
直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

1 群馬県 下仁田町 復旧治山事業 栗山川 69             渓間工3基 - 41                   

2 群馬県 みなかみ町 復旧治山事業 湯ノ小屋 49             山腹工0.68ha - 11                   

3 群馬県 みなかみ町 復旧治山事業 大穴地区 490            山腹工2.00ha - 23                   

4 群馬県 みなかみ町 復旧治山事業 日向倉沢 55             山腹工0.18ha、渓間工3基 - 16                   

5 群馬県 沼田市 復旧治山事業 ロクリン沢 303            山腹工0.20ha、渓間工6基 - 17                   

6 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 烏帽子地区 538            山腹工0.20ha、渓間工9基 - 43                   

7 群馬県 下仁田町 地すべり防止事業 矢川 500            山腹工0.86ha、渓間工7基 - 67                   

8 群馬県 嬬恋村 地すべり防止事業
万座地区
（熊池）

780            山腹工0.52ha - 87                   

9 群馬県 みなかみ町 予防治山事業 湯ノ小屋 51             山腹工0.65ha - 16                   

10 群馬県 草津町 予防治山事業 振子沢 300            山腹工0.50ha - 33                   

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画
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直轄事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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

関係市町村名 事業名 地区名 全体事業費 主要工事計画

11 群馬県 松井田町 水源地域整備事業 霧積山 137            山腹工0.06ha、渓間工4基 - 16                   

12 群馬県 みなかみ町 水源地域整備事業 奥利根水源の森 150            山腹工0.20ha、渓間工16基 - 11                   

13 群馬県 下仁田町 保安林整備事業 下仁田地区 13             森林整備60ha - 13                   

14 群馬県 松井田町 保安林整備事業 松井田地区 3               森林整備16ha - 3                    

15 群馬県
沼田市、片品村
ほか

森林環境保全整備事
業

利根上流 4,997         
更新面積560ha、保育面積
4,625ha、路網開設延長
14.3km

2.45           623                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

16 群馬県
中之条町、長野
原町ほか

森林環境保全整備事
業

吾妻 1,584         
更新面積443ha、保育面積
5,106ha、路網開設延長
23.6km

4.87           485                 

17 群馬県
前橋市、桐生市
ほか

森林環境保全整備事
業

利根下流 2,540         
更新面積104ha、保育面積
2,045ha、路網開設延長
40.6km

4.31           293                 

18 群馬県
高崎市、藤岡市
ほか

森林環境保全整備事
業

西毛 2,631         
更新面積205ha、保育面積
3,584ha、路網開設延長
32.4km

5.14           288                 
施業実施計画変更後の
全体事業量の反映

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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機構営事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1
群馬県
(埼玉県)

水資源機構かんがい
排水事業

利根導水路大規
模地震対策

4,301         

利根大堰：
　取水堰補強１箇所ほか
埼玉合口二期施設：
　取水堰補強１箇所
　調節堰補強６箇所ほか

1.29           104                事業着手

2 群馬県
水資源機構かんがい
排水事業

群馬用水緊急改
築

2,044         幹線水路L=1.7km 1.39           68                  事業着手

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

 費用対効果
(B/C)等

 当該予算の
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
（市町村名）

全体事業費 主要工事計画

 群馬　機構 - 1



補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

1 群馬県 高崎市 農業基盤整備促進事業 長野郷 2               - 2                        事業着手

2 群馬県 嬬恋村 農業基盤整備促進事業 田代・大横川 18             - 18                      事業着手

3 群馬県 板倉町 農業基盤整備促進事業 板倉籾谷 5               - 5                        事業着手

4 群馬県 明和町 農業基盤整備促進事業 明和２ 3               - 3                        事業着手

5 群馬県 邑楽町 農業基盤整備促進事業 邑楽 3               - 3                        事業着手

6 群馬県 沼田市 農村地域防災減災事業 堀廻 150            - 64                      

7 群馬県 伊勢崎市 農村地域防災減災事業 鯉沼 90             - 32                      

8 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           105                    

9 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           30                      

10 群馬県
太田市、邑楽
町、足利市

農村地域防災減災事業
渡良瀬川中央３－２
期

986            - 10                      

11 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           35                      

12 群馬県 前橋市 農村地域防災減災事業 横沢 180            - 38                      

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　農業農村整備事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

