
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年10月07日

計画の名称 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

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

交付対象 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

計画の目標 ・地域の拠点となる都市や交通結節点と観光施設、産業団地等とを結ぶネットワークの構築を推進し、地域間の交流促進など交流人口の拡大を図るとともに、物流等の産業活動を支援する。

・冬期間の積雪や路面凍結に対し、除融雪業務を行い、冬季における地域間の交流促進を図るとともに物流等の産業活動を支援する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              68,557  Ａ              68,457  Ｂ                 100  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 アクセス・連絡機能の向上により産業振興や交流促進等が図られる観光施設や産業団地等の拠点数の増加

アクセス・連絡機能の向上により産業振興や交流促進等が図られる観光施設や産業団地等の拠点数 0箇所 20箇所 47箇所

   2 安全・安心な冬期交通の確保

安全・安心な冬期交通の確保 100% 100% 100%

Σ除融雪実施延長　／　Σ除融雪対象延長

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： 0000436983



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)462号 柏木3工区(4-A

001)

現道拡幅 L=0.4km 神流町  ■          10 －

A01-002 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)前橋玉村線 朝倉工区

(4-A002)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=2.8km 前橋市  ■  ■  ■       3,000 6.1 －

A01-003 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)津久田停車場前橋線 

滝沢工区(4-A003)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.4km 渋川市  ■  ■  ■  ■         490 －

A01-004 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪 (国)120号ほか9路線 (4-A

004)

除雪 N=10路線 沼田市ほか  ■  ■  ■       2,150 －

A01-005 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

除雪 (主)渋川下新田線ほか53

路線 (4-A005)

除雪 N=54路線 みなかみ町ほか  ■  ■  ■       3,300 －

A01-006 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪（

機械）

(国)120号ほか9路線 (4-A

006)

除雪機械 N=64台 沼田市ほか  ■  ■  ■       2,500 －

1 案件番号： 0000436983



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 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪（

機械）

(国)144号 田代工区(4-A0

07)

除雪機械の格納庫整備 N=1棟 嬬恋村  ■         111 －

A01-008 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪（

機械）

(国)145号 中之条工区(4-

A008)

除雪機械の格納庫整備 N=1棟 中之条町  ■  ■  ■         300 －

A01-009 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪（

機械）

(国)292号 赤岩工区(4-A0

09)

除雪機械の格納庫整備 N=1棟 中之条町  ■  ■  ■         258 －

A01-010 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪（

機械）

(国)401号 鎌田工区(4-A0

10)

除雪機械の格納庫整備 N=1棟 片品村  ■  ■  ■          57 －

A01-011 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

除雪（

機械）

(主)渋川下新田線ほか53

路線 (4-A011)

除雪機械 N=58台 みなかみ町ほか  ■  ■  ■       2,300 －

A01-012 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

除雪（

機械）

(主)昭和ｲﾝﾀｰ線 森下工区

(4-A012)

除雪機械の格納庫整備 N=1棟 昭和村  ■  ■         258 －

2 案件番号： 0000436983



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 前橋市 直接 前橋市 都道府

県道

改築 (一)津久田停車場前橋線 

北代田町工区(4-A013)

交差点改良 L=0.12km 前橋市  ■  ■  ■  ■         134 －

A01-014 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村

道

改築 (市)20-3351号線ほか3路

線(宮城3351号線ほか) 苗

ヶ島町工区(4-A014)

現道拡幅 L=1.43km 前橋市  ■  ■  ■  ■         550 －

A01-015 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村

道

改築 (市)駒形駅前通線 小屋原

町工区(4-A015)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.51km 前橋市  ■  ■       1,000 －

A01-016 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村

道

改築 (市)江田天川大島線 3期

工区(4-A016)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.5km 前橋市  ■  ■  ■  ■  ■       1,620 －

A01-017 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村

道

改築 (市)江田天川大島線 朝倉

町2工区(4-A017)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.36km 前橋市  ■  ■  ■         150 －

