
１　施策分野

２　事前に備えるべき目標と起きてはならない最悪の事態                                 

1-1
地震等による建築物等の大規模倒壊や火災による多数の死
傷者の発生（二次災害を含む）

1-2
気候変動の影響により大規模水害が発生し、広域かつ長期
的な氾濫・浸水をもたらすことによる多数の死傷者の発生

1-3
大規模な火山噴火・土砂災害等による多数の死傷者の発生
のみならず、後年度にわたり県土の脆弱性が高まる事態

1-4 大雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生

1-5
情報伝達の不備や防災意識の低さ等に起因した避難行動の
遅れ等による多数の死傷者の発生

2-1
被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期
停止

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生

2-3
消防、警察、自衛隊等の被災・エネルギー供給の途絶等に
よる救助・救急活動等の絶対的不足

2-4
医療施設・福祉施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援
ルート・エネルギー供給の途絶による医療・福祉機能の麻
痺

2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

3-1
被災により現地の警察機能が大幅に低下することによる治
安の悪化、信号機の全面停止等による重大事故の多発

3-2
県・市町村の職員・施設等の被災による行政機能の大幅な
低下

4-1
サプライチェーンの寸断やエネルギー供給の停止等による
企業活動等の停滞

4-2 食料等の安定供給の停滞
5-1 電気・石油・ガス等のエネルギー供給機能の長期停止

5-2
上水道・工業用水等の長期間にわたる供給・機能停止（異
常渇水や用水施設の損壊等による用水供給の途絶含む）

5-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止
5-4 県外との基幹交通及び地域交通ネットワークの機能停止

6-1
治水ダムや防災施設、ため池、天然ダム等の損壊・機能不
全による二次災害の発生

6-2 有害物質の大規模拡散・流出
6-3 農地・森林等の荒廃による被害の拡大
6-4 風評被害等による地域経済等への甚大な影響

7-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興
が大幅に遅れる事態

7-2
道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディ
ネーター、労働者、地域に精通した技術者等）の不足によ
り復旧・復興が大幅に遅れる事態

7-3
地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興
が大幅に遅れる事態

令和５年度において国土強靱化のために実施する主な事業一覧

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態

5

大規模自然災害発生後であっても、生
活・経済活動に必要最低限の電気、ガ
ス、上下水道、燃料、交通ネットワーク
等を確保するとともに、これらの早期復
旧を図る

制御不能な二次災害を発生させない

7
大規模自然災害発生後であっても、地域
社会・経済が迅速に再建・回復できる条
件を整備する

1
大規模自然災害が発生したときでも人命
の保護が最大限図られる

2
大規模自然災害発生直後から救助・救
急、医療活動等が迅速に行われる（それ
がなされない場合の必要な対応を含む）

3
大規模自然災害発生直後から必要不可欠
な行政機能は確保する

4
大規模自然災害発生後であっても、経済
活動（サプライチェーンを含む）を機能
不全に陥らせない

6

【個別施策分野】

①行政機能／警察・消防等／教育／情報通信、②住宅・都市／環境、③保健医療・福祉、④産業、

⑤交通・物流、⑥国土保全／土地利用

【横断的分野】

⑦リスクコミュニケーション、⑧老朽化対策

別冊
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①行政機能／警察・消防等／教育／情報通信

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

①-1 県及び市町村庁舎の耐震化 3-2
住宅・建物安全ストッ
ク形成事業

蚕糸技術センター蚕種製造施設耐震診断ほか 財産有効活用課

利根川圏域総合流域防
災事業（群馬県全域）
事業期間：R6年度完成
予定

前橋市ほか 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

前橋市ほか 河川課

①-8 消防関係施設の耐震化 2-3
消防防災施設整備補助
事業

県内全域 消防保安課

①-9 災害対応力の強化 2-3
住宅・建物安全ストッ
ク形成事業

荒牧独身寮耐震診断　等 警察本部

①-10 災害対応力の強化 2-3,3-1,7-3
緊急消防援助隊設備整
備補助事業

県内全域 消防保安課

①-13
有害物質の拡散・流出に備
えた資機材の整備及び訓練

6-2
緊急消防援助隊設備整
備補助事業

県内全域 消防保安課

①-15
災害に備えた道路環境の整
備

1-5,2-3,3-1
災害に備えた交通安全
施設等の整備事業

県内主要信号交差点
警察本部
（交規）

私立学校施設整備費補
助（防災機能強化事業
等）
幼稚園耐震化促進事業
費補助

県内私立高等学校、私立幼稚園
私学・子育て支

援課

学校施設環境改善交付
金事業

県内公立幼・小・中・特別支援学校等 （教）管理課

①-20 住民等への情報伝達 1-5

利根川圏域総合流域防
災事業（群馬県全域）
事業期間：R6年度完成
予定

前橋市ほか 河川課

①-18 学校施設の耐震化 1-1

①-5 避難情報の発令体制の整備 1-2,1-3,1-5
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②住宅・都市／環境

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

住宅・建築物安全ス
トック形成事業

普及啓発、講習会開催 建築課

木造住宅耐震改修支援
事業

県内全域 建築課

耐震診断義務付け対象
建築物耐震補強補助

対象大規模建築物 建築課

文化財保存事業費補助 前橋市ほか 文化財保護課

指定文化財管理 県内全域 文化財保護課

②-3 造成宅地災害対策 1-1 宅地耐震化推進事業 県内全域 建築課

市街地再開発事業 県内全域 住宅政策課

優良建築物等整備事業 県内全域 住宅政策課

公園施設長寿命化計画
対策
事業期間：～令和29年
度
全体事業費：177億円

前橋市ほか 都市計画課

公営住宅ストック総合
改善事業及び公営住宅
等整備事業

県内全域 住宅政策課

②-7
被災宅地・建築物の応急危
険度判定体制の整備

1-1 体制整備 連絡体制構築、訓練、講習会開催等 建築課

②-9
応急仮設住宅の早期提供・
運営

7-3 建設予定地確保 県内各市町村 建築課

生活基盤施設耐震化等
交付金事業

県内全域（市町村等公営水道事業者対象）
食品･生活衛生

課

１系浄水処理施設更新
事業

県央第一水道事務所（榛東村） 水道課

（奥利根処理区）下水
道施設改築更新事業

沼田ポンプ場 下水環境課

（県央処理区）下水道
施改築更新事業

県央水質浄化センター 下水環境課

（西邑楽処理区）下水
道施設改築更新事業

西邑楽水質浄化センター 下水環境課

（桐生処理区）下水道
施設改築更新事業

桐生水質浄化センター 下水環境課

②-18
被災建物の解体作業に伴う
アスベストの飛散防止マ
ニュアルの周知

7-1
住宅・建築物安全ス
トック形成事業

建築物アスベスト台帳整備 建築課

②-1 住宅・建築物等の耐震化 1-1

②-13
汚水処理施設の耐震化・老
朽化対策

2-5,5-3

②-6
都市公園、公営住宅の老朽
化対策

1-1

②-10
水道施設の耐震化・老朽化
対策

2-1,5-2

②-4 市街地の整備 1-1
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③保健医療・福祉

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

次世代育成支援対策施
設整備交付金

県内児童館等
私学・子育て支
援課

保育所等整備交付金 県内保育所等
私学・子育て支
援課

認定こども園施設整備
交付金

県内認定こども園等
私学・子育て支
援課

社会福祉施設等施設整
備費県費補助金事業

未定 障害政策課

③-2 災害拠点病院の体制強化 2-4
地域災害拠点病院施設
整備事業

済生会前橋病院 医務課

③-3 災害対応力の強化 2-3,2-4
群馬ＤＭＡＴ養成研修
事業、災害医療研修
（急性期）事業

前橋赤十字病院 医務課

③-4
災害医療に関わる人材の育
成

2-4
防災訓練等参加支援事
業

対象病院は未定（訓練への参加施設募集の結
果により判明するため）

医務課

③-5 ヘリコプターの運航確保 2-2,2-3,2-4
ドクターヘリ導入促進
事業

前橋赤十字病院 医務課

③-6
災害福祉支援ネットワーク
の推進

2-4

災害福祉支援ネット
ワーク構築推進事業
(補助金名称：厚生労
働省「生活困窮者就労
準備支援事業費等補助
金」)

