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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-3-（1）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 18 県管理橋梁の耐震対策

重要路線等にある橋梁(約570橋)の耐震化率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

道路 河津町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３５号 浜橋 橋梁耐震補強 2018年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 熱海市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３５号 曽我浦大橋 橋梁耐震補強 2018年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 西伊豆町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３６号 黒浜桟道橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１５０号 掛塚橋 橋梁耐震補強 2017年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 川根本町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）３６２号 要害橋 橋梁耐震補強 2018年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 川根本町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）３６２号 馬路大橋 橋梁耐震補強 2016年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 川根本町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）３６２号 松山橋 橋梁耐震補強 2020年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 下田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）蓮台寺本郷線 立野橋 橋梁耐震補強 2019年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆の国市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）４１４号 大門橋 橋梁耐震補強 2016年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）４１４号 三園橋 橋梁耐震補強 2011年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）４６９号 日向橋 橋梁耐震補強 2020年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 川根本町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）４７３号 境川橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）４７３号 葛篭橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 牧之原市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）４７３号 高橋 橋梁耐震補強 2019年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 牧之原市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）４７３号 逆川橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）伊久美元島田線 供方橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）伊久美藤枝線 浜井場橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊東市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）伊東修善寺線 記念が洞橋 橋梁耐震補強 2017年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 西伊豆町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）伊東西伊豆線 滝見橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）伊東西伊豆線 新橋 橋梁耐震補強 2020年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）伊東西伊豆線 宮上橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）伊東西伊豆線 戸倉野橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）伊東西伊豆線 八千代橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆の国市 県 橋梁耐震対策事業 県単独事業 （主）伊東大仁線 新深沢橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）一色久沢線 榎沢橋 橋梁耐震補強 2020年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 森町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）遠江一宮停車場線 片瀬橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 南伊豆町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）下田南伊豆線 小町橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 清水町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）下土狩徳倉沼津港線 徳倉橋 橋梁耐震補強 2015年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）掛川川根線 前山橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）掛川袋井線 善光寺橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 袋井市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）掛川袋井線 天草橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 防災・安全交付金 （主）掛川天竜線 新橋 架替 2020年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）掛川天竜線 原谷大橋 橋梁耐震補強 2015年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 牧之原市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）菊川榛原線 戸塚橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）菊川停車場伊達方線 豊間橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）吉原停車場吉原線 河合橋 橋梁耐震補強 2019年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 菊川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）吉田大東線 篭田橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）原里大池線 前側橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆の国市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）古奈伊豆長岡停車場線 千歳橋 橋梁耐震補強 2019年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 函南町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）御園伊豆仁田停車場線 塚本橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 御前崎市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）佐倉御前崎港線 小塩橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 防災・安全交付金 （一）三沢富士宮線 八幡橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 三島市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）三島裾野線 富士見橋 橋梁耐震補強 2019年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 県単独事業 （主）三島富士線 柏木橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 袋井市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）山梨敷地停車場線 板築橋 橋梁耐震補強 2019年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 菊川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）小笠掛川線 高田橋 橋梁耐震補強 2019年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 小山町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）沼津小山線 小山桟道橋 橋梁耐震補強 2019年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）沼津土肥線 吉妻橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）沼津土肥線 立保橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）沼津土肥線 古宇橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）沼津土肥線 港橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）沼津土肥線 中島橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）焼津森線 横内橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）焼津森線 宮前橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）焼津森線 村良下橋 橋梁耐震補強 2020年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）焼津森線 山鼻橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）焼津森線 田島橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 県単独事業 （主）焼津森線 大宮橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 焼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）焼津大井川線 松原橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 焼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）焼津大井川線 一色大橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 県単独事業 （主）焼津藤枝線 六間川橋 橋梁耐震補強 2019年度 2019年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）上稲子長貫線 天神橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）上稲子長貫線 仲橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）上野部豊田竜洋線 一雲斉橋 橋梁耐震補強 2014年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）新金谷停車場線 大代橋 橋梁耐震補強 2019年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 三島市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）清水函南停車場線 中島橋 橋梁耐震補強 2019年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 三島市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）清水函南停車場線 大場橋 橋梁耐震補強 2019年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）清水富士宮線 大倉橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）清水富士宮線 観音橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）西椎路松長線 大川橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆の国市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）静浦港韮山停車場線 長塚橋 橋梁耐震補強 2015年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆の国市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）静浦港韮山停車場線 松原橋 橋梁耐震補強 2015年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 焼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）静岡焼津線 当目大橋 橋梁耐震補強 2014年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 焼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）静岡焼津線 八雲橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）静岡朝比奈藤枝線 柚ノ木橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）静岡朝比奈藤枝線 宮島橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）静岡朝比奈藤枝線 関谷橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 菊川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）川上菊川線 丹野橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 菊川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）川上菊川線 前川橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）相俣岡部線 玉取橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）相俣岡部線 落合橋 橋梁耐震補強 2020年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）相俣岡部線 近俣橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 菊川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）相良大須賀線 新川橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 菊川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）相良大須賀線 生仁場橋 橋梁耐震補強 2016年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）相良大須賀線 新川橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 御前崎市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）相良浜岡線 新川橋 橋梁耐震補強 2019年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 森町 県 橋梁耐震対策事業 県単独事業 （主）袋井春野線 長寿橋 架替 2018年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）袋井小笠線 花面橋 橋梁耐震補強 2017年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 菊川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）袋井小笠線 堂山橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 御前崎市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）大東相良線 雨垂橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 御前崎市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）大東相良線 郡界橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）大和田森線 大和田橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 掛川市 県 橋梁耐震対策事業 防災・安全交付金 （一）大和田森線 高山橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）鷹岡柚木線 龍厳橋 橋梁耐震補強 2020年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 御殿場市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）滝ヶ原富士岡線 大駒橋 橋梁耐震補強 2020年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 小山町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）竹之下小山線 花戸橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-3-（1）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 18 県管理橋梁の耐震対策

重要路線等にある橋梁(約570橋)の耐震化率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

APにおける目標指標

道路 小山町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）竹之下小山線 落合橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）島田吉田線 谷口橋 橋梁耐震補強 2015年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）島田吉田線 島田大橋 橋梁耐震補強 2016年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）島田岡部線 大井川橋 橋梁耐震補強 2019年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 県単独事業 （一）島田岡部線 菊川橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 松崎町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）湯ヶ野松崎線 那賀川橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 藤枝市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）藤枝静岡線 八幡橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）藤枝天竜線 石上橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 島田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）藤枝天竜線 新初瀬橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 南伊豆町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）南伊豆松崎線 関山橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 南伊豆町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）南伊豆松崎線 川合野橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 松崎町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）南伊豆松崎線 風早橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆の国市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）韮山伊豆長岡修善寺線 菖蒲橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）熱海大仁線 新尺橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 伊豆市 県 橋梁耐震対策事業 防災・安全交付金 （主）熱海大仁線 白坂橋 架替 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 函南町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）熱海函南線 第２丹那橋 橋梁耐震補強 2019年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 函南町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）熱海函南線 牧場橋 橋梁耐震補強 2020年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）磐田停車場長野線 豊島橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）磐田停車場長野線 新坊僧川橋 橋梁耐震補強 2019年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 御前崎市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）浜岡菊川線 苗代橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 防災・安全交付金 （主）浜北袋井線 惣兵衛橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）富士宮鳴沢線 的橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）富士宮鳴沢線 富士見橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 御殿場市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）富士公園太郎坊線 砂沢橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 裾野市 県 橋梁耐震対策事業 防災・安全交付金 （主）富士裾野線 栄橋 架替 2017年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 防災・安全交付金 （主）富士川身延線 橋場桟道橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）富士川身延線 芝富橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）富士川身延線 内房橋 橋梁耐震補強 2021年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）富士富士宮由比線 富士見橋 橋梁耐震補強 2021年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （主）富士富士宮由比線 野中橋 橋梁耐震補強 2019年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）豊浜磐田線 新古川橋 橋梁耐震補強 2021年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 熱海市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３５号 熱海3号桟道橋 橋梁耐震補強 2019年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 熱海市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３５号 伊豆山2号桟道橋 橋梁耐震補強 2018年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 富士宮市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）富士富士宮線 曽我大橋 橋梁耐震補強 2018年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）磐田袋井線 新進橋 橋梁耐震補強 2018年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）磐田袋井線 揺橋 橋梁耐震補強 2020年度 2020年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 湖西市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）３０１号 西浜名橋 橋梁耐震補強 2019年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 磐田市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （一）磐田袋井線 三ヶ野高架橋ランプＢ 橋梁耐震補強 2018年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 南伊豆町 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３６号 湯けむり橋 橋梁耐震補強 2020年度 2022年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３６号 西尾平橋 橋梁耐震補強 2020年度 2023年度以降 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課

道路 沼津市 県 橋梁耐震対策事業 補助事業 （国）１３６号 土肥大橋 橋梁耐震補強 2020年度 2021年度 総合計画 2-9,5-4,6-4 道路整備課
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 19 市町管理JR東海道本線跨線橋の耐震化の促進

