 ２箇所 255

合計 ２箇所 255

都道府県名：群馬県（３／３）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考



群馬県

　平成２９年度補正予算直轄ダム事業（ゼロ国債）
（単位：千円）

事業費は共同費である。

多目的ダム建設事業 利根川八ッ場ダム 505,000

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



整備局名： 関東地方整備局
水系等名： 浅間山
事務所名： 利根川水系砂防事務所 （単位：百万円）

所　　在　　地
市・郡 区・町・村 字名等

あさまやま あがつまがわ かたふたがわ かたふた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 さぼうえんていこう

火山砂防 浅間山 吾妻川 片蓋川 片蓋川砂防堰堤群 吾妻郡 嬬恋村 鎌原 砂防堰堤工 220
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 さぼうえんていこう

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 200
火山砂防
合計 ２箇所 420

合計 ２箇所 420

都道府県名：群馬県（１／１）
（施行地）

平成29年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）

事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種 事業費 備　考