A01-018 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村

道

改築 (市)荒牧関根線 関根町工

区(4-A018)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.30km 前橋市  ■  ■  ■         495 －

3 案件番号： 0000436983



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 前橋市 直接 前橋市 市町村

道

改築 (市)木瀬城南通線 上増田

町ほか工区(4-A019)

現道拡幅 L=2.65km 前橋市  ■       2,500 －

A01-020 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)吉井-坂口･中奥平線 

上奥平工区(4-A020)

現道拡幅 L=0.49km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-021 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)吉井-坂口･中奥平線 

中奥平工区(4-A021)

現道拡幅 L=0.18km 高崎市  ■         100 －

A01-022 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)宿横手大沢線 第4工

区(4-A022)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.65km 高崎市  ■  ■  ■         920 －

A01-023 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)宿横手大沢線 第3工

区(4-A023)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.4km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■         860 －

A01-024 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)榛名4-727号線 下里

見工区(4-A024)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.32km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■         600 －

4 案件番号： 0000436983



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 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)福島小八木線 小八木

町工区(4-A025)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.16km 高崎市  ■         135 －

A01-026 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)箕郷-和田山・白川線

 白川橋工区(4-A026)

現道拡幅 L=0.22km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■         345 －

A01-027 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)矢中下斎田線 第2工

区(4-A027)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.81km 高崎市  ■  ■  ■  ■  ■         251 －

A01-028 道路 一般 桐生市 直接 桐生市 市町村

道

改築 (市)84253号線 武井工区(

4-A028)

現道拡幅 L=1.00km 桐生市  ■  ■  ■         400 －

A01-029 道路 一般 桐生市 直接 桐生市 市町村

道

改築 (市)錦琴平線 第2工区(4-

A029)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.92km 桐生市  ■  ■  ■  ■  ■       1,080 －

A01-030 道路 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 市町村

道

改築 (市)(伊)103号線 日乃出

町工区(4-A030)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.27km 伊勢崎市  ■  ■  ■       1,012 －

5 案件番号： 0000436983



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 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 市町村

道

改築 (市)(伊)9-530号線 国領

町工区(4-A031)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.92km 伊勢崎市  ■  ■         344 －

A01-032 道路 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 市町村

道

改築 (市)(境)115号線 境下武

士工区(4-A032)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.26km 伊勢崎市  ■  ■  ■  ■  ■         760 －

A01-033 道路 一般 太田市 直接 太田市 市町村

道

改築 (市)太田東部幹線 茂木工

区(4-A033)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.17km 太田市  ■  ■  ■       1,034 －

A01-034 道路 一般 太田市 直接 太田市 市町村

道

改築 (市)太田東部幹線 石原工

区(4-A034)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.45km 太田市  ■         534 －

A01-035 道路 雪寒 沼田市 直接 沼田市 市町村

道

除雪 (市)湯舟坊坂線ほか158路

線 (4-A035)

除雪 N=159路線 沼田市  ■  ■  ■         105 －

A01-036 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村

道

改築 (市)(仮称)八木原駅東側

広場内新設道路 八木原工

区(4-A036)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.08km 渋川市  ■  ■  ■         291 －

6 案件番号： 0000436983



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 A01-037 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村

道

改築 (市)1-1507号線 八木原工

区(4-A037)

現道拡幅 L=0.23km 渋川市  ■  ■  ■  ■          33 －

A01-038 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村

道

改築 (市)1-1566号線 八木原工

区(4-A038)

現道拡幅 L=0.15km 渋川市  ■  ■  ■  ■  ■         280 －

A01-039 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村

道

改築 (市)1-2046号線ほか2路線

 有馬工区(4-A039)

現道拡幅 L=1.24km 渋川市 吉岡町  ■  ■  ■  ■         784 －

A01-040 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村

道

改築 (市)6-1123号線ほか2路線

 下箱田工区(4-A040)

