
群馬　補助　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　農業農村整備事業等 （単位：百万円）

1 群馬県 中之条町 地すべり対策事業 わらび峠 320            - 18                      事業着手

2 群馬県 沼田市 農村地域防災減災事業 堀廻 150            - 11                      

3 群馬県
太田市、みど
り市

農村地域防災減災事業 渡良瀬川中央1期 2,700         1.01           110                    

4 群馬県 太田市 農村地域防災減災事業 渡良瀬川中央2-2期 1,278         1.01           80                      

5 群馬県
館林市、板倉
町

農村地域防災減災事業 渡良瀬川中央4期 2,914         1.01           40                      

6 群馬県 前橋市 農村地域防災減災事業 横沢 180            - 30                      

7 群馬県
沼田市、川場
村

農村地域防災減災事業 沼田平 340            - 59                      

8 群馬県 高崎市 農村地域防災減災事業 久留馬 164            - 23                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等



群馬　補助　 - 2

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

9 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 清水（金沢川） 276            - 48                      

10 群馬県 昭和村 復旧治山事業 後沢 82             - 18                      

11 群馬県 高崎市 復旧治山事業 甘草 83             - 23                      

12 群馬県 安中市 復旧治山事業 中ノ峯 92             - 12                      

13 群馬県 神流町 復旧治山事業 間物 214            - 63                      

14 群馬県 高崎市 復旧治山事業 北上ノ山 185            - 41                      

15 群馬県 上野村 復旧治山事業 野栗沢地区 1,463         1.41           156                    

16 群馬県 太田市 復旧治山事業 唐沢山 116            - 25                      

17 群馬県 桐生市
奥地保安林保全緊急対策
事業

藤生山 184            - 10                      

18 群馬県 神流町 地すべり防止事業 一本木 336            - 65                      

19 群馬県 沼田市 防災林造成事業 滝坂川 452            - 49                      

20 群馬県 榛東村 保安林整備事業 吾妻山 2               - 2                        事業着手

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



群馬　補助　 - 3

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

21 群馬県 前橋市 保安林整備事業 小麦沢ほか 16             - 15                      事業着手

22 群馬県 渋川市 保安林整備事業 田之郷ほか 9               - 9                        事業着手

23 群馬県 高崎市 保安林整備事業 小塚ほか 22             - 22                      事業着手

24 群馬県 安中市 保安林整備事業 新林ほか 10             - 10                      事業着手

25 群馬県 藤岡市 保安林整備事業 奥ノ反ほか 7               - 7                        事業着手

26 群馬県 神流町 保安林整備事業 塚越ほか 7               - 7                        事業着手

27 群馬県 上野村 保安林整備事業 滝ノ沢ほか 7               - 7                        事業着手

28 群馬県 富岡市 保安林整備事業 高光堂ほか 4               - 4                        事業着手

29 群馬県 下仁田町 保安林整備事業 タラ久保ほか 9               - 9                        事業着手

30 群馬県 南牧村 保安林整備事業 木戸ヶ沢ほか 4               - 4                        事業着手

31 群馬県 甘楽町 保安林整備事業 長開ほか 3               - 3                        事業着手

32 群馬県 高山村 保安林整備事業 追廻ほか 7               - 7                        事業着手

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容



群馬　補助　 - 4

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

33 群馬県 東吾妻町 保安林整備事業 烏帽子 2               - 2                        事業着手

34 群馬県 沼田市 保安林整備事業 栗生ほか 11             - 11                      事業着手

35 群馬県 片品村 保安林整備事業 根子ほか 9               - 9                        事業着手

36 群馬県 川場村 保安林整備事業 赤倉ほか 5               - 5                        事業着手

37 群馬県 昭和村 保安林整備事業 下原ほか 8               - 8                        事業着手

38 群馬県 みなかみ町 保安林整備事業 小池ほか 2               - 2                        事業着手

39 群馬県 桐生市 保安林整備事業 駒見ほか 5               - 5                        事業着手

40 群馬県 みどり市 保安林整備事業 大荷場ほか 4               - 4                        事業着手

41 群馬県 高崎市 復旧治山事業 三ツ塚原 114            - 21                      

42 群馬県 片品村 復旧治山事業 下田保 141            - 35                      

43 群馬県 川場村 復旧治山事業 滝ノ沢 200            - 50                      

44 群馬県 みなかみ町 復旧治山事業 原入沢 114            - 34                      

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容



群馬　補助　 - 5

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

45 群馬県 前橋市 復旧治山事業 螺沢 101            - 41                      事業着手

46 群馬県 渋川市 復旧治山事業 伊香保地区 80             - 20                      事業着手

47 群馬県 前橋市 復旧治山事業 三原田地区 80             - 28                      事業着手

48 群馬県 高崎市 復旧治山事業 東谷地区 80             - 30                      事業着手

49 群馬県 高崎市 復旧治山事業 秋間地区 80             - 30                      事業着手

50 群馬県 高崎市 復旧治山事業 里見室田地区 80             - 20                      事業着手

51 群馬県 安中市 復旧治山事業 増田地区 80             - 20                      事業着手

52 群馬県 神流町 復旧治山事業 柏木地区 80             - 20                      事業着手

53 群馬県 南牧村 復旧治山事業 大塩沢地区 80             - 20                      事業着手

54 群馬県 南牧村 復旧治山事業 羽沢地区 80             - 20                      事業着手

55 群馬県 南牧村 復旧治山事業 磐戸地区 80             - 20                      事業着手

56 群馬県 中之条町 復旧治山事業 沢渡地区 80             - 20                      事業着手

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容



群馬　補助　 - 6

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

57 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 三島地区 80             - 20                      事業着手