13 群馬県
沼田市、川場
村

農村地域防災減災事業 沼田平 340            - 64                      

14 群馬県 高崎市 農村地域防災減災事業 久留馬 163            - 45                      

15 群馬県 中之条町 農村地域防災減災事業 わらび峠 280            - 20                      

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

16 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 清水（金沢川） 276            - 58                      

17 群馬県 みなかみ町 復旧治山事業 原入沢 114            - 58                      

18 群馬県 高崎市 復旧治山事業 日陰本庄 80             - 35                      

19 群馬県 安中市 復旧治山事業 小名沢 161            - 33                      

20 群馬県 みどり市 復旧治山事業 株栃 122            - 62                      

21 群馬県 下仁田町 復旧治山事業 大萱 150            - 40                      

22 群馬県 渋川市 復旧治山事業 宮ノ上 86             - 50                      

23 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業 前山 127            - 22                      

24 群馬県 沼田市 復旧治山事業 冨士見沢 104            - 43                      

25 群馬県 昭和村 保安林整備事業 下原ほか 9               - 9                        

26 群馬県 高崎市 復旧治山事業 北上ノ山 185            - 5                        

27 群馬県 下仁田町 復旧治山事業 湯沢 169            - 47                      

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

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

29 群馬県 前橋市 復旧治山事業 螺沢 91             - 40                      

30 群馬県 高崎市 復旧治山事業 高尾 70             - 13                      

31 群馬県 榛東村 復旧治山事業 峰林 78             - 50                      

32 群馬県 桐生市 復旧治山事業 駒見 110            - 27                      

33 群馬県 みどり市 復旧治山事業 押出沢 95             - 26                      

34 群馬県 甘楽町 保安林整備事業 大久保 9               - 6                        

35 群馬県 みどり市 保安林整備事業 小中 9               - 5                        

36 群馬県 東吾妻町 復旧治山事業
烏帽子(特定流域総
合治山）

268            - 110                    

37 群馬県 上野村 復旧治山事業 中越沢 218            - 50                      

38 群馬県 上野村 復旧治山事業 黒川 270            - 45                      

39 群馬県 下仁田町 地すべり防止事業 上向山 120            - 62                      
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

