
道路冠水注意箇所マップ【群馬県】 平成３０年６月１日作成

No. 都道府県名 市町村名 道路種別 路線名 地先名又は通称名

1 群馬県 前橋市 県道 主要地方道　前橋高崎線 前橋市石倉町　（石倉アンダ－）

2 群馬県 前橋市 市道 ※市道番号なし 前橋市岩神町四丁目　（国体道路）

3 群馬県 高崎市 国道（県管理） ３５４号 高崎市江木町　（江木アンダ－）

4 群馬県 高崎市 県道 主要地方道　高崎駒形線 高崎市高砂町　（高駒アンダ－）

5 群馬県 高崎市 市道 競馬場通り線 高崎市下和田町四丁目314-3　（競馬場通り線地下道）

6 群馬県 高崎市 市道 広小路栄町線 高崎市旭町154-1　（広小路栄町線地下道）

7 群馬県 高崎市 市道 東部縦貫道線 高崎市倉賀野町4329-5　（東部縦貫道線倉賀野地下道）

8 群馬県 高崎市 市道 D1154号線 高崎市中尾町1383　（前橋インター地下道）

9 群馬県 高崎市 市道 Ｅ７８５号線 高崎市京目町468-3　（高崎インター地下道）

10 群馬県 高崎市 市道 Ｉ ９６４号線 高崎市上佐野町93-17　（上佐野第一地下道）

11 群馬県 高崎市 市道 Ｉ ２６２号線 高崎市上佐野町137-1　（上佐野第二地下道）

12 群馬県 高崎市 市道 Ｈ５７４号線 高崎市下之城町895-15　（ＪＲ高崎線下之城地下道）

13 群馬県 高崎市 市道 Ｃ８４１号線 高崎市下豊岡町813-3　（君が代橋下地下道）

14 群馬県 高崎市 市道 Ｄ９９５号線 高崎市小八木町893-2　（国道１７号小八木町あいおい損保前地下道）

15 群馬県 高崎市 市道 Ｈ１８６号線 高崎市上佐野町1045-1　（ＪＲ高崎線五輪田地下道）

16 群馬県 桐生市 国道（県管理） １２２号 桐生市相生町二丁目　（相生町2丁目アンダ－）　

17 群馬県 桐生市 市道 10848号線 桐生市宮前町二丁目　（宮前町二丁目アンダー）

18 群馬県 桐生市 市道 1-42号線 桐生市相生町一丁目　（相生町一丁目アンダー）

19 群馬県 桐生市 市道 83021号線 桐生市新里町新川　（新里町新川アンダー）

20 群馬県 伊勢崎市 県道 大原境三ツ木線 伊勢崎市境三ツ木　（三ツ木アンダ－）　

21 群馬県 太田市 市道 新田南北８９号線 太田市新田下田中町　（３５４号バイパス下西アンダー）

22 群馬県 太田市 市道 新田南北７７２号線 太田市新田中江田町　（３５４号バイパス下東アンダー）

23 群馬県 太田市 市道 太田藤阿久中道東329号線 太田市藤阿久町　（藤阿久本村会館前アンダー）　

24 群馬県 太田市 市道 太田雉子ノ尾磯ノ宮188号線 太田市台之郷町　（岩松寺裏アンダー）　

25 群馬県 館林市 県道 主要地方道　館林藤岡線 館林市千代田町　（千代田アンダ－）　

26 群馬県 館林市 市道 8252号線 館林市高根町406-6　（高根町アンダー）　

27 群馬県 館林市 市道 2級4号線 館林市下早川田町623-3　（下早川アンダー）　

28 群馬県 館林市 市道 3219号線 館林市楠町3970　（館林－８）

29 群馬県 館林市 市道 3231号線 館林市楠町2389　（館林－１１）

30 群馬県 館林市 市道 3264号線 館林市田谷町51　（館林－１３）

31 群馬県 館林市 市道 3295号線 館林市大島町2774　（館林－１５）

32 群馬県 渋川市 市道 中村新町線 渋川市渋川・石原　（大崎アンダー）

33 群馬県 藤岡市 市道 １１６３号線 藤岡市上栗須　（上栗須アンダー）

34 群馬県 藤岡市 市道 １００２号線 藤岡市森新田　（森新田アンダー）

35 群馬県 安中市 県道 主要地方道　下仁田安中倉渕線 安中市磯部　（磯部アンダ－）　

36 群馬県 みどり市 市道 笠懸4188号線 みどり市笠懸町阿左美　（阿左美アンダー）　

37 群馬県 高崎市 市道 矢田・池線 高崎市吉井町池　（下池地下道）

38 群馬県 高崎市 市道 宿・本郷線 高崎市吉井町長根　（西吉井地下道）

39 群馬県 高崎市 町道 東部幹線 高崎市下滝町721-1（東部幹線地下道）

40 群馬県 明和町 町道 1-188号線 明和町上江黒766　（上江黒アンダー）

41 群馬県 邑楽町 町道 幹線５号線 邑楽町大字新中野　（新中野アンダー）

42 群馬県 高崎市 国道 １７号 高崎市高松町　（高松立体）

43 群馬県 渋川市 市道 小野子村上線 渋川市村上　（共栄アンダー）

44 群馬県 館林市 市道 １１２３号線 館林市大街道一丁目21-1　（大街道・栄町アンダー）

45 群馬県 長野原町 町道 羽根尾洞口線 長野原町大字羽根尾　（羽根尾アンダー）

46 群馬県 高崎市 （市道） ※市道認定外（区画道路１２号線） 高崎市浜尻町543-1　（浜尻北地下道）

47 群馬県 長野原町 国道（県管理） １４５号 長野原町大字林　（立馬アンダー）

48 群馬県 長野原町 国道（県管理） １４５号 長野原町大字川原畑　（三平アンダー）

49 群馬県 高崎市 市道 箕郷２－２０４号線 高崎市箕郷町下芝575（下芝地下道）

お問い合わせ先

国管理の国道 高崎河川国道事務所 道路管理第二課 TEL 027-345-6043(直)

国管理以外の国道、県道 群馬県 県土整備部 道路管理課 TEL 027-226-3600(直)

市町村道 各市町村の道路維持管理担当課

道路冠水注意箇所とは、

「車道部がアンダーパス構造となっており、集中豪雨時において冠水する可能性がある箇所」を言います。

●「アンダーパス」
アンダーパスとは、主要幹線道路や鉄道などと立体的に交差する道路で、前後に比して道路の高さが局部的
に急低下（掘込部）している箇所をいう。
●「集中豪雨時において冠水する可能性がある箇所」
通常の降雨では交通安全上支障ないが、短時間の大雨（いわゆる集中豪雨、ゲリラ豪雨）などによりアン
ダーパスの車道部に雨水が急激に集中してポンプなどの排水処理能力を越えた場合には一時的に溜まる可能
性があり、これにより安全な道路交通の確保に支障をきたすおそれがあると考えられる箇所をいう。
※『交通安全上支障ない』とは、ポンプによる排水などにより通常の通行が確保された場合の他、事前通行
止等の適切な管理により、事故防止を行うことが出来る場合を含む。
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