
群 馬 県

道 路 局



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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 950

改築 国道17号 渋川市 渋川西バイパス 350

改築 国道17号 渋川市～沼田市 綾戸バイパス 50

改築 国道50号 前橋市～みどり市 前橋笠懸道路 720

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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

交通安全 国道17号 高崎市 群馬17号交通安全対策 30

交通安全 国道18号 高崎市、安中市 群馬18号交通安全対策 45

備考路線名



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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

中尾電線共同溝（高崎市) 50

鳥羽電線共同溝（前橋市) 95

半田電線共同溝（渋川市) 35

180

路線名 備考

電線共同溝 国道17号
高崎市、前橋市、
渋川市

群馬17号電線共同溝



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年１２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 国道17号
高崎市～みなかみ町
太田市～前橋市

群馬17号維持管理 189

維持管理 国道18号 高崎市～安中市 群馬18号維持管理 425

維持管理 国道50号 太田市～前橋市 群馬50号維持管理 75

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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145号 東吾妻町 吾妻東バイパス 1,500

改築 国道353号 東吾妻町 吾妻東バイパス２期 500

路線名 備考



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 602

(国)354号(小桑原工区)〔館林市〕、(国)354号(緑町工区)
〔館林市〕、(国)462号(今泉町工区)〔伊勢崎市〕、(主)高崎
駒形線(上大類町工区)〔高崎市〕、(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)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〕、(一)一本木平小井戸安中線(安中
工区)〔安中市〕、(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〕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１２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 1,000 内訳は別紙参照

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 5 内訳は別紙参照

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 683 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 高崎市 橋梁長寿命化修繕計画 18 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 沼田市 橋梁長寿命化修繕計画 42 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 渋川市 橋梁長寿命化修繕計画 11 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 藤岡市 橋梁長寿命化修繕計画 14 内訳は別紙参照

道路メンテナンス事業 片品村 橋梁長寿命化修繕計画 55 内訳は別紙参照



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２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 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 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 東吾妻町 国道４０６号 笹山橋 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 玉村町 県道藤岡大胡線 玉村大橋 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 藤岡市 県道前橋長瀞線 柳瀬橋-FO01 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 みなかみ町 県道相俣湯原線 本谷橋 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 嬬恋村 国道１４４号 嬬恋橋 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 県道綿貫篠塚線 馬見塚橋 橋梁 修繕
群馬県 伊勢崎市 県道香林羽黒線 小斉橋 橋梁 修繕
群馬県 高崎市 県道榛名山箕郷線 巡礼橋 橋梁 修繕
群馬県 安中市 県道北軽井沢松井田線 六角橋 橋梁 修繕
群馬県 安中市 県道一本木平小井戸安中線 砂坂橋 橋梁 修繕
群馬県 安中市 県道箕郷板鼻線 板鼻川橋 橋梁 修繕
群馬県 嬬恋村 国道１４４号 今井２号片桟橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 国道２９２号 小雨床版橋 橋梁 修繕
群馬県 中之条町 県道新巻市城線 明神跨線橋 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 県道沼田水上線 水上大橋 橋梁 修繕
群馬県 みなかみ町 水上停車場谷川線 恋沢橋 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道妻沼小島太田線 北浦橋 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道妻沼小島太田線 下浜田橋 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道太田境東線 沖野橋 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道太田境東線 大川橋-OT01 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道太田境東線 昌平橋 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道金山城趾線 無名橋-OT05 橋梁 修繕
群馬県 太田市 県道鳥山竜舞線 榎戸橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道大間々上白井線 新開橋-KU01 橋梁 修繕
群馬県 みどり市 県道小平塩原線 岩穴橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道梨木上神梅停車場線 久良見橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道梨木上神梅停車場線 樽下橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道上藤生大州線 高竹橋 橋梁 修繕
群馬県 桐生市 県道上藤生大州線 梅北橋 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道足利邑楽行田線 百目鬼橋 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道足利千代田線 宮下橋-TB01 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道足利千代田線 堰堤橋 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道赤岩足利線 坪谷橋 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道赤岩足利線 藤川橋側道橋（下り）-TB01 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道赤岩足利線 中野橋-TB02 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道板倉籾谷館林線 新橋-TB02 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道上中森川俣停車場線 熊之橋 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道上中森川俣停車場線 関下橋-TB01 橋梁 修繕
群馬県 邑楽町 県道麦倉川俣停車場線 田島橋 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 国道１２２号 安良岡跨線橋(上り) 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

