
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

22203000100 静岡県 沼津市 中沢田

22203000200 静岡県 沼津市 高沢町

22203000600 静岡県 沼津市 江の浦

22203000700 静岡県 沼津市 多比

22203000800 静岡県 沼津市 多比

22203000900 静岡県 沼津市 多比

22203001000 静岡県 沼津市 多比

22203001100 静岡県 沼津市 多比

22203001300 静岡県 沼津市 多比

22203001600 静岡県 沼津市 口野

22203001700 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203001800 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203001900 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002000 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002100 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002200 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002300 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002400 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002500 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002600 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002700 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002800 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203002900 静岡県 沼津市 内浦重寺

22203003000 静岡県 沼津市 内浦重須

22203003100 静岡県 沼津市 内浦重須

22203003200 静岡県 沼津市 内浦重須

22203003300 静岡県 沼津市 内浦重須

22203003400 静岡県 沼津市 内浦重須

22203003600 静岡県 沼津市 内浦重須

22203003700 静岡県 沼津市 内浦重須

22203003800 静岡県 沼津市 江の浦

22203090101 静岡県 沼津市 江の浦

22203090201 静岡県 沼津市 江の浦

22323000300 静岡県 熱海市 伊豆山宇土沢山



22323000400 静岡県 熱海市 伊豆山宇土沢後

22323000500 静岡県 熱海市 上多賀字奈良川山

22323000600 静岡県 熱海市 上多賀字奈良川山

22323000700 静岡県 熱海市 上多賀字奈良川山

22323000800 静岡県 熱海市 上多賀字奈良川山

22323000900 静岡県 熱海市 下多賀字大縄

22323001000 静岡県 熱海市 下多賀字大縄

22205000900 静岡県 熱海市 下多賀字大縄

22205001000 静岡県 熱海市 網代字日寄山

22205001100 静岡県 熱海市 網代字日寄山

22205001200 静岡県 熱海市 網代字日寄山

22205001300 静岡県 熱海市 網代字日寄山

22206000200 静岡県 三島市 加茂川町

22206000300 静岡県 三島市 清住町

22206000400 静岡県 三島市 谷田(並木)

22206000500 静岡県 三島市 谷田(並木)

22206000600 静岡県 三島市 谷田

22206000700 静岡県 三島市 多呂

22206000800 静岡県 三島市 徳倉

22206001100 静岡県 三島市 三ﾂ谷新田

22206001200 静岡県 三島市 谷田(小山)

