
都道府県名 防衛施設名 補助事業者名 金　額

北海道 北海道大演習場 ＊ 改修工事（公園） 恵庭市長 83

無線放送施設 恵庭市長 296

まちづくり支援事業 北広島市長 111

千歳飛行場等 ごみ処理施設 道央廃棄物処理組合管理者 1,469

千歳飛行場 避難施設 千歳市長 86

上富良野演習場 ＊ 消防施設 富良野広域連合長 13

近文台弾薬支処等 ＊ 消防施設 鷹栖町長 18

名寄演習場等 ＊ 除雪施設 名寄市長 32

上富良野演習場 無線放送施設 上富良野町長 478

無線放送施設 中富良野町長 301

農業用施設 上富良野町長 51

農業用施設 中富良野町長 29

農業用施設 富良野市長 66

名寄演習場等 農業用施設 名寄市長 14

矢臼別演習場 農業用施設 別海町長 24

農業用施設 厚岸町長 39

まちづくり支援事業 別海町長 79

函館駐屯地等 ＊ 消防施設 函館市長 20

駒ヶ岳演習場 ＊ 除雪施設 鹿部町長 19

奥尻島分屯基地 ごみ処理施設 奥尻町長 335

岩見沢駐屯地等 ＊ 除雪施設 岩見沢市長 26

足寄弾薬支処 農業用施設 足寄町長 52

青森県 大湊地方隊等 ＊ まちづくり支援事業 むつ市長 31

三沢対地射爆撃場等 漁業用施設 青森県知事 173

三沢飛行場 ＊ し尿処理施設 三沢市長 37

＊ 改修工事（公園） 三沢市長 29

無線放送施設 三沢市長 256

ごみ処理施設 三沢市長 1,824

三沢飛行場等 ＊ 消防施設 中部上北広域事業組合管理者 27

車力高射教育訓練場等 救難施設 つがる市長 280

宮城県 松島飛行場 ＊ 改修工事（コミュニティ供用施設） 東松島市長 40

＊ 改修工事（屋外運動場） 東松島市長 133

茨城県 百里飛行場 ＊ 公園 鉾田市長 308

無線放送施設 茨城町長 143

改修工事（特別集会施設） 行方市長 48

＊ 消防施設 かすみがうら市長 29

水道 小美玉市長 152

まちづくり構想策定支援事業 小美玉市長 46

勝田駐屯地 ＊ コミュニティ供用施設 ひたちなか市長 71

チャーリー水域等 漁業用施設 茨城県知事 184

群馬県 相馬原飛行場等 ＊ 水道 榛東村長 16

水道 吉岡町長 65
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群馬県 相馬原飛行場等 無線放送施設 吉岡町長 30

埼玉県 入間飛行場 ＊ 消防施設 埼玉西部消防組合管理者 50

無線放送施設 狭山市長 102

千葉県 習志野演習場 ＊ 消防施設 八千代市長 20

下総飛行場 ＊ 消防施設 柏市長 19

＊ 消防施設 鎌ケ谷市長 19

公園 白井市長 43

チャーリー水域 漁業用施設 千葉県知事 95

館山飛行場 ＊ 消防施設 館山市長 11

木更津飛行場 ＊ 消防施設 木更津市長 20

無線放送施設 木更津市長 233

屋外運動場 木更津市長 495

まちづくり構想策定支援事業 木更津市長 25

東京都 小笠原諸島所在防衛施設 漁業用施設 東京都知事 31

横田飛行場 まちづくり支援事業 武蔵村山市長 84

＊ 改修工事（学習等供用施設） 羽村市長 4

無線放送施設 昭島市長 35

無線放送施設 福生市長 71

無線放送施設 瑞穂町長 7

改修工事（緑地） 福生市長 21

改修工事（コミュニティ供用施設） 福生市長 56

改修工事（図書館） 福生市長 13

神奈川県 横須賀海軍施設等 ＊ 消防施設 横須賀市長 36

まちづくり支援事業 横須賀市長 16

厚木飛行場等 ＊ 消防施設 座間市長 50

厚木飛行場 公園 高座清掃施設組合長 17

改修工事（公園） 綾瀬市長 355

改修工事（公園） 大和市長 553

新潟県 関山演習場 改修工事（保健相談センター） 妙高市長 70

改修工事（コミュニティ供用施設） 妙高市長 37

改修工事（コミュニティ供用施設） 妙高市長 16

石川県 小松飛行場 ＊ 改修工事（屋外運動場） 小松市長 7

＊ 消防施設 小松市長 75

改修工事（体育館） 小松市長 172

＊ 消防施設 加賀市長 14

無線放送施設 加賀市長 165

無線放送施設 能美市長 376

屋外運動場 川北町長 52

山梨県 北富士演習場 ＊ 消防施設 山中湖村長 12

＊ 消防施設 富士五湖広域行政事務組合代表理事 75

有線ラジオ放送施設等 富士吉田市長 98

公園 富士吉田市長 110
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山梨県 北富士演習場 水道 富士吉田市長 335