市町管理のJR東海道本線跨線橋（29橋）の耐震化率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

道路 三島市 市町 老朽化・耐震対策 補助事業 市道加茂川町加茂線 天神原跨線橋 更新 2019年度 2025年度 AP 2-9,5-4 道路整備課

道路 磐田市 市町 老朽化・耐震対策 補助事業 市道新貝三ケ野線 三ケ野新貝跨線橋線１号橋 集約化撤去 2020年度 2023年度 AP 2-9,5-4 道路整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 21 下水道施設の耐震化

流域下水処理場（28棟）の耐震化率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

都市 函南町 県 下水道総合地震対策事業 防災・安全交付金 狩野川東部処理区 間宮 水処理、汚泥処理施設の耐震化 2015年度 2022年度 AP 2-7,6-3 生活排水課

都市 沼津市 県 下水道総合地震対策事業 防災・安全交付金 狩野川西部処理区 原 水処理、汚泥処理施設の耐震化 2015年度 2021年度 AP 2-7,6-3 生活排水課

都市 函南町 県 下水道総合地震対策事業 防災・安全交付金 狩野川東部処理区 間宮 水処理施設の耐震化 2019年度 2022年度 AP

下水道総合地震対策計画 2-7,6-3 生活排水課

都市 函南町 県 下水道総合地震対策事業 防災・安全交付金 狩野川流域管路 間宮 管路の耐震化 2021年度 2025年度 AP

下水道総合地震対策計画 2-7,6-3 生活排水課

都市 沼津市 県 下水道総合地震対策事業 防災・安全交付金 狩野川西部処理区 原 水処理施設の耐震化 2019年度 2022年度 AP

下水道総合地震対策計画 2-7,6-3 生活排水課

APにおける目標指標

2-(2)-5



別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-2-（1）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 23 地域の合意形成に基づく津波対策施設（海岸）の高さの整備

レベル１津波に対し防護が必要な海岸（290.8km）のうち、合意された高さを満たす海岸堤防の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

海岸 沼津市 県 高潮対策 防災・安全交付金 沼津牛臥海岸 下香貫牛臥ほか 防潮堤嵩上げ 2014年度 2026年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課
海岸 静岡市駿河区 県 高潮対策 防災・安全交付金 静岡海岸 高松ほか 防潮堤嵩上げ 2014年度 2032年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課
海岸 牧之原市 県 高潮対策 防災・安全交付金 相良須々木海岸 須々木ほか 防潮堤嵩上げ 2014年度 2046年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課
港湾  沼津市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 沼津港海岸 千本 堤防等嵩上げ 1996年度 2024年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 静岡市清水区 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 清水港海岸 塚間・貝島・江尻・三保 堤防等嵩上げ 1986年度 2033年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 静岡市清水区 県 津波対策緊急事業 海岸事業 清水港海岸 日の出 堤防等嵩上げ 2021年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 御前崎市 県 高潮対策事業、津波対策緊急事業 防災・安全交付金、海岸事業 御前崎港海岸 女岩・御前崎・下岬 堤防等嵩上げ 2007年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 湖西市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 浜名港海岸 新居 堤防等嵩上げ 2014年度 2024年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 伊豆市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 土肥港海岸 屋形・大藪 堤防等嵩上げ 2003年度 2029年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 下田市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 下田港海岸 武が浜・柿崎 堤防等嵩上げ 2023年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 西伊豆町 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 宇久須港海岸 宇久須 堤防等嵩上げ 2023年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 松崎町 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 松崎港海岸 松崎 堤防等嵩上げ 2022年度 2027年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 牧之原市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 相良港海岸 須々木・相良・片浜 堤防等嵩上げ 2021年度 2029年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 牧之原市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 榛原港海岸 静波・鹿島 堤防等嵩上げ 2017年度 2025年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 熱海市 県 高潮対策事業、海岸環境整備事業 防災・安全交付金 熱海港海岸 渚・多賀 堤防等嵩上げ 2012年度 2028年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
漁港 焼津市 県 高潮対策 海岸事業 焼津漁港海岸 中港・新屋・小川・石津 胸壁工 2012年度 2032年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課
漁港 東伊豆町 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 白田漁港海岸 白田 胸壁工 2019年度 2022年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課
漁港 静岡市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 用宗漁港海岸 用宗 胸壁工 2016年度 2024年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課
漁港 牧之原市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 地頭方漁港海岸 新庄 胸壁工 2015年度 2028年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課
漁港 河津町 市町 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 下河津漁港海岸 見高 胸壁工 2020年度 2023年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課
漁港 東伊豆町 県 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 稲取漁港海岸 稲取 胸壁工 2023年度 2028年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課
漁港 下田市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 田牛漁港海岸 田牛 胸壁工 2021年度 2026年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-2-（1）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 24 地域の合意形成に基づく津波対策施設（河川）の高さの整備

レベル１津波に対し防護が必要な河川（91河川）のうち、合意された高さを満たす河川（堤防、水門）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

河川 牧之原市ほか 県 事業間連携河川事業 補助事業 （二）坂口谷川 細江ほか 水門整備 2018年度 2025年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 熱海市 県 広域連携事業 社会資本整備総合交付金 （二）初川 渚町 水門整備 2019年度 2025年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 熱海市 県 広域連携事業 社会資本整備総合交付金 （二）糸川 渚町 水門整備 2019年度 2028年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 熱海市 県 広域連携事業 社会資本整備総合交付金 （二）熱海和田川 渚町 水門整備 2019年度 2032年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 浜松市南区 県 地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）馬込川 中田島町 水門整備 2019年度 2027年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 牧之原市 県 国土強靭化地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）萩間川 相良 水門改修 2021年度 2024年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 静岡市清水区 県 国土強靭化総合流域防災事業 防災・安全交付金 （二）興津川 興津東町 堤防整備 2021年度 2024年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 静岡市清水区 県 国土強靭化地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）庵原川 横砂 堤防整備 2021年度 2025年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 牧之原市 県 国土強靭化地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）東沢川 地頭方 樋門整備 2021年度 2026年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 25 津波到達までに閉鎖可能な津波対策施設の整備

津波到達までに閉鎖可能な津波対策施設(628基)の整備率（水門・陸閘の自動化・遠隔化等）

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

漁港 焼津市 県 高潮対策 海岸事業 焼津漁港海岸 新屋・石津 陸閘水門整備 2012年度 2032年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 沼津市 県 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 静浦漁港海岸 志下・獅子浜・多比 陸閘整備 2010年度 2030年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 西伊豆町 市町 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 安良里漁港海岸 安良里 陸閘自動化 2008年度 2024年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

港湾 静岡市清水区 県 津波・高潮危機管理対策緊急事業 防災・安全交付金 清水港海岸 日の出 防ステ改良 2014年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 牧之原市 県 津波・高潮危機管理対策緊急事業 防災・安全交付金 相良港海岸 相良 防ステ改良 2014年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 西伊豆町 県 津波・高潮危機管理対策緊急事業 防災・安全交付金 宇久須港海岸 宇久須 防ステ改良 2014年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 牧之原市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 榛原港海岸 静波・鹿島 陸閘自動化 2017年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 牧之原市 県 津波対策緊急事業 海岸事業 御前崎港海岸 御前崎・下岬 陸閘自動化 2007年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 下田市 県 緊急自然災害防止対策事業 県単独事業 下田港海岸 柿崎 水門自動化 2020年度 2022年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 伊豆市 県 緊急自然災害防止対策事業 県単独事業 土肥港海岸 屋形・小土肥 水門自動化 2022年度 2021年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課
港湾 牧之原市 県 緊急自然災害防止対策事業 県単独事業 相良港海岸 片浜 水門自動化 2022年度 2020年度 AP 1-2.8-3 港湾整備課

漁港 南伊豆町 市町 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 下流漁港海岸 下流 陸閘整備 2023年度 2023年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 牧之原市 市町 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 地頭方漁港海岸 新庄 防ステ改良 2025年度 2022年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 26 地域の合意形成に基づく津波対策施設（海岸）の耐震化

レベル１津波に対し防護が必要な海岸（290.8㎞）のうち、耐震性を有する海岸堤防の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

海岸 沼津市 県 高潮対策 防災・安全交付金 沼津牛臥海岸 下香貫牛臥ほか 防潮堤嵩上げ 2014年度 2026年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課

港湾  沼津市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 沼津港海岸 千本 堤防等嵩上げ 1996年度 2024年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 静岡市清水区 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 清水港海岸 塚間・貝島・江尻・三保 堤防等嵩上げ 1986年度 2033年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 静岡市清水区 県 津波対策緊急事業 海岸事業 清水港海岸 日の出 堤防等嵩上げ 2021年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 御前崎市 県 高潮対策事業、津波対策緊急事業 防災・安全交付金、海岸事業 御前崎港海岸 女岩・御前崎・下岬 堤防等嵩上げ 2007年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 湖西市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 浜名港海岸 新居 堤防等嵩上げ 2014年度 2024年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 伊豆市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 土肥港海岸 屋形・大藪 堤防等嵩上げ 2003年度 2029年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 下田市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 下田港海岸 武が浜・柿崎 堤防等嵩上げ 2023年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 西伊豆町 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 宇久須港海岸 宇久須 堤防等嵩上げ 2023年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 松崎町 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 松崎港海岸 松崎 堤防等嵩上げ 2022年度 2027年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 牧之原市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 相良港海岸 須々木・相良・片浜 堤防等嵩上げ 2021年度 2029年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 牧之原市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 榛原港海岸 静波・鹿島 堤防等嵩上げ 2017年度 2025年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 熱海市 県 高潮対策事業、海岸環境整備事業 防災・安全交付金 熱海港海岸 渚・多賀 堤防等嵩上げ 2012年度 2028年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