22206001300 静岡県 三島市 竹倉

22206001500 静岡県 三島市 竹倉

22206002400 静岡県 三島市 大場

22206090101 静岡県 三島市 千枚原

22208000200 静岡県 伊東市 竹の内

22210000100 静岡県 富士市 神谷

22210000200 静岡県 富士市 原田

22210000300 静岡県 富士市 岩本

22210000400 静岡県 富士市 比奈

22210000500 静岡県 富士市 間門

22210000600 静岡県 富士市 中野

22213000600 静岡県 掛川市 遊家 ○

22213000700 静岡県 掛川市 遊家 ○

22213001500 静岡県 掛川市 遊家 ○

22213001800 静岡県 掛川市 本郷 ○

22213002700 静岡県 掛川市 本郷 ○

22213003000 静岡県 掛川市 本郷 ○

22213004900 静岡県 掛川市 上張 ○



22213090101 静岡県 掛川市 本郷

22213090201 静岡県 掛川市 本郷

22213090301 静岡県 掛川市 本郷

22213090401 静岡県 掛川市 本郷

22213090501 静岡県 掛川市 本郷

22213090601 静岡県 掛川市 本郷

22213090701 静岡県 掛川市 本郷

22213090801 静岡県 掛川市 本郷

22213090901 静岡県 掛川市 本郷

22213091001 静岡県 掛川市 本郷

22213091101 静岡県 掛川市 本郷

22213091201 静岡県 掛川市 本郷

22213091301 静岡県 掛川市 本郷

22213091401 静岡県 掛川市 本郷

22213091501 静岡県 掛川市 本郷

22213091601 静岡県 掛川市 本郷

22213091701 静岡県 掛川市 本郷

22213091801 静岡県 掛川市 本郷

22213091901 静岡県 掛川市 本郷

22213092001 静岡県 掛川市 本郷

22213092101 静岡県 掛川市 本郷

22213092201 静岡県 掛川市 本郷

22213092301 静岡県 掛川市 本郷

22213092401 静岡県 掛川市 本郷

22213092501 静岡県 掛川市 本郷

22213092601 静岡県 掛川市 遊家

22213092701 静岡県 掛川市 遊家

22213092801 静岡県 掛川市 遊家

22213092901 静岡県 掛川市 遊家

22213093001 静岡県 掛川市 遊家

22213093101 静岡県 掛川市 遊家

22213093201 静岡県 掛川市 遊家

22213093301 静岡県 掛川市 遊家

22213093401 静岡県 掛川市 遊家

22214000100 静岡県 藤枝市 瀬戸新屋

22215000200 静岡県 御殿場市 東田中

22216000100 静岡県 袋井市 高尾

22216000300 静岡県 袋井市 豊沢

22216000400 静岡県 袋井市 山科



22216000500 静岡県 袋井市 山科

22216000600 静岡県 袋井市 村松

22216000700 静岡県 袋井市 村松

22216000800 静岡県 袋井市 国本

22219000200 静岡県 下田市 1丁目

22219000300 静岡県 下田市 4丁目

22219000400 静岡県 下田市 4丁目

22219000700 静岡県 下田市 西本郷

22219001100 静岡県 下田市 立野

22219001200 静岡県 下田市 立野

22219002300 静岡県 下田市 箕作

22219002400 静岡県 下田市 箕作

22219002500 静岡県 下田市 箕作

22219002600 静岡県 下田市 横川

22219002700 静岡県 下田市 荒増

22219002800 静岡県 下田市 柿崎腰越

22219002900 静岡県 下田市 柿崎腰越

22219003000 静岡県 下田市 柿崎腰越

22219003300 静岡県 下田市 柿崎

22219003400 静岡県 下田市 柿崎

22219003500 静岡県 下田市 柿崎

22219003600 静岡県 下田市 柿崎

22219003700 静岡県 下田市 柿崎

22219004200 静岡県 下田市 大賀茂

22219004300 静岡県 下田市 白浜

22219004400 静岡県 下田市 白浜

22219004500 静岡県 下田市 白浜

22219004600 静岡県 下田市 白浜

22219004800 静岡県 下田市 白浜

22219004900 静岡県 下田市 白浜

22219005000 静岡県 下田市 白浜

22219005100 静岡県 下田市 白浜

22219006000 静岡県 下田市 白浜

22219006100 静岡県 下田市 白浜

22219006200 静岡県 下田市 白浜

22219006500 静岡県 下田市 北湯ヶ野

22219006600 静岡県 下田市 椎原

22219007000 静岡県 下田市 大賀茂

22219007100 静岡県 下田市 吉佐美



22219008600 静岡県 下田市 3丁目

22219008800 静岡県 下田市 3丁目