現道拡幅 L=0.47km 渋川市  ■  ■         112 －

A01-041 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村

道

改築 (市)折原川島線 金井工区

(4-A041)

現道拡幅 L=0.76km 渋川市  ■  ■  ■  ■         421 －

A01-042 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村

道

改築 (市)118号 下戸塚工区(4-

A042)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.05km 藤岡市  ■         590 －

7 案件番号： 0000436983



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 A01-043 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村

道

改築 (市)4732号線 中栗須工区

(4-A043)

交差点改良 L=0.22km 藤岡市  ■         106 －

A01-044 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村

道

改築 (市)幹115号線 板鼻工区(

4-A044)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.21km 安中市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

A01-045 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村

道

改築 (市)幹116号線 湯ノ入橋(

4-A045)

現道拡幅 L=0.15km 安中市  ■  ■  ■         300 －

A01-046 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村

道

改築 (市)秋642号線 外城橋(4-

A046)

現道拡幅 L=0.04km 安中市  ■  ■  ■  ■         199 －

A01-047 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村

道

改築 (市)扇城･下秋間線 安中

工区(4-A047)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.52km 安中市  ■  ■  ■         480 －

A01-048 道路 一般 吉岡町 直接 吉岡町 市町村

道

改築 (町)熊野・吉開戸線ほか1

路線 原中工区(4-A048)

現道拡幅 L=0.32km 吉岡町  ■  ■  ■  ■         221 －

8 案件番号： 0000436983



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 A01-049 道路 一般 吉岡町 直接 吉岡町 市町村

道

改築 (町)漆原総社線ほか1路線

 天神廻工区(4-A049)

現道拡幅 L=0.58km 吉岡町  ■  ■  ■         508 －

A01-050 道路 一般 下仁田町 直接 下仁田町 市町村

道

改築 (町)4333号線 目明石工区

(4-A050)

現道拡幅 L=0.40km 下仁田町  ■  ■  ■  ■         300 －

A01-051 道路 一般 甘楽町 直接 甘楽町 市町村

道

改築 (町)西天神三ﾂ俣2号線 白

倉上野工区(4-A051)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.17km 甘楽町  ■          78 －

A01-052 道路 一般 中之条町 直接 中之条町 市町村

道

改築 (町)横尾青山線 横尾工区

(4-A052)

現道拡幅 L=0.6km 中之条町  ■  ■  ■          60 －

A01-053 道路 雪寒 中之条町 直接 中之条町 市町村

道

除雪 (町)新湯1号線ほか80路線

 (4-A053)

除雪 N=81路線 中之条町  ■  ■  ■          30 －

A01-054 道路 雪寒 中之条町 直接 中之条町 市町村

道

除雪（

機械）

(町)折田伊勢町線ほか80

路線 (4-A054)

除雪機械 N=3台 中之条町  ■  ■  ■          58 －

9 案件番号： 0000436983



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 A01-055 道路 一般 長野原町 直接 長野原町 市町村

道

改築 (町)林線 林工区(4-A055) 現道拡幅 L=1.56km 長野原町  ■  ■          48 －

A01-056 道路 一般 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

改築 (村)大前鎌原線 大前工区

(4-A056)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.6km 嬬恋村  ■  ■       2,000 －

A01-057 道路 一般 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

改築 (村)大前細原線 大前工区

(4-A057)

現道拡幅 L=0.12km 嬬恋村  ■  ■  ■  ■  ■          64 －

A01-058 道路 一般 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

改築 (村)鳥居峠車坂線 鎌原工

区(4-A058)

現道拡幅 L=3.1km 嬬恋村  ■  ■  ■  ■  ■       1,500 －

A01-059 道路 雪寒 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

除雪 (村)鳥居峠車坂線ほか46

路線 (4-A059)