①一般避難所及び福祉避難所
避難所へ福祉の専門職チーム(災害派遣福祉
チーム)を派遣する仕組みの推進
②社会福祉施設
災害時に職員や物資等を施設間で相互に支援
する仕組みの推進

健康福祉課

③-8 災害時要配慮者支援
1-1,1-2,
1-3,1-5

介護施設等における防
災リーダー養成等支援
事業（地域医療介護総
合確保基金）

群馬県社会福祉協議会に福祉施設職員向けの
防災相談窓口を設置し、事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）策定研修を開催するほか、電話による相
談に応じる。

健康福祉課

③-1
病院・社会福祉施設等の耐
震化

1-1,2-4
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④産業

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

太陽光発電設備等設置 県内全域
グリーンイノ

ベーション推進
課

住宅用太陽光発電導入
資金

県内全域
グリーンイノ

ベーション推進
課

地域における自立分散
型電源の普及推進

県内全域
グリーンイノ

ベーション推進
課

事業用再生可能エネル
ギー設備等導入資金

県内全域
グリーンイノ

ベーション推進
課

④-6
工業用水道施設の耐震化・
老朽化対策

5-2 配水管路強靱化事業
渋川工業用水道（渋川市）
東毛工業用水道（太田市）

水道課

④-8
企業の事業継続計画（ＢＣ
Ｐ）策定の促進

4-1
地方創生推進交付金事
業

県内全域 地域企業支援課

林業・木材産業改善資
金貸付
林業後継者特別対策資
金貸付

県内全域 林業振興課

農業近代化資金等の農
業制度資金

県内全域 農業構造政策課

水利施設等保全高度化
事業

県内全域 農村整備課

農業競争力強化農地整
備事業

県内全域 農村整備課

農地中間管理機構関連
農地整備事業

県内全域 農村整備課

農村地域防災減災事業 県内全域 農村整備課

農山漁村地域整備交付
金

県内全域 農村整備課

農地耕作条件改善事業 県内全域 農村整備課

農業水路等長寿命化・
防災減災事業

県内全域 農村整備課

強い農業づくり総合支
援交付金（産地基幹施
設等支援タイプ）

県内全域 農業構造政策課

農業委員会交付金事業 県内農業委員会 農業構造政策課

農地利用最適化交付金
事業

県内農業委員会 農業構造政策課

都道府県農業委員会
ネットワーク機構負担
金事業

群馬県農業会議 農業構造政策課

機構集積支援事業 県内農業委員会、群馬県農業会議 農業構造政策課

農地中間管理機構事業 県内全域 農業構造政策課

地域計画策定推進緊急
対策

県内の農村地域 農業構造政策課

④-12
遊休農地の発生抑制と再生
支援

6-3 農地中間管理機構事業 県内全域 農業構造政策課

事業者への金融支援 4-1

④-10 農業生産基盤の整備 4-2

④-4
再生可能エネルギー等の導
入促進

4-1,5-1

④-11
農業の担い手に対する農地
集積・集約化

6-3

④-9
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④産業

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

災害復旧事業 県内全域 農村整備課

農地利用効率化等支援
交付金（被災農業者支
援タイプ）・群馬県被
災農業者向け復旧支援
事業

県内全域 農業構造政策課

林業就業促進総合対策
（ぐんま森林・林業ツ
アー）

県内全域 林業振興課

林業就業促進総合対策
（ぐんま林業就業支援
研修）

県内全域 林業振興課

ぐんま林業担い手対策
（高性能林業機械安全
作業研修）

県内全域 林業振興課

ぐんま林業担い手対策
（群馬県高度路網作業
システム研修）

県内全域 林業振興課

ぐんま林業担い手対策
（伐倒技術者育成講
習）

県内全域 林業振興課

ぐんま林業担い手対策
（架線系作業システム
推進事業）

県内全域 林業振興課

緑の青年就業準備給付
金

県内全域 林業振興課

農業経営力向上支援 県内全域 農業構造政策課

農福連携推進 県内全域 農業構造政策課

就農促進対策 県内全域 農業構造政策課

新規就農者育成総合対
策

県内全域 農業構造政策課

④-16
農林業の担い手の確保・育
成

7-2

④-14 被災農地等の早期復旧支援 4-2

7-2
農林業の担い手の確保・育
成

④-16
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(主)太田大間々線(岩
宿交差点)改良事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：14億円

みどり市笠懸町阿左美 道路管理課

(主)大間々世良田線
(世良田交差点)改良事
業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：12億円

太田市世良田町 道路管理課

(一)古戸館林線(古戸
町交差点)改良事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：9億円

太田市古戸町 道路管理課

(一)佐野太田線(東長
岡町交差点)改良事業
事業期間：R4年度完成
全体事業費：1億円

太田市東長岡町 道路管理課

(主)藤岡本庄線(中栗
須交差点)改良事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：6.7億円

藤岡市中栗須 道路管理課

(主)渋川東吾妻線(槻
木交差点)改良事業
事業期間：R4年度完成
全体事業費：2億円

東吾妻町原町 道路管理課

(国)120号(大原交差
点)改良事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：4億円

沼田市大原 道路管理課

(主)前橋赤城線(小暮
交差点)改良事業
事業期間：R7年度完成
全体事業費：11億円

前橋市富士見町小暮 道路管理課

(主)前橋館林線(新田
大根町交差点)改良事
業
事業期間：R7年度完成
全体事業費：7億円

太田市新田大根町 道路管理課

(主)藤岡本庄線(中栗
須藤岡境交差点)改良
事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

藤岡市中栗須 道路管理課

(国)254号(福島西交差
点)改良事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：8億円

甘楽町福島町 道路管理課

(主)前橋伊香保線(伊
香保交差点)改良事業
事業期間：R4年度完成
全体事業費：3億円

渋川市伊香保町 道路管理課

(国)254号(富岡交差
点)改良事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：10億円

富岡市富岡 道路管理課

(主)高崎渋川線ほか
(自転車通行空間整備)
事業期間：R11年度完
成
全体事業費：10億円

高崎市井野町ほか 道路管理課

(国)292号(洞口工区)
登坂車線整備
事業期間：R9年度完成
全体事業費：9億円

長野原町大津 道路管理課

(一)鳥山竜舞線(飯塚
町第二工区)　電線共
同溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：12億円

太田市飯塚町 道路管理課

(主)前橋大間々桐生線
(城東町工区)　電線共
同溝
事業期間：R8年度完成
全体事業費：8億円

前橋市城東町 道路管理課

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(一)西桐生停車場線
(宮前町工区)　電線共
同溝
事業期間：R8年度完成
全体事業費：5億円

桐生市宮前町 道路管理課

(一)一本木平小井戸安
中線(安中工区)　電線
共同溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：4億円

安中市安中 道路管理課

(主)高崎渋川線(大橋
町工区)　電線共同溝
事業期間：R4年度完成
全体事業費：2億円

高崎市大橋町 道路管理課

(一)井野停車場線(井
野町工区)　歩道整備
事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：9億円

高崎市井野町 道路管理課

(国)406号(下室田工
区)　歩道整備事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：4億円

高崎市下室田町 道路管理課

(一)分郷八崎寄居線
(真壁工区)　歩道整備
事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

渋川市北橘町 道路管理課

(主)下仁田安中倉渕線
(丹生工区)　歩道整備
事業
事業期間：R4年度完成
全体事業費：6億円

富岡市上丹生 道路管理課

(主)高崎神流秩父線
(吉井町神保工区)　歩
道整備事業
事業期間：R4年度完成
全体事業費：3億円

高崎市吉井町 道路管理課

(一)三夜沢国定停車場
線(深津工区)　歩道整
備事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：9億円

前橋市粕川町 道路管理課

(主)前橋大間々桐生線
(西田面工区)　歩道整
備事業
事業期間：R6年度完成
全体事業費：4億円

前橋市粕川町 道路管理課

(一)今泉館林線(上江
黒工区)　歩道整備事
業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：3億円

