
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成30年02月06日

計画の名称 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

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 群馬県,富岡市,みどり市,長野原町,明和町,千代田町

計画の目標 インターチェンジや高規格道路等の交通拠点から、産業団地等へのアクセス強化を図る道路整備を行い、地域の活力維持のための産業振興を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              72,930  Ａ              72,820  Ｂ                 110  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30 H32 H34

   1 交通拠点から産業団地等への平均アクセス時間を短縮させる。

交通拠点から産業団地等への平均アクセス時間短縮率を算出する。 0％ 5％ 10％

（平均アクセス時間短縮率）＝（1－Σ（要素事業完成後のアクセス時間）／Σ（要素事業完成前のアクセス時間））×100

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000368113



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)122号 館林工区(1-A0

01)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備L=3.22km 館林市  ■  ■  ■  ■  ■       6,000 2.0 －

A01-002 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)122号 館林明和工区(

1-A002)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=3.65km 館林市 明和町  ■         226 4.1 －

A01-003 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)122号 成島工区(1-A0

03)

現道拡幅 L=0.45km 館林市  ■          30 －

A01-004 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)353号 1期工区(1-A00

4)

 ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.23km 東吾妻町  ■  ■       2,700 －

A01-005 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)354号 高玉BP福島工

区(1-A005)

 現道拡幅 L=0.7Km 玉村町  ■  ■         215 －

A01-006 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)354号 下五箇工区(1-

A006)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.3km 板倉町  ■          20 －

1 案件番号： 0000368113



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)前橋安中富岡線 高崎

西工区(1-A009)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=4.7km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■      11,000 1.1 －

A01-008 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)前橋安中富岡線 高崎

工区(1-A010)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=3.17km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■       7,000 1.32 －

A01-009 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)前橋長瀞線 綿貫工区

(1-A011)

現道拡幅 L=0.71km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■       1,200 1.78 －

A01-010 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)寺尾藤岡線 山名東工

区(1-A013)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=2.7km 高崎市 藤岡市  ■  ■  ■  ■  ■       4,700 1.7 －

A01-011 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)渋川東吾妻線 下新田

工区(1-A014)

現道拡幅 L=0.35km 渋川市  ■  ■       1,800 －

A01-012 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)桐生伊勢崎線 阿左美

大原工区(1-A016)

現道拡幅 L=3.2km みどり市 太田

市

 ■  ■       3,000 3.2 －

2 案件番号： 0000368113



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-013 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)桐生伊勢崎線 阿左美

BP2期工区(1-A017)

現道拡幅 L=0.5km みどり市  ■         100 －

A01-014 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)高崎神流秩父線 矢田

南工区(1-A019)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.15km 高崎市  ■  ■         300 －

A01-015 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)下里見安中線 高崎安

中工区(1-A021)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=3.83km 高崎市 安中市  ■  ■  ■  ■  ■       7,000 1.31 －

A01-016 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)下里見安中線 安中工

区(1-A022)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.9km 安中市  ■  ■  ■  ■       6,300 1.17 －

A01-017 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)宇田磯部停車場線 富

岡工区(1-A023)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.20km 富岡市  ■  ■  ■  ■  ■       1,500 1.2 －

A01-018 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)金井高崎線 金井工区

(1-A024)

現道拡幅 L=0.67km 甘楽町 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■         850 －

3 案件番号： 0000368113



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-019 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)金井小幡線 天引工区

(1-A025)

現道拡幅 L=0.13km 甘楽町  ■  ■         150 －

A01-020 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)安中富岡線 安中富岡

工区(1-A026)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=5.85km 安中市 富岡市  ■  ■  ■  ■       5,000 1.43 －

A01-021 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)笠懸赤堀今井線 新里

東工区(1-A029)

現道拡幅 L=0.70km 桐生市  ■          40 －

A01-022 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)笠懸赤堀今井線 赤堀

西工区(1-A030)