除雪 N=47路線 嬬恋村  ■  ■  ■         300 －

A01-060 道路 雪寒 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

除雪（

機械）

(村)浅間開拓線 (4-A060) 除雪機械の格納庫整備 嬬恋村  ■  ■         250 －

10 案件番号： 0000436983



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 A01-061 道路 雪寒 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

除雪（

機械）

(村)大横川北山線ほか46

路線 (4-A061)

除雪機械 N=3台 嬬恋村  ■  ■  ■         145 －

A01-062 道路 雪寒 草津町 直接 草津町 市町村

道

除雪 (町)証判前口線ほか61路

線 (4-A062)

除雪 N=62路線 草津町  ■  ■  ■          12 －

A01-063 道路 雪寒 草津町 直接 草津町 市町村

道

除雪（

機械）

(町)上新田船の尻線ほか 

(4-A063)

除雪機械 N=1台 草津町  ■          18 －

A01-064 道路 雪寒 高山村 直接 高山村 市町村

道

除雪（

機械）

(村)原本宿線ほか5路線 (

4-A064)

除雪機械 N=2台 高山村  ■          24 －

A01-065 道路 雪寒 片品村 直接 片品村 市町村

道

除雪 (村)鎌田立沢線ほか56路

線 (4-A065)

除雪 N=57路線 片品村  ■  ■  ■          18 －

A01-066 道路 雪寒 片品村 直接 片品村 市町村

道

除雪（

機械）

(村)鎌田柳島線ほか56路

線 (4-A066)

除雪機械 N=5台 片品村  ■         225 －

11 案件番号： 0000436983



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 A01-067 道路 雪寒 川場村 直接 川場村 市町村

道

除雪 (村)富士山線ほか41路線 

(4-A067)

除雪 N=42路線 川場村  ■  ■  ■          15 －

A01-068 道路 一般 みなかみ

町

直接 みなかみ町 市町村

道

改築 (町)政所59号線 政所工区

(4-A068)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.24km みなかみ町  ■  ■  ■         220 －

A01-069 道路 雪寒 みなかみ

町

直接 みなかみ町 市町村

道

除雪 (町)粟沢西線ほか292路線

 (4-A069)

除雪 L=228km みなかみ町  ■  ■  ■          72 －

A01-070 道路 雪寒 みなかみ

町

直接 みなかみ町 市町村

道

除雪（

機械）

(町)寺間線ほか292路線 (

4-A070)

除雪機械の格納庫整備 A=680

㎡

みなかみ町  ■  ■  ■         250 －

A01-071 道路 雪寒 みなかみ

町

直接 みなかみ町 市町村

道

除雪（

機械）

(町)上ノ原線ほか292路線

 (4-A071)

除雪機械 N=7台 みなかみ町  ■  ■  ■         150 －

A01-072 道路 一般 玉村町 直接 玉村町 市町村

道

改築 (町)103号線 下茂木工区(

4-A072)

現道拡幅 L=2.7km 玉村町  ■  ■  ■  ■  ■       2,200 －

12 案件番号： 0000436983



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 A01-073 道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村

道

改築 (町)63号線 矢島工区(4-A

073)

現道拡幅 L=0.50km 明和町  ■         250 －

A01-074 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 大輪

工区(4-A074)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.60km 明和町  ■         250 －

A01-075 道路 一般 大泉町 直接 大泉町 市町村

道

改築 (町)小舞木寄木戸線 大泉

工区(4-A075)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.21km 大泉町  ■  ■  ■  ■  ■         486 －

A01-076 道路 一般 大泉町 直接 大泉町 市町村

道

改築 (町)上小泉古海線 城之内

工区(4-A076)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.21km 大泉町  ■  ■  ■         328 －

A01-077 道路 一般 邑楽町 直接 邑楽町 市町村

道

改築 (町)町道17-89(仮)号線 

赤堀工区(4-A077)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.4km 邑楽町  ■         200 －

A01-078 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)高崎渋川線 金古工区

 (4-A078)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=2.0km 高崎市,榛東村  ■  ■  ■         700 －