明和町上江黒 道路管理課

(主）前橋長瀞線(浄法
寺工区)　歩道整備事
業
事業期間：R6年度完成
全体事業費：10億円

藤岡市浄法寺 道路管理課

(一)沼田赤城線(貝野
瀬工区)　歩道整備事
業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

昭和村貝野瀬 道路管理課

(国)254号(下長根工
区)　歩道整備事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：1億円

高崎市吉井町 道路管理課

(主)前橋伊香保線(上
野田工区)　歩道整備
事業
事業期間：R13年度完
成
全体事業費：5億円

吉岡町上野田 道路管理課

(一)元島名倉賀野線
(倉賀野工区)　歩道整
備事業
事業期間：R6年度完成
全体事業費：1.5億円

高崎市倉賀野 道路管理課

8 



⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(主)前橋安中富岡線
(別保工区)　歩道整備
事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

富岡市別保 道路管理課

(主)渋川下新田線(下
津工区)　歩道整備事
業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：5億円

みなかみ町下津 道路管理課

(主)足利伊勢崎線(天
良工区)　歩道整備事
業
事業期間：R4年度完成
全体事業費：1億円

太田市天良町 道路管理課

(一)新田上江田尾島線
(新田木崎工区)　歩道
整備事業
事業期間：R6年度完成
全体事業費：7億円

太田市新田木崎町 道路管理課

(主)前橋箕郷線(足門
工区)　歩道整備事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

高崎市足門町 道路管理課

(国)406号(三ノ倉工
区)　歩道整備事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：3億円

高崎市倉渕町 道路管理課

(主)前橋伊香保線(大
久保工区)　歩道整備
事業
事業期間：R6年度完成
全体事業費：2億円

吉岡町大久保 道路管理課

(主)足利邑楽行田線
(光善寺工区)　歩道整
備事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：4億円

邑楽町光善寺 道路管理課

(主)高崎安中渋川線
(八木原工区)　歩道整
備事業
事業期間：R11年度完
成
全体事業費：8億円

渋川市八木原 道路管理課

(主)昭和インター線
(川額工区)　歩道整備
事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

昭和村川額 道路管理課

(一)麦倉川俣停車場線
(中谷工区)　歩道整備
事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

明和町中谷 道路管理課

(国)401号(越本2工区)
歩道整備事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：3億円

片品村越本 道路管理課

(主)佐野行田線(大手
町工区)　電線共同溝
事業期間：R11までに
着手予定
全体事業費：4億円

館林市大手町 道路管理課

(主)高崎東吾妻線(浜
川町工区)　歩道整備
事業
事業期間：R5年度完成
全体事業費：2億円

高崎市浜川町 道路管理課

(主)前橋館林線(連取
町2期工区)　電線共同
溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：7億円

伊勢崎市連取町 道路管理課

(一)綿貫篠塚線(東小
泉工区)　電線共同溝
事業期間：R7年度完成
全体事業費：7億円

大泉町東小泉 道路管理課

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(主)高崎渋川線(住吉
町工区)　電線共同溝
事業期間：R4年度完成
全体事業費：6億円

高崎市住吉町 道路管理課

(主)前橋赤城線(北代
田工区)　電線共同溝
事業期間：R9年度完成
全体事業費：2億円

前橋市北代田 道路管理課

(主)大間々世良田線
(鹿工区)　歩道整備事
業
事業期間：R10年度完
成
全体事業費：3億円

みどり市笠懸町 道路管理課

(主)前橋長瀞線(中神
田工区)　歩道整備事
業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：4億円

藤岡市神田 道路管理課

(一)綿貫篠塚線(下新
田2期工区)　歩道整備
事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：2億円

玉村町下新田 道路管理課

(主)伊勢崎大胡線(波
志江町工区)　歩道整
備事業
事業期間：R10年度完
成
全体事業費：5億円

伊勢崎市波志江町 道路管理課

(一)長久保郷原線(小
日向工区)　歩道整備
事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：4億円

安中市松井田町 道路管理課

(一)長久保郷原線(上
増田2期工区)　歩道整
備事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：3億円

安中市松井田町 道路管理課

(主)平川横塚線(川場
湯原工区)　歩道整備
事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：3億円

川場村川原湯 道路管理課

(主)富岡神流線(善慶
寺工区)　歩道整備事
業
事業期間：R10年度完
成
全体事業費：6億円

甘楽町善慶寺 道路管理課

(国)353号(伊勢町工
区)　歩道整備事業
事業期間：R8年度完成
全体事業費：2億円

中之条町伊勢町 道路管理課

(主)伊勢崎深谷線(茂
呂町二丁目交差点)
改良事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：4億円

伊勢崎市茂呂町 道路管理課

(国)353号(北牧工区)
歩道整備事業
事業期間：R14年度完
成
全体事業費：5億円

渋川市北牧 道路管理課

(一)大原境三ツ木線
(新田大根町工区)　歩
道整備事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：2.5億円

太田市新田大根町 道路管理課

(主)桐生田沼線(本町
1,2丁目)　電線共同溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：5億円

桐生市本町 道路管理課

(主)富岡神流線(仲町
通り)　電線共同溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：4億円

富岡市仲町 道路管理課

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1

6-1

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(主)富岡神流線(小幡
工区)　電線共同溝
事業期間：着手にむけ
て検討
全体事業費：5億円

甘楽町小幡 道路管理課

(主)伊勢崎大胡線(太
田町工区)　電線共同
溝
事業期間：R14年度完
成
全体事業費：12億円

伊勢崎市太田町 道路管理課

(国)407号(追分交差
点)　改良事業
事業期間：R8年度完成
全体事業費：2億円

太田市東金井町 道路管理課

(一)苗ヶ島飯土井線
波志江スマートICアク
セス 道路新設事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：5億円

前橋市飯土井町～伊勢崎市波志江町 道路整備課

(主)渋川下新田線 小
野子工区 線形改良事
業
事業期間：R9年度完成
予定
全体事業費：4億円

渋川市小野子 道路整備課

(一)津久田停車場前橋
線 滝沢工区 バイパス
整備事業
事業期間：R3年度完成
全体事業費：3億円

渋川市赤城町滝沢 道路整備課

(国)406号 権田工区
現道拡幅事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：4億円

高崎市倉渕町権田 道路整備課

(主)前橋長瀞線 綿貫
工区 現道拡幅事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：14億円

高崎市綿貫町 道路整備課

(主)寺尾藤岡線 山名
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：70億円

高崎市根小屋町～藤岡市篠塚 道路整備課

(一)恵宝沢原貝戸線
池尻工区 バイパス整
備事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：12億円

安中市東上秋間 道路整備課

(主)前橋長瀞線 神田
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：20億円

藤岡市矢場～神田 道路整備課

(一)下栗須馬庭停車場
線 下栗須工区 現道拡
幅事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：8億円

藤岡市下栗須～中栗須 道路整備課

(一)上日野藤岡線 黒
石工区 バイパス整備
事業
事業期間：R9年度完成
予定
全体事業費：7億円

藤岡市下日野 道路整備課

(国)299号 古鉄橋上流
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：12億円

神流町神ヶ原 道路整備課

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(主)下仁田上野線 上
野工区 現道拡幅事業
事業期間：R7年度完成
予定
全体事業費：6億円

上野村楢原 道路整備課

(一)金井高崎線 金井
工区 現道拡幅事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：9億円

甘楽町金井～高崎市吉井町片山 道路整備課

(一)宇田磯部停車場線
富岡工区 バイパス整
備事業
事業期間：R4年度完成
全体事業費：7億円

富岡市妙義町下高田～安中市中野谷 道路整備課

(一)下高尾小幡線 庭
谷工区 バイパス整備
事業
事業期間：R3年度完成
全体事業費：7億円

富岡市後賀～甘楽町白倉 道路整備課

(主)下仁田軽井沢線
和美峠工区 現道拡幅
事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：5億円

下仁田町西野牧 道路整備課

(主)下仁田上野線 千
原2工区 現道拡幅事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：5億円

南牧村小沢～千原 道路整備課

(一)金井小幡線 天引
工区 現道拡幅事業
事業期間：R3年度完成
全体事業費：3億円

甘楽町天引 道路整備課

上信自動車道 長野原
嬬恋バイパス バイパ
ス整備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：220億円

