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令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

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 785

改築 国道17号 高崎市 本庄道路 206

改築 国道17号 高崎市 高松立体 217

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 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 233

改築 国道18号 高崎市～安中市 高崎安中拡幅 160

改築 国道50号 前橋市～みどり市 前橋笠懸道路 1,538

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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） 96

羽場地区線形改良（みなかみ町） 63

交通安全 国道18号 安中市 群馬18号交通安全対策 54 磯部入口交差点改良 54

交通安全 国道50号 前橋市 群馬50号交通安全対策 30 野中地区中分改良 30

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 159



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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） 35

小八木（２）電線共同溝（高崎市） 132

中尾電線共同溝（高崎市） 34

鳥羽電線共同溝（前橋市） 34

電線共同溝 国道18号 安中市 群馬18号電線共同溝 29 安中（２）電線共同溝 29

電線共同溝 国道50号 みどり市 群馬50号電線共同溝 126 阿左美（２）電線共同溝 126

路線名 備考

電線共同溝 国道17号 高崎市、前橋市 群馬17号電線共同溝 235



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３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

維持管理 （町） 御鉾橋線 神流町 御鉾橋 20 代行事業

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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353号 東吾妻町 吾妻東バイパス２期 1,800 上信自動車道

改築 国道145号 東吾妻町 吾妻東バイパス 1,900 上信自動車道

改築 国道145号 東吾妻町 吾妻西バイパス 1,400 上信自動車道

改築 国道144号
長野原町、嬬恋
村

長野原嬬恋バイパス 500 上信自動車道

改築 （一） 植栗伊勢線
中之条町、東吾
妻町

上信自動車道アクセス 530

改築 （一） 新巻市城線 東吾妻町 新巻工区 270

改築 （市） 18-610号線 前橋市 駒寄スマートICアクセス 46

改築 （町） 大久保・南下線 吉岡町 駒寄スマートICアクセス 561

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 250

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 1,044

(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〕、(主)前橋館林線(本町工区)〔太田市〕、
(主)前橋館林線(連取町２期工区)〔伊勢崎市〕、(主)高崎渋
川線(住吉町工区)〔高崎市〕、(主)富岡神流線(仲町通り工
区)〔富岡市〕、(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〕、(主)前橋赤城線
(北代田工区)〔前橋市〕、(一)鳥山竜舞線(飯塚町第二工区)
〔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〕、(一)綿貫篠塚
線(東小泉工区)〔大泉町〕、(国)462号(今泉町工区)〔伊勢崎
市〕、(主)前橋箕郷線(国領町工区)〔前橋市〕、(主)高崎駒形
線(上大類町工区)〔高崎市〕、(主)前橋大間々桐生線(城東
町工区)〔前橋市〕、(主)藤岡本庄線(藤岡工区)〔藤岡市〕、
(主)高崎渋川線(大橋町工区)〔高崎市〕、(主)前橋館林線(連
取３期工区)〔高崎市〕、(国)145号（原町２期工区）〔高崎
市〕、(主)前橋安中富岡線(富岡工区)〔富岡市〕、(都)南北中
央幹線ほか1路線〔安中市〕、(都)中央通り線ほか1路線〔館
林市〕

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 147 (都)駅南東西通り



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 2,679 個別の構造物は別紙参照

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 130 個別の構造物は別紙参照

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 194 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 前橋市 橋梁長寿命化修繕計画 544 個別の構造物は別紙参照

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 25 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高崎市 橋梁長寿命化修繕計画 71 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 桐生市 橋梁長寿命化修繕計画 151 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊勢崎市 橋梁長寿命化修繕計画 263 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 太田市 橋梁長寿命化修繕計画 119 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 沼田市 橋梁長寿命化修繕計画 140 個別の構造物は別紙参照