13 案件番号： 0000436983



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 A01-079 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)大原境三ツ木線 大原

工区 (4-A079)

現道拡幅 L=2.0km 太田市  ■  ■         500 －

A01-080 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)梨木香林線 武井南工

区 (4-A080)

現道拡幅 L=0.52km 桐生市  ■  ■  ■         250 －

A01-081 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)462号 柏木工区(4-A1

001)

道路拡幅工 L=0.4km 神流町  ■          38 －

A01-082 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)渋川松井田線 榛名神

社２期工区(4-A1002)

道路拡幅工 L=0.2km 高崎市  ■          30 －

A01-083 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)中之条草津線 暮坂Ⅲ

期工区 (4-A1003)

道路拡幅工 L=0.1km 中之条町  ■          80 －

A01-084 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田上野線 大倉工

区(4-A1004)

道路拡幅工 L=0.2km 南牧村  ■  ■  ■         150 －

14 案件番号： 0000436983



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 A01-085 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田上野線 B・C工

区 (4-A1005)

道路拡幅工 L=0.5km 上野村  ■  ■  ■  ■  ■         340 －

A01-086 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)水上片品線 幸知工区

(4-A1006)

道路拡幅工 L=0.3km みなかみ町  ■          80 －

A01-087 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)平川横塚線 川場湯原

工区 (4-A1007)

道路拡幅工 L=0.3km 川場村  ■  ■  ■         150 －

A01-088 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)高崎東吾妻線 浄永橋

工区 (4-A1008)

道路拡幅工 L=0.5km 東吾妻町  ■          90 －

A01-089 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)渋川下新田線 小野子

１工区(4-A083)

現道拡幅 L=0.4km 渋川市  ■  ■  ■  ■         450 －

A01-090 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 池工

区 (4-A081)

バイパス整備　L=0.8km 高崎市  ■         100 －

15 案件番号： 0000436983



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 A01-091 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)大間々世良田線 笠懸

工区 (4-A082)

バイパス整備　L=0.9km みどり市  ■  ■       1,000 1.6 －

A01-092 道路 雪寒 川場村 直接 川場村 市町村

道

除雪（

機械）

(村)    川場沼田線ほか8

路線 (4-A084)

除雪機械        N=2台 川場村  ■  ■          54 －

A01-093 道路 一般 みなかみ

町

直接 みなかみ町 市町村

道

改築 (町)    悪戸矢瀬線 月夜

野工区 (4-A085)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備      L=0.41km みなかみ町  ■  ■  ■         300 －

A01-094 道路 一般 みなかみ

町

直接 みなかみ町 市町村

道

改築 (町)    宮前河原線 政所

工区 (4-A086)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.28km みなかみ町  ■  ■         100 －

A01-095 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)254号 東町工区(4-A0

87)

現道拡幅　L=0.4km 下仁田町  ■          30 －

A01-096 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)伊勢崎深谷線 伊勢崎

工区(4-A093)

現道拡幅 L=0.5km 伊勢崎市  ■  ■  ■  ■         300 －

16 案件番号： 0000436983



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 A01-097 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)一ノ宮妙義線 下高田

工区(4-A094)

現道拡幅 L=0.1km 富岡市  ■          20 －

A01-098 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)下栗須馬庭停車場線 

下栗須2工区(4-A095)

現道拡幅 L=0.9km 藤岡市  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-099 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田安中倉渕線 蚊

沼工区(4-A096)

現道拡幅 L=0.5km 富岡市  ■  ■          80 －

A01-100 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田安中倉渕線 上

丹生工区(4-A097)

現道拡幅 L=0.4km 富岡市  ■  ■  ■         100 －

A01-101 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田上野線 宮室２

工区(4-A098)

現道拡幅 L=0.3km 下仁田町  ■  ■          30 －

A01-102 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田上野線 千原２

工区(4-A099)