現道拡幅 L=0.20km 伊勢崎市  ■          50 －

A01-023 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)川原畑大戸線 大柏木

ﾄﾝﾈﾙ工区(1-A031)

道路新設整備 L=3.18km 長野原町 東吾

妻町

 ■  ■  ■       4,200 1.2 －

A01-024 道路 一般 富岡市 直接 富岡市 市町村

道

改築 (市)6415号線 七日市工区

(1-A033)

現道拡幅 L=0.16km 富岡市  ■          69 －

4 案件番号： 0000368113



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-025 道路 一般 みどり市 直接 みどり市 市町村

道

改築 (市)笠懸4396号線 阿左美

工区(1-A034)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.11km みどり市  ■  ■         180 －

A01-026 道路 一般 長野原町 直接 長野原町 市町村

道

改築 (町)林長野原線 林長野原

工区(1-A035)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=3.1km 長野原町  ■  ■       1,694 －

A01-027 道路 一般 長野原町 直接 長野原町 市町村

道

改築 (町)川原湯温泉幹線 街路

川原湯工区(1-A036)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=2.37km 長野原町  ■  ■         176 －

A01-028 道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村

道

改築 (町)大佐貫・大輪線 大佐

貫工区(1-A037)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.50km 明和町  ■          20 －

A01-029 道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村

道

改築 (町)矢島・大輪線 入ヶ谷

工区(1-A038)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.88km 明和町  ■  ■  ■  ■  ■       1,123 －

A01-030 道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村

道

改築 (町)矢島・大輪線 矢島工

区(1-A039)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.64km 明和町  ■  ■  ■         302 －

5 案件番号： 0000368113



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-031 道路 一般 千代田町 直接 千代田町 市町村

道

改築 (町)赤岩新福寺線 赤岩工

区(1-A040)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.37km 千代田町  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

A01-032 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)寺尾藤岡線 森新田工

区(1-A041)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.3km 藤岡市  ■  ■  ■         300 －

A01-033 街路 一般 群馬県 直接 群馬県 S街路 改築 (都)前橋長瀞線 高崎工区

(1-A042)

現道拡幅 L=1.3km 高崎市  ■       3,870 －

A01-034 街路 一般 群馬県 直接 群馬県 S街路 改築 (都)前橋長瀞線及び高崎

玉村線(1-A043)

現道拡幅 L=0.2km 高崎市  ■       1,000 －

A01-035 道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村

道

改築 (町)東部工業団地線 斗合

田工区(1-A044)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.30km 明和町  ■         105 －

 小計      72,820

合計      72,820

6 案件番号： 0000368113



B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 B01-001 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 － 改築 信号機等整備(1-B001) 信号機等整備 前橋市ほか  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

道路整備に合わせて、信号機等を設置することにより、円滑・快適な交通環境を確立する。

B01-002 街路 一般 群馬県 直接 群馬県 － 改築 信号機等整備(1-B002) 信号機等整備 高崎市  ■          10 －

道路整備に合わせて、信号機等を設置することにより、円滑・快適な交通環境を確立する。

 小計         110

合計         110

1 案件番号： 0000368113



交付金の執行状況
（単位：百万円）

H30 H31 R2 R3 R4

7,518 9,487 3,505 3,841

0 0 0 0

7,518 9,487 3,505 3,841

0 3,653 5,151 1,310

3,865 7,989 7,346 3,174

3,653 5,151 1,310 1,977

0 909 46 905

0 0 0 0

0.0% 6.9% 0.5% 17.6%

補正予算のため

配分額 (a)

計画別流用増△減額 (b)

交付額 (c=a+b)

前年度からの繰越額 (d)

未契約繰越＋不要率が10％を超えている場合

その理由

支払済額 (e)

翌年度繰越額 (f)

うち未契約繰越額 (g)

不用額 (h=c+d-e-f)

未契約繰越率＋不要率 (i=(g+h)/(c+d))％

案件番号： 0000368113