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 63 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 渋川市 橋梁長寿命化修繕計画 78 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 藤岡市 橋梁長寿命化修繕計画 146 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 富岡市 橋梁長寿命化修繕計画 60 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 安中市 橋梁長寿命化修繕計画 128 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 みどり市 橋梁長寿命化修繕計画 192 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 榛東村 橋梁長寿命化修繕計画 30 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 吉岡町 橋梁長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 上野村 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 神流町 橋梁長寿命化修繕計画 18 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 下仁田町 橋梁長寿命化修繕計画 48 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 南牧村 橋梁長寿命化修繕計画 99 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 甘楽町 橋梁長寿命化修繕計画 29 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 中之条町 橋梁長寿命化修繕計画 62 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 長野原町 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 嬬恋村 橋梁長寿命化修繕計画 130 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 草津町 トンネル長寿命化修繕計画 2 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 高山村 橋梁長寿命化修繕計画 77 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東吾妻町 橋梁長寿命化修繕計画 34 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 片品村 橋梁長寿命化修繕計画 106 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 川場村 橋梁長寿命化修繕計画 30 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 昭和村 橋梁長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

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 175 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 玉村町 橋梁長寿命化修繕計画 9 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 板倉町 橋梁長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 明和町 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 千代田町 橋梁長寿命化修繕計画 8 個別の構造物は別紙参照

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 47 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

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 邑楽町 橋梁長寿命化修繕計画 47 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

群馬県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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 前橋市 県道南新井前橋線 上毛大橋 橋梁 修繕

群馬県 前橋市 県道前橋安中富岡線 中央大橋 橋梁 修繕

群馬県 前橋市 県道大胡赤城線 神東橋 橋梁 修繕

群馬県 前橋市 県道前橋赤城線 新桜沢橋 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 渋川市 県道渋川吉岡線 明保野橋 橋梁 修繕

群馬県 渋川市 県道大間々上白井線 津久田跨線橋 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 榛東村 県道水沢足門線 五万騎橋 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 渋川市 県道津久田停車場前橋線 狩野之橋側道橋 橋梁 修繕

群馬県 渋川市 県道渋川松井田線 地蔵橋-SK01 橋梁 修繕

群馬県 渋川市 県道渋川松井田線 美髯橋 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 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 玉村町 県道高崎伊勢崎線 福島橋 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 伊勢崎市 県道太田境東線 三ッ木橋 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 県道伊勢崎本庄線 広瀬大橋 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 高崎市 県道榛名山箕郷線 唐松橋-TS01 橋梁 修繕

群馬県 高崎市 国道２５４号 吉井橋 橋梁 更新

群馬県 高崎市 県道渋川松井田線 黒門橋 橋梁 修繕

群馬県 高崎市 国道４０６号 長瀞橋 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 高崎市 国道４０６号 下町橋 橋梁 修繕

群馬県 高崎市 県道渋川松井田線 湯之沢橋 橋梁 修繕

群馬県 高崎市 県道前橋箕郷線 紺屋橋-TS01 橋梁 修繕

群馬県 上野村 国道２９９号 神寄橋 橋梁 修繕

群馬県 神流町 県道富岡神流線 湯坂橋 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 藤岡市 県道上日野藤岡線 駒留橋 橋梁 修繕

群馬県 藤岡市 国道２５４号 多野橋 橋梁 修繕

群馬県 神流町 国道２９９号 古鉄橋 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 下仁田町 国道２５４号 １６号橋 橋梁 修繕

群馬県 甘楽町 国道２５４号 金井橋-TO01 橋梁 更新

群馬県 安中市 県道北軽井沢松井田線 隠橋 橋梁 修繕

群馬県 安中市 県道長久保郷原線 室ノ木橋 橋梁 修繕

群馬県 長野原町 国道１４５号 久森沢橋 橋梁 修繕
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群馬県 長野原町 国道１４５号 坪井大橋 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 東吾妻町 国道４０６号 洗場橋 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 中之条町 国道２９２号 新開橋（下り拡幅） 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１４６号 浜岩橋 橋梁 更新