現道拡幅 L=0.6km 南牧村  ■  ■         100 －

17 案件番号： 0000436983



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 A01-103 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)下沢渡原町線 原町Ⅱ

期工区(4-A100)

現道拡幅 L=0.8km 東吾妻町  ■  ■  ■  ■         430 －

A01-104 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)会場鬼石線 上平工区

(4-A101)

現道拡幅 L=0.2km 藤岡市  ■          20 －

A01-105 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 上奥平工

区(4-A102)

現道拡幅 L=0.6km 高崎市  ■  ■  ■  ■         130 －

A01-106 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)恵宝沢原貝戸線 池尻

工区(4-A103)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.9km 安中市  ■         110 －

A01-107 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)月夜野猿ヶ京温泉線 

二工区(4-A104)

現道拡幅 L=0.4km みなかみ町  ■  ■  ■         200 －

A01-108 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)高崎渋川線 ２期工区

(4-A105)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=3.6km 榛東村・吉岡町  ■  ■         500 －

18 案件番号： 0000436983



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 A01-109 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)小平塩原線 小平工区

(4-A106)

現道拡幅 L=0.2km みどり市  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-110 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)昭和ｲﾝﾀｰ線 森下工区

(4-A107)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.8km 昭和村  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-111 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)水上片品線 藤原工区

(4-A108)

現道拡幅 L=0.2km みなかみ町  ■  ■  ■         200 －

A01-112 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)水上片品線 尾瀬工区

(4-A109)

現道拡幅 L=6.0km 片品村  ■          50 －

A01-113 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)水沢足門線 山子田工

区(4-A110)

現道拡幅 L=0.3km 榛東村  ■  ■  ■  ■         300 －

A01-114 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)前橋伊香保線 上野田

工区(4-A111)

現道拡幅 L=0.4km 吉岡町  ■  ■  ■  ■         300 －

19 案件番号： 0000436983



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 A01-115 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)大原境三ツ木線 新田

工区(4-A112)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=1.0km 太田市  ■  ■  ■  ■         500 －

A01-116 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)大笹北軽井沢線 北軽

井沢工区(4-A113)

現道拡幅 L=0.5km 長野原町  ■  ■  ■  ■         170 －

A01-117 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)沢入桐生線 梅田工区

(4-A114)

現道拡幅 L=0.2km 桐生市  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-118 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)中之条東吾妻線 新井

工区(4-A115)

現道拡幅 L=0.2km 東吾妻町  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-119 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)中之条湯河原線 入須

川工区(4-A116)

現道拡幅 L=0.4km みなかみ町  ■          80 －

A01-120 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)南新井前橋線 新井東

工区(4-A117)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.8km 榛東村  ■  ■  ■  ■         800 －

20 案件番号： 0000436983



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 A01-121 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)富岡神流線 秋畑２期

工区(4-A118)

現道拡幅 L=0.1km 甘楽町  ■          40 －

A01-122 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)箕郷板鼻線 富岡工区

(4-A119)

現道拡幅 L=0.9km 高崎市  ■          16 －

A01-123 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)老神温泉線 老神工区

(4-A120)

現道拡幅 L=1.0km 沼田市  ■  ■  ■          50 －

A01-124 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)120号 追貝広内工区(

4-A088)

現道拡幅 L=0.5km 沼田市  ■  ■         300 －

A01-125 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)353号 小野子工区(4-

A089) 

現道拡幅 L=0.2km 渋川市  ■          10 －

A01-126 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)353号 中之沢２工区(

4-A090)

現道拡幅 L=0.3km 前橋市  ■          60 －

21 案件番号： 0000436983



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 A01-127 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)406号 権田３期工区(

4-A091)

現道拡幅 L=0.7km 高崎市  ■  ■  ■  ■         300 －

A01-128 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)462号 譲原工区(4-A1

22)