40 群馬県 南牧村 復旧治山事業 熊穴 162            - 39                      

41 群馬県 安中市 水源森林再生対策事業 青木山 450            - 64                      

42 群馬県 前橋市 保安林緊急改良事業 乙大脇 7               - 7                        事業着手

43 群馬県 前橋市 保安林緊急改良事業 東樺沢 5               - 5                        事業着手

44 群馬県 昭和村 保安林緊急改良事業 中原ほか 10             - 5                        事業着手

45 群馬県 川場村
奥地保安林保全緊急対策
事業

小田川 215            - 40                      事業着手

46 群馬県 渋川市 保安林整備事業 後里田 8               - 8                        事業着手

47 群馬県 富岡市 保安林整備事業 大桁１ 4               - 4                        事業着手

48 群馬県 富岡市 保安林整備事業 大桁2 12             - 12                      事業着手

49 群馬県 下仁田町 保安林整備事業 岡沢口 4               - 4                        事業着手

50 群馬県 桐生市 保安林整備事業 金葛 7               - 4                        事業着手

51 群馬県 前橋市 保安林整備事業 小麦沢ほか 23             - 23                      

 群馬　補助 - 5



補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

52 群馬県 渋川市 保安林整備事業 寺平ほか 13             - 13                      

53 群馬県 榛東村 保安林整備事業 吾妻山ほか 1               - 1                        

54 群馬県 安中市 保安林整備事業 新林ほか 12             - 12                      

55 群馬県 高崎市 保安林整備事業 小塚ほか 20             - 20                      

56 群馬県 藤岡市 保安林整備事業 御荷鉾山ほか 10             - 10                      

57 群馬県 神流町 保安林整備事業 五郎ヘタほか 8               - 8                        

58 群馬県 上野村 保安林整備事業 熊ノ穴ほか 11             - 11                      

59 群馬県 富岡市 保安林整備事業 大桁山ほか 5               - 5                        

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

61 群馬県 南牧村 保安林整備事業 木戸ヶ沢ほか 11             - 11                      

62 群馬県 甘楽町 保安林整備事業 長開ほか 5               - 5                        

63 群馬県 東吾妻町 保安林整備事業 熊ノ宿 1               - 1                        
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

64 群馬県 高山村 保安林整備事業 追廻ほか 6               - 6                        

65 群馬県 沼田市 保安林整備事業 栗生ほか 15             - 15                      

66 群馬県 片品村 保安林整備事業 根子ほか 10             - 10                      

67 群馬県 川場村 保安林整備事業 大谷地ほか 1               - 1                        

68 群馬県 みなかみ町 保安林整備事業 茅原ほか 3               - 3                        

69 群馬県 桐生市 保安林整備事業 駒見ほか 7               - 7                        

70 群馬県 みどり市 保安林整備事業 大荷場ほか 5               - 5                        

71 群馬県 高崎市 林業専用道等整備事業 中尾根線 40             - 25                      

72 群馬県 渋川市 林業専用道等整備事業 唐沢支線 52             - 10                      

73 群馬県 渋川市 林業専用道等整備事業 高源地線 46             - 17                      事業着手

74 群馬県 藤岡市 林業専用道等整備事業 高畑線 221            - 30                      

75 群馬県 みどり市 林業専用道等整備事業 高松線 60             - 35                      
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補助事業（平成２６年度当初予算）

　林野公共事業 （単位：百万円）

 当該予算の
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・市町村名

事業名 地区名 全体事業費
 費用対効果

(B/C)等

76 群馬県 上野村 林業専用道等整備事業 鏡ノ沢線 91             - 35                      事業着手

77 群馬県 川場村 林業専用道等整備事業 太郎線 110            - 10                      

78 群馬県
沼田市、片品
村ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

利根上流 959            - 142                    

79 群馬県
中之条町、長
野原町ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

吾妻 1,517         4.09           225                    

80 群馬県
前橋市、伊勢
崎市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

利根下流 1,485         3.97           220                    

81 群馬県
高崎市、安中
市ほか

森林環境保全整備事業
(造林関係分)

西毛 2,746         4.41           406                    

（注１）「全体事業費」及び「当該予算の事業費」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。
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交付金等（平成２６年度当初予算）

（単位：百万円）

1 群馬県 農山漁村地域整備交付金 1,480                   

2 群馬県 美しい森林づくり基盤整備交付金 111

（注）「当該予算の配分額（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

 当該予算の
配分額（国費）
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（参考）関係市町村名（平成２６年度当初予算）

直-15 群馬県 森林環境保全整備事業 利根上流 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

直-16 群馬県 森林環境保全整備事業 吾妻 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

直-17 群馬県 森林環境保全整備事業 利根下流 前橋市、桐生市、渋川市、みどり市

直-18 群馬県 森林環境保全整備事業 西毛 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町

補-78 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

利根上流 沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

補-79 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

吾妻 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

補-80 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

利根下流
前橋市、伊勢崎市、渋川市、榛東村、吉岡町、桐生市、太田市、館林市、みどり
市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

補-81 群馬県
森林環境保全整備事業
（造林関係分）

西毛 高崎市、安中市、藤岡市、上野村、神流町、富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町

番号
実施

都道府県名
事業名 地区名 関　係　市　町　村　名

 群馬　参考 - 1