群馬県 中之条町 国道２９２号 新開橋-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 中之条町 国道３５３号 富士見橋-NJ01 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 沼田市 国道１２０号 上原跨道橋（上り） 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 みなかみ町 国道２９１号 新幹線立体橋 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 みなかみ町 県道相俣湯原線 本谷橋 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 沼田市 県道沼田大間々線 冷沢橋 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 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 みなかみ町 国道２９１号 若栗橋 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 県道上発知材木町線 杭門橋 橋梁 修繕

群馬県 片品村 国道１２０号 滝見橋-NT01 橋梁 修繕

群馬県 みなかみ町 県道沼田水上線 奈女沢橋-NT01 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 沼田市 県道沼田大間々線 赤城根橋 橋梁 修繕

群馬県 片品村 国道１２０号 新橋-NT01 橋梁 修繕

群馬県 沼田市 国道２９１号 薄根橋 橋梁 修繕

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 沼田市 県道沼田大間々線 赤城沢橋 橋梁 修繕

群馬県 太田市 県道大間々世良田線 世良田跨線橋 橋梁 修繕

群馬県 太田市 県道新田上江田尾島線 木崎跨線橋 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 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 県道妻沼小島太田線 牛沢橋 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 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 桟道橋第二-① 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 みどり市 県道花輪水沼線 小黒川橋-KU02 橋梁 修繕

群馬県 桐生市 県道桐生伊勢崎線 錦桜橋 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
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群馬県 館林市 県道佐野行田線 渡良瀬跨線橋（上り線） 橋梁 修繕

群馬県 館林市 県道佐野行田線 渡良瀬跨線橋（下り線） 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 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 邑楽町 県道矢島大泉線 谷田川橋 橋梁 更新

群馬県 館林市 県道佐野行田線 渡良瀬大橋左岸橋 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 前橋市 県道前橋安中富岡線 中央大橋橋側歩道橋 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 伊勢崎市 県道伊勢崎深谷線 上武大橋 橋梁 更新

群馬県トンネル長寿命化修繕計画

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 一般国道299号 志賀坂トンネル トンネル 修繕

群馬県 下仁田町 一般国道254号 内山トンネル トンネル 修繕

群馬県 片品村 一般国道120号 金精トンネル 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 藤岡市 国道254号 藤の丘トンネル 道路附属物等 修繕

群馬県 高崎市 県道和田多中倉賀野線 上佐野歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 高崎市 県道高崎安中渋川線 豊岡歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 高崎市 県道前橋安中富岡線 長野小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 藤岡市 国道462号 鬼石歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 安中市 県道渋川松井田線 松井田歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 安中市 県道高崎安中渋川線 板鼻歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 沼田市 国道120号 高平歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 みなかみ町 県道後閑羽場線 月夜野歩道橋 道路附属物等 修繕

群馬県 太田市 県道鳥山龍舞線 小舞木歩道橋 道路附属物等 撤去

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 館林市 国道122号 高根歩道橋 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 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 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

前橋市橋梁長寿命化修繕計画

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01-345号 無名橋１ 橋梁 撤去

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03-437号 一本橋 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道00-254号 石関橋 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道00-084号 須永橋 橋梁 修繕
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前橋市 前橋市 市道11-684号 舞台橋 橋梁 修繕

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 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01-054号 無名橋１１ 橋梁 修繕

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01-074号 無名橋１４ 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01-267号 筋違橋 橋梁 修繕

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02-067号 岩神橋 橋梁 更新

前橋市 前橋市 市道02-103号 無名橋３６ 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道02-100号 無名橋３７ 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道00-020号 無名橋３９ 橋梁 更新

前橋市 前橋市 市道02-032号 無名橋４２ 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道02-408号 無名橋５４ 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03-437号 無名橋６９ 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道05-007号 無名橋１０７ 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道00-027号 無名橋１３４ 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道11-320号 無名橋２５０ 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道00-160号 無名橋２８４ 橋梁 修繕