長野原町与喜屋～嬬恋村鎌原 道路整備課

(国)146号 古森3期工
区 現道拡幅事業
事業期間：R7年度完成
予定
全体事業費：8億円

長野原町羽根尾～古森 道路整備課

(国)144号 大前工区
線形改良事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：8億円

嬬恋村大前 道路整備課

(国)406号 大戸工区
現道拡幅事業
事業期間：R10年度完
成予定
全体事業費：5億円

東吾妻町大戸 道路整備課

(一)大笹北軽井沢線
鎌原工区 現道拡幅事
業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：4億円

嬬恋村鎌原 道路整備課

(主)昭和インター線
森下工区 バイパス整
備事業
事業期間：R7年度完成
予定
全体事業費：10億円

昭和村森下 道路整備課

(国)120号 追貝工区
現道拡幅事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：10億円

沼田市利根町追貝 道路整備課

(国)120号 下平工区
バイパス整備事業
事業期間：R8年度完成
予定
全体事業費：5億円

片品村下平～沼田市利根町平川 道路整備課

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(一)富士山横塚線 横
塚工区 現道拡幅事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：5億円

沼田市横塚町 道路整備課

(主)太田大間々線 新
田藪塚工区 バイパス
整備事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：30億円

太田市山之神町
～新田小金井町

道路整備課

(主)足利伊勢崎線 強
戸工区 現道拡幅事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：9億円

太田市上強戸町～吉沢町 道路整備課

(主)桐生伊勢崎線 阿
左美大原工区 現道拡
幅事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：105億円

みどり市笠懸町阿左美
～太田市大原町

道路整備課

(国)122号 館林バイパ
ス バイパス整備事業
事業期間：R12年度以
降完成予定
全体事業費：90億円

館林市北成島町～苗木町 道路整備課

(一)山王赤生田線 楠
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R9年度完成
予定
全体事業費：8億円

館林市楠町 道路整備課

(一)苗ヶ島飯土井線
３期工区 バイパス整
備事業
事業期間：未定
全体事業費：未定

前橋市鼻毛石町 道路整備課

(都)渋川高崎線　歩道
整備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：18億円

渋川市石原 都市計画課

(都)上矢島米岡線　バ
イパス整備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：12億円

伊勢崎市境東～境米岡 都市計画課

(都)前橋長瀞線　現道
拡幅事業
事業期間：R8年度完成
予定
全体事業費：49億円

高崎市綿貫町～岩鼻町 都市計画課

(都)高崎前橋線　現道
拡幅事業
事業期間：R12年度以
降完成予定
全体事業費：31億円

高崎市江木町～芝塚町 都市計画課

(都)赤岩線　歩道整備
事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：26億円

桐生市宮前町一丁目～堤町三丁目 都市計画課

(都)中央通り線　歩道
整備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：45億円

館林市本町二丁目～本町一丁目 都市計画課

国道353号(村上工区)
落石対策事業

渋川市村上 道路管理課

国道18号(坂本工区)
落石対策事業

安中市松井田町坂本 道路管理課

県道渋川松井田線(上
増田工区)　落石対策
事業

安中市松井田町上増田 道路管理課

国道２９９号(勝山工
区)　落石対策事業

上野村勝山 道路管理課

⑤-1 自動車交通網の整備 1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1

⑤-2 災害時にも機能する強靱な
道路ネットワークの構築

1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

国道４６２号(神ヶ
原・柏木工区)　落石
対策事業

神流町神ヶ原、柏木 道路管理課

国道４６２号(生利工
区)　落石対策事業

神流町生利 道路管理課

国道４６２号(坂原工
区)　落石対策事業

藤岡市坂原 道路管理課

県道下仁田臼田線(砥
沢工区)　落石対策事
業

南牧村砥沢 道路管理課

県道下仁田臼田線(羽
沢工区)　落石対策事
業

南牧村羽沢 道路管理課

国道２９２号(草津工
区)　落石対策事業

草津町草津 道路管理課

国道120号(菅沼工区)
落石対策事業

片品村菅沼 道路管理課

県道水上片品線(みな
かみ町工区)　落石対
策事業

みなかみ町藤原ほか 道路管理課

県道平川横塚線(川場
工区)　落石対策事業

川場村川場湯原 道路管理課

県道水上片品線(片品
村工区)　落石対策事
業

片品村戸倉 道路管理課

国道120号(東小川工
区)　落石対策事業

片品村東小川 道路管理課

道路防災点検（地方
道）

県内一円 道路管理課

道路防災点検（国道） 県内一円 道路管理課

国道２９９号(神ヶ原
工区)　落石対策事業

上野村楢原～神流町神ヶ原 道路管理課

国道２９９号(楢原工
区)　落石対策事業

上野村楢原 道路管理課

国道４０１号(片品工
区)　落石対策事業

片品村戸倉 道路管理課

県道牧干俣線(干俣工
区)　落石対策事業

嬬恋村干俣 道路管理課

県道上野小海線(楢原
工区)　落石対策事業

上野村楢原 道路管理課

県道相俣湯原線(みな
かみ町工区)　落石対
策事業

みなかみ町湯原 道路管理課

県道東御嬬恋線(鹿沢
工区)　落石対策事業

嬬恋村田代 道路管理課

県道下仁田軽井沢線
(西野牧工区)　落石対
策事業

下仁田町西野牧 道路管理課

県道草津嬬恋線(草
津・嬬恋工区)　落石
対策事業

草津町～嬬恋村 道路管理課

県道中之条草津線(暮
坂工区)　落石対策事
業

中之条町上沢渡 道路管理課

国道２９１号(大穴工
区)　落石対策事業

みなかみ町大穴 道路管理課

県道下仁田浅科線(南
野牧工区)　落石対策
事業

下仁田町南野牧 道路管理課

(主)藤岡本庄線(藤岡
工区)　電線共同溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：5億円

藤岡市藤岡 道路管理課

(国)354号(小桑原工
区)　電線共同溝
事業期間：R6年度完成
全体事業費：5億円

館林市小桑原町 道路管理課

(主)前橋箕郷線(国領
町工区)　電線共同溝
事業期間：R9年度完成
全体事業費：10億円

前橋市国領町 道路管理課

(国)145号(原町工区)
電線共同溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：7億円

東吾妻町原町 道路管理課

⑤-2 災害時にも機能する強靱な
道路ネットワークの構築

1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(国)354号(緑・美園町
工区)　電線共同溝
事業期間：R7年度完成
全体事業費：4億円

館林市緑町 道路管理課

(国)407号(西矢島町工
区)　電線共同溝
事業期間：R6年度完成
全体事業費：5億円

太田市西矢島町 道路管理課

(主)前橋館林線(本町
工区)　電線共同溝
事業期間：R7年度完成
全体事業費：5億円

太田市本町 道路管理課

(主)高崎駒形線(上大
類町工区)　電線共同
溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：4億円

高崎市上大類町 道路管理課

(国)462号(今泉町工
区)　電線共同溝
事業期間：R5年度完成
全体事業費：13億円

伊勢崎市今泉町 道路管理課

(主)前橋館林線(東本
町工区)　電線共同溝
事業期間：R10年度完
成
全体事業費：4億円

伊勢崎市東本町 道路管理課

(主)前橋赤城線(上細
井工区)　歩道整備事
業
事業期間：R7年度完成
全体事業費：4億円

前橋市上細井町 道路管理課

(一)南新井前橋線 2期
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R3年度完成
全体事業費：16億円

吉岡町陣場～前橋市池端町 道路整備課

(主)前橋玉村線 朝倉
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R9年度完成
予定
全体事業費：42億円

前橋市朝倉町～下佐鳥町 道路整備課

(一)南新井前橋線 3期
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R2年度完成
全体事業費：14億円

榛東村新井～吉岡町陣場 道路整備課

(一)南新井前橋線 4期
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R8年度完成
予定
全体事業費：32億円

榛東村新井 道路整備課

西毛広幹道 高崎工区
バイパス整備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：150億円

高崎市棟高町～箕郷町下芝 道路整備課

西毛広幹道 高崎西工
区 バイパス整備事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：165億円

高崎市箕郷町下芝～下里見町 道路整備課

西毛広幹道 高崎安中
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：103億円

高崎市下里見町～安中市下秋間 道路整備課

(主)高崎神流秩父線
矢田工区 バイパス整
備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：85億円

高崎市吉井町岩崎～矢田 道路整備課

⑤-2 災害時にも機能する強靱な
道路ネットワークの構築

1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

(国)406号 下里見工区
現道拡幅事業
事業期間：R6年度完成
予定
全体事業費：5億円

高崎市下里見町 道路整備課

西毛広幹道 安中富岡
工区(街路区間含む)
バイパス整備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：137億円