現道拡幅 L=0.2km 藤岡市  ■          50 －

A01-129 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)299号 古鉄橋上流工

区(4-A123)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.4km 神流町  ■  ■         500 －

A01-130 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)高崎東吾妻線 浜川工

区 (4-A124)

現道拡幅 L=0.1km 高崎市  ■          11 －

A01-131 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)高崎東吾妻線 淨永橋

工区(4-A125)

現道拡幅 L=0.5km 東吾妻町  ■  ■  ■  ■         200 －

A01-132 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)渋川松井田線 Ｆ(神

社)工区(4-A126)

現道拡幅 L=0.2km 高崎市  ■  ■  ■         200 －

22 案件番号： 0000436983



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 A01-133 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)平川横塚線 川場湯原

工区(4-A127)

現道拡幅 L=0.3km 川場村  ■  ■  ■  ■         150 －

A01-134 道路 雪寒 前橋市 直接 前橋市 市町村

道

除雪 (市)21-7031号線ほか8路

線　(4-A131)

除雪    L=16.5km 前橋市  ■          18 －

A01-135 道路 一般 富岡市 直接 富岡市 市町村

道

交安 (市)5476号線    一ノ宮

工区　(4-A132)

バイパス整備    L=0.5km 富岡市  ■  ■  ■         138 －

A01-136 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(4-A128)

現道拡幅L=0.7km 玉村町  ■          10 －

A01-137 道路 一般 玉村町 直接 玉村町 市町村

道

改築 (町)高崎玉村スマートＩ

Ｃ北地区工業団地アクセ

ス 上新田工区(4-A134)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.3km 玉村町  ■  ■         112 －

A01-138 道路 一般 館林市 直接 館林市 市町村

道

改築 (市)2級6号線（仮称） 江

川橋工区(4-A135)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.6km 館林市  ■  ■         996 －

23 案件番号： 0000436983



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 A01-139 道路 一般 邑楽町 直接 邑楽町 市町村

道

改築 (町)12-39号線ほか1路線 

狸塚工区(4-A136)

現道拡幅 L=0.276km 邑楽町  ■  ■         292 －

A01-140 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

(4-A140)

現道拡幅 L=0.13km 甘楽町  ■  ■         300 －

A01-141 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)146号 古森3期工区(4

-A141)

現道拡幅 L=0.51km 長野原町  ■  ■         150 －

A01-142 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)足利伊勢崎線 強戸工

区(4-A142)

現道拡幅 L=1.8km 太田市  ■  ■         300 －

A01-143 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田上野線 上野工

区(4-A143)

現道拡幅 L=0.3km 上野村  ■  ■         100 －

A01-144 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)富士山横塚線 横塚工

区(4-A144)

現道拡幅 L=0.3km 沼田市  ■  ■         300 －

24 案件番号： 0000436983



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 A01-145 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)下仁田軽井沢線 和美

峠工区(4-A145)

現道拡幅 L=0.6km 下仁田町  ■  ■         350 －

A01-146 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)苗ケ島飯土井線 波志

江飯土井工区(4-A146)

バイパス整備 L=0.7km 前橋市、伊勢崎

市

 ■  ■         500 －

A01-147 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)石倉上牧線 石倉上牧

工区(4-A147)

現道拡幅 L=0.5km みなかみ町  ■  ■          50 －

A01-148 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)山王赤生田線 楠陣谷

工区(4-A148)

バイパス整備 L=0.5km 館林市  ■  ■         400 －

A01-149 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)144号 大前橋工区(4-

A149)

線形改良 L=0.3km 嬬恋村  ■  ■         500 －

A01-150 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)館林藤岡線 除川工区

(4-A150)

現道拡幅 L=0.3km 板倉町  ■  ■         170 －

25 案件番号： 0000436983



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 A01-151 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)伊勢崎深谷線 境工区

(4-A151)

現道拡幅 L=0.1km 伊勢崎市  ■  ■          30 －

A01-152 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)120号 平川2期工区(4

-A152)