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00-125号 無名橋４０４ 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21-5185号 ぶんぜん川３号まがり橋 橋梁 修繕

前橋市 前橋市 市道16-1112号 無名橋４７３ 橋梁 修繕

前橋市道路附属物等長寿命化修繕計画

前橋市 前橋市 市道00-014号 住吉町第二歩道橋 道路附属物等 撤去

前橋市 前橋市 市道00-022号 市営テニスコート前歩道橋 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 市道環状線 浜尻陸橋 橋梁 修繕

高崎市 高崎市 市道D887線 大井野川橋 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 環状大橋(下り) 橋梁 修繕

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 橋梁 修繕

桐生市 桐生市 市道1-35号線 桐生大橋取付橋 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）4-991号線 永久橋（下流側歩道橋） 橋梁 修繕

伊勢崎市 伊勢崎市 市道（伊）225号線 競運橋 橋梁 修繕
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伊勢崎市 伊勢崎市 市道（伊）231号線 新竹橋 橋梁 修繕

伊勢崎市 伊勢崎市 市道（赤）1-1号線 深西橋 橋梁 修繕

伊勢崎市 伊勢崎市 市道（赤）205号線 道元橋 橋梁 修繕

太田市橋梁長寿命化修繕計画

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 太田市 市道1級20号線 鶴巻橋(東長岡町) 橋梁 修繕

太田市 太田市 市道1級20号線 浜西跨線橋 橋梁 修繕

太田市 太田市 市道太田藤久良住宅249号線 三条橋 橋梁 修繕

太田市 太田市 市道太田由良藤久良171号線 十条橋 橋梁 修繕

太田市 太田市 市道太田細谷東529号線 下中橋 橋梁 修繕

太田市 太田市 市道太田下小林町内ヶ島町1038号線 雲水橋 橋梁 修繕

太田市 太田市 市道太田緑町1139号線 乙女橋 橋梁 修繕

太田市 太田市 市道新田東西75号線 町田橋 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

沼田市橋梁長寿命化修繕計画

沼田市 沼田市 市道内楽橋線 内楽橋 橋梁 修繕

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5-8579号線 元藤木橋 橋梁 修繕

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

富岡市橋梁長寿命化修繕計画

富岡市 富岡市 市道14001号線 諸戸橋 橋梁 修繕

富岡市 富岡市 市道9184号線 青井田橋 橋梁 修繕

安中市橋梁長寿命化修繕計画

安中市 安中市 市道幹101号線 稲子田橋 橋梁 修繕

安中市 安中市 市道後806号線 三ツ木橋 橋梁 修繕

安中市 安中市 市道安798号線 桐の木橋 橋梁 修繕

安中市 安中市 市道幹138号線 後閑川橋 橋梁 修繕

安中市 安中市 市道幹137号線 城橋 橋梁 修繕

安中市 安中市 市道95504号線 神景橋 橋梁 修繕

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27号線 7-27号橋神戸橋 橋梁 修繕

みどり市 みどり市 市道1級27号線 8-3号橋萬年橋 橋梁 修繕

みどり市 みどり市 市道1級4号線 あざみまなび橋 橋梁 修繕

みどり市 みどり市 市道大間々4251号線 見晴橋 橋梁 修繕

みどり市 みどり市 市道1級25号線 7-13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 みどり市 市道2級35号線 5-24号橋加藤畑橋 橋梁 修繕

