
都道府県名 防衛施設名 補助事業者名 金　額

北海道 上富良野演習場 上富良野西小学校 上富良野町長 33

上富良野演習場 上富良野小学校（講堂） 上富良野町長 2

上富良野演習場 わかば愛育園 法人（上富良野町） 2

矢臼別演習場 標茶中学校 標茶町長 85

矢臼別演習場 標茶中学校（講堂） 標茶町長 24

千歳飛行場 末広小学校 千歳市長 2

千歳飛行場 駒里小中学校 千歳市長 1

千歳飛行場 駒里小中学校（講堂） 千歳市長 2

千歳飛行場 泉沢小学校（講堂） 千歳市長 22

千歳飛行場 千歳第二小学校 千歳市長 52

千歳飛行場 勇払中学校 苫小牧市長 28

千歳飛行場 勇払中学校（講堂） 苫小牧市長 31

千歳飛行場 勇払小学校（講堂） 苫小牧市長 2

千歳飛行場 認定こども園千歳第二幼稚園 法人（千歳市） 45

千歳飛行場 メリー幼稚園 法人（千歳市） 54

北海道大演習場(島松地区) 恵み野小学校 恵庭市長 61

北海道大演習場(島松地区) 恵み野小学校（講堂） 恵庭市長 45

北海道大演習場(島松地区) 若草小学校（講堂） 恵庭市長 2

北海道大演習場(島松地区) 西の里小学校 北広島市長 28

北海道大演習場(島松地区) 西の里中学校 北広島市長 24

北海道大演習場(島松地区) ＊ 認定こども園幼稚舎えるむ 法人（恵庭市） 16

青森県 三沢飛行場 三沢高等学校 青森県知事 81

青森 八戸飛行場 下長小学校 八戸市長 20

宮城県 松島飛行場 赤井小学校（講堂） 東松島市長 9

埼玉県 入間飛行場 狭山経済高等学校 埼玉県知事 177

埼玉 入間飛行場 所沢西高等学校 埼玉県知事 37

埼玉 入間飛行場 入間川小学校 狭山市長 57

埼玉 入間飛行場 狭山けやき幼稚園 法人（狭山市） 34

千葉県 下総飛行場 沼南高柳高等学校 千葉県知事 7

千葉 下総飛行場 風早中学校 柏市長 34

千葉 下総飛行場 鎌ケ谷ふじ幼稚園 法人（鎌ケ谷市） 3

千葉 館山飛行場 館山中学校 館山市長 309

東京都 横田飛行場 共成小学校 昭島市長 5

東京 横田飛行場 福生第六小学校 福生市長 175

東京 横田飛行場 福生第七小学校 福生市長 6

東京 横田飛行場 福生第七小学校（講堂） 福生市長 2

東京 横田飛行場 福生第三中学校 福生市長 99

東京 立川飛行場 立川女子高等学校 法人（立川市） 10

東京 厚木飛行場 町田第二中学校 町田市長 158

東京 厚木飛行場 町田・デザイン専門学校（５号館） 法人（町田市） 162

神奈川県 厚木飛行場 引地台中学校 大和市長 451

神奈川 厚木飛行場 長後中学校 藤沢市長 317
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神奈川県 厚木飛行場 六会小学校 藤沢市長 417