安中市安中～富岡市上高尾
道路整備課
都市計画課

(国)254号 東町工区
現道拡幅事業
事業期間：R7年度完成
予定
全体事業費：5億円

下仁田町下仁田 道路整備課

上信自動車道 吾妻東
バイパス2期 バイパス
整備事業
事業期間：R9年度完成
予定
全体事業費：180億円

東吾妻町箱島～植栗 道路整備課

上信自動車道 吾妻東
バイパス バイパス整
備事業
事業期間：R8年度完成
予定
全体事業費：155億円

東吾妻町植栗～厚田 道路整備課

上信自動車道 吾妻西
バイパス バイパス整
備事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：169億円

東吾妻町厚田～松谷 道路整備課

(一)郷原停車場線　万
年橋工区 現道拡幅事
業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：9億円

東吾妻町厚田 道路整備課

(一)林岩下線 岩島工
区　現道拡幅事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：9億円

東吾妻町岩下 道路整備課

(国)145号 松谷工区
現道拡幅事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：9億円

東吾妻町松谷 道路整備課

(一)植栗伊勢線 現道
拡幅事業
事業期間：R8年度完成
予定
全体事業費：45億円

東吾妻町植栗～中之条町伊勢町 道路整備課

渡良瀬幹線道路 塩原
工区 バイパス整備事
業
事業期間：R7年度完成
予定
全体事業費：18億円

みどり市大間々町下神梅～塩原 道路整備課

渡良瀬幹線道路 笠懸
藪塚工区 バイパス整
備事業
事業期間：R5年度完成
予定
全体事業費：85億円

みどり市笠懸町鹿 道路整備課

渡良瀬幹線道路 新里
笠懸工区 バイパス整
備事業
事業期間：R11年度完
成予定
全体事業費：100億円

みどり市大間町桐原～笠懸町鹿 道路整備課

地方創生道整備推進交
付金

老神穴原線（沼田市）
小沢線（沼田市）
赤倉栗生線（沼田市）

林政課

⑤-2 災害時にも機能する強靱な
道路ネットワークの構築

1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1

⑤-2 災害時にも機能する強靱な
道路ネットワークの構築

1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,
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⑤交通・物流

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

農山漁村地域整備交付
金

奥山六車線（下仁田町、南牧村）
草喰八丁河原線（甘楽町）
吾嬬山線（東吾妻町）
梅田小平線（桐生市）

林政課

森林整備事業

榛倉線（高崎市）
杏ヶ岳線（高崎市）
上野大滝線（上野村）
道場線（南牧村）
赤倉栗生線（沼田市）

林政課

⑤-3 緊急輸送道路沿線建築物等
の耐震化 1-1

耐震診断義務付け対象
建築物耐震補強補助

対象沿道建築物 建築課

地方創生道整備推進交
付金

老神穴原線（沼田市）
小沢線（沼田市）
赤倉栗生線（沼田市）

林政課

農山漁村地域整備交付
金

奥山六車線（下仁田町、南牧村）
草喰八丁河原線（甘楽町）
吾嬬山線（東吾妻町）
梅田小平線（桐生市）

林政課

森林整備事業

榛倉線（高崎市）
杏ヶ岳線（高崎市）
上野大滝線（上野村）
道場線（南牧村）
赤倉栗生線（沼田市）

林政課

県道一本木平小井戸安
中線(西上秋間工区)
落石対策事業

安中市西上秋間 道路管理課

県道北軽井沢松井田線
(坂本工区)　落石対策
事業

安中市松井田町坂本 道路管理課

唐沢地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R6年度完成

桐生市黒保根町下田沢 道路管理課

村道大上線　代行事業 甘楽郡南牧村大字熊倉 道路管理課
⑤-6 農業生産基盤の整備

（農道保全） 4-2
農山漁村地域整備交付
金

県内全域 農村整備課

県道水上片品線(戸倉3
工区)　雪崩対策

片品村 道路管理課

県道水上片品線(戸倉
４工区)　雪崩対策

片品村 道路管理課

県内一円　定置式凍結
防止剤散布装置整備

沼田市ほか 道路管理課

道路除雪(国道)
事業期間：R9年度完成
全体事業費：43億円

管内一円 道路管理課

道路除雪(地方道)
事業期間：R9年度完成
全体事業費：66億円

管内一円 道路管理課

除雪機械購入(国道)
事業期間：R9年度完成
全体事業費：50億円

管内一円 道路管理課

除雪機械購入(地方道)
事業期間：R9年度完成
全体事業費：46億円

管内一円 道路管理課

県道相俣湯原線(相俣
工区)　格納庫整備
事業期間：R8年度完成
全体事業費：3億円

みなかみ町 道路管理課

⑤-10 道路施設等の応急復旧体制
の整備

1-4,2-2,7-2

⑤-5 孤立集落アクセスルートの
確保

2-2

⑤-8 道路等の防雪設備や関連施
設等の整備

1-4

4-2,5-1,5-4,
6-1
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⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

利根川水系広瀬川広域
河川改修事業（寺沢
川）
事業期間：R4年度完成
予定

前橋市 河川課

利根川水系広瀬川広域
河川改修事業（男井戸
川）
事業期間：R7年度完成
予定

伊勢崎市 河川課

利根川水系利根川広域
河川改修事業（利根川
（伊勢崎・玉村））
事業期間：R12年度以
降完成予定

伊勢崎市、玉村町 河川課

利根川水系鏑川広域河
川改修事業（鏑川下
流）
事業期間：R4年度完成
予定

高崎市 河川課

利根川水系鏑川広域河
川改修事業（蚊沼川）
事業期間：R5年度完成
予定

富岡市 河川課

利根川水系石田川広域
河川改修事業（大川）
事業期間：R12年度以
降完成予定

太田市 河川課

利根川水系石田川広域
河川改修事業（八瀬
川）
事業期間：R6年度完成
予定

太田市 河川課

利根川水系石田川広域
河川改修事業（聖川中
流）
事業期間：R12年度以
降完成予定

太田市 河川課

利根川水系井野川広域
河川改修事業（井野
川）
事業期間：R12年度以
降完成予定

高崎市 河川課

石田川大規模特定河川
事業
事業期間：R5年度完成
予定

太田市 河川課

利根川水系烏川広域河
川改修事業（烏川）
事業期間：R11年度完
成予定

高崎市 河川課

利根川水系新堀川広域
河川改修事業（新堀川
導水路）
事業期間：R8年度完成
予定

明和町 河川課

利根川水系新堀川広域
河川改修事業（新堀
川）
事業期間：R12年度以
降完成予定

邑楽町・館林市 河川課

利根川水系新堀川広域
河川改修事業（逆川）
事業期間：R6までに着
手予定

邑楽町 河川課

利根川水系石田川調節
池整備事業
事業期間：R5年度完成
予定

太田市 河川課

利根川水系碓氷川広域
河川改修事業（碓氷
川）
事業期間：R11年度完
成予定

高崎市・安中市 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（多々良川）
事業期間：R8年度完成
予定

邑楽町 河川課

⑥-1 総合的な治水・土砂災害対
策

6-1
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⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

烏・神流川圏域総合流
域防災事業（烏川）
事業期間：R3年度完成

高崎市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（休泊川）
事業期間：R11年度完
成予定

大泉町 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（山田川）
事業期間：R4年度完成
予定

桐生市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

伊勢崎市　ほか 河川課

吾妻川圏域総合流域防
災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

中之条町　ほか 河川課

烏・神流川圏域総合流
域防災事業（重要イン
フラ）
事業期間：R2年度完成

高崎市　ほか 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

桐生市　ほか 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業
事業期間：R6年度完成
予定

伊勢崎市　ほか 河川課

吾妻川圏域総合流域防
災事業
事業期間：R6年度完成
予定

中之条町　ほか 河川課

烏・神流川圏域総合流
域防災事業
事業期間：R6年度完成
予定

高崎市　ほか 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業
事業期間：R6年度完成
予定

桐生市　ほか 河川課

利根川氾濫危険区域河
道掘削事業
事業期間：R6年度完成
予定

伊勢崎市、玉村町 河川課

休泊川大規模特定河川
事業
事業期間：R11年度完
成予定

大泉町 河川課

男井戸川大規模特定河
川事業
事業期間：R7年度完成
予定

伊勢崎市 河川課

大箇野川（邑楽東部第
二排水機場）大規模更
新河川事業
事業期間：R3年度完成

板倉町 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（桃の木川）
事業期間：R2年度完成

前橋市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（広瀬川ほか）
事業期間：R2年度完成

前橋市、伊勢崎市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（石田川）
事業期間：R2年度完成

太田市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（早川）
事業期間：R2年度完成

太田市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（荒砥川）
事業期間：R2年度完成

前橋市 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（谷田川）
事業期間：R2年度完成

館林市 河川課

⑥-1 総合的な治水・土砂災害対
策

6-1
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⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