群馬県道路附属物等長寿命化修繕計画
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 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 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 渋川市 国道２９１号 あくつ歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 前橋市 県道渋川大胡線 大胡歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 前橋市 県道前橋安中富岡線 元総社歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 高崎市 県道前橋簀郷線 金古歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 高崎市 県道あら町下室田線 本郷歩道橋 道路附属物等 修繕



令和４年度　第２次補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年１２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 高崎市 国道254号 小串歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 藤岡市 県道前橋長瀞線 森歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 沼田市 国道120号 大原歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 太田市 国道407号 高林歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 太田市 国道407号 熊野歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 太田市 国道407号 飯塚歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 大泉町 県道古戸館林線 丘山歩道橋 道路附属物等 修繕
群馬県 みなかみ町 国道291号 土合スノーシェッド 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

沼田市橋梁長寿命化修繕計画
沼田市 沼田市 市道善桂寺大釜線 八万橋 橋梁 修繕

渋川市橋梁長寿命化修繕計画
渋川市 渋川市 市道溝呂木持柏木線 中峰橋 橋梁 修繕
渋川市 渋川市 市道3-1164号線 北ノ谷戸橋 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

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



群 馬 県

水管理・国土保全局



令和４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

利根川 利根川上流 一般河川改修事業 3,235

≪茨城
いばらき

県
けん

≫五霞町
ご か ま ち

、古河市
こ が し

≪群馬県
ぐんまけん

≫板倉町
いたくらまち

≪埼玉県
さいたまけん

≫久喜市
く き し

、加須市
か ぞ し

利根川 烏・神流川 一般河川改修事業 316 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 172 桐生市
き り ゅ う し

利根川 利根川上流 河川維持修繕事業 782 伊勢崎
い せ さ き

市
し

、玉村
たまむら

町
まち

～取手市
と り で し

、我孫子
あ び こ

市
し

利根川 烏・神流川 河川維持修繕事業 59 高崎市
たかさきし

～玉村町
たまむらまち

、上里町
かみさとまち

利根川 渡良瀬川 河川維持修繕事業 403 みどり市
し

～栃木市
と ち ぎ し

利根川 烏・神流川 河川工作物関連応急対策事業 35 玉村
たまむら

町
まち

利根川 渡良瀬川 河川工作物関連応急対策事業 122

・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。

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

備　　　　　考



令和４年度補正予算　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 650　 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 150　 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 170　 伊勢崎市
い せ さ き し

利根川 広瀬川 河川メンテナンス事業 50　 ※個別施設については、別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　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

群馬県 伊勢崎
いせさき

市
し

利根川 広瀬川 大川排水機場

特定構造物更新事業



群馬県

　令和４年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

（工事諸費等を除く）

堰堤維持事業 利根川相俣ダム 60

利根川薗原ダム 20

利根川品木ダム 71

利根川渡良瀬遊水池 220

水資源開発事業 利根川矢木沢ダム 12

利根川草木ダム 26

利根川下久保ダム 46

・上記は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



令和４年度補正予算　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 安中市、桐生市、下仁田町、中之条町 354 ※個別施設については、別紙参照

・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算　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