22219008900 静岡県 下田市 3丁目

22219009100 静岡県 下田市 3丁目

22219009200 静岡県 下田市 3丁目

22219009300 静岡県 下田市 3丁目

22219009500 静岡県 下田市 3丁目

22219009600 静岡県 下田市 3丁目

22219009700 静岡県 下田市 3丁目

22219009800 静岡県 下田市 3丁目

22219009900 静岡県 下田市 3丁目

22219010300 静岡県 下田市 加増野字富田原

22219010400 静岡県 下田市 加増野字富田原

22221001400 静岡県 湖西市 入会地

22223000300 静岡県 御前崎市 門屋

22223000400 静岡県 御前崎市 門屋

22223000600 静岡県 御前崎市 門屋

22223000700 静岡県 御前崎市 門屋

22223000800 静岡県 御前崎市 門屋

22223000900 静岡県 御前崎市 門屋

22223001000 静岡県 御前崎市 門屋

22223001100 静岡県 御前崎市 門屋

22223001600 静岡県 御前崎市 比木 ○

22223001700 静岡県 御前崎市 比木

22223001800 静岡県 御前崎市 比木

22223001900 静岡県 御前崎市 比木 ○

22223002200 静岡県 御前崎市 新野

22223002400 静岡県 御前崎市 新野 ○

22223002600 静岡県 御前崎市 新野

22223002800 静岡県 御前崎市 新野

22223002900 静岡県 御前崎市 新野

22223003000 静岡県 御前崎市 新野

22223003300 静岡県 御前崎市 新野

22223003400 静岡県 御前崎市 新野

22223003500 静岡県 御前崎市 新野

22223003800 静岡県 御前崎市 新野

22223003900 静岡県 御前崎市 新野

22223004000 静岡県 御前崎市 新野

22223004100 静岡県 御前崎市 御前崎



22305000100 静岡県 松崎町 江奈

22306000100 静岡県 西伊豆町 田子

22306000200 静岡県 西伊豆町 田子

22306000300 静岡県 西伊豆町 田子

22306000400 静岡県 西伊豆町 田子

22306000500 静岡県 西伊豆町 田子

22306000600 静岡県 西伊豆町 田子

22306000700 静岡県 西伊豆町 田子

22306000800 静岡県 西伊豆町 田子 ○

22306000900 静岡県 西伊豆町 田子 ○

22306001000 静岡県 西伊豆町 田子

22306001100 静岡県 西伊豆町 田子

22306001200 静岡県 西伊豆町 仁科 ○

22306001300 静岡県 西伊豆町 仁科

22306001400 静岡県 西伊豆町 仁科

22306001500 静岡県 西伊豆町 田子

22307000100 静岡県 西伊豆町 安良里

22307000200 静岡県 西伊豆町 安良里

22307000300 静岡県 西伊豆町 安良里

22323000300 静岡県 沼津市 戸田字外沢海

22323000400 静岡県 沼津市 戸田字外沢海

22323000500 静岡県 沼津市 戸田字外沢海

22323000600 静岡県 沼津市 戸田字外沢海

22323000700 静岡県 沼津市 字牛ヶ洞

22323000800 静岡県 沼津市 字牛ヶ洞

22323000900 静岡県 沼津市 戸田字外沢海

22323001000 静岡県 沼津市 戸田字外沢海

22324000100 静岡県 伊豆市 八木沢 ○

22341000100 静岡県 清水町 徳倉字四方沢

22341000200 静岡県 清水町 徳倉字谷戸

22381000200 静岡県 富士市 木島室野

22381000300 静岡県 富士市 木島室野

22381000500 静岡県 富士市 木島室野

22381000600 静岡県 富士市 木島室野

22381000900 静岡県 富士市 木島室野

22381001000 静岡県 富士市 木島室野

22381001100 静岡県 富士市 木島室野

22461000100 静岡県 森町 睦実谷口

22461000200 静岡県 森町 睦実谷口



22461000300 静岡県 森町 飯田谷口

22461000400 静岡県 森町 飯田院内

22461000500 静岡県 森町 飯田太田

22461000600 静岡県 森町 飯田太田

22461000700 静岡県 森町 飯田女郎松

22461000800 静岡県 森町 飯田入ﾉ口

22461000900 静岡県 森町 飯田万丈ヶ谷

22461001000 静岡県 森町 一宮荒立

22461001100 静岡県 森町 一宮徳田

22461001200 静岡県 森町 一宮徳田

22461001300 静岡県 森町 一宮白ヶ谷

22461001400 静岡県 森町 一宮谷沢

22461001500 静岡県 森町 一宮七軒町

22503000100 静岡県 湖西市 新居字二本松

22216000900 静岡県 袋井市 宇刈

22211000104 静岡県 磐田市 藤上原 ○

22215000204 静岡県 御殿場市 東田中

246 15 0 0