漁港 焼津市 県 高潮対策 海岸事業 焼津漁港海岸 中港・新屋・小川・石津 胸壁工 2012年度 2032年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 東伊豆町 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 白田漁港海岸 白田 胸壁工 2019年度 2022年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 静岡市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 用宗漁港海岸 用宗 胸壁工 2019年度 2024年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 牧之原市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 地頭方漁港海岸 新庄 胸壁工 2020年度 2028年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 河津町 市町 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 下河津漁港海岸 見高 胸壁工 2020年度 2023年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 東伊豆町 県 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 稲取漁港海岸 稲取 胸壁工 2023年度 2028年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 下田市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 田牛漁港海岸 田牛 胸壁工 2021年度 2026年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 27 地域の合意形成に基づく津波対策施設（河川）の耐震化

レベル１津波に対し防護が必要な河川（91河川）のうち、耐震性を有する河川堤防の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

河川 牧之原市ほか 県 事業間連携河川事業 補助事業 （二）坂口谷川 細江ほか 水門整備 2018年度 2025年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 浜松市南区 県 地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）馬込川 中田島町 水門整備 2019年度 2027年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

APにおける目標指標

2-(2)-10



別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 28 地域の合意形成に基づく津波対策施設（海岸）の粘り強い構造への改良

レベル１津波に対し防護が必要な海岸（290.8㎞）のうち、粘り強い構造を有する海岸堤防の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

海岸 沼津市 県 高潮対策 防災・安全交付金 沼津牛臥海岸 下香貫牛臥ほか 防潮堤嵩上げ 2014年度 2026年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課
海岸 静岡市駿河区 県 高潮対策 防災・安全交付金 静岡海岸 高松ほか 防潮堤嵩上げ 2014年度 2032年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課
海岸 牧之原市 県 高潮対策 防災・安全交付金 相良須々木海岸 須々木ほか 防潮堤嵩上げ 2014年度 2046年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課
海岸 牧之原市 県 高潮対策 防災・安全交付金 相良片浜海岸 片浜ほか 防潮堤嵩上げ 2019年度 2046年度 AP 1-2,8-3 河川海岸整備課

港湾  沼津市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 沼津港海岸 千本 堤防等嵩上げ 1996年度 2024年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 静岡市清水区 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 清水港海岸 塚間・貝島・江尻・三保 堤防等嵩上げ 1986年度 2033年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 静岡市清水区 県 津波対策緊急事業 海岸事業 清水港海岸 日の出 堤防等嵩上げ 2021年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 御前崎市 県 高潮対策事業、津波対策緊急事業 防災・安全交付金、海岸事業 御前崎港海岸 女岩・御前崎・下岬 堤防等嵩上げ 2007年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 湖西市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 浜名港海岸 新居 堤防等嵩上げ 2014年度 2024年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 伊豆市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 土肥港海岸 屋形・大藪 堤防等嵩上げ 2003年度 2029年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 下田市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 下田港海岸 武が浜・柿崎 堤防等嵩上げ 2023年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 西伊豆町 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 宇久須港海岸 宇久須 堤防等嵩上げ 2023年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 松崎町 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 松崎港海岸 松崎 堤防等嵩上げ 2022年度 2027年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 牧之原市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 相良港海岸 須々木・相良・片浜 堤防等嵩上げ 2021年度 2029年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 牧之原市 県 高潮対策事業 防災・安全交付金 榛原港海岸 静波・鹿島 堤防等嵩上げ 2017年度 2025年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 熱海市 県 高潮対策事業、海岸環境整備事業 防災・安全交付金 熱海港海岸 渚・多賀 堤防等嵩上げ 2012年度 2028年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

漁港 焼津市 県 高潮対策 海岸事業 焼津漁港海岸 中港・新屋・小川・石津 胸壁工 2012年度 2032年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 東伊豆町 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 白田漁港海岸 白田 胸壁工 2019年度 2022年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 静岡市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 用宗漁港海岸 用宗 胸壁工 2016年度 2024年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 牧之原市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 地頭方漁港海岸 新庄 胸壁工 2015年度 2028年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 河津町 市町 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 下河津漁港海岸 見高 胸壁工 2020年度 2023年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 東伊豆町 県 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 稲取漁港海岸 稲取 胸壁工 2023年度 2028年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 下田市 市町 高潮対策 農山漁村地域整備交付金 田牛漁港海岸 田牛 胸壁工 2021年度 2026年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 29 地域の合意形成に基づく津波対策施設（河川）の粘り強い構造への改良

レベル１津波に対し防護が必要な河川（91河川）のうち、粘り強い構造を有する河川堤防の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

河川 牧之原市ほか 県 事業間連携河川事業 補助事業 （二）坂口谷川 細江ほか 水門整備 2018年度 2025年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 熱海市 県 広域連携事業 社会資本整備総合交付金 （二）初川 渚町 水門整備 2019年度 2025年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 熱海市 県 広域連携事業 社会資本整備総合交付金 （二）糸川 渚町 水門整備 2019年度 2028年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 熱海市 県 広域連携事業 社会資本整備総合交付金 （二）熱海和田川 渚町 水門整備 2019年度 2032年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 浜松市南区 県 地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）馬込川 中田島町 水門整備 2019年度 2027年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 牧之原市 県 国土強靭化地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）萩間川 相良 水門改修 2021年度 2024年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

河川 牧之原市 県 国土強靭化地震・高潮対策河川事業 防災・安全交付金 （二）東沢川 地頭方 樋門整備 2021年度 2026年度
AP

美しいふじのく
にｲﾝﾌﾗﾋﾞｼﾞｮﾝ

1-2,8-3 河川海岸整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 30 津波対策水門等の耐震化

耐震化が必要な津波対策水門（河川17水門、海岸12水門）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

港湾 沼津市 県 津波・高潮危機管理対策緊急事業 防災・安全交付金 沼津港海岸 千本 水門耐震対策 2022年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 静岡市清水区 県 津波・高潮危機管理対策緊急事業 防災・安全交付金 清水港海岸 袖師 水門耐震対策 2022年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 伊豆市 県 緊急自然災害防止対策事業 県単独事業 土肥港海岸 屋形・小土肥 水門耐震対策 2019年度 2022年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 下田市 県 緊急自然災害防止対策事業 県単独事業 下田港海岸 柿崎 水門耐震対策 2019年度 2022年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

漁港 南伊豆町 県 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 妻良漁港海岸 子浦 水門耐震化 2020年度 2022年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 沼津市 県 津波・高潮危機管理対策 農山漁村地域整備交付金 静浦漁港海岸 多比 水門耐震化 2020年度 2022年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 31 港湾・漁港の防波堤の粘り強い構造への改良等

粘り強い構造への改良が必要な防波堤（8.3kｍ）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

港湾 静岡市 国 港湾改修事業 直轄事業 清水港 外港 防波堤粘り強い化 2013年度 2024年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 御前崎市 国 港湾改修事業 直轄事業 御前崎港 外港 防波堤粘り強い化 2013年度 2022年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 御前崎市 国 港湾改修事業 直轄事業 御前崎港 外港 防波堤粘り強い化 2013年度 2022年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

港湾 下田市 国 港湾改修事業 直轄事業 下田港 外港 防波堤粘り強い化 2013年度 2030年度 AP 1-2,8-3 港湾整備課

漁港 焼津市 県 流通基盤整備事業 水産基盤整備 焼津漁港 中港・小川 防波堤粘り強い化 2013年度 2028年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 南伊豆町 県 漁港施設機能強化事業 水産基盤整備 妻良漁港 妻良 防波堤粘り強い化 2012年度 2024年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 磐田市 県 水産生産基盤整備事業 水産基盤整備 福田漁港 豊浜 防波堤粘り強い化 2019年度 2025年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

漁港 浜松市 県 流通基盤整備事業 水産基盤整備 舞阪漁港 舞阪 防波堤粘り強い化 2018年度 2025年度 AP 1-2,8-3 漁港整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 32 港湾・漁港の緊急輸送岸壁等の耐震化

耐震化が必要な緊急輸送岸壁(35バース）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

漁港 焼津市 県 流通基盤整備事業 水産基盤整備 焼津漁港 中港・新屋・城之腰 岸壁耐震改良 2013年度 2022年度 AP 1-2,2-9,5-4 漁港整備課

