
整理番号 都道府県 市区町村 所在地

（B）
危険又はその可
能性がある地下

壕

（C）
国土交通省の
補助対象要件を
満たすと自治体
が判断した地下

壕

（D）
（C）のうちＲ８年
までに国土交通
省事業で対策実
施予定箇所

18201000200 福井県 福井市 花堂北

18201000300 福井県 福井市 門前町

18201000400 福井県 福井市 門前町

18201000500 福井県 福井市 足羽

18201000600 福井県 福井市 西谷町

18201000700 福井県 福井市 三十八社町

18201000800 福井県 福井市 三十八社町

18201000900 福井県 福井市 花守町 ○

18201001001 福井県 福井市 鮎川町 ○

18201001101 福井県 福井市 足谷町

18201001201 福井県 福井市 石橋町 ○

18201001401 福井県 福井市 南居町

18201001501 福井県 福井市 更毛町

18201001600 福井県 福井市 品ヶ瀬

18201001800 福井県 福井市 南野津又

18201002000 福井県 福井市 上天下

18201002200 福井県 福井市 坪谷

18202000１00 福井県 敦賀市 大蔵

18202000200 福井県 敦賀市 莇生野

18202000300 福井県 敦賀市 名子

18202000400 福井県 敦賀市 常宮

18202000500 福井県 敦賀市 沓見

18202000600 福井県 敦賀市 田結

18202000700 福井県 敦賀市 縄間

18202000800 福井県 敦賀市 疋田

18202000900 福井県 敦賀市 沓見

18202001001 福井県 敦賀市 沓見

18202001101 福井県 敦賀市 沓見

18202001201 福井県 敦賀市 原

18202001301 福井県 敦賀市 莇生野

18202001402 福井県 敦賀市 元比田

18202001503 福井県 敦賀市 莇生野

18204000100 福井県 小浜市 上野

18204000200 福井県 小浜市 金屋



18204000300 福井県 小浜市 湯岡

18204000400 福井県 小浜市 青井

18204000500 福井県 小浜市 丸山

18204000600 福井県 小浜市 羽賀

18204000700 福井県 小浜市 福谷

18204000800 福井県 小浜市 西勢

18204000900 福井県 小浜市 西勢

18204001001 福井県 小浜市 青井

18205000200 福井県 大野市 牛ヶ原

18206000100 福井県 勝山市 長山町

18206000200 福井県 勝山市 郡町

18207000100 福井県 鯖江市 河和田町

18207000200 福井県 鯖江市 別所町

18207000300 福井県 鯖江市 別所町

18207000400 福井県 鯖江市 別所町

18207000500 福井県 鯖江市 下新庄町

18207000600 福井県 鯖江市 舟津町

18207000700 福井県 鯖江市 舟津町

18207000800 福井県 鯖江市 舟津町

18207000900 福井県 鯖江市 西大井町

18207001000 福井県 鯖江市 米岡町

18209000400 福井県 越前市 旧今立町杉尾町

18209000500 福井県 越前市 旧今立町赤谷町

18209000600 福井県 越前市 旧今立町定友町

18209000800 福井県 越前市 旧武生市広瀬町

18210000100 福井県 坂井市 米ヶ脇

18322000100 福井県 永平寺町 小畑

18322000200 福井県 永平寺町 葵

18382000100 福井県 池田町 清水谷

18442000100 福井県 美浜町 久々子

18442000200 福井県 美浜町 久々子

18442000300 福井県 美浜町 久々子

18442000400 福井県 美浜町 早瀬

18442000501 福井県 美浜町 郷市

18442000601 福井県 美浜町 郷市

18442000701 福井県 美浜町 北田

18481000100 福井県 高浜町 畑

18481000200 福井県 高浜町 和田

18481000300 福井県 高浜町 和田



18481000400 福井県 高浜町 六路谷

18481000500 福井県 高浜町 下

18481000600 福井県 高浜町 鎌倉 ○

18481000700 福井県 高浜町 音海

18481000800 福井県 高浜町 馬居寺 ○

18481000900 福井県 高浜町 日置

18481001001 福井県 高浜町 高野

18481001101 福井県 高浜町 蒜畠

18481001201 福井県 高浜町 小黒飯

18481001301 福井県 高浜町 高野

18483000100 福井県 おおい町 福谷 ○

18483000200 福井県 おおい町 石山 ○

18483000300 福井県 おおい町 石山 ○

18483000400 福井県 おおい町 野尻 ○

18483000500 福井県 おおい町 大島 ○

18483000600 福井県 おおい町 大島 ○
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