
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。



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

利根川水系碓氷川広域河川改
修事業（碓氷川）

89,000

利根川水系烏川広域河川改修
事業（烏川）

10,000

利根川水系新堀川広域河川改
修事業（新堀川）

20,000

利根川水系広瀬川広域河川改
修事業（寺沢川）

35,000

利根川水系石田川調節池整備
事業

3,000

利根川水系石田川流域治水対
策河川事業（大川）

35,000

利根川水系石田川流域治水対
策河川事業（聖川中流）

15,000

利根川水系石田川流域治水対
策河川事業（八瀬川）

45,000

利根川水系井野川流域治水対
策河川事業（井野川）

10,000

利根川圏域総合流域防災事業
（休泊川）

40,000

利根川圏域総合流域防災事業
（群馬県全域）

192,000

渡良瀬川圏域総合流域防災事
業（山田川）

55,000

渡良瀬川圏域総合流域防災事
業（宮田川）

館林市 18,000

効果促進事業（利根川・桐生市）
効果促進事業（利根川・渋川市）
効果促進事業（利根川・高山村）
効果促進事業（利根川・伊勢崎
市）
効果促進事業（利根川・太田市）
効果促進事業（利根川・明和町）

桐生市、渋川市、
高山村、伊勢崎
市、太田市、明和
町

4,000

- 計 571,000

泉野川特定構造物改築事業（北
調節池排水機場）

6,000

大箇野川特定構造物改築事業
（邑楽東部第二排水機場）

2,000

大川特定構造物改築事業（大川
排水機場）

4,000

谷田川特定構造物改築事業（佐
貫排水機場）

6,000

谷田川特定構造物改築事業（蛇
沼川排水機場）

5,000

谷田川特定構造物改築事業（宮
田川排水機場）

6,000

霧積ダム堰堤改良事業 11,800
桐生川ダム堰堤改良事業 14,600

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

令和３年度　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



道平川ダム堰堤改良事業 10,600
ダム再生計画策定事業 25,000

- 計 91,000

662,000

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

※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



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

西ノ沢　通常砂防事業 9,500

糠塚沢　火山砂防事業 7,150

はるな郷A　急傾斜地崩壊対策事業 40,500

千原　急傾斜地崩壊対策事業 2,250

利根商　急傾斜地崩壊対策事業 18,000

新羽　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

出合原１　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

阿能川　急傾斜地崩壊対策事業 13,500

奥田２　急傾斜地崩壊対策事業 2,250

本宿３　急傾斜地崩壊対策事業 33,250

御座　急傾斜地崩壊対策事業 2,250

大栃　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

赤谷３　急傾斜地崩壊対策事業 14,250

勝山１　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

塩ノ沢９　急傾斜地崩壊対策事業 9,500

三岐（C）　急傾斜地崩壊対策事業 11,875

利根川圏域総合流域防災事業 5,000

中井　急傾斜地崩壊対策事業 1,350

細工屋　急傾斜地崩壊対策事業 23,750

231,875

棚久保沢　通常砂防事業 2,500

勝浜沢　火山砂防事業 2,750

北中裏B　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

西久方町一丁目　急傾斜地崩壊対策事業 19,000

宮本町三丁目１－２　急傾斜値崩壊対策事業 28,500

西浦　急傾斜地崩壊対策事業 27,000

塩井２　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

楽山荘-２　急傾斜地崩壊対策事業 45,000

高園寺　急傾斜地崩壊対策事業 6,750

北中裏（A）-１　急傾斜地崩壊対策事業 9,000

泉竜院　急傾斜地崩壊対策事業 4,500

小日向１　急傾斜地崩壊対策事業 47,500

宅地　急傾斜地崩壊対策事業 20,000

枯木　急傾斜地崩壊対策事業 2,250

利根川圏域総合流域防災事業(砂防基礎調査) 13,000

吾妻川圏域総合流域防災事業（砂防基礎調査） 300

烏･神流川圏域総合流域防災事業（砂防基礎調査） 26,400

渡良瀬川圏域総合流域防災事業（砂防基礎調査） 300

人命を守る土砂災害対策の
推進（防災・安全）（重点）

群馬県

人命を守る土砂災害対策の
推進（防災・安全）

群馬県

令和３年度　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・安全交付金（砂防事業）

小計



利根川圏域総合流域防災事業(情報基盤) 2,500

内匠　地すべり対策事業 3,375

熊野沢　地すべり対策事業 5,000

一台堂２　急傾斜地崩壊対策事業 27,000

効果促進事業 5,000

315,625

547,500

※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

人命を守る土砂災害対策の
推進（防災・安全）

群馬県

小計

合計



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

下水道施設の整備 群馬県 536,800
下水道施設の整備 前橋市 171,650
下水道施設の整備 高崎市 138,400