現道拡幅 L=0.1km 沼田市  ■  ■          30 －

A01-153 道路 一般 明和町 直接 明和町 市町村

道

改築 (町)63号線 大輪工区(4-A

153)

現道拡幅 L=0.50km 明和町  ■         922 －

A01-154 道路 一般 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

改築 (村)長井大平線 大平工区

(4-A154)

現道拡幅 L=0.6km 嬬恋村  ■         500 －

A01-155 道路 一般 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村

道

改築 (村)今井仙之入線 仙之入

工区(4-A155)

現道拡幅 L=0.3km 嬬恋村  ■         150 －

A01-156 道路 一般 太田市 直接 太田市 市町村

道

改築 (市)太田太田西部1125幹

線ほか1路線 脇屋町工区(

4-A156)

バイパス整備L=1.7㎞ 太田市  ■         941 －

26 案件番号： 0000436983



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 A01-157 道路 一般 みどり市 直接 みどり市 市町村

道

改築 (市)天神拾四丁線 鹿工区

(4-A157)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=0.67km みどり市  ■         569 －

A01-158 道路 一般 甘楽町 直接 甘楽町 市町村

道

改築 (町)東八幡、下原1号線外

2路線 白倉工区(4-A158)

現道拡幅 L=0.73km 甘楽町  ■         170 －

A01-159 道路 一般 東吾妻町 直接 東吾妻町 市町村

道

改築 (町)馬場･手子丸線 １期

工区(4-A159)

現道拡幅 L=0.16km 東吾妻町  ■         187 －

A01-160 道路 一般 東吾妻町 直接 東吾妻町 市町村

道

改築 (町)植栗・十二ヶ原線(4-

A160)

現道拡幅 L=0.68km 東吾妻町  ■         318 －

A01-161 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 山名工区

(4-A161)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=2.7km 高崎市 藤岡市  ■         945 1.7 －

A01-162 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

(4-A162)

現道拡幅 L=0.7km 甘楽町 高崎市  ■         500 －

27 案件番号： 0000436983



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 A01-163 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)354号 羅漢工区(4-A1

63)

現道拡幅 L=0.3km 高崎市  ■          25 －

A01-164 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)会場鬼石線 犬塚工区

(4-A164)

現道拡幅 L=0.2km 藤岡市  ■         200 －

A01-165 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)下仁田上野線 宮室２

工区(4-A165)

現道拡幅 L=0.1km 下仁田町  ■         100 －

A01-166 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (主)水上片品線 藤原工区

(4-A166)

現道拡幅 L=0.2km みなかみ町  ■         150 －

A01-167 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)144号 大前工区(4-A1

67)

線形改良 L=0.3km 嬬恋村  ■         500 －

A01-168 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府

県道

改築 (一)金山城趾線 金山工区

(4-A168)

現道拡幅 L=0.5㎞ 太田市  ■         300 －

28 案件番号： 0000436983



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 A01-169 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 (国)122号 館林バイパス(

4-A169)

ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備 L=3.2km 館林市  ■         300 2.0 －

A01-170 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村

道

改築 (市)豊岡経大通り線（第

１工区）(4-A170)

現道拡幅 L=0.36㎞ 高崎市  ■         946 －

 小計      68,457

合計      68,457

29 案件番号： 0000436983



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

 小計         100

合計         100

1 案件番号： 0000436983



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H30 H31 R02 R03

配分額 (a)                   1,777                   2,523                   1,641                   1,132

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                   1,777                   2,523                   1,641                   1,132

前年度からの繰越額 (d)                       0                     638                   1,603                     871

支払済額 (e)                   1,139                   1,558                   2,373                   1,515

翌年度繰越額 (f)                     638                   1,603                     871                     488

うち未契約繰越額(g)                     243                   1,047                      63                      66

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   13.67                   33.12                    1.94                    3.29

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算のため 補正予算のため

1 案件番号： 0000436983


