
令和2年3月10日

4 移動の円滑化による交流・物流の拡大や観光振興を支援する道路整備

平成２５年度 ～ 平成２９年度　（５年間）

都市や交通結節点、観光地等を結ぶ道路整備を行い、地域間交流・物流の促進及び観光資源の活用を図る。

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

（H25当初） （H27末） （H29末）
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

②

③

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

4-A1 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 長野原町 東吾妻町 400

4-A2 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 長野原町 550

4-A3 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 長野原町 1,350

4-A4 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪 沼田市ほか 1,200

4-A5 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 除雪 みなかみ町ほか 1,800

4-A6 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪(機械) 沼田市ほか 1,500

4-A7 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 除雪(機械) みなかみ町ほか 1,500

4-A8 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 除雪(機械) みなかみ町 22

4-A9 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪(機械) 沼田市 180

4-A10 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪(機械) 嬬恋村 258

4-A11 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪(機械) 東吾妻町 150

4-A12 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 除雪(機械) 昭和村 258

4-A13 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 51

4-A14 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 0

4-A15 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 400

4-A16 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 0

4-A17 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 380

4-A18 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 0

4-A19 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 0

4-A20 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 0

4-A21 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 0

4-A22 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 0

4-A23 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 460

4-A24 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 200

4-A25 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 0

4-A26 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 0

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　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

0
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
46,810百万円 Ａ 46,810百万円 Ｂ 0 Ｃ

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、富岡市、安中市、下仁田
町、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉
村町、板倉町、千代田町、大泉町