安中市 利根川 霧積川 霧積ダム

桐生市 利根川 桐生川 桐生川ダム

安中市 利根川 碓氷川 坂本ダム

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

群馬県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

かわうらとこがためぐん

利根川水系砂防 砂防 利根川 烏川 川浦床固群 高崎市 倉渕町川浦 床固工 350
うちでがわ うちでがわさぼうえんていぐん

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 80
ますだがわ からすがわりゅういきしせつかいちく

利根川 烏川 増田川 烏川流域施設改築 安中市 松井田町上増田 流木対策工 100
砂防
合計 3 箇所 530

おおざさとこがためぐん

火山砂防 利根川 吾妻川 大笹床固群 吾妻郡 嬬恋村 大笹 床固工 310
火山砂防
合計 1 箇所 310

合計 4 箇所 840
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

備　考箇所名

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（群馬県　１／２）
事業費

（百万円）
工　種事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

はなわとこがためぐん

渡良瀬川河川 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 59

合計 1 箇所 59
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（群馬県　２／２）

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（補正）（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

利根川水系砂防 地すべり対策 譲原 藤岡市 譲原 アンカー工 120

１箇所 120
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

合計

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 あしのさわ

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 60
なめざわ

利根川 奈女沢 利根郡 みなかみ町 奈女沢 砂防堰堤工 60

なつほさわ

利根川 夏保沢 沼田市 白沢町生枝 砂防堰堤工 40

ぼうさかかわ

利根川 房坂川 高崎市 上里見町 砂防堰堤工 80

ひがしのいりさわ

利根川 東ノ入沢 桐生市 菱町 砂防堰堤工 44

5箇所 284
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　1/5）

事業区分 水系名 渓流名
所在地

合計



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

砂防等事業 中関 安中市 西上秋間 水路工 25

なます

生須 吾妻郡 中之条町 生須 アンカー工 20

まかぶ

駒留 藤岡市 下日野 集水井工 30

3箇所 75
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　2/5）

事業区分 水系名 箇所名
所在地

合計



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 おおとち

砂防等事業 大栃 藤岡市 坂原 落石対策工 62

1箇所 62
・急傾斜の事業費は補助基本額である
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　3/5）

事業区分 水系名 箇所名
所在地

合計



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

事業 利根川 前入沢外 渋川市外 老朽化対策 457

１箇所 457
・急傾斜の事業費は補助基本額である
・上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策

令和４年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（群馬県　4/5）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



施設名 構造物種別 事業種別

まえいりさわ

群馬県 渋川市 前入沢　外 前入沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
うすいがわ

安中市 碓氷川 碓氷川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
さんながわ

藤岡市 三名川　 三名川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
あおくらがわ

下仁田町 青倉川　外 青倉川砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築
うえのさわ

沼田市 上之沢　外 上之沢砂防堰堤　等 砂防堰堤工 改築

長寿命化計画の策定、変更

令和４年度補正予算　砂防メンテナンス事業箇所表（群馬県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



群　馬　県

都市局



令和４年度　補正予算配分

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 今回内示額 改内示額 摘　　要

215,800 31,600 247,400

前橋市 前橋市 継続 前橋市中心拠点地区 1/2 107,900 15,800 123,700 ５か年加速化対策分

215,800 31,600 247,400

合計 107,900 15,800 123,700

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　第２次補正予算　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年１１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 602

(国)354号(小桑原工区)〔館林市〕、(国)354号(緑町工区)
〔館林市〕、(国)462号(今泉町工区)〔伊勢崎市〕、(主)高崎
駒形線(上大類町工区)〔高崎市〕、(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)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〕、(一)一本木平小井戸安中線(安中
工区)〔安中市〕、(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〕

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



令和４年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（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

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

1,393,103

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

435,500

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

6,576

1,835,179

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（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

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 1,779,763

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

669,258

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

1,406,000

人命を守る土砂災害対策の推進
（防災･安全）（重点）

群馬県 315,650

人命を守る土砂災害対策の推進
（防災･安全）

群馬県 179,500

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

156,860

4,507,031

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（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

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

21,774

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

18,590

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

1,000

41,364

※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年度補正予算（第２次）　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（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

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 58,938

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

41,639

100,577

※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