榛東村橋梁長寿命化修繕計画

榛東村 榛東村 村道上野幹線 中野橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

群馬県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

榛東村 榛東村 村道八幡･今井線 今井橋 橋梁 更新

上野村橋梁長寿命化修繕計画

上野村 上野村 村道上野１－１号線 野栗橋 橋梁 修繕

神流町橋梁長寿命化修繕計画

神流町 神流町 町道相原高塩線 高塩橋 橋梁 修繕

神流町 神流町 町道51号線 小越橋 橋梁 修繕

神流町 神流町 町道60号線 八倉橋 橋梁 修繕

下仁田町橋梁長寿命化修繕計画

下仁田町 下仁田町 町道2493号線 跡倉橋 橋梁 修繕

下仁田町 下仁田町 町道3464号線 森平橋 橋梁 撤去

南牧村橋梁長寿命化修繕計画

南牧村 南牧村 村道大千原橋線 大千原橋 橋梁 撤去

南牧村 南牧村 村道高原線 高原橋 橋梁 修繕

中之条町橋梁長寿命化修繕計画

中之条町 中之条町 町道行沢囀石線 栄橋 橋梁 修繕

中之条町 中之条町 町道奥山原行沢線 下貫入橋 橋梁 修繕

中之条町 中之条町 町道万沢線 白砂川大橋 橋梁 修繕

中之条町 中之条町 町道赤岩日影線 南大橋 橋梁 修繕

長野原町橋梁長寿命化修繕計画

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 町道大屋原1号線 御大橋 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

嬬恋村橋梁長寿命化修繕計画

嬬恋村 嬬恋村 村道中原開拓１号線 泉沢４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 嬬恋村 村道干俣中央線 本村橋 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 村道万座線 無名橋１０ 橋梁 修繕

草津町トンネル長寿命化修繕計画

草津町 草津町 町道新田泉水線 新田泉水トンネル トンネル 修繕

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

東吾妻町橋梁長寿命化修繕計画

東吾妻町 東吾妻町 町道新井・横谷・松谷線 ４－７号橋（根古屋橋） 橋梁 修繕

東吾妻町 東吾妻町 町道新井・横谷・松谷線 ５－８８号橋（吾妻峡橋） 橋梁 修繕

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

川場村橋梁長寿命化修繕計画

川場村 川場村 村道2級谷地中央線 谷地橋 橋梁 修繕

昭和村橋梁長寿命化修繕計画

昭和村 昭和村 村道中田関屋線 永田沢5号橋 橋梁 修繕

みなかみ町橋梁長寿命化修繕計画



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

群馬県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

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

みなかみ町 みなかみ町 町道粟沢西線 藤原湖大橋 橋梁 修繕

玉村町橋梁長寿命化修繕計画

玉村町 玉村町 町道1106号線 １０２６号橋 橋梁 修繕

板倉町橋梁長寿命化修繕計画

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1198号線 第五号橋 橋梁 修繕

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7号線 南中横断歩道橋 道路附属物等 修繕

邑楽町橋梁長寿命化修繕計画

邑楽町 邑楽町 町道幹線１２線 北渋沼橋 橋梁 修繕

邑楽町 邑楽町 町道17-51号線 細谷橋 橋梁 修繕

邑楽町 邑楽町 町道幹線５線 中央橋 橋梁 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　群馬県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

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。



群 馬 県

水管理・国土保全局



令和３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 7,693　

≪茨城県
いばらきけん

≫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 400　 高崎市
た かさ きし

利根川 渡良瀬川上流 一般河川改修事業 154　

利根川 渡良瀬川 河川工作物関連応急対策事業 152　
≪群馬県
ぐんまけん

≫桐生市
きりゅうし

≪栃木県
とちぎけん

≫足利
あしかが

市
し

、佐野市
さのし

（※）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３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 60　 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 80　 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 120　 伊勢崎市
い せ さ き し

利根川 大箇野川 大規模更新河川事業 240　 板倉町
いたくらまち



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 162 174

堰堤改良事業 利根川相俣ダム 43 58

利根川品木ダム 374 394

水資源開発事業 利根川藤原・奈良俣再編ダム再生 159 197
（奈良俣ダム関係）



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 166
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 159
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 69
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

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 116
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 117
とねがわ からすがわ うちでがわ うちでか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 173
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 194
砂防