－ 14箇所 29箇所

(一)林岩下線・吾妻峡南道路 ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=8.54㎞

(一)林長野原線・王城道路

(一)川原畑大戸線・湖面1号橋工区

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=3.89㎞

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.33㎞

(国)120号ほか9路線・

(主)渋川下新田線ほか53路線・

(国)120号ほか9路線・

(主)渋川下新田線ほか53路線・

(主)沼田水上線・

(国)120号・大原工区

(国)144号・田代工区

(国)145号・東吾妻工区

(主)昭和ｲﾝﾀｰ線・森下工区

(市)大胡110号線・茂木町工区

(市)00-042号線・Ⅱ期工区

(市)宮城3351号線ほか2路線・苗ヶ島町工区

(市)粕川上中村大前田線・粕川町月田工区

(都)荒牧関根線・関根町工区

(都)辻中島線・富士見町小暮工区

(市)22-8085号線・富士見町時沢工区

(市)00-059号線・上長磯町工区

(市)05-377号線・下沖町工区

(都)木瀬城南通線・上増田町工区

(市)倉渕-石津本丸線・烏川橋工区

(市)吉井-坂口･中奥平線・上奥平工区

除雪　

除雪　

除雪機械　

除雪機械　

除雪機械の格納庫整備　

除雪機械の格納庫整備　

除雪機械の格納庫整備

除雪機械の格納庫整備

除雪機械の格納庫整備

現道拡幅L=0.87km

現道拡幅L=0.70km

現道拡幅L=1.43km

現道拡幅L=0.7km

ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.26km

ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.16km

現道拡幅L=0.57km

現道拡幅L=0.74km

現道拡幅L=0.35km

現道拡幅L=2.53km

現道拡幅L=0.05km

現道拡幅L=0.49km

(市)福島小八木線・小八木町工区 ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.16km

(市)榛名-255号線・下里見町工区 ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.32km



4-A27 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 0

4-A28 道路 一般 桐生市 直接 桐生市 市町村道 改築 桐生市 0

4-A29 道路 一般 桐生市 直接 桐生市 市町村道 改築 桐生市 0

4-A30 道路 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 市町村道 改築 伊勢崎市 0

4-A31 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 452

4-A32 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 160

4-A33 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 0

4-A34 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 178

4-A35 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 0

4-A36 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 0

4-A37 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 92

4-A38 道路 一般 渋川市 直接 渋川市 市町村道 改築 渋川市 37

4-A39 道路 一般 富岡市 直接 富岡市 市町村道 改築 富岡市 79

4-A40 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村道 改築 安中市 380

4-A41 道路 一般 安中市 直接 安中市 市町村道 改築 安中市 0

4-A42 道路 一般 下仁田町 直接 下仁田町 市町村道 改築 下仁田町 125

4-A43 道路 一般 甘楽町 直接 甘楽町 市町村道 改築 甘楽町 82

4-A44 道路 一般 中之条町 直接 中之条町 市町村道 改築 中之条町 150

4-A45 道路 一般 東吾妻町 直接 東吾妻町 市町村道 改築 東吾妻町 0

4-A46 道路 一般 東吾妻町 直接 東吾妻町 市町村道 改築 東吾妻町 0

4-A47 道路 一般 玉村町 直接 玉村町 市町村道 改築 玉村町 57

4-A49 道路 一般 千代田町 直接 千代田町 市町村道 改築 千代田町 30

4-A50 道路 雪寒 沼田市 直接 沼田市 市町村道 除雪 沼田市 45

4-A51 道路 雪寒 沼田市 直接 沼田市 市町村道 除雪(機械) 沼田市 33

4-A52 道路 雪寒 中之条町 直接 中之条町 市町村道 除雪 中之条町 12

4-A53 道路 雪寒 草津町 直接 草津町 市町村道 除雪 草津町 15

4-A54 道路 雪寒 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村道 除雪 嬬恋村 45

4-A55 道路 雪寒 中之条町 直接 中之条町 市町村道 除雪(機械) 中之条町 62

4-A56 道路 雪寒 長野原町 直接 長野原町 市町村道 除雪(機械) 長野原町 45

4-A57 道路 雪寒 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村道 除雪(機械) 嬬恋村 89