漁港 磐田市 県 水産生産基盤整備事業 水産基盤整備 福田漁港 豊浜 岸壁耐震改良 2018年度 2025年度 AP 1-2,2-9,5-4 漁港整備課

港湾 静岡市 国 港湾改修事業 直轄事業 清水港 興津・日の出 耐震対策 2012年度 2025年度 AP 1-2,2-9,5-4 港湾整備課

港湾 富士市 県 港湾改修事業 防災・安全交付金 田子の浦港 中央 耐震対策 2022年度 2030年度 AP 1-2,2-9,5-4 港湾整備課

港湾 湖西市 県 港湾改修事業 防災・安全交付金 浜名港 新居 耐震対策 2022年度 2026年度 AP 1-2,2-9,5-4 港湾整備課

漁港 浜松市 県 流通基盤整備事業 水産基盤整備 舞阪漁港 舞阪 岸壁・輸送施設耐震改良 2018年度 2025年度 AP 1-2,2-9,5-4 漁港整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 45 津波避難対策の促進（津波避難施設の整備）

都市防災総合推進事業及び都市公園・安心対策緊急総合支援事業で計画されている津波避難施設（84箇所）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

AP（2013～2022）に位置づけられていないが、期間内に完成するもの

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
箇所名・路線名等
（河川名・海岸名）

整備内容
事業期間

着手（予定）
事業期間

完成（予定）
分野別計画

関連する
リスクシナリオ

担当課

都市 西伊豆町 市町 都市防災総合推進事業 防災・安全交付金 西伊豆町宇久須地区 宇久須地区 津波避難タワー 2019年度 2022年度
AP

都市防災事業計
画

1-2 都市計画課

都市 西伊豆町 市町 都市防災総合推進事業 防災・安全交付金 西伊豆町仁科地区 仁科地区 津波避難タワー 2019年度 2025年度
AP

都市防災事業計
画

1-2 都市計画課

都市 西伊豆町 市町 都市防災総合推進事業 防災・安全交付金 西伊豆町仁科地区 仁科地区 津波避難施設 2019年度 2025年度
AP

都市防災事業計
画

1-2 都市計画課

都市 伊豆市 市町 都市防災総合推進事業 防災・安全交付金 伊豆市土肥地区 土肥地区 津波避難施設 2019年度 2023年度
AP

都市防災事業計
画

1-2 都市計画課

 都市  伊豆市  市町  防災・安全交付金  伊豆市修善寺地区  備蓄倉庫
 都市防災事業計

 画
2-1  都市計画課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 46 港湾・漁港の津波避難困難エリアの解消（津波避難施設の整備）

港湾・漁港内で津波から安全に避難することが困難なエリア（121ha）の解消率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

港湾 湖西市 県 効果促進事業 防災・安全交付金 浜名港海岸 新居 命山 2014年度 2025年度 AP 1-2 港湾整備課

漁港 焼津市 県 水産業強化支援事業 浜の活力再生・成長促進交付金 焼津漁港海岸 中港・新屋・城之腰・小川 津波避難施設整備 2017年度 2020年度 AP 1-2 漁港整備課

港湾 静岡市 県 港湾改修事業 防災・安全交付金 清水港 新興津 津波避難施設整備 2020年度 2025年度 静岡市津波避難対策
緊急事業計画 1-2 港湾整備課

港湾 静岡市 県 緑地等施設整備事業 社会資本整備総合交付金 清水港 新興津 命山 2021年度 2025年度 - 1-2 港湾整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 51  避難地の整備の促進（都市公園）

地震防災対策特別措置法等で規定されている避難地となる都市公園（11.63ha）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

都市 浜松市 市町 都市公園事業 補助・交付金事業 名塚公園 名塚町他 公園整備 2021年度 2025年度 AP 1-1 公園緑地課

都市 富士市 市町 都市公園事業 補助・交付金事業 原田公園 原田 公園整備 2021年度 2025年度 AP 1-1 公園緑地課

APにおける目標指標

2-(2)-18



別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 53  避難路の整備の促進（土地区画整理内の道路）

地震防災対策特別措置法で規定されている土地区画整理事業等区域内の避難路（5.3km）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

都市 沼津市 市町 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 沼津駅南第一地区 沼津駅南地区 区画整理 2002年度 2029年度 AP 1-1 景観まちづくり課

都市 沼津市 市町 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 東部拠点第二地区 沼津駅東地区 区画整理 2007年度 2037年度 AP 1-1 景観まちづくり課

都市 沼津市 市町 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 岡宮北地区 岡宮北地区 区画整理 1996年度 2023年度 AP 1-1 景観まちづくり課

都市 裾野市 市町 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 裾野駅西地区 裾野駅西地区 区画整理 2002年度 2039年度 AP 1-1 景観まちづくり課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 55 老朽住宅密集対策の促進

地震防災対策特別措置法で規定されている住宅密集地（9.98ha）の解消率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

都市 裾野市 市町 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 裾野駅西地区 裾野駅西地区 区画整理 2002年度 2039年度 AP 1-1 景観まちづくり課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-2-（2）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 57 地すべり防止施設の整備

地すべり防止施設（368箇所）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

砂防 下田市 県 地すべり対策 県単独事業 河津逆川 峰 地すべり防止工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 地すべり対策 県単独事業 船田川 船田 地すべり防止工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策 県単独事業 金谷南裏 金谷 地すべり防止工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策 県単独事業 戸沢 倉真 地すべり防止工 2019年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 県単独事業 中羽根 天竜区春野町長蔵寺 地すべり防止工 2019年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 補助事業 口坂本 葵区口坂本 地すべり防止工 1988年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 補助事業 口坂本No.2 葵区口坂本 地すべり防止工 2016年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策 補助事業 上西之谷 上西之谷 地すべり防止工 2010年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 上村 天竜区水窪町地頭方 地すべり防止工 1998年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 向島 天竜区水窪町地頭方 地すべり防止工 1998年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 森町 県 地すべり対策 防災・安全交付金 橘 上橘 地すべり防止工 2009年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 ウスイ坂南 中ノ合 地すべり防止工 2009年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 大滝 天竜区大井 地すべり防止工 2001年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 平ノ尾 葵区諸子沢 地すべり防止工 2009年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 岡部二反田 岡部台 地すべり防止工 2012年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 高杉 天竜区春野町杉 地すべり防止工 1999年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 吉原 清水区吉原 地すべり防止工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 東雲名 天竜区東雲名 地すべり防止工 2012年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 東久留女木 北区東久留女木 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 青谷 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2016年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 平野 天竜区春野町平野 地すべり防止工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 横沢 葵区横沢 地すべり防止工 2012年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 小鮒川 志戸呂 地すべり防止工 2014年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 大森 島田市笹間下 地すべり防止工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 河内 天竜区水窪町奥領家 地すべり防止工 2021年度 2030年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 下里 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2010年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 崩野 葵区崩野 地すべり防止工 2011年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 代古根 春野町堀之内 地すべり防止工 2014年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 タチカラ 葵区楢尾 地すべり防止工 2023年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 長野南 清水区由比入山 地すべり防止工 2012年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 御前崎市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 横舟 上朝比奈 地すべり防止工 2012年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 和泉 天竜区佐久間町大井 地すべり防止工 2013年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 中村寺尾 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 相津 天竜区相津 地すべり防止工 2019年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 西山寺 清水区由比西山寺 地すべり防止工 2013年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 寺野 北区引佐町渋川 地すべり防止工 2015年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 阿僧 清水区由比阿僧 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 神谷城 神谷城 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 白井沢 清水区由比西山寺 地すべり防止工 2017年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 御林 日坂 地すべり防止工 2017年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 松島 菊川 地すべり防止工 2019年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 櫛山 天竜区大栗安 地すべり防止工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 県単独事業 背山 北区引佐町奥山 地すべり防止工 2012年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

APにおける目標指標

2-(2)-21



別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連するAPの施策：1-2-（2）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 58 土石流危険渓流の砂防設備の整備