利根川圏域総合流域防
災事業（桃の木川）
事業期間：R8年度完成

前橋市 河川課

(一)新堀川　大輪工区 明和町 河川課
(一)井野川　綿貫工区 高崎市 河川課

(一)烏川　信越本線上
流工区

高崎市 河川課

(一）利根川　伊勢崎
下流工区

伊勢崎市・玉村町 河川課

利根川水系広瀬川広域
河川改修事業（寺沢
川）
事業期間：R4年度完成
予定

前橋市 河川課

利根川水系広瀬川広域
河川改修事業（男井戸
川）
事業期間：R7年度完成
予定

伊勢崎市 河川課

利根川水系利根川広域
河川改修事業（利根川
（伊勢崎・玉村））
事業期間：R12年度以
降完成予定

伊勢崎市、玉村町 河川課

利根川水系鏑川広域河
川改修事業（鏑川下
流）
事業期間：R4年度完成
予定

高崎市 河川課

利根川水系鏑川広域河
川改修事業（蚊沼川）
事業期間：R5年度完成
予定

富岡市 河川課

利根川水系石田川広域
河川改修事業（大川）
事業期間：R12年度以
降完成予定

太田市 河川課

利根川水系石田川広域
河川改修事業（八瀬
川）
事業期間：R6年度完成
予定

太田市 河川課

利根川水系石田川広域
河川改修事業（聖川中
流）
事業期間：R12年度以
降完成予定

太田市 河川課

利根川水系井野川広域
河川改修事業（井野
川）
事業期間：R12年度以
降完成予定

高崎市 河川課

石田川大規模特定河川
事業
事業期間：R5年度完成
予定

太田市 河川課

利根川水系烏川広域河
川改修事業（烏川）
事業期間：R11年度完
成予定

高崎市 河川課

利根川水系新堀川広域
河川改修事業（新堀川
導水路）
事業期間：R8年度完成
予定

明和町 河川課

利根川水系新堀川広域
河川改修事業（新堀
川）
事業期間：R12年度以
降完成予定

邑楽町・館林市 河川課

利根川水系新堀川広域
河川改修事業（逆川）
事業期間：R6までに着
手予定

邑楽町 河川課

利根川水系石田川調節
池整備事業
事業期間：R5年度完成
予定

太田市 河川課

治水施設の整備・機能保全 1-2､6-1

⑥-1 総合的な治水・土砂災害対
策

6-1

⑥-2
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⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

利根川水系碓氷川広域
河川改修事業（碓氷
川）
事業期間：R11年度完
成予定

高崎市・安中市 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（多々良川）
事業期間：R8年度完成
予定

邑楽町 河川課

烏・神流川圏域総合流
域防災事業（烏川）
事業期間：R3年度完成

高崎市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（休泊川）
事業期間：R11年度完
成予定

大泉町 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（山田川）
事業期間：R4年度完成
予定

桐生市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

伊勢崎市　ほか 河川課

吾妻川圏域総合流域防
災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

中之条町　ほか 河川課

烏・神流川圏域総合流
域防災事業（重要イン
フラ）
事業期間：R2年度完成

高崎市　ほか 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

桐生市　ほか 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業
事業期間：R6年度完成
予定

伊勢崎市　ほか 河川課

吾妻川圏域総合流域防
災事業
事業期間：R6年度完成
予定

中之条町　ほか 河川課

烏・神流川圏域総合流
域防災事業
事業期間：R6年度完成
予定

高崎市　ほか 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業
事業期間：R6年度完成
予定

桐生市　ほか 河川課

利根川氾濫危険区域河
道掘削事業
事業期間：R6年度完成
予定

伊勢崎市、玉村町 河川課

休泊川大規模特定河川
事業
事業期間：R11年度完
成予定

大泉町 河川課

男井戸川大規模特定河
川事業
事業期間：R7年度完成
予定

伊勢崎市 河川課

大箇野川（邑楽東部第
二排水機場）大規模更
新河川事業
事業期間：R3年度完成

板倉町 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（桃の木川）
事業期間：R2年度完成

前橋市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（広瀬川ほか）
事業期間：R2年度完成

前橋市、伊勢崎市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（石田川）
事業期間：R2年度完成

太田市 河川課

⑥-2 治水施設の整備・機能保全 1-2､6-1
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⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

利根川圏域総合流域防
災事業（早川）
事業期間：R2年度完成

太田市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（荒砥川）
事業期間：R2年度完成

前橋市 河川課

渡良瀬川圏域総合流域
防災事業（谷田川）
事業期間：R2年度完成

館林市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（桃の木川）
事業期間：R8年度完成

前橋市 河川課

(一)新堀川　大輪工区 明和町 河川課
(一)井野川　綿貫工区 高崎市 河川課

(一)烏川　信越本線上
流工区

高崎市 河川課

(一）利根川　伊勢崎
下流工区

伊勢崎市・玉村町 河川課

ダムメンテナンス事業
(塩沢ダム)

神流町 河川課

ダムメンテナンス事業
(道平川ダム)

下仁田町 河川課

ダムメンテナンス事業
(大仁田ダム)

南牧村 河川課

ダムメンテナンス事業
(霧積ダム)

安中市 河川課

ダムメンテナンス事業
(坂本ダム)

安中市 河川課

ダムメンテナンス事業
(四万川ダム)

中之条町 河川課

ダムメンテナンス事業
(桐生川ダム)

桐生市 河川課

河川メンテナンス事業
(北調節池排水機場)

板倉町 河川課

河川メンテナンス事業
(邑楽東部第二排水機
場)

板倉町 河川課

河川メンテナンス事業
(大川排水機場)

伊勢崎市 河川課

河川メンテナンス事業
(佐貫排水機場)

明和町 河川課

河川メンテナンス事業
(蛇沼川排水機場)

館林市 河川課

河川メンテナンス事業
(宮田川排水機場)

館林市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（群馬県全域）
事業期間：R6年度完成
予定

前橋市ほか 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（重要インフ
ラ）
事業期間：R2年度完成

前橋市ほか 河川課

利根川支川塩沢　通常
砂防事業
事業期間：R8年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川井戸沢
（七ッ釜沢２）通常砂
防事業
事業期間：R3年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川戸島沢　通
常砂防事業
事業期間：R2年度完成

沼田市 砂防課

赤谷川支川葦ノ沢　事
業間連携砂防等事業
（通常砂防）
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川西空堀沢
通常砂防事業
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川蕗原沢　通
常砂防事業
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川下西ノ沢
事業間連携砂防等事業
（通常砂防）
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

1-3,6-1⑥-4 土砂災害防止施設の整備・
機能保全

⑥-2 治水施設の整備・機能保全 1-2､6-1

⑥-3 治水施設の老朽化対策 1-2､6-1

⑥-13 洪水からの住民避難を促す
河川情報の提供

1-2､1-5

⑥-4 土砂災害防止施設の整備・
機能保全

1-3,6-1
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⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

利根川支川大芦沢　事
業間連携砂防等事業
（通常砂防）
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川高萩沢　通
常砂防事業
事業期間：R5 年度完
成