4-A58 道路 雪寒 片品村 直接 片品村 市町村道 除雪 片品村 15

4-A59 道路 雪寒 片品村 直接 片品村 市町村道 除雪(機械) 片品村 18

4-A60 道路 雪寒 川場村 直接 川場村 市町村道 除雪 川場村 15

4-A61 道路 雪寒 川場村 直接 川場村 市町村道 除雪(機械) 川場村 18

4-A62 道路 雪寒 みなかみ町 直接 みなかみ町 市町村道 除雪 みなかみ町 165

4-A63 道路 雪寒 みなかみ町 直接 みなかみ町 市町村道 除雪(機械) みなかみ町 285

4-A64 道路 一般 嬬恋村 直接 嬬恋村 市町村道 改築 嬬恋村 45

4-A65 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 除雪(機械) 前橋市 46

4-A66 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 甘楽町 高崎市 1,500

4-A67 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 高崎市 甘楽町 530

4-A68 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 高崎市 吉岡町 300

4-A69 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 東吾妻町 15

4-A70 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 524

4-A71 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 82

4-A72 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 476

4-A73 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 860

4-A74 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 1,160

4-A75 道路 一般 太田市 直接 太田市 市町村道 改築 太田市 276

4-A76 道路 一般 太田市 直接 太田市 市町村道 改築 太田市 198

4-A77 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村道 改築 藤岡市 700

4-A78 道路 一般 板倉町 直接 板倉町 市町村道 改築 板倉町 700

4-A79 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 高崎市 500

4-A80 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 藤岡市 100

(市)湯舟坊坂線ほか158路線・

(市)湯舟坊坂線ほか158路線・

(町)新湯一号線ほか80路線・

(町)証判前口線ほか48路線・

(村)鳥居峠車坂線ほか46路線・

(町)折田伊勢町線ほか80路線・

(町)大屋原1号線ほか2路線・

(村)大横川北山線ほか46路線・

(村)鎌田立沢線ほか56路線・

(村)鎌田柳島線ほか56路線・

(村)富士山線ほか41路線・

(村)富士山線ほか41路線・

(町)粟沢西線ほか28路線・

(町)上ﾉ原線ほか4路線・

(村)大前細原線・大前工区

(主)前橋赤城線・赤城山工区

(国)254号・甘楽吉井工区

(一)後賀山名停車場線・岩崎工区

(主)高崎渋川線・金古工区

(国)145号ほか1路線・道の駅案内標識

(市)00-062号線・野中町工区

(市)01-176号線・表町一丁目工区

(都)江田天川大島線・朝倉町2工区

(市)宿横手大沢線・第3工区

(市)矢中下斎田線・第2工区

(市)1級4号線ほか2路線・毛里田工区

(市)太田緑東今泉1185号線ほか1路線・緑町工区

(市)118号・下戸塚工区

(町)1級9号線・八間樋橋工区

(主)高崎神流秩父線・多胡橋工区

除雪　

(主)前橋長瀞線・神田工区

除雪機械　

除雪　

除雪　

除雪　

除雪機械　

除雪機械　

除雪機械　

除雪　

除雪機械　

除雪　

除雪機械　

除雪　

除雪機械　

現道拡幅　L=0.43km

除雪機械の格納庫整備　

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.70㎞

現道拡幅　L=0.30㎞

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=2.80㎞

案内標識設置　

現道拡幅　L=1.00km

現道拡幅　L=0.12km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.36km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.40km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.81km

現道拡幅　L=0.88km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.92km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.05km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.75km

