
群 馬 県

水管理・国土保全局



令和2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 一般河川改修事業 6,711　

いばらきけん こ が し ご か ま ち

《茨城県》古河市、五霞町
ぐんまけん お お た し

《群馬県》太田市
とちぎけん と ち ぎ し の ぎ ま ち

《栃木県》栃木市、野木町
さいたまけん く き し か ぞ し はにゅ う し

《埼玉県》久喜市、加須市、羽生市

利根川 烏・神流川 一般河川改修事業 470　

ぐんまけん たかさきし たまむらまち

《群馬県》高崎市、玉村町
さいたまけん かみさとまち

《埼玉県》上里町

利根川 渡良瀬川下流 一般河川改修事業 2,785　

とちぎけん さ の し あしかがし

《栃木県》佐野市、足利市
ぐんまけん たてばやしし いたくらまち

《群馬県》館林市、板倉町

利根川 利根川上流 河川維持修繕事業 1,157　
い せ さ き し たまむらまち と り で し あ び こ し

伊勢崎市、玉村町～取手市、我孫子市

利根川 烏・神流川 河川維持修繕事業 330　
たかさきし たまむらまち かみさとまち

高崎市～玉村町、上里町

利根川 渡良瀬川 河川維持修繕事業 552　
き り ゅ う し し こ が し か ぞ し

桐生市、みどり市～古河市、加須市

（※）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２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 940　
い せ さ き し たまむらまち

伊勢崎市、玉村町

利根川 石田川 大規模特定河川事業 350　
お お た し

太田市

利根川 休泊川 大規模特定河川事業 350　
おおいずみまち

大泉町



群馬県

　令和２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 20

利根川薗原ダム 210

利根川品木ダム 15

利根川渡良瀬遊水池 33

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ からすがわ かわうらとこがたぐん たかさきし くらぶちまちかわうら

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 250
砂防
合計 1 箇所 250

とねがわ あがつまがわ おおざさじょうりゅうとこがたぐん 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 100
火山砂防
合計 1 箇所 100

合計 2 箇所 350

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（群馬県　１／２）

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



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

とねがわ わたらせがわ はなわとこかたぐん みどりし あずまちょうはなわ

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 100

合計 1 箇所 100

令和２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



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 しゅうすいせいこう

砂防等事業 利根川 中関 安中市 西上秋間 集水井工 120
とねがわ なます あがつまぐん なかのじょうまち なます しゅうすいせいこう

利根川 生須 吾妻郡 中之条町 生須 集水井工 40

２箇所 160合計

令和２年度　第３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　1/2）

所在地事業区分 水系名 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 80

１箇所 80合計

令和２年度　第３次補正予算　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（群馬県　2/2）

所在地事業区分 水系名 渓流名



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

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

利根川水系砂防 砂防 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 80
砂防
合計 1 箇所 80

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

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 110
火山砂防
合計 1 箇所 110

合計 2 箇所 190

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（群馬県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種



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 230

合計 1 箇所 230

事業費
（百万円）

備　考

令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（ゼロ国）（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



防災・安全交付金（河川事業）

群馬県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

利根川水系石田川流域治水
対策河川事業（大川）

40,000

利根川水系石田川流域治水
対策河川事業（聖川中流）

10,000

利根川水系石田川流域治水
対策河川事業（八瀬川）

20,000

利根川水系碓氷川広域河川
改修事業（碓氷川）

70,000

利根川水系鏑川広域河川改
修事業（蚊沼川）

5,000

利根川水系烏川広域河川改
修事業（烏川）

15,000

利根川圏域総合流域防災事
業（休泊川）

15,000

利根川圏域総合流域防災事
業（群馬県全域）

50,000

利根川水系新堀川広域河川
改修事業（新堀川）

5,000

渡良瀬川圏域総合流域防災
事業（多々良川）

50,000

利根川水系広瀬川広域河川
 改修事業（男井戸川）

10,000

利根川水系広瀬川広域河川
改修事業（寺沢川）

10,000

渡良瀬川圏域総合流域防災
事業（山田川）

39,000

利根川圏域総合流域防災事
業

155,000

烏・神流川圏域総合流域防
災事業

65,000

渡良瀬川圏域総合流域防災
事業

29,000

- 計 588,000
霧積ダム堰堤改良事業 60,590
桐生川ダム堰堤改良事業 26,835
道平川ダム堰堤改良事業 7,072
坂本ダム堰堤改良事業 2,400
塩沢ダム堰堤改良事業 7,944
四万川ダム堰堤改良事業 5,159

- 計 110,000

698,000

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

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

合計



防災・安全交付金（砂防事業）

群馬県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

寺ノ沢　通常砂防事業 群馬県 2,500
下町南沢　通常砂防砂防事 群馬県 5,000
西ノ沢　通常砂防事業 群馬県 15,000
掘谷戸沢　通常砂防事業 群馬県 10,000
西空堀沢　通常砂防事業 群馬県 20,000
蕗原沢　通常砂防事業 群馬県 20,000
下西ノ沢　通常砂防事業 群馬県 5,000
大芦沢　通常砂防事業 群馬県 25,000
高萩沢　通常砂防事業 群馬県 15,000
下室ノ手四ノ沢　通常砂防事
業