土石流危険渓流（2,031渓流）の砂防設備の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

砂防 静岡市 県 県単通常砂防 県単独事業 三角町西沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2011年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 県単通常砂防 県単独事業 中村上沢 須原 砂防堰堤工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 南伊豆町 県 県単通常砂防 県単独事業 谷戸山沢 加納 砂防堰堤工 2018年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 裾野市 県 緊急自然災害防止（県単） 県単独事業 中条川左支川 下和田 砂防堰堤工 2019年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 県単通常砂防 県単独事業 宮ノ沢 葵区大原 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 緊急治水対策事業（砂防） 県単独事業 内牧東下沢 葵区内牧 砂防堰堤工 2021年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 県単通常砂防 県単独事業 仏体飼戸沢 岡部町内谷 砂防堰堤工 2014年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 県単通常砂防 県単独事業 牛ヶ谷沢 岡部町岡部 砂防堰堤工 2020年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 緊急自然災害防止（県単） 県単独事業 月沈沢 伊太 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 県単通常砂防 県単独事業 本村沢 上野部 砂防堰堤工 2015年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 県単通常砂防 県単独事業 青谷沢 天竜区青谷 砂防堰堤工 2014年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 緊急自然災害防止（県単） 県単独事業 相生中沢 天竜区山東 砂防堰堤工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 緊急自然災害防止（県単） 県単独事業 狩宿向沢 北区引佐町狩宿 砂防堰堤工 2019年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 緊急自然災害防止（県単） 県単独事業 金原沢Ｂ 天竜区石神 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 西山沢 清水区興津 砂防堰堤工 2012年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 丸子赤目ヶ谷沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2008年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 谷戸川右支川 守木 砂防堰堤工 2012年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 神橋沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2009年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 一免原沢 葵区足久保 砂防堰堤工 2012年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 加納北沢 加納 砂防堰堤工 2012年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 山ノ神川 清水区柏尾 砂防堰堤工 2011年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 大谷西沢右支川 天竜区大谷 砂防堰堤工 2012年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 三角町西沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2012年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 長尾南沢 葵区長尾 砂防堰堤工 2013年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 北逆川下沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2014年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 平四郎沢 清水区蒲原 砂防堰堤工 2013年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 下沖田沢 下之郷 砂防堰堤工 2012年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 仏沢川 田子 砂防堰堤工 2013年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 川坂沢 岩淵 砂防堰堤工 2012年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 牧之原市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 中沢 中 砂防堰堤工 2015年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 木ノ宮沢 下香貫 砂防堰堤工 2014年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 青谷沢 天竜区大谷 砂防堰堤工 2015年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 湊北沢 湊 砂防堰堤工 2015年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 河内諏訪沢 河内 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 大日川 市之瀬 砂防堰堤工 2014年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 御神川 田子 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 志んど川 青市 砂防堰堤工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡河津町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 見高沢 見高 砂防堰堤工 2020年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 御嶽川 白浜 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 数沢川 落合 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 高馬下沢 高馬 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 下小野中沢 下小野 砂防堰堤工 2022年度 2030年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 下小野中沢 下小野 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 下小野西沢 下小野 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 冥加沢 泉 砂防堰堤工 2011年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 糸川左支川 笹良ヶ台町 砂防堰堤工 2015年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊東市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 萩沢 玖須美元和田 砂防堰堤工 2012年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 下多賀小山沢 下多賀 砂防堰堤工 2016年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊東市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 石脇沢（災関残工事） 八幡野 砂防堰堤工 2019年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊東市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 赤沢右支川 赤沢 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 竹の沢（神奈川県工事） 泉 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 大ゴウシ沢 泉 砂防堰堤工 2020年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 逢初川 伊豆山 砂防堰堤工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 鷲頭川 多比 砂防堰堤工 2012年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 補助事業 谷戸沢右支川 修善寺 砂防堰堤工 2015年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 洞川 小下田 砂防堰堤工 2019年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 大洞川 内浦重寺 砂防堰堤工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 大下沢 修善寺 砂防堰堤工 2020年度 2029年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 半教寺沢Ｂ 修善寺 砂防堰堤工 2020年度 2029年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 水口川 土肥 砂防堰堤工 2020年度 2029年度 AP 1-5 砂防課

砂防 三島市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 玉沢 玉沢 砂防堰堤工 2021年度 2030年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 水上沢 韮山山木 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 西浜沢 八木沢 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 大多比川 多比 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 品鉢川 土肥 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 半経寺沢A 修善寺 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 釜ヶ洞沢 土肥 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 西浜沢 八木沢 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 毘沙門川 奈古谷 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 裾野市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 谷戸沢 深良 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 田中沢 木島 砂防堰堤工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 安居山沢右支川 安居山 砂防堰堤工 2013年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 安居山用水第３支川 安居山 砂防堰堤工 2021年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 清水川第１支川 安居山 砂防堰堤工 2021年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 稲荷沢 南松野 砂防堰堤工 2021年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 建穂神社沢 建穂 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 榎木沢 清水区和田島 砂防堰堤工 2015年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 中谷津西沢 清水区蜂ヶ谷 砂防堰堤工 2014年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 立花寺沢 清水区立花 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 補助事業 勘兵衛沢 清水区小島町 砂防堰堤工 2018年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 八津奥沢北沢 葵区南 砂防堰堤工 2019年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 杉沢 葵区俵沢 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 補助事業 郷島沢 葵区郷島沢 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 俵沢上沢 葵区俵沢 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 白貝谷沢 清水区村松 砂防堰堤工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 神座中沢 神座 砂防堰堤工 2016年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 静居寺沢 伊太 砂防堰堤工 2012年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 補助事業 湯谷北沢 岡部町岡部 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 焼津市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 子ノ上沢 小浜 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 補助事業 外神沢 岡部町三輪 砂防堰堤工 2019年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 原東沢 原 砂防堰堤工 2020年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 原南沢 原 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 手水ヶ谷沢 野田 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 荒神沢 相賀 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 釜ノ沢 相賀 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 身成井戸沢 身成 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連するAPの施策：1-2-（2）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 58 土石流危険渓流の砂防設備の整備

土石流危険渓流（2,031渓流）の砂防設備の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

APにおける目標指標

砂防 榛原郡川根本町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 原沢 田野口 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 足間沢 田野口 砂防堰堤工 2022年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 湯谷南沢 岡部町岡部 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 大坂沢 大坂 砂防堰堤工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 通常砂防事業 補助事業 上神増沢 上神増 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 平松沢Ｂ 平松 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 平松沢Ｃ 平松 砂防堰堤工 2022年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 水ノ谷沢 平松 砂防堰堤工 2022年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 周智郡森町 県 通常砂防事業 補助事業 ニョウロ沢 西俣 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 坊主渕川 大渕 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 滝之谷滝沢 上西之谷 砂防堰堤工 2022年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 周智郡森町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 黒石南沢 間詰 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 西ノ谷南沢（Ａ～Ｃ） 社山 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 西の平沢 天竜区西藤平 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 芋堀寺沢 天竜区佐久間町相月 砂防堰堤工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 土井戸南沢 天竜区山東 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 西上神沢 天竜区神沢 砂防堰堤工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 気賀天神山沢 北区細江町気賀 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 うなぎ沢 天竜区奥領家 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 小坂沢川 天竜区奥領家 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 奥沢 天竜区春野町領家 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 不動様沢 北区引佐町奥山 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 上尾奈谷床沢 上尾奈 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-2-（2）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 59 急傾斜地崩壊防止施設の整備