現道拡幅　L=0.25km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.30km

(市)吉井-坂口･中奥平線・中奥平工区 現道拡幅L=0.18km

(都)小友線・境野工区 現道拡幅L=0.26km

(市)84253号線・武井工区 現道拡幅L=1.00km

(市)(伊)2級15号線・柴町2工区 ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.37km

(市)沼辺町田線・半田2工区 ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.28km

(市)1-1566号線・八木原工区 現道拡幅L=0.15km

(市)6-1123号線・下箱田工区 現道拡幅L=0.47km

(市)三国線・行幸田工区 現道拡幅L=0.20km

(市)折原川島線・金井工区 現道拡幅L=0.40km

(市)伊香保地区外環道路・伊香保工区 ﾊﾞｲﾊﾟｽL=1.10km

(市)日出島線・上白井工区 ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.47km

(市)打越線・見立工区 道路改良L=0.59km

(市)11086号線・妙義町下高田工区 現道拡幅L=0.25km

(市)扇城･下秋間線・安中工区 ﾊﾞｲﾊﾟｽL=0.52km

(市)後522号線・中後閑工区 現道拡幅L=0.56km

(町)4380号線・内山工区 現道拡幅L=0.40km

(町)天神･北金井1号線・金井工区 現道拡幅L=0.37km

(町)横尾青山線・横尾工区 現道拡幅L=0.60km

(町)田谷･貫井線・貫井工区 現道拡幅L=0.50km

(町)70号線・五町田工区 現道拡幅L=0.35km

(町)102号線・下新田工区 現道拡幅L=0.30km

(町)28号線・萱野工区 現道拡幅L=0.12km



4-A81 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 吉岡町 渋川市 4,000

4-A82 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 高崎市 藤岡市 285

4-A83 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 東吾妻町 65

4-A84 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 太田市 120

4-A85 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 館林市 500

4-A86 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 国道 改築 みどり市 0

4-A87 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 市町村道 改築 前橋市 1,490

4-A88 道路 一般 桐生市 直接 桐生市 市町村道 改築 桐生市 1,018

4-A89 道路 一般 富岡市 直接 富岡市 市町村道 改築 富岡市 344

4-A90 道路 一般 甘楽町 直接 甘楽町 市町村道 改築 甘楽町 57

4-A91 道路 雪寒 昭和村 直接 昭和村 市町村道 除雪(機械) 昭和村 30

4-A92 道路 一般 みなかみ町 直接 みなかみ町 市町村道 改築 みなかみ町 172

4-A93 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 市町村道 改築 沼田市 205

4-A94 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 市町村道 改築 沼田市 45

4-A95 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 市町村道 改築 神流町 80

4-A96 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 市町村道 改築 桐生市 35

4-A97 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 高崎市 100

4-A98 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 館林市 200

4-A99 道路 一般 長野原町 直接 長野原町 市町村道 改築 長野原町 2,327

4-A100 道路 一般 長野原町 直接 長野原町 市町村道 改築 長野原町 1,684

4-A101 道路 一般 長野原町 直接 長野原町 市町村道 改築 長野原町 1,935

4-A102 道路 一般 太田市 直接 太田市 市町村道 改築 太田市 1,267

4-A103 道路 一般 高崎市 直接 高崎市 市町村道 改築 高崎市 373

4-A104 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 安中市 2,000

4-A105 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 安中市 富岡市 2,500

4-A106 道路 一般 群馬県 直接 群馬県 都道府県道 改築 前橋市 4,200

4-A107 道路 雪寒 群馬県 直接 群馬県 国道 除雪(機械) 中之条町 258

4-A108 道路 一般 大泉町 直接 大泉町 市町村道 改築 大泉町 25

4-A109 道路 一般 大泉町 直接 大泉町 市町村道 改築 大泉町 21

4-A110 道路 一般 前橋市 直接 前橋市 都道府県道 改築 前橋市 80

4-A111 道路 一般 藤岡市 直接 藤岡市 市町村道 改築 藤岡市 40

合計 46,810
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

4-B1 交安施設 一般 群馬県 直接 群馬県 改築 前橋市ほか 0
合計 0

番号 備考

4-B1 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。

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

(国)122号・下草木工区

(都)江田天川大島線・3期工区

(市)錦琴平線・第2工区

(一)山王赤生田線・楠工区

(町)長野原線・長野原工区

(町)林線・林工区

(町)長野原向原線・長野原工区

(市)太田太田西部1125号幹線・脇屋工区

(市)箕郷-和田山・白川線・白川橋工区

(一)下里見安中線・安中工区

(一)安中富岡線・安中富岡工区

(市)6019号線ほか1路線・富岡工区

(町)西天神三ﾂ俣2号線・白倉上野工区

(村)森下赤城原線ほか21路線・

(町)真政線・政所工区

(市)輪組輪久原線・輪久原2工区

(市)輪組輪久原線・輪組2工区

(町)麻生小平線・森戸2工区

(市)1級208号線・下田沢3工区

(主)前橋長瀞線・綿貫工区

(主)高崎渋川線・3期工区

(主)寺尾藤岡線・山名工区

(一)川原畑大戸線・2期工区

(主)太田大間々線・新田薮塚工区

(国)122号・苗木工区

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=2.60㎞

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=2.70km

現道拡幅　L=3.42㎞

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.90㎞

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=3.22km

現道拡幅　L=0.25km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.50km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.92km

現道拡幅　L=0.25km

(町)小舞木寄木戸線・大泉工区

(町)上小泉古海線・

(一)津久田停車場前橋線・

(市)4732号線・

(主)前橋玉村線・朝倉工区

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.17km

除雪機械　

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.24km

現道拡幅　L=0.46km

現道拡幅　L=1.67km

現道拡幅　L=0.64km

現道拡幅　L=0.20km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=2.8km

除雪機械の格納庫整備　

信号機等整備 信号機等整備

道路改良　L=0.22km

道路改良　L=0.21km

交差点改良　L=0.18km

交差点改良　L=0.22km

現道拡幅　L=0.60km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.45km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.75km

現道拡幅　L=1.56km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=0.8km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=2.04km

橋梁架設　L=0.13km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=1.90km

ﾊﾞｲﾊﾟｽ　L=5.85km

(国)292号・赤岩工区



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

4-C4 施設整備 一般 群馬県 直接 群馬県 改築支援 前橋市ほか 2
合計 2

番号 備考

4-C4 地方道路整備事業における建設発生土の一時的なストックヤードの確保により、事業の円滑化、効果の早期発現が図られる。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・（一）川原畑大戸線・湖面１号橋工区整備により幹線道路から川原湯温泉街へのアクセス性が向上した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・（町）１級９号線の整備により、周辺地域から東武日光線・板倉東洋大前駅へのアクセス性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・（市）6019号線ほか1路線整備により、富岡製糸場や上信電鉄・上州富岡駅等と周辺観光地との周遊性が向上した。

最終目標値 29箇所 ・補正予算等を活用し、事業の進捗が図れたため。

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 ・コスト縮減等を実施し、事業の進捗が図れたため。

に差が出た要因

最終実績値 31箇所

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

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）工種

一体的に実施することにより期待される効果

建設発生土ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ整備 面積　　10,000㎡