群馬県 25,000

滝の入沢　通常砂防事業 群馬県 5,000
中島沢（東神楽沢）　通常砂
防事業

群馬県 15,000

裏根川　通常砂防事業 群馬県 15,000
上鼻高沢　通常砂防事業 群馬県 15,000
細貝戸沢　通常砂防事業 群馬県 5,000
奈女沢　火山砂防事業 群馬県 38,500
井土上沢（新田之沢）火山砂
防事業

群馬県 38,500

糠塚沢　火山砂防事業 群馬県 5,500
尻谷沢　火山砂防事業 群馬県 16,500
夏保沢　火山砂防事業 群馬県 2,750
平出沢　火山砂防事業 群馬県 35,750
千石沢3　火山砂防事業 群馬県 11,000
与喜屋沢　火山砂防事業 群馬県 5,500
山根沢　火山砂防事業 群馬県 5,500
花見町1　火山砂防事業 群馬県 16,500
下町の沢　火山砂防事業 群馬県 11,000
袋沢　火山砂防事業 群馬県 11,000
橋横倉沢　火山砂防事業 群馬県 16,500
夏内沢　　通常砂防事業 群馬県 15,000
利根川圏域総合流域防災事
業

群馬県 110,000

吾妻川圏域総合流域防災事
業

群馬県 30,000

烏･神流川圏域総合流域防
災事業

群馬県 50,000

渡良瀬川圏域総合流域防災
事業

群馬県 10,000

渡良瀬川圏域総合流域防災
事業

群馬県 17,500

深山沢　通常砂防事業 群馬県 5,000
- 計 649,500

塩沢　通常砂防事業 群馬県 25,000
井戸沢(七つ釜沢２)　通常砂
防事業

群馬県 15,000

棚久保沢　通常砂防事業 群馬県 5,000
橋ノ入沢　通常砂防事業 群馬県 5,000
なかもう沢　通常砂防事業 群馬県 5,000
大沢川　通常砂防事業 群馬県 25,000
童神沢　通常砂防事業 群馬県 12,500
清泉寺沢　　通常砂防事業 群馬県 5,000

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

人命を守る土砂災害対策の推進（防災･安
全）（重点）



勝浜沢　火山砂防事業 群馬県 5,500
大原沢　火山砂防事業 群馬県 27,500
駒留　地すべり対策事業 群馬県 25,000
西久方町一丁目　急傾斜地
崩壊対策事業

群馬県 47,500

宮本町三丁目１－２　急傾斜
値崩壊対策事業

群馬県 19,000

西浦　急傾斜地崩壊対策事 群馬県 18,000
利根川圏域総合流域防災事
業(砂防基礎調査)

群馬県 20,000

利根川圏域総合流域防災事
業(情報基盤)

群馬県 18,500

葦ノ沢　通常砂防事業 群馬県 40,000
東ノ入沢　通常砂防事業 群馬県 30,000
房川　通常砂防事業 群馬県 30,000
房坂川　通常砂防事業 群馬県 25,000
内匠　地すべり対策事業 群馬県 25,000
熊野沢　地すべり対策事業 群馬県 30,000

- 計 458,500

1,108,000

人命を守る土砂災害対策の推進（防災･安
全）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない



防災・安全交付金（下水道事業）

群馬県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

利根川上流流域　県央処理
区　管渠等　地震対策

群馬県 38,000

利根川上流流域　県央処理
区　処理場　地震対策

群馬県 108,000

前橋市　前橋処理区　ポンプ
場　老朽化対策

前橋市 100,000

前橋市　前橋処理区　管渠
等　老朽化対策

前橋市 50,000

前橋市　前橋処理区　処理
場　地震対策

前橋市 121,000

高崎市　高崎処理区　管渠
等　地震対策

高崎市 71,800

高崎市　高崎処理区・県央
処理区・榛名湖周辺処理区
管渠等　地震対策

高崎市 51,000

太田市　中央第一･二処理区
管渠等　地震対策

太田市 21,500

藤岡市　全域（計画策定等）
管渠等　地震対策

藤岡市 17,000

嬬恋村　嬬恋処理区　処理
場　地震対策

嬬恋村 5,000

草津町　草津処理区　処理
場　地震対策

草津町 110,000

- 計 693,300
利根川上流流域　県央処理
区　ポンプ場　地震対策

群馬県 4,000

- 計 4,000
前橋市　県央処理区　管渠
等　流域治水対策

前橋市 40,500

- 計 40,500
桐生市　広沢川第五排水区
管渠等　流域治水対策

桐生市 8,500

- 計 8,500

746,300

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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

群馬県における災害に強い下水道施設整
備（重点計画）

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）

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）

合計



群馬県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

桐生市 21,900
吉岡町 38,600

- 計 60,500
60,500

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の
意図と異なる配分を妨げるものではない

令和２年度第三次補正予算　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金（下水道事業）

快適で活力ある暮らしを実現するための
基盤整備

下水道施設の整備

合計