神奈川 厚木飛行場 綾西小学校 綾瀬市長 7

神奈川 厚木飛行場 ドレーパー記念幼稚園 法人（綾瀬市） 141

神奈川 厚木飛行場 春日幼稚園 法人（綾瀬市） 56

神奈川 厚木飛行場 綾瀬中央幼稚園 法人（綾瀬市） 64

神奈川 厚木飛行場 矢崎胃腸外科 法人（綾瀬市） 331

神奈川 厚木飛行場 特別養護老人ホームかりん 法人（藤沢市） 912

神奈川 厚木飛行場 デイサービスセンターかりん 法人（藤沢市） 33

神奈川 厚木飛行場 グリーンライフ湘南（特養） 法人（藤沢市） 157

神奈川 厚木飛行場 グリーンライフ湘南（老デイ） 法人（藤沢市） 47

神奈川 厚木飛行場 広田幼稚園 法人（藤沢市） 12

神奈川 厚木飛行場 ひばりが丘幼稚園 法人（座間市） 26

神奈川 厚木飛行場 モミヤマ幼稚園 法人（大和市） 4

神奈川 厚木飛行場 うのもり幼稚園 法人（相模原市） 3

神奈川 厚木飛行場 やなぎ幼稚園 個人（大和市） 343

石川県 小松飛行場 小松工業高等学校 石川県知事 271

石川 小松飛行場 小松明峰高等学校 石川県知事 51

石川 小松飛行場 日末小学校 小松市長 84

石川 小松飛行場 安宅中学校 小松市長 129

石川 小松飛行場 今江小学校 小松市長 42

石川 小松飛行場 板津中学校 小松市長 75

石川 小松飛行場 錦城東小学校 加賀市長 90

石川 小松飛行場 分校小学校 加賀市長 2

石川 小松飛行場 蝶屋小学校 白山市長 24

静岡県 浜松飛行場 高台中学校 浜松市長 139

山梨県 北富士演習場 忍野小学校 忍野村長 34

岐阜県 岐阜飛行場 鵜沼西保育所 各務原市長 2

岐阜 岐阜飛行場 蘇原西保育園 法人（各務原市） 30

岐阜 岐阜飛行場 鵜沼東保育所 法人（各務原市） 2

愛知県 岐阜飛行場 上木子ども未来園 犬山市長 1

三重県 明野飛行場 田丸小学校（講堂） 玉城町長 26

徳島県 徳島飛行場 北島南幼稚園 北島町長 26

徳島 徳島飛行場 北島中学校（講堂） 北島町長 2

徳島 徳島飛行場 喜来幼稚園 松茂町長 2

福岡県 芦屋飛行場 東筑高等学校 福岡県知事 78

福岡 芦屋飛行場 洞北中学校 北九州市長 80

福岡 築城飛行場 育徳館高等学校 福岡県知事 82

福岡 築城飛行場 築上西高等学校 福岡県知事 11

福岡 築城飛行場 仲津小学校 行橋市長 37

福岡 築城飛行場 豊津小学校 みやこ町長 195

福岡 築城飛行場 デイサービスセンターゆくはし 法人（行橋市） 83

宮崎県 新田原飛行場 高鍋高等学校 宮崎県知事 104
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宮崎県 新田原飛行場 高鍋農業高等学校 宮崎県知事 23

宮崎 新田原飛行場 穂北小学校 西都市長 57

宮崎 新田原飛行場 高鍋東小学校 高鍋町長 5

宮崎 新田原飛行場 富田小学校 新富町長 60

宮崎 新田原飛行場 清水保育園 法人（西都市） 99

宮崎 新田原飛行場 一真下新田保育園 法人（新富町） 30

沖縄県 嘉手納飛行場 美咲特別支援学校 沖縄県知事 17

沖縄 嘉手納飛行場 城前小学校 うるま市長 129

沖縄 嘉手納飛行場 川崎小学校 うるま市長 20

沖縄 嘉手納飛行場 天願小学校 うるま市長 18

沖縄 嘉手納飛行場 具志川小学校 うるま市長 5

沖縄 嘉手納飛行場 安慶田小学校 沖縄市長 136

沖縄 嘉手納飛行場 越来中学校 沖縄市長 22

沖縄 嘉手納飛行場 嘉手納町第三保育所 嘉手納町長 6

沖縄 嘉手納飛行場 北玉小学校 北谷町長 5

沖縄 嘉手納飛行場 謝苅保育所 北谷町長 35

沖縄 嘉手納飛行場 喜名小学校 読谷村長 8

沖縄 嘉手納飛行場 読谷中学校 読谷村長 11

沖縄 嘉手納飛行場 ビーチサイド保育園 法人（北谷町） 19

沖縄 嘉手納飛行場 シーサイド保育園 法人（北谷町） 101

沖縄 普天間飛行場 宜野湾高等学校 沖縄県知事 94

沖縄 普天間飛行場 普天間小学校 宜野湾市長 1,533

沖縄 普天間飛行場 普天間第二小学校 宜野湾市長 194

沖縄 普天間飛行場 前田小学校 浦添市長 25

沖縄 普天間飛行場 沖縄カトリック中学校 法人（宜野湾市） 8

沖縄 普天間飛行場 沖縄カトリック高等学校 法人（宜野湾市） 18

沖縄 普天間飛行場 琉球大学病院 法人（宜野湾市） 21

沖縄 普天間飛行場 琉球大学医学部 法人（宜野湾市） 4

注：１　事案名の前の＊は新規事業である。
    ２　事案毎の金額は単位未満四捨五入で整理しているため、合計の金額とは符合しない場合もある。

金額 ９,６６８百万円

新規 １件　　

継続 １１１件　　


