
群 馬 県

水管理・国土保全局



令和元年度補正予算　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 烏・神流川 一般河川改修事業 254　 高崎市
たかさきし

、藤岡市
ふじおかし

利根川 利根川上流 河川維持修繕事業 3,877　 伊勢崎市
い せ さ き し

、玉村
たまむら

町
まち

～取手市
と り で し

、我孫子市
あ び こ し

利根川 烏・神流川 河川維持修繕事業 480　 玉村町
たまむらまち

、神川町
かみかわまち

～高崎市
たかさきし

、藤岡市
ふじおかし

利根川 渡良瀬川 河川維持修繕事業 628　 桐生市
き り ゅ う し

、みどり市
し

～古河市
こ が し

、加須市
か ぞ 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。



令和元年度補正予算　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 石田川 大規模特定河川事業 400　 太田市
お お た し



群馬県

　令和元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 10

利根川薗原ダム 10

堰堤改良事業 利根川相俣ダム 20

水資源開発事業 利根川草木ダム 10

事業費種　　　　　別 備　　　　　考ダ　　　ム　　　名



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（群馬県　１／３）
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 かんながわとこがためぐん たのぐん うえのむら にっぱ

利根川水系砂防 砂防 利根川 神流川 神流川 神流川床固群 多野郡 上野村 新羽 床固工 100
砂防

合計 １箇所 100
とねがわ かたしながわ かたしながわ こしもととこがためぐん とねぐん かたしなむら こしもと

火山砂防 利根川 片品川 片品川 越本床固群 利根郡 片品村 越本 床固工 240
とねがわ かたしながわ にかまたさわ にかまたさわじょうりゅうだいにさぼうえんてい とねぐん かたしなむら ひがしおがわ

利根川 片品川 仁加又沢 仁加又沢上流第二砂防堰堤 利根郡 片品村 東小川 砂防堰堤工 149
とねがわ あがつまがわ 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

利根川 吾妻川 吾妻川 大笹上流床固群 吾妻郡 嬬恋村 大笹 床固工 750
とねがわ からすがわ うさぎさわ うさぎさわさぼうえんていかいちく たかさきし くらぶちまち

利根川 烏川 兎沢 兎沢砂防堰堤改築 高崎市 倉渕町 砂防堰堤工 100
とねがわ あがつまがわ 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 吾妻川 大笹床固群 吾妻郡 嬬恋村 大笹 床固工 114
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 20
火山砂防

合計 ６箇所 1,373

合計 ７箇所 1,473

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）

備　考



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（群馬県　２／３）

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ わたらせがわりゅういきさぼうしせつかいちく きりゅうし・みどりし

渡良瀬川河川 砂防 利根川 渡良瀬川 渡良瀬川流域砂防施設改築 桐生市・みどり市 砂防堰堤工 81
砂防

合計 １箇所 81
とねがわ わたらせがわ わたらせがわりゅういきかざんさぼうしせつかいちく きりゅうし・みどりし

火山砂防 利根川 渡良瀬川 渡良瀬川流域火山砂防施設改築 桐生市・みどり市 砂防堰堤工 79
火山砂防

合計 １箇所 79

合計 ２箇所 160

備　考事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名
所　　在　　地

工　種
事業費
（百万円）



令和元年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（群馬県　３／３）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

利根川水系砂防 火山砂防 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 170
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 127
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 30
あさまやま あがつまがわ あかがわ あか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 赤川 赤川砂防堰堤群 吾妻郡 嬬恋村 鎌原 砂防堰堤工 35

　

　

　

　

　

　

合計 ４箇所 362

箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 工　種
事業費
（百万円）

備　考



令和元年度　　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 ふじおかし ゆずりはら しゅうすいせいこう

利根川水系 地すべり対策 譲原 藤岡市 譲原 集水井工 130

　

　

合計 １箇所 130
　

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 ひがしのいりさわ きりゅうし ひしまち 　ちょうめ さぼうえんていこう

砂防等事業 利根川 東ノ入沢 桐生市 菱町 ２丁目 砂防堰堤工 50

１箇所 50

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

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



令和元年度補正予算（ゼロ国債）　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 烏・神流川 一般河川改修事業 90　 高崎市
た かさ きし

（※）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。