急傾斜地崩壊防止施設（3,354箇所）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

砂防 賀茂郡松崎町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 舩田岩本 舩田 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小海中ノ洞 小海 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 田方郡函南町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 上沢大洞 上沢 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 連源寺 連原寺 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 守木山田Ａ 守木 擁壁工 2011年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 草薙古屋敷 清水区草薙 擁壁工 2011年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 下柿ヶ谷No.2 葵区下 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 堀之内塩ヶ原 堀之内 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 下泉寺東 下泉 擁壁工 2008年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 上長尾今市場 上長尾 擁壁工 2008年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 牧之原市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 菅ヶ谷谷川 菅ヶ谷 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 菊川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 段平尾 平尾 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 両島栩久保 天竜区両島 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 芋堀 天竜区佐久間町相月 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 宗光寺横山段No.2 宗光寺 擁壁工 2012年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 安居山上ノ原 安居山 法面工 2010年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 羽鳥平ノ段 葵区羽鳥 擁壁工 2011年度 2014年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 田子南山 田子 擁壁工 2011年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 安良里向田 安良里 法面工 2013年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊東市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 山岸 山岸 法面工 2012年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 重寺蛭子洞 重寺 擁壁工 2011年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 青羽根岩下 青羽根 擁壁工 2009年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 善福寺 清水区蒲原 法面工 2010年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 金谷本町南裏 金谷 擁壁工 2012年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 菊川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 東組 東組 擁壁工 2011年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 大谷 大谷 擁壁工 2009年度 2015年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡松崎町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 櫻田坊ヶ谷 櫻田 擁壁工 2014年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 関の沢 葵区関の沢 擁壁工 2009年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 崎平 崎平 擁壁工 2012年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 吉佐美多々戸 吉佐美 擁壁工 2010年度 2016年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 向山 向山 擁壁工 2013年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 東本郷町大洞 東本郷 擁壁工 2013年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 草薙東護 清水区草薙 法面工 2012年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 家山塩本 家山 擁壁工 2014年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 菊川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 志味堂 下平川 擁壁工 2013年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 船明山下 天竜区船明 擁壁工 2012年度 2017年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 両島瀬林 天竜区両島 擁壁工 2007年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 和田 和田 擁壁工 2009年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 菊川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 東組Ｂ 東組 擁壁工 2016年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小河内番古 清水区小河内 擁壁工 2010年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 湖西市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 上田町 新居 掘削工 2015年度 2018年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊東市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 八幡野向町 八幡野 法面工 2010年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 金山 金山 擁壁工 2011年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 下柚野瀬戸山 下柚野 擁壁工 2014年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 内房山口Ｂ 内房 擁壁工 2015年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 川原平a 瀬古 擁壁工 2015年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 川原平b 瀬古 擁壁工 2022年度 2027年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 坊主免 時ケ谷 擁壁工 2022年度 2027年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 姥ヶ谷 阿知ヶ谷 擁壁工 2014年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 焼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小浜アハラ 小浜 擁壁工 2013年度 2019年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 宇内山 中 擁壁工 2022年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 加納森山Ｎｏ．２ 加納 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 河内諏訪No.2 河内 擁壁工 2022年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 田子南山No.2 田子 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡松崎町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 寺の脇 宮内 擁壁工 2018年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 西本郷 西本郷 擁壁工 2018年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 向山No.2 田子 擁壁工 2021年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡松崎町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 横田久命 横田 擁壁工 2007年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 理源山 5丁目 擁壁工 2016年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 下寄川山 河内 擁壁工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 長田A 白浜 法面工 2021年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 敷根B 敷根 法面工 2022年度 2022年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 宇内山B 中 擁壁工 2022年度 2027年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 蓮台寺山崎No.2 蓮台寺 擁壁工 2022年度 2025年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 桜木町No.3 桜木町 擁壁工 2022年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 賀茂郡東伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 山岸 山岸 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 熱海市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 湯ヶ谷 湯ヶ谷 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊東市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 水落 岡 法面工 2014年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 青羽根岩下B 青羽根 擁壁工 2018年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 市山No.4 市山 擁壁工 2020年度 2026年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 岩戸山 南條 擁壁工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 江梨No.2 江梨 擁壁工 2016年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 三島市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 押切 押切 法面工 2019年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 行田山 牧之郷 擁壁工 2018年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 口野尾高Ｂ 口野 法面工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小立野Ｎｏ．３ 小立野 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 新田No.2 土肥 擁壁工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 獅子浜南洞 獅子浜 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 三島市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 徳倉3丁目谷戸B 徳倉 法面工 2016年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 原 修善寺 擁壁工 2016年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 墹ノ上A 墹ノ上 擁壁工 2018年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 吉田鍋沢 吉田 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 守木山田Ｂ 守木 擁壁工 2015年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小海No.2 小海 法面工 2014年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 神島B 神島 擁壁工 2022年度 2032年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 大久保 下香貫 擁壁工 2013年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 竹原 修善寺 擁壁工 2014年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 竹原B 修善寺 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 熊坂No.2 熊坂 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 長岡左近山 長岡 法面工 2014年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 木島北谷外 木島 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 羽鮒南田 羽鮒 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 間門峯山 間門 擁壁工 2019年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 南松野水口上 南松野 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 岩淵北吉野 岩淵 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 伊佐布坂井沢 清水区伊佐布 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 井宮町a 葵区井宮町 擁壁工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課
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砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 関の沢Ｎｏ．２ 葵区関の沢 擁壁工 2017年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 手越公園横 駿河区手越 擁壁工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 長仙ヶ谷 葵区奥ノ谷 擁壁工 2019年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 西久保 清水区西久保 法面工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 丸子寺田 駿河区丸子 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 横砂大平山 清水区横砂 擁壁工 2017年度 2031年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 横砂大平山 清水区横砂 擁壁工 2017年度 2031年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 横砂大平山 清水区横砂 擁壁工 2017年度 2031年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 四方沢 清水区馬走 擁壁工 2019年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 奥ノ谷 葵区奥ノ谷 擁壁工 2015年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 丸子井尻 駿河区丸子 擁壁工 2017年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 丸子赤目ヶ谷Ｂ 駿河区丸子 擁壁工 2012年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 宮前町a 葵区宮前町 擁壁工 2015年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 沓谷 葵区沓谷 擁壁工 2012年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 建穂　茶屋ノ木 葵区建穂 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 坂本 葵区坂本 擁壁工 2014年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 昼居渡 葵区昼居渡 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 長沼五郎松 葵区長沼 擁壁工 2011年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 無東坂 清水区小島町 法面工 2015年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 新間和田A 葵区新間 擁壁工 2021年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 千代日向No.2 葵区千代 擁壁工 2022年度 2027年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 建穂赤松峠No.2 葵区建穂 擁壁工 2022年度 2032年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 伊佐布矢下川原 清水区伊佐布 法面工 2022年度 2023年度 総合計画 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 家山上ノ山、家山松下 家山 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 牛ヶ谷 岡部 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 大沢寺 西方 擁壁工 2018年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 川口 川口 擁壁工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 大日堂 岸町 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 出本 笹間 擁壁工 2018年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 抜里山海戸 抜里 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 東野田 野田 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 水川西A、水川西B 水川 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 水川橋向 水川 擁壁工 2016年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 女池ヶ谷 下薮田 擁壁工 2020年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 下薮田山崎 下薮田 擁壁工 2015年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 時ヶ谷ナガウタリ 時ヶ谷 擁壁工 2009年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 門前‐ロ 門前 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 大久保安井谷 大久保 擁壁工 2019年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 上野部栗下B 上野部 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 菊川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 河東宮田C 小笠町 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 満水 満水 擁壁工 2017年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 平松藪下B 平松 擁壁工 2016年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 菊川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 堀之内A 堀之内 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 湖西市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 源太山 新居 擁壁工 2022年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 下落合 天竜区落合 擁壁工 2018年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 下平田 天竜区渡ヶ島 擁壁工 2017年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 湖西市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 白須賀宿北A 白須賀 擁壁工 2016年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 両島山本Ａ 天竜区両島 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 高林花ノ木 中区高林 法面工 2014年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 大谷No.2 天竜区大谷 擁壁工 2010年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 谷下 天竜区両島 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 船明上塚 天竜区船明 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 北鹿島B 天竜区北鹿島 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5 砂防課

砂防 松崎町 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 雲見入谷竹カラシ 雲見 擁壁工 2020年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 河津町 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 谷津 谷津 擁壁工 2020年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 大平柿木 大平柿木 擁壁工 2015年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 毛勝原 月ヶ瀬 擁壁工 2017年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 浮橋古根 浮橋 擁壁工 2016年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 重須寺の上No2 内浦重須 擁壁工 2018年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 林金 下船原 擁壁工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 藤曲坂下 藤曲 擁壁工 2019年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 長貫川合A 長貫 擁壁工 2020年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 富士宮市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 羽鮒横林 羽鮒 擁壁工 2022年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 小河内町屋No2 清水区小河内 擁壁工 2014年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 飯間栗ケ沢 葵区飯間 擁壁工 2014年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 丸子赤目ケ谷 駿河区丸子 擁壁工 2013年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 五所 清水区由比阿曽 擁壁工 2020年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 中河内神沢原２ 清水区中河内 擁壁工 2014年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 黒俣上和田―ロ 葵区黒俣 擁壁工 2014年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 奈良間家ノ上 葵区奈良間 擁壁工 2015年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 西河内下水神 清水区土 擁壁工 2015年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 梅ケ谷国光寺 清水区梅ケ谷 擁壁工 2018年度 2025年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 六郎木 葵区梅ヶ島 擁壁工 2019年度 2027年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 小河内下土 清水区小河内 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 無東坂 清水区小島 擁壁工 2022年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 水川中村 水川 擁壁工 2016年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 堀之内屋敷ウラ 堀之内 擁壁工 2017年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 三輪佐護神ノ谷 岡部町三輪 擁壁工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 内瀬戸寺前 内瀬戸 擁壁工 2019年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 藤枝市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 川口 川口 擁壁工 2022年度 2022年度 AP 1-5 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 東野田№２ 野田 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 掛川市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 高御所D 高御所 擁壁工 2016年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 磐田市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 向笠竹之内新豊院山B 向笠竹之内 擁壁工 2018年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 菊川市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 北ノ谷 半済 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 西雲名 天竜区西雲名 擁壁工 2017年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 上日余A 天竜区佐久間町相月 擁壁工 2016年度 2023年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 松島 天竜区佐久間町相月 擁壁工 2019年度 2021年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 月 天竜区月 擁壁工 2019年度 2020年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 県単独事業 船明A 天竜区船明 擁壁工 2021年度 2023年度 AP 1-5 砂防課
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砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 連源寺 連源寺 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 堀之内塩ヶ原 堀之内 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 両島栩久保 天竜区両島 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 芋堀 天竜区佐久間町相月 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 崎平 崎平 擁壁工 2012年度 2016年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 向山 田子 擁壁工 2013年度 2017年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 両島瀬林 天竜区両島 擁壁工 2007年度 2018年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 湖西市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 上田町 新居 掘削工 2015年度 2018年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 姥ヶ谷 阿知ヶ谷 擁壁工 2014年度 2019年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 加納森山Ｎｏ．２ 加納 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 賀茂郡松崎町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 寺の脇 宮内 擁壁工 2018年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 理源山 5丁目 擁壁工 2016年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小立野Ｎｏ．３ 小立野 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 墹ノ上A 墹ノ上 擁壁工 2018年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小海No.2 小海 法面工 2014年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 伊豆の国市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 長岡左近山 長岡 法面工 2014年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 富士市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 木島北谷外 木島 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 無東坂 清水区小島町 法面工 2015年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 掛川市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 満水 満水 擁壁工 2017年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 湖西市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 源太山 新居 法面工 2021年度 2027年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 高林花ノ木 中区高林 法面工 2014年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 下田市 県 地すべり対策 県単独事業 河津逆川 峰 地すべり防止工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 下田市 県 地すべり対策 県単独事業 船田川 船田 地すべり防止工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策 県単独事業 金谷南裏 金谷 地すべり防止工 2021年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策 県単独事業 戸沢 倉真 地すべり防止工 2019年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 県単独事業 中羽根 天竜区春野町長蔵寺 地すべり防止工 2019年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 補助事業 口坂本 葵区口坂本 地すべり防止工 1988年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 補助事業 口坂本No.2 葵区口坂本 地すべり防止工 2016年度 2028年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策 補助事業 上西之谷 上西之谷 地すべり防止工 2010年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 上村 天竜区水窪町地頭方 地すべり防止工 1998年度 2013年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 向島 天竜区水窪町地頭方 地すべり防止工 1998年度 2014年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 森町 県 地すべり対策 防災・安全交付金 橘 上橘 地すべり防止工 2009年度 2014年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 藤枝市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 ウスイ坂南 中ノ合 地すべり防止工 2009年度 2015年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 大滝 天竜区佐久間町大井 地すべり防止工 2001年度 2015年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 平ノ尾 葵区諸子沢 地すべり防止工 2009年度 2015年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 藤枝市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 岡部二反田 岡部台 地すべり防止工 2012年度 2017年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 高杉 天竜区春野町杉 地すべり防止工 1999年度 2019年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 吉原 清水区吉原 地すべり防止工 2021年度 2026年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 東雲名 天竜区東雲名 地すべり防止工 2012年度 2020年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 東久留女木 北区引佐町東久留女木 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 青谷 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2016年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 平野 天竜区春野町平野 地すべり防止工 2017年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 横沢 葵区横沢 地すべり防止工 2012年度 2019年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 小鮒川 志戸呂 地すべり防止工 2014年度 2019年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 大森 島田市笹間下 地すべり防止工 2021年度 2027年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 下里 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2010年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 崩野 葵区崩野 地すべり防止工 2011年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 代古根 春野町堀之内 地すべり防止工 2014年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 河内 天竜区水窪町奥領家 地すべり防止工 2021年度 2030年度 AP 1-5 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 タチカラ 葵区楢尾 地すべり防止工 2023年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 長野南 清水区由比入山 地すべり防止工 2012年度 2018年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 御前崎市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 横舟 上朝比奈 地すべり防止工 2012年度 2019年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 和泉 天竜区佐久間町大井 地すべり防止工 2013年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 中村寺尾 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 相津 天竜区相津 地すべり防止工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 西山寺 清水区由比西山寺 地すべり防止工 2013年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 寺野 北区引佐町渋川 地すべり防止工 2015年度 2020年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 阿僧 清水区由比阿僧 地すべり防止工 2015年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 神谷城 神谷城 地すべり防止工 2015年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 白井沢 清水区由比西山寺 地すべり防止工 2017年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 御林 日坂 地すべり防止工 2017年度 2023年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 松島 菊川 地すべり防止工 2020年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 櫛山 天竜区大栗安 地すべり防止工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 県単独事業 背山 北区引佐町奥山 地すべり防止工 2012年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 神橋沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2009年度 2014年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 一免原沢 葵区足久保 砂防堰堤工 2012年度 2014年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 下沖田沢 下之郷 砂防堰堤工 2012年度 2016年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 下田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 河内諏訪沢 河内 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 下小野中沢 下小野 砂防堰堤工 2022年度 2030年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 冥加沢 泉 砂防堰堤工 2011年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 糸川左支川 笹良ヶ台町 砂防堰堤工 2015年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 伊東市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 赤沢右支川 赤沢 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 半経寺沢A 修善寺 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 榎木沢 清水区和田島 砂防堰堤工 2015年度 2020年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 杉沢 葵区俵沢 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 俵沢上沢 葵区俵沢 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 神座中沢 神座 砂防堰堤工 2016年度 2020年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 原東沢 原 砂防堰堤工 2020年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 原南沢 原 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 手水ヶ谷沢 野田 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 磐田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 上神増沢 上神増 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 周智郡 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 黒石南沢 間詰 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 小坂沢川 天竜区奥領家 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 西の平沢 天竜区西藤平 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 芋堀寺沢 天竜区佐久間町相月 砂防堰堤工 2017年度 2021年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 土井戸南沢 天竜区山東 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 気賀天神山沢 北区細江町気賀 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 うなぎ沢 天竜区奥領家 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-8 砂防課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-2-（2）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 61 緊急輸送路を保全する土砂災害防止施設の整備