みなかみ町 砂防課

吾妻川支川大沢川　通
常砂防事業
事業期間：R5年度完成

東吾妻町 砂防課

烏川支川房坂川　事業
間連携砂防等事業（通
常砂防）
事業期間：R5年度完成

高崎市 砂防課

烏川支川堀谷戸沢　通
常砂防事業
事業期間：R5年度完成

高崎市 砂防課

烏川支川向荒久沢　通
常砂防事業
事業期間：R3年度完成

高崎市 砂防課

鏑川支川天神沢　通常
砂防事業
事業期間：R2年度完成

藤岡市 砂防課

鏑川支川棚久保沢　通
常砂防事業
事業期間：R5年度完成

下仁田町 砂防課

鏑川支川下町南沢　通
常砂防事業
事業期間：R3年度完成

下仁田町 砂防課

鏑川支川橋ノ入沢　通
常砂防事業
事業期間：R5年度完成

下仁田町 砂防課

鏑川支川なかもう沢
通常砂防事業
事業期間：R4年度完成

下仁田町 砂防課

鏑川支川西ノ沢　通常
砂防事業
事業期間：R4年度完成

下仁田町 砂防課

鏑川支川滝の入沢　通
常砂防事業
事業期間：R6年度完成

下仁田町 砂防課

渡良瀬川支川上吾妻沢
外　通常砂防事業
事業期間：R3年度完成

桐生市 砂防課

渡良瀬川支川東ノ入沢
事業間連携砂防等事業
（通常砂防）
事業期間：R5年度完成

桐生市 砂防課

渡良瀬川支川堂尻沢
通常砂防事業
事業期間：R2年度完成

桐生市 砂防課

渡良瀬川支川房川　事
業間連携砂防等事業
（通常砂防）
事業期間：R4年度完成

みどり市 砂防課

渡良瀬川支川寺ノ沢
通常砂防事業
事業期間：R3年度完成

みどり市 砂防課

渡良瀬川支川中井沢
通常砂防事業
事業期間：R3年度完成

みどり市 砂防課

渡良瀬川支川童神沢
通常砂防事業
事業期間：R6年度完成

みどり市 砂防課

渡良瀬川支川下室ノ手
四ノ沢　通常砂防事業
事業期間：R5年度完成

桐生市 砂防課

渡良瀬川支川深山沢
通常砂防事業
事業期間：R6年度完成

桐生市 砂防課

利根川支川勝浜沢　火
山砂防事業
事業期間：R5年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川大原沢　火
山砂防事業
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課
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⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

利根川支川奈女沢　事
業間連携砂防等事業
（火山砂防）
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川井土上沢
（新田之沢）　火山砂
防事業
事業期間：R4年度完成

みなかみ町 砂防課

片品川支川夏保沢　事
業間連携砂防等事業
（火山砂防）
事業期間：R7年度完成

沼田市 砂防課

利根川支川平出沢　事
業間連携砂防等事業
（火山砂防）
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

吾妻川支川竹の沢　火
山砂防事業
事業期間：R3年度完成

東吾妻町 砂防課

吾妻川支川糠塚沢　火
山砂防事業
事業期間：R5年度完成

嬬恋村 砂防課

吾妻川支川山根沢　火
山砂防事業
事業期間：R6年度完成

東吾妻町 砂防課

吾妻川支川与喜屋沢
火山砂防事業
事業期間：R6年度完成

長野原町 砂防課

利根川支川尻谷沢　火
山砂防事業
事業期間：R7年度完成

渋川市 砂防課

利根川支川千石沢３
火山砂防事業
事業期間：R4年度完成

渋川市 砂防課

渡良瀬川支川牛窪沢
総合流域防災事業（砂
防事業）
事業期間：R3年度完成

桐生市 砂防課

渡良瀬川支川入道久保
沢　総合流域防災事業
（砂防事業）
事業期間：R5年度完成

桐生市 砂防課

中棚地区　事業間連携
砂防等事業（急傾斜）
事業期間：R4年度完成

南牧村 砂防課

中井地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R3年度完成

下仁田町 砂防課

西久方町１丁目１地区
急傾斜地崩壊対策事業
事業期間：R5年度完成

桐生市 砂防課

関口地区　事業間連携
砂防等事業（急傾斜）
事業期間：R3年度完成

下仁田町 砂防課

千原地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R6年度完成

沼田市 砂防課

高園寺地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R5年度完成

桐生市 砂防課

西浦地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R3年度完成

渋川市 砂防課

利根商地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R4年度完成

みなかみ町 砂防課

町営住宅-Ｂ地区　急
傾斜地崩壊対策事業
事業期間：R3年度完成

桐生市 砂防課

塩井２地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R5年度完成

沼田市 砂防課

高戸谷（老神１）地区
事業間連携砂防等事業
（急傾斜）
事業期間：R5年度完成

桐生市 砂防課

⑥-4 土砂災害防止施設の整備・
機能保全

1-3,6-1
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番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

泉竜院地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R4年度完成

桐生市 砂防課

北中裏（Ａ）-１地区
急傾斜地崩壊対策事業
事業期間：R4年度完成

桐生市 砂防課

楽山荘-２地区　急傾
斜地崩壊対策事業
事業期間：R4年度完成

桐生市 砂防課

北中裏（Ｂ）地区　急
傾斜地崩壊対策事業
事業期間：R6年度完成

桐生市 砂防課

宮本町三丁目１-２地
区　急傾斜地崩壊対策
事業
事業期間：R6年度完成

桐生市 砂防課

出合原１地区　急傾斜
地崩壊対策事業
事業期間：R6年度完成

桐生市 砂防課

阿能川地区　事業間連
携砂防等事業（急傾
斜）
事業期間：R7年度完成

みなかみ町 砂防課

御座地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R3年度完成

沼田市 砂防課

奥田-２地区　急傾斜
地崩壊対策事業
事業期間：R3年度完成

東吾妻町 砂防課

新羽（向屋２）地区
急傾斜地崩壊対策事業
事業期間：R6年度完成

上野村 砂防課

はるな郷A地区　急傾
斜地崩壊対策事業
事業期間：R6年度完成

高崎市 砂防課

小日向１地区　急傾斜
地崩壊対策事業
事業期間：R7年度完成

みなかみ町 砂防課

大栃地区　事業間連携
砂防等事業（急傾斜）
事業期間：R5年度完成

藤岡市 砂防課

宅地地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R4年度完成

高崎市 砂防課

本宿3(西牧-1)地区
急傾斜地崩壊対策事業
事業期間：R6年度完成

下仁田町 砂防課

駒留地すべり防止区域
事業間連携砂防等事業
（地すべり）
事業期間：R6年度完成

藤岡市 砂防課

中関地すべり防止区域
事業間連携砂防等事業
（地すべり）
事業期間：R5年度完成

安中市 砂防課

生須地すべり防止区域
事業間連携砂防等事業
（地すべり）
事業期間：R6年度完成

中之条町 砂防課

渡良瀬川支川細貝戸沢
通常砂防事業
事業期間：R6年度完成

みどり市 砂防課

鏑川支川清泉寺沢　通
常砂防事業
事業期間：R6年度完成

下仁田町 砂防課

利根川支川下町の沢
火山砂防事業
事業期間：R6年度完成

渋川市 砂防課

吾妻川支川袋沢　火山
砂防事業
事業期間：R6年度完成

渋川市 砂防課

烏川支川花見町１　火
山砂防事業
事業期間：R6年度完成

高崎市 砂防課

碓氷川支川上鼻高沢
通常砂防事業
事業期間：R5年度完成

高崎市 砂防課

⑥-4 土砂災害防止施設の整備・
機能保全

1-3,6-1
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番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