58 群馬県 沼田市 復旧治山事業 大原地区 80             - 10                      事業着手

59 群馬県 沼田市 復旧治山事業 平川地区 80             - 10                      事業着手

60 群馬県 沼田市 復旧治山事業 南郷地区 80             - 30                      事業着手

61 群馬県 片品村 復旧治山事業 東小川地区 80             - 20                      事業着手

62 群馬県 みどり市 復旧治山事業 田沢地区 80             - 20                      事業着手

63 群馬県 吉岡町 復旧治山事業 上野田地区 152            - 51                      事業着手

64 群馬県 高崎市 復旧治山事業 高尾 71             - 49                      事業着手

65 群馬県 安中市 復旧治山事業 西見 110            - 31                      事業着手

66 群馬県 安中市 復旧治山事業 山口 80             - 37                      事業着手

67 群馬県 安中市 復旧治山事業 野ヶ久保 73             - 35                      事業着手

68 群馬県 富岡市 復旧治山事業 妙義山 88             - 48                      事業着手

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 全体事業費

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容



群馬　補助　 - 7

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

69 群馬県 下仁田町 復旧治山事業 大萱 150            - 32                      事業着手

70 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 新井 136            - 38                      事業着手

71 群馬県 昭和村 復旧治山事業 梨木平 230            - 120                    事業着手

72 群馬県 桐生市 復旧治山事業 駒見 110            - 25                      事業着手

73 群馬県 みどり市 復旧治山事業 押出沢 95             - 20                      事業着手

74 群馬県 桐生市 復旧治山事業 株栃 122            - 48                      事業着手

75 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 烏帽子 268            - 91                      事業着手

76 群馬県 前橋市 保安林緊急改良事業 大穴北 20             - 5                        事業着手

77 群馬県 前橋市 保安林緊急改良事業 西樺沢 14             - 5                        事業着手

78 群馬県 前橋市 保安林緊急改良事業 龍ノ口 13             - 6                        事業着手

79 群馬県 昭和村 保安林緊急改良事業 松ノ木平 5               - 5                        事業着手

80 群馬県 富岡市 保安林整備事業 笛取 2               - 2                        事業着手

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費



群馬　補助　 - 8

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号））

　林野公共事業 （単位：百万円）

81 群馬県 下仁田町 保安林整備事業 丸谷沢 2               - 2                        事業着手

82 群馬県 南牧村 保安林整備事業 上径師 3               - 3                        事業着手

83 群馬県 甘楽町 保安林整備事業 大久保 2               - 2                        事業着手

84 群馬県 みどり市 保安林整備事業 孫 3               - 3                        事業着手

85 群馬県 みどり市 保安林整備事業 小中 5               - 5                        事業着手

86 群馬県 みどり市 保安林整備事業 加藤畑 3               - 3                        事業着手

87 群馬県 渋川市 復旧治山事業 宮ノ上 86             - 40                      事業着手

88 群馬県 藤岡市 林業専用道等整備事業 高畑線 221            - 103                    

89 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

利根上流 959            - 27                      

90 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吾妻 1,517         4.09           43                      

91 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

利根下流 1,485         3.97           42                      

92 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

西毛 2,746         4.41           78                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。
（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

 費用対効果
(B/C)等

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費



群馬　補助（ゼロ国）　 - 1

補助事業（平成２４年度補正予算（第１号）　ゼロ国債）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 清水（金沢川） 276            － 124                    

2 群馬県 沼田市 復旧治山事業 中沢 292            － 122                    

3 群馬県 下仁田町 復旧治山事業 横岩 165            － 39                      

4 群馬県 高崎市 復旧治山事業 芦田小屋 283            － 28                      

5 群馬県 高崎市 復旧治山事業 一郷 165            － 53                      

6 群馬県 下仁田町 復旧治山事業 湯沢 169            － 68                      

7 群馬県 みどり市 復旧治山事業 八沢山 200            － 35                      

（注１）「全体事業費」及び「当該補正予算の事業費」は、単位未満を四捨五入している。

（注２）「費用対効果（B/C）等」は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に基づく総事業費10億円以上について公表している。

 当該補正予算の
事業費

前年度の公表内容から変更
がある継続事業の場合の変

更理由及び内容
番号

実施
都道府県名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等



群馬　交付金等　-　1

交付金等（平成２４年度補正予算（第１号））

（単位：百万円）

1 群馬県 農山漁村地域整備交付金 2,520                   

（注）「当該補正予算の配分額（国費）」は、単位未満を四捨五入している。

番号
実施

都道府県名
事業名

 当該補正予算の
配分額（国費）


	補助
	補助（ゼロ国）
	交付金等