4次被害想定の山・がけ崩れ崩壊危険度ランクＡを含む地区または過去10年間に土砂災害が発生した地区内の緊急輸送路を保全する土砂災害防止施設の整備率（537箇所）

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 堀之内塩ヶ原 堀之内 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 下泉寺東 下泉 擁壁工 2008年度 2013年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 両島栩久保 天竜区両島 擁壁工 2009年度 2013年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 芋堀 天竜区佐久間町相月 擁壁工 2010年度 2013年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 青羽根岩下 青羽根 擁壁工 2009年度 2015年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 崎平 崎平 擁壁工 2012年度 2016年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 両島瀬林 天竜区両島 擁壁工 2007年度 2018年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小河内番古 清水区小河内 擁壁工 2010年度 2018年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 金山 金山 擁壁工 2011年度 2019年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 加納森山Ｎｏ．２ 加納 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 下田市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 下寄川山 河内 擁壁工 2022年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊東市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 湯ヶ谷 湯ヶ島 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 青羽根岩下B 青羽根 擁壁工 2018年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 市山No.4 市山 擁壁工 2020年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 口野尾高Ｂ 口野 法面工 2020年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 小立野Ｎｏ．３ 小立野 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 沼津市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 獅子浜南洞 獅子浜 擁壁工 2021年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 原 修善寺 擁壁工 2016年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 竹原 修善寺 擁壁工 2014年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 竹原B 修善寺 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 井宮町a 葵区井宮町 擁壁工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 無東坂 清水区小島町 法面工 2015年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 家山上ノ山、家山松下 家山ｍ 擁壁工 2021年度 2029年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 抜里山海戸 抜里 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 水川橋向 水川 擁壁工 2016年度 2022年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 榛原郡川根本町 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 水川西A、水川西B 水川 擁壁工 2020年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 磐田市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 平松藪下B 平松 擁壁工 2016年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 下落合 天竜区落合 擁壁工 2018年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 下平田 天竜区渡ヶ島 擁壁工 2017年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 補助事業 両島山本Ａ 天竜区両島 擁壁工 2020年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 急傾斜地崩壊対策 防災・安全交付金 北鹿島B 天竜区北鹿島 擁壁工 2022年度 2028年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 下田市 県 地すべり対策 県単独事業 河津逆川 峰 地すべり防止工 2020年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 下田市 県 地すべり対策 県単独事業 船田川 船田 地すべり防止工 2022年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策 県単独事業 金谷南裏 金谷 地すべり防止工 2022年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策 県単独事業 戸沢 倉真 地すべり防止工 2019年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 県単独事業 中羽根 天竜区春野町長蔵寺 地すべり防止工 2019年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 補助事業 口坂本 葵区口坂本 地すべり防止工 1988年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 補助事業 口坂本No.2 葵区口坂本 地すべり防止工 2016年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策 補助事業 上西之谷 上西之谷 地すべり防止工 2010年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 上村 天竜区水窪町地頭方 地すべり防止工 1998年度 2013年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 向島 天竜区水窪町地頭方 地すべり防止工 1998年度 2014年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 森町 県 地すべり対策 防災・安全交付金 橘 上橘 地すべり防止工 2009年度 2014年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 藤枝市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 ウスイ坂南 中ノ合 地すべり防止工 2009年度 2015年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 大滝 天竜区佐久間町大井 地すべり防止工 2001年度 2015年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 平ノ尾 葵区諸子沢 地すべり防止工 2009年度 2015年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 藤枝市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 岡部二反田 岡部台 地すべり防止工 2012年度 2017年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 高杉 天竜区春野町杉 地すべり防止工 1999年度 2019年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 吉原 清水区吉原 地すべり防止工 2022年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 東雲名 天竜区東雲名 地すべり防止工 2012年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 東久留女木 北区引佐町東久留女木 地すべり防止工 2015年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 青谷 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2016年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策 防災・安全交付金 平野 天竜区春野町平野 地すべり防止工 2017年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 横沢 葵区横沢 地すべり防止工 2012年度 2019年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 小鮒川 志戸呂 地すべり防止工 2014年度 2019年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 大森 島田市笹間下 地すべり防止工 2021年度 2027年度 AP 1-5,2-8 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 下里 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2010年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 崩野 葵区崩野 地すべり防止工 2011年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 河内 天竜区水窪町奥領家 地すべり防止工 2021年度 2030年度 AP 1-5 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 代古根 春野町堀之内 地すべり防止工 2014年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり防止 民有林補助治山事業 タチカラ 静岡市葵区楢尾 地すべり防止工 2023年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 長野南 清水区由比入山 地すべり防止工 2012年度 2018年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 御前崎市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 横舟 上朝比奈 地すべり防止工 2012年度 2019年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 和泉 天竜区佐久間町大井 地すべり防止工 2013年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 中村寺尾 天竜区龍山町瀬尻 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 相津 天竜区相津 地すべり防止工 2020年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 西山寺 清水区由比西山寺 地すべり防止工 2013年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 寺野 北区引佐町渋川 地すべり防止工 2015年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 阿僧 清水区由比阿僧 地すべり防止工 2015年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 神谷城 神谷城 地すべり防止工 2015年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 白井沢 清水区由比西山寺 地すべり防止工 2017年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 掛川市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 御林 日坂 地すべり防止工 2017年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 松島 菊川 地すべり防止工 2020年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 農村地域防災減災事業 櫛山 天竜区大栗安 地すべり防止工 2021年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 地すべり対策事業 県単独事業 背山 北区引佐町奥山 地すべり防止工 2012年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 西山沢 清水区興津 砂防堰堤工 2012年度 2013年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 丸子赤目ヶ谷沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2008年度 2013年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 北逆川下沢 駿河区丸子 砂防堰堤工 2014年度 2016年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 平四郎沢 清水区蒲原 砂防堰堤工 2013年度 2016年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 賀茂郡西伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 御神川 田子 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 賀茂郡南伊豆町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 志んど川 青市 砂防堰堤工 2019年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 賀茂郡河津町 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 見高沢 見高 砂防堰堤工 2020年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 下田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 御嶽川 白浜 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 下田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 数沢川 落合 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 熱海市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 下多賀小山沢 下多賀 砂防堰堤工 2016年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊東市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 赤沢右支川 赤沢 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 沼津市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 鷲頭川 多比 砂防堰堤工 2012年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 谷戸沢右支川 修善寺 砂防堰堤工 2015年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 洞川 小下田 砂防堰堤工 2019年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 大下沢 修善寺 砂防堰堤工 2020年度 2029年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 半経寺沢A 修善寺 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 釜ヶ洞沢 土肥 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 伊豆市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 西浜沢 八木沢 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 富士市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 田中沢 木島 砂防堰堤工 2017年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 富士宮市 県 火山砂防事業 防災・安全交付金 安居山沢右支川 安居山 砂防堰堤工 2013年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 静岡市 県 通常砂防事業 補助事業 勘兵衛沢 清水区小島町 砂防堰堤工 2018年度 2022年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 神座中沢 神座 砂防堰堤工 2016年度 2020年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：1-2-（2）