合計 7 箇所 994
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 291
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 250
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 169
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 324
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 84
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 120
とねがわ あがつまがわ やざわがわ ふり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 136
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 47
火山砂防

合計 8 箇所 1,421

合計 15 箇所 2,415

令和３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 7
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 おおまままちしおざわ

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 1
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 15
砂防

合計 3 箇所 23
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 112
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 51
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 52
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 280
火山砂防

合計 4 箇所 495

合計 7 箇所 518

令和３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 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

利根川水系砂防 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 254
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

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 138
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 218
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 277
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 49

合計 5 箇所 936

令和３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３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

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 10

とねがわ ひがしのいりさわ きりゅうし ひしまちにちょうめ

利根川 東ノ入沢 桐生市 菱町２丁目 砂防堰堤工 20
とねがわ ふさかわ みどり し あずまちょうおぎわら

利根川 房川 みどり市 東町荻原 砂防堰堤工 10
とねがわ ぼうさかかわ たかさきし かみさとみまち

利根川 房坂川 高崎市 上里見町 砂防堰堤工 20

4箇所 60合計

令和３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　1/3）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 とねがわ なかぜき あんなかし にしかみあきま

砂防等事業 利根川 中関 安中市 西上秋間 集水井工 50

とねがわ なます あがつまぐん なかのじょうまち なます

利根川 生須 吾妻郡 中之条町 生須 集水井工 100
とねがわ まかぶ ふじおかし しもひの

利根川 駒留 藤岡市 下日野 集水井工 50

３箇所 200合計

令和３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　2/3）

事業区分 水系名 箇所名 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

砂防等事業 中棚地区 甘楽郡 南牧村 六車 待受工 67

たかとや(おいがみいち)ちく ぬまたし とねまちたかとや

高戸谷（老神1）地区 沼田市 利根町高戸谷 待受工 67

２箇所 133
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３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　3/3）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



令和３年度予算　地方創生整備推進交付金 群馬県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

榛東村 74,700 37,350

群馬県　計 74,700 37,350
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



群　馬　県

都市局



令和３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

40,000

前橋市 前橋市 継続 前橋市中心拠点地区 1/2 20,000

22,000

高崎市 高崎市 継続 高崎駅周辺地区 1/2 11,000

106,400

伊勢崎市 伊勢崎市 継続 伊勢崎市中心市街地地区 1/2 53,200

1/2, 396,842

明和町 明和町 継続 川俣駅周辺地区（第2期） 4.5/10 188,500

565,242

合計 272,700

内示額について、下段を国費とする。



令和３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）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （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

44,000

前橋市 民間事業者 新規 前橋市中心拠点地区 1/2 22,000 まちなかウォーカブル推進事業

44,000

合計 22,000

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３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 1,044

(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〕、(主)前橋館林線(本町工区)〔太田市〕、(主)前橋館林線(連取町２
期工区)〔伊勢崎市〕、(主)高崎渋川線(住吉町工区)〔高崎市〕、(主)富
岡神流線(仲町通り工区)〔富岡市〕、(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〕、(主)前橋赤城線(北代田工
区)〔前橋市〕、(一)鳥山竜舞線(飯塚町第二工区)〔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〕、(一)綿貫篠塚線(東小泉工区)〔大泉町〕、(国)462号(今
泉町工区)〔伊勢崎市〕、(主)前橋箕郷線(国領町工区)〔前橋市〕、(主)
高崎駒形線(上大類町工区)〔高崎市〕、(主)前橋大間々桐生線(城東
町工区)〔前橋市〕、(主)藤岡本庄線(藤岡工区)〔藤岡市〕、(主)高崎渋
川線(大橋町工区)〔高崎市〕、(主)前橋館林線(連取３期工区)〔高崎
市〕、(国)145号（原町２期工区）〔高崎市〕、(主)前橋安中富岡線(富岡
工区)〔富岡市〕、(都)南北中央幹線ほか1路線〔安中市〕、(都)中央通
り線ほか1路線〔館林市〕