赤谷3地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

利根川支川中島沢（東
神楽沢）　通常砂防事
業
事業期間：R6年度完成

みなかみ町 砂防課

鏑川支川裏根川　通常
砂防事業
事業期間：R6年度完成

甘楽町 砂防課

神流川支川森戸沢　通
常砂防事業
事業期間：R6年度完成

上野村 砂防課

吾妻川支川橋横倉沢
火山砂防事業
事業期間：R6年度完成

東吾妻町 砂防課

鏑川支川黒川Ａ　通常
砂防事業
事業期間：R6年度完成

富岡市 砂防課

鏑川支川黒川Ｂ　通常
砂防事業
事業期間：R6年度完成

富岡市 砂防課

勝山1地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R4年度完成

上野村 砂防課

塩之沢9地区　急傾斜
地崩壊対策事業
事業期間：R6年度完成

上野村 砂防課

西久方町一丁目4-2地
区　急傾斜地崩壊対策
事業
事業期間：R6年度完成

桐生市 砂防課

三岐(C)　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R6年度完成

上野村 砂防課

鏑川支川夏内沢　通常
砂防事業
事業期間：R6年度完成

下仁田町 砂防課

碓氷川支川栗山沢　通
常砂防事業
事業期間：R6年度完成

安中市 砂防課

枯木地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R3年度完成

中之条町 砂防課

上田代地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R3年度完成

嬬恋村 砂防課

細工屋２地区　事業間
連携砂防等事業（急傾
斜）
事業期間：R5年度完成

みなかみ町 砂防課

一台堂２地区　急傾斜
地崩壊対策事業
事業期間：R7年度完成

安中市 砂防課

内匠地すべり防止区域
地すべり対策事業
事業期間：R7年度完成

富岡市 砂防課

熊野沢地すべり防止区
域　地すべり対策事業
事業期間：R7年度完成

中之条町 砂防課

渡良瀬川支川仙ヶ沢
通常砂防事業
事業期間：R6年度完成

桐生市 砂防課

吾妻川支川鳴瀬沢　通
常砂防事業
事業期間：R7年度完成

東吾妻町 砂防課

利根川支川荒砥川　火
山砂防事業
事業期間：R10年度完
成

前橋市 砂防課

渡良瀬川支川谷山沢
通常砂防事業
事業期間：R11年度完
成

桐生市 砂防課

赤谷川支川十二河原沢
通常砂防事業
事業期間：R11年度完
成

みなかみ町 砂防課

⑥-4 土砂災害防止施設の整備・
機能保全

1-3,6-1
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番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

利根川支川天神腰沢
通常砂防事業
事業期間：R11年度完
成

みなかみ町 砂防課

鏑川支川大萱沢　通常
砂防事業
事業期間：R11年度完
成

下仁田町 砂防課

鏑川支川大久保沢　通
常砂防事業
事業期間：R11年度完
成

東吾妻町 砂防課

保美濃山地すべり防止
区域　地すべり対策事
業
事業期間：R8年度完成

藤岡市 砂防課

上中尾地区　地すべり
対策事業
事業期間：R12年度以
降完成

渋川市 砂防課

立石地区　地すべり対
策事業
事業期間：R12年度以
降完成

東吾妻町 砂防課

判形５地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R11年度完
成

高山村 砂防課

町並地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R11年度完
成

みなかみ町 砂防課

唐沢地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R6年度完成

川場村 砂防課

唐沢２地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R8年度完成

太田市 砂防課

根小屋１地区　急傾斜
地崩壊対策事業
事業期間：R9年度完成

下仁田町 砂防課

三本木地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R9年度完成

藤岡市 砂防課

乙母地区　急傾斜地崩
壊対策事業
事業期間：R6年度完成

上野村 砂防課

諏訪前地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R11年度完
成

東吾妻町 砂防課

内匠東地区　急傾斜地
崩壊対策事業
事業期間：R8年度完成

富岡市 砂防課

⑥-5 土砂災害防止施設の老朽化
対策 1-3

利根川支川前入沢ほか
砂防メンテナンス事業

渋川市ほか県内一円 砂防課

治山事業
（緊急予防治山事業）

【整備箇所】地区名
渋川市：阿久沢
高崎市：桑峙、背場谷津
神流町：馬込
下仁田町：谷ノ山
南牧村：滝ノ沢Ⅱ
東吾妻町：漆貝戸
沼田市：寺久保
みどり市：桃ノ沢、押手、西山、樋ノ入

森林保全課

⑥-6 治山施設等の整備・機能維
持

1-3,2-2,
6-1,6-3

⑥-4 土砂災害防止施設の整備・
機能保全

1-3,6-1

30 



⑥国土保全／土地利用

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

農山漁村地域整備交付
金
（森林基盤整備事業）

【整備箇所】地区名
前橋市：鍋割山
渋川市：寺沢、後入
高崎市：寺ノ平、岡尾根、内ノ沢、石切谷
安中市：室ノ木、新林、神奈沢、三ツ頭、
　宮ノ上
藤岡市：月吉
上野村：タルノ沢、片角、奈良山
下仁田町：新井替戸、目赤石、鮒久保
南牧村：滑岩、腰越
中之条町：引沼
嬬恋村：北畑、鹿沢、東
東吾妻町：迦葉、馬渡
沼田市：堂平、赤谷
片品村：鎌田、赤沢
川場村：小田川
昭和村：切通、中島
みどり市：上ノ台、大畑、塩原、椀名条、
　前山

森林保全課

⑥-7 山地防災情報の周知
1-3,1-5

林業・木材産業成長産
業化促進対策

県内全域 森林保全課

森林整備事業 公益的機能の発揮に資する間伐等の森林整備 林政課

農山漁村地域整備交付
金

公益的機能の発揮に資する造林等の森林整備 林政課

農村地域防災減災事業 県内全域 農村整備課

農業水路等長寿命化・
防災減災事業

県内全域 農村整備課

⑥-10 農地の保全 6-1 農村地域防災減災事業 県内全域 農村整備課
農村地域防災減災事業 県内全域 農村整備課

農業水路等長寿命化・
防災減災事業

県内全域 農村整備課

農山漁村地域整備交付
金

県内全域 農村整備課

水利施設等保全高度化
事業

県内全域 農村整備課

地方創生道整備推進
交付金

老神穴原線（沼田市）
小沢線（沼田市）
赤倉栗生線（沼田市）

林政課

農山漁村地域整備交付
金

奥山六車線（下仁田町、南牧村）
草喰八丁河原線（甘楽町）
吾嬬山線（東吾妻町）
梅田小平線（桐生市）

林政課

森林整備事業

榛倉線（高崎市）
杏ヶ岳線（高崎市）
上野大滝線（上野村）
道場線（南牧村）
赤倉栗生線（沼田市）

林政課

烏・神流川圏域総合流
域防災事業（烏川）

高崎市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（男井戸川）

伊勢崎市 河川課

利根川圏域総合流域防
災事業（大川）

太田市 河川課

⑥-18 被災農地等の早期復旧支援 4-2 災害復旧事業 県内全域 農村整備課
⑥-19 地域コミュニティ機能の維

持・発揮（農地、農業用施
設の維持・保全）

6-3,7-3
多面的機能支払交付金 県内全域 農村整備課

⑥-20 地籍調査の推進 7-3 国土調査 県内全域 農村整備課

⑥-8 森林の整備 1-3,2-2,4-1,
5-1,6-1,6-3

⑥-15 農業生産基盤の整備（農業
水利施設）

4-2

⑥-9 ため池の防災対策
6-1

⑥-16 緊急輸送道路等の確保

⑥-17 浸水の早期解消 1-2,7-2

1-1,1-2,1-3,
2-1,2-2,2-3,
2-4,3-2,4-1,
4-2,5-1,5-4,

6-1
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⑧老朽化対策

番号 施策方針 関連事態 事業の名称 具体的な箇所等 担当所属

国道２９１号(湯原工
区)　消雪施設修繕事
業

みなかみ町 道路管理課

国道２９１号(小仁田
工区)　融雪施設修繕
事業

みなかみ町 道路管理課

県道沼田水上線(小日
向工区)　消雪施設修
繕事業

みなかみ町 道路管理課

国道舗装修繕事業(第1
次緊急輸送道路)

富岡市ほか 道路管理課

国道舗装修繕事業(第2
次緊急輸送道路)

高崎市ほか 道路管理課

国道舗装修繕事業(緊
急輸送道路指定無し)

前橋市ほか 道路管理課

地方道舗装修繕事業
(第1次緊急輸送道路)

高崎市ほか 道路管理課

地方道舗装修繕事業
(第2次緊急輸送道路)

邑楽町ほか 道路管理課

地方道舗装修繕事業
(緊急輸送道路指定無
し)

太田市ほか 道路管理課

自転車道橋梁修繕事業 県内一円 道路管理課

トンネル修繕事業 県内一円 道路管理課

道路付属物修繕事業 県内一円 道路管理課

大型標識修繕事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：9億円

県内一円 道路管理課

張出歩道修繕事業
事業期間：R9年度完成
全体事業費：6億円

県内一円 道路管理課

橋梁修繕更新事業
事業期間:R2～R11
維持管理費:320億円

県内一円 道路整備課

⑧-1 インフラの維持管理・更新

－
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