下水道施設の整備 伊勢崎市 37,683
下水道施設の整備 太田市 115,100
下水道施設の整備 沼田市 14,000
下水道施設の整備 館林市 136,900
下水道施設の整備 渋川市 201,100
下水道施設の整備 富岡市 9,000
下水道施設の整備 嬬恋村 7,000
下水道施設の整備 草津町 295,900
下水道施設の整備 川場村 10,000

- 計 1,673,533
下水道施設の整備 群馬県 120,000
下水道施設の整備 前橋市 10,000
下水道施設の整備 伊勢崎市 13,000
下水道施設の整備 渋川市 1,600
下水道施設の整備 板倉町 5,000
下水道施設の整備 明和町 5,000

- 計 154,600
下水道施設の整備 前橋市 30,000

- 計 30,000
下水道施設の整備 高崎市 132,000

- 計 132,000
下水道施設の整備 桐生市 22,300

- 計 22,300
下水道施設の整備 伊勢崎市 150,500

- 計 150,500
下水道施設の整備 館林市 50,000

- 計 50,000
下水道施設の整備 藤岡市 6,000

- 計 6,000

2,218,933

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）

令和３年度　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）

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）

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）

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）

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）

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



社会資本整備総合交付金（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

下水道施設の整備 群馬県 765,000
- 計 765,000

下水道施設の整備 群馬県 469,000
下水道施設の整備 吉岡町 79,400
下水道施設の整備 甘楽町 50,000

- 計 598,400
下水道施設の整備 前橋市 200,000

- 計 200,000
下水道施設の整備 高崎市 570,000

- 計 570,000
下水道施設の整備 桐生市 49,200

- 計 49,200
下水道施設の整備 伊勢崎市 151,300

- 計 151,300
下水道施設の整備 太田市 140,000

- 計 140,000
下水道施設の整備 沼田市 21,500

- 計 21,500
下水道施設の整備 館林市 102,100

- 計 102,100
下水道施設の整備 渋川市 146,000

- 計 146,000
下水道施設の整備 藤岡市 89,000

- 計 89,000
下水道施設の整備 富岡市 34,000

- 計 34,000
下水道施設の整備 安中市 36,000

- 計 36,000
下水道施設の整備 みどり市 90,000

- 計 90,000
下水道施設の整備 片品村 75,000

- 計 75,000
下水道施設の整備 みなかみ町 11,500

- 計 11,500
下水道施設の整備 玉村町 150,000

- 計 150,000
下水道施設の整備 明和町 45,000

- 計 45,000
下水道施設の整備 千代田町 35,000

- 計 35,000
下水道施設の整備 大泉町 80,500

- 計 80,500
下水道施設の整備 邑楽町 42,000

- 計 42,000

3,431,500

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）

令和３年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

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）

快適で活力ある暮らしを実現するための基盤
整備

前橋市における下水道未普及解消重点事業
（重点計画）

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）

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）

伊勢崎市における快適な生活環境の実現（重
点計画）

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）

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）

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)

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)

※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

゛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）

安中市における下水道未普及対策事業（重点
計画）

みどり市における公共下水道の推進（重点計
画）

群馬県における広域的な下水道整備（重点計
画）

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)

玉村町における公共下水道の推進（重点計
画）

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)

千代田町公共下水道事業整備計画（重点計
画）

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）

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）

合計