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 147 (都)駅南東西通り



群 馬 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３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 10,200
桐生市 空き家対策総合支援事業 35,368
伊勢崎市 空き家対策総合支援事業 11,000
富岡市 空き家対策総合支援事業 2,164
甘楽町 空き家対策総合支援事業 2,000
中之条町 空き家対策総合支援事業 12,500

73,232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３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 110,651
110,651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３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 1,750,650
1,750,650合計



防災・省エネまちづくり緊急促進事業　実施計画（令和３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 795,343
795,343合計
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令和３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 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

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㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

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㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

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、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 
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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） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 
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北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（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

9.746

群馬県 9.746

事業名 事業主体 備考

令和３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）

社会資本整備円滑化地籍整備事業 吉岡町

計



令和３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 115,500 

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 765,000 

群馬県における広域的な下水道
整備（重点計画）

吉岡町,甘楽町,片品村 75,000 

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 598,400 

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

793,993 

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

591,378 

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 69,300 

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

2,412,980 

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 71,666 

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 30,150 

栃木・群馬における魅力的な資
源を活かした広域的観光活性化
計画

群馬県 31,050 

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 27,900 



（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

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

1,010,681 

都市部におけるストック効果を
高めるアクセス道路整備による
活力ある地域の形成(重点)

群馬県,千代田町,前橋市,藤岡市 200,000 

拠点市街地の再構築によるコン
パクトなまちづくり

前橋市 160,650 

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 200,000 

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

前橋市 64,860 

都市の活力と魅力あるまちづく
り（第２期）

前橋市 666,461 

前橋版CCRC構想・生涯活躍のま
ちづくり

前橋市 127,370 

高崎駅周辺地区を中心とした交
流創造都市の推進（重点計画）

高崎市 304,300 

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 92,300 

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 570,000 

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 20,200 

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 49,200 

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 151,300 



（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 140,000 

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 406,700 

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 118,860 

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 21,500 

中心市街地における魅力あるま
ちづくり（第２期）

沼田市 121,900 

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 102,100 

新たな市街地形成による活力あ
るまちづくり

館林市 205,458 

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 146,000 

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 89,000 

゛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 34,000 

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 90,000 

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 3,100 

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 28,800 



（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

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 11,500 

玉村町における公共下水道の推
進（重点計画）

玉村町 150,000 

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 45,000 

千代田町公共下水道事業整備計
画（重点計画）

千代田町 35,000 

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 80,500 

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 42,000 

11,107,057 

※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３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 119,288 

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（防災・安全）

群馬県 275,585 

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）（重点）

群馬県 91,000 

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 30,538 

人命を守る土砂災害対策の推進
（防災･安全）

群馬県 315,625 

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,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,甘楽町

1,673,533 

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,伊勢崎市,太田市,渋川市,板
倉町,明和町

154,600 

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,みどり
市,嬬恋村,東吾妻町,みなかみ町,大泉町,富
岡市,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

705,704 

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 610,696 

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

571,000 

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

1,531,640 



（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

2,873,586 

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

205,960 

人命を守る土砂災害対策の推進
（防災･安全）（重点）

群馬県 308,283 

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 1,525,301 

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 38,500 

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 30,000 

前橋市都市公園防災機能強化計
画（防災・安全）

前橋市 22,000 

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 132,000 

高崎市都市公園防災機能強化計
画（防災・安全）

高崎市 2,500 

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 22,300 

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 150,500 

伊勢崎市都市公園防災機能強化
計画（防災・安全）

伊勢崎市 57,000 

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 50,000 



（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

藤岡市における安全で安心な暮
らしのための基盤整備（重点計
画）

藤岡市 6,000 

板倉町命を守るまちづくり 板倉町 12,800 

11,515,939 

※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