水道 忍野村長 96

林業用施設
富士吉田市長外二ヶ村恩賜
県有財産保護組合長 76

消防庁舎 富士五湖広域行政事務組合代表理事 449

岐阜県 岐阜飛行場 ＊ 無線放送施設 笠松町長 55

＊ 消防施設 各務原市長 28

静岡県 静浜飛行場 ＊ 消防施設 志太広域事務組合管理者 26

＊ 公園 焼津市長 5

チャーリー水域等 漁業用施設 静岡県知事 61

東富士演習場 ＊ 消防施設 裾野市長 11

無線放送施設 裾野市長 7

公園 裾野市長 5

無線放送施設 小山町長 45

水道 小山町長 215

＊ 改修工事（コミュニティ供用施設） 小山町長 47

無線放送施設 御殿場市長 38

農業用施設 静岡県知事 94

愛知県 岐阜飛行場 ＊ 消防施設 犬山市長 19

＊ 消防施設 丹羽広域事務組合管理者 22

伊勢湾掃海訓練海面 漁業用施設 愛知県知事 7

滋賀県 饗庭野演習場等 ＊ 無線放送施設 高島市長 35

京都府 福知山射撃場等 ＊ 消防施設 福知山市長 20

舞鶴地方隊等 ごみ処理施設 舞鶴市長 430

まちづくり支援事業 舞鶴市長 191

祝園弾薬支処 まちづくり支援事業 精華町長 241

兵庫県 青野ヶ原演習場等 ＊ 無線放送施設 加西市長 85

＊ 消防施設 小野市長 20

水道 小野市長 224

鳥取県 美保飛行場 水道 米子市長 30

島根県 美保飛行場 ＊ 屋外運動場 松江市長 18

岡山県 日本原演習場等 水道 奈義町長 71

広島県 広弾薬庫等 漁業用施設 呉市長 28

山口県 岩国飛行場 ＊ 消防施設 岩国地区消防組合管理者 17

水道 岩国市長 124

漁業用施設 岩国市長 291

まちづくり支援事業 岩国市長 553

汚水除去施設 岩国市長 179

徳島県 徳島飛行場 水道 松茂町長 18

高知県 高知演習場等 ＊ 消防施設 香南市長 17

リマ区域 漁業用施設 高知県知事 60

土佐清水分屯基地 水道 土佐清水市長 125

福岡県 芦屋飛行場 まちづくり支援事業 遠賀町長 817
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福岡県 築城飛行場 ＊ 消防施設 京築広域市町村圏事務組合長 20

農業用施設 築上町長 124

改修工事（体育館） 行橋市長 202

佐賀県 目達原飛行場等 ＊ 消防施設 鳥栖･三養基地区消防事務組合長 50

長崎県 佐世保海軍施設等 水道 佐世保市長 257

＊ 消防施設 佐世保市長 16

港湾施設 佐世保市長 648

改修工事（市庁舎） 佐世保市長 365

まちづくり構想 策定支援事業 西海市長 9

相浦駐屯地 漁業用施設 佐世保市長 30

大分県 大分弾薬支処 屋外運動場 大分市長 73

日出生台演習場 ＊ 改修工事（特別集会施設） 九重町長 157

無線放送施設 九重町長 81

無線放送施設 玖珠町長 123

無線放送施設 由布市長 67

宮崎県 新田原飛行場 ＊ 公園 西都市長 34

屋外運動場 新富町長 937

水道 新富町長 180

霧島演習場等 ＊ 消防施設 えびの市長 12

改修工事（コミュニティ供用施設） えびの市長 97

都城訓練場等 改修工事（体育館） 都城市長 22

鹿児島県 奄美駐屯地 農業用施設 奄美市長 116

沖縄県 （仮）石垣駐屯地 ごみ処理施設 石垣市長 554

伊江島補助飛行場 まちづくり支援事業 伊江村長 135

伊江島補助飛行場等 ＊ 漁業用施設 北谷町長 20

沖縄県所在防衛施設 漁業用施設 沖縄県知事 274

漁業用施設 沖縄県知事 246

キャンプ・シュワブ等 水道 名護市長 413

ごみ処理施設 名護市長 3,469

＊ 消防施設 名護市長 19

＊ 消防施設 名護市長 19

＊ 学校給食センター 名護市長 25

キャンプ・ハンセン ＊ 改修工事（公園） 金武町長 17

水道 金武町長 199

無線放送施設 金武町長 293

キャンプ・ハンセン等 ごみ処理施設 金武地区消防衛生組合管理者 4

久米島射爆撃場等 漁業用施設 久米島町長 69

無線放送施設 久米島町長 173

久米島分屯基地 ごみ処理施設 久米島町長 168

普天間飛行場 まちづくり支援事業 宜野湾市長 979

＊ 改修工事（体育館） 宜野湾市長 14

改修工事（学習等供用施設） 宜野湾市長 20
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沖縄県 普天間飛行場等 改修工事（屋外運動場） 浦添市長 13

ホテル・ホテル水域等 漁業用施設 名護市長 43

マイク・マイク水域等 ＊ 漁業用施設 浦添市長 10

嘉手納弾薬庫地区 水道 嘉手納町長 430

嘉手納飛行場等 まちづくり支援事業 嘉手納町長 989

＊ 保育用施設 嘉手納町長 36

水道 沖縄県知事 244

公園 沖縄市長 38

牧港補給地区 まちづくり支援事業 浦添市長 189

宮古島駐屯地等 ＊ コミュニティ供用施設 宮古島市長 13

水道 宮古島市長 535

し尿処理施設 宮古島市長 14

宮古島分屯基地 屋外運動場 宮古島市長 1,007

南与座高射教育訓練場等 改修工事（公園） 糸満市長 17

与那国駐屯地 総合食育センター 与那国町長 79

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 ３０,９４４百万円

新規 ６１件　　

継続 １２２件　　