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 61 緊急輸送路を保全する土砂災害防止施設の整備

4次被害想定の山・がけ崩れ崩壊危険度ランクＡを含む地区または過去10年間に土砂災害が発生した地区内の緊急輸送路を保全する土砂災害防止施設の整備率（537箇所）

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

APにおける目標指標

砂防 藤枝市 県 通常砂防事業 補助事業 湯谷北沢 岡部町岡部 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 島田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 身成井戸沢 身成 砂防堰堤工 2021年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 磐田市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 上神増沢 上神増 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 周智郡森町 県 通常砂防事業 補助事業 ニョウロ沢 西俣 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 周智郡 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 黒石南沢 間詰 砂防堰堤工 2022年度 2027年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 西の平沢 天竜区西藤平 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 西の平沢 天竜区西藤平 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 西の平沢 天竜区西藤平 砂防堰堤工 2016年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 芋堀寺沢 天竜区佐久間町相月 砂防堰堤工 2017年度 2021年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 土井戸南沢 天竜区山東 砂防堰堤工 2017年度 2022年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 西上神沢 天竜区神沢 砂防堰堤工 2019年度 2023年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 補助事業 うなぎ沢 天竜区奥領家 砂防堰堤工 2020年度 2025年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 小坂沢川 天竜区奥領家 砂防堰堤工 2021年度 2026年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課

砂防 浜松市 県 通常砂防事業 防災・安全交付金 奥沢 天竜区春野町領家 砂防堰堤工 2021年度 2024年度 AP 1-5,2-9,5-4 砂防課
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 64 緊急輸送路の整備（県管理道路）

緊急輸送路である県管理道路の整備延長(13.3km)に対する整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

道路 松崎町 県 国道道路改築事業 防災・安全交付金 国道136号 雲見松崎工区 道路整備 2006年度 2020年代後期以降 AP 2-9,5-4 道路整備課

道路 島田市 県 国道道路改築事業 防災・安全交付金 国道473号 地蔵峠Ⅱバイパス 道路整備 2010年度 2020年代後期 AP 2-9,5-4 道路整備課

道路 川根本町 県 国道道路改築事業 社会資本整備総合交付金 国道362号 本川根～静岡バイパス 道路整備 1981年度 2020年代後期 AP 2-9,5-4 道路整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：6-2

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 65 緊急輸送路の整備の促進（街路区間の道路）

緊急輸送路である街路区間の整備延長(3.7km)に対する整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

都市 静岡市 市町 街路整備事業 社会資本整備総合交付金 （都）静岡駅賤機線 松富～松富２ 街路整備 2005年度 2027年度 AP 2-9,5-4,6-4 街路整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 66 緊急輸送路の要対策箇所の整備（県管理道路）

緊急輸送路上の要対策箇所（187箇所）の整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

道路 下田市 県 道路防災対策事業 防災・安全交付金 （国）１３５号 白浜字砥川山 法面対策 2018年度 2025年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 河津町 県 道路防災対策事業 防災・安全交付金 （国）１３５号 谷津字下山 法面対策 2019年度 2022年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 下田市 県 道路防災対策事業 防災・安全交付金 （国）１３５号 白浜 法面対策 2018年度 2025年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 河津町 県 道路防災対策事業 防災・安全交付金 （国）１３５号 縄地 法面対策 2021年度 2024年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 河津町 県 道路防災対策事業 防災・安全交付金 （国）１３５号 浜字赤川津山 法面対策 2018年度 2022年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 東伊豆町 県 道路防災対策事業 防災・安全交付金 （国）１３５号 大川字赤崎 法面対策 2018年度 2023年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 東伊豆町 県 道路防災対策事業 県単独事業 （国）１３５号 奈良本字峠 法面対策 2020年度 2022年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 森町 県 道路防災対策事業 防災・安全交付金 （主）袋井春野線 三倉字天幡塚 法面対策 2019年度 2022年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 124 電線共同溝の整備の促進（県管理道路）

地震防災対策特別措置法で規定されている県管理道路区間の電線共同溝整備延長（2.9km）に対する整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

道路 函南町 県 無電柱化事業 社会資本整備総合交付金 （国）136号 熱函～清函 電線共同溝 2010年度 2013年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 函南町 県 無電柱化事業 社会資本整備総合交付金 （国）136号 塚本～大土肥 電線共同溝 2009年度 2011年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 函南町 県 無電柱化事業 社会資本整備総合交付金 （国）136号 R136～熱函 電線共同溝 2007年度 2013年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 三島市 県 無電柱化事業 防災・安全交付金 （主）三島停車場線 北側 電線共同溝 2009年度 2015年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 三島市 県 無電柱化事業 防災・安全交付金 （主）三島停車場線 南側 電線共同溝 2009年度 2015年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 伊豆の国市 県 無電柱化事業 防災・安全交付金 （国）136号 南條 電線共同溝 2012年度 2022年度 AP 2-9,5-4 道路整備課

道路 湖西市 県 無電柱化事業 防災・安全交付金 （国）301号 新居 電線共同溝 2011年度 2013年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

道路 沼津市 県 無電柱化事業 補助事業 （国）414号 杉崎町 電線共同溝 2018年度 2023年度 AP 2-9,5-4 道路保全課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：6-2

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 125 電線共同溝の整備の促進（街路区間の道路）

地震防災対策特別措置法で規定されている街路区間の電線共同溝整備延長（4.3km）に対する整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

都市 沼津市 県 街路整備事業 補助事業 （都）沼津南一色線（西工区） 江原町 無電柱化 2009年度 2022年度 AP 2-9,5-4,6-4 街路整備課

都市 沼津市 県 街路整備事業 補助事業 （都）西間門新谷線（４工区） 柿田 道路改築・無電柱化 2010年度 2024年度 AP 2-9,5-4,6-4 街路整備課

都市 浜松市 市町 街路整備事業 補助事業 （都）植松伊左地線（山下工区） 山下 道路改築・無電柱化 1999年度 2025年度 AP 2-9,5-4,6-4 街路整備課

APにおける目標指標
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別冊≪静岡県国土強靭化地域計画推進のための取組　主な個別事業≫ 関連する総合計画の施策：6-2

関連する分野別計画 静岡県地震・津波AP2013 126 電線共同溝の整備の促進（土地区画整理）

地震防災対策特別措置法で規定されている土地区画整理事業等区域内道路の電線共同溝整備延長（4.2km）に対する整備率

分野 市町名 実施主体 事業名
予算・事業種別

（予定含む）
路線名等

（河川名・海岸名）
箇所名等 整備内容

事業期間
着手（予定）

事業期間
完成（予定）

分野別計画
関連する

リスクシナリオ
担当課

都市 沼津市 沼津市 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 沼津駅南第一地区 沼津駅南地区 区画整理 2002年度 2029年度 AP 2-9,5-4 景観まちづくり課

都市 沼津市 沼津市 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 東部拠点第二地区 沼津駅東地区 区画整理 2007年度 2037年度 AP 2-9,5-4 景観まちづくり課

都市 沼津市 沼津市 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 岡宮北地区 岡宮北地区 区画整理 1996年度 2023年度 AP 2-9,5-4 景観まちづくり課

都市 裾野市 裾野市 土地区画整理事業 社会資本整備総合交付金 裾野駅西地区 裾野駅西地区 区画整理 2002年度 2039年度 AP 2-9,5-4 景観まちづくり課

APにおける目標指標
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