
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 Ｃ経路 千歳市長 28

＊ 駒里柏台線外１ 千歳市長 4

矢臼別演習場 太田門静間道路外２ 厚岸町長 98

標茶中茶安別線 標茶町長 129

根室中部３号主要幹線 別海町長 79

中西別上風連線 別海町長 195

上富良野演習場 北２４号道路 上富良野町長 39

青森県 三沢飛行場 岡三沢・下田線 三沢市長 48

１０１号線外１ 三沢市長 38

東岡三沢・堀口線外１ 三沢市長 46

住吉町線 おいらせ町長 26

車力通信所 豊富１８号線 つがる市長 4

岩手県 岩手山中演習場 畜産試験場柳沢線 滝沢市長 137

宮城県 王城寺原演習場 大原２号線 色麻町長 33

霞目駐屯地等 霞目飛行場北線 仙台市長 71

福島県 白河布引山演習場 川谷由井ヶ原線 西郷村長 80

茨城県 百里飛行場 ＊ 小１０９１１号線 小美玉市長 27

（玉）２０１２号線外１ 行方市長 57

群馬県 相馬原演習場等 南新井前橋線 群馬県知事 140

東京都 横田飛行場 西１号線 立川市長 12

神奈川県 キャンプ座間 新戸相武台線 相模原市長 21

厚木飛行場 福田相模原線 大和市長 38

新潟県 上湯谷射撃場 横畑高田線 新潟県知事 76

石川県 小松飛行場 土居原下牧線外 小松市長 69

山梨県 北富士演習場 横町熊穴線外２ 富士吉田市長 139

鐘山線外１ 忍野村長 12

大割線 忍野村長 10

梨ケ原中道線外２ 忍野村長 82

岐阜県 岐阜飛行場 ＊ 稲４９９号線外１ 各務原市長 55

鵜９４１号線 各務原市長 103

静岡県 東富士演習場 ０２３７号線外２ 御殿場市長 56

南外周道路外１ 裾野市長 41

静浜飛行場 ０２１８号線外１ 焼津市長 21

浜松飛行場 湖東和合線 浜松市長 55

京都府 福知山射撃場 室３号線外２線 福知山市長 34

経ヶ岬分屯基地 浜丹後線 京都府知事 252

間人大宮線 京都府知事 285

網野岩滝線 京都府知事 92

大阪府 信太山演習場 ＊ 山の谷２号線外１線 和泉市長 11

鳥取県 美保飛行場 ＊ 富益崎津３号線 米子市長 31

上和田東２２号線外２ 米子市長 47

島根県 美保飛行場 馬渡堤防線 松江市長 12

岡山県 日本原演習場 日本原大吉線 津山市長 54

山口県 岩国飛行場 蜂ヶ峯公園線 山口県知事 91
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岩国錦帯橋空港線 山口県知事 15

楠中津線 岩国市長 66

昭和町藤生線 岩国市長 5

銭壺山無線中継所 銭壺山公園線 山口県知事 79

香川県 国分台演習場 鴨川停車場五色台線 香川県知事 69

愛媛県 松山駐屯地 東温市道 東温市長 17

福岡県 築城飛行場 下別府船迫線 築上町長 104

佐賀県 目達原駐屯地 下津毛三田川線 上峰町長 32

長崎県 大多武演習場 中里原町線 大村市長 15

佐世保教育隊等 前畑崎辺道路 佐世保市長 1,258

福江島分屯基地 里仁田尾線外４ 五島市長 59

熊本県 大矢野原演習場 水の田尾下鶴線 山都町長 96

大分県 日出生台演習場 ＊ 車谷石飛線 玖珠町長 27

大分弾薬支処 曲敷戸団地線 大分市長 70

宮崎県 新田原飛行場 川床日向新富停車場線 宮崎県知事 54

佐土原木城線 新富町長 66

越馬場野中線外１ 新富町長 47

茂広毛平付高岡線外１ 高鍋町長 53

都城駐屯地 鷹尾都原線 都城市長 128

鹿児島県 瀬戸内分屯地 嘉徳支線 瀬戸内町長 40

沖縄県 嘉手納弾薬庫地区 ＊ 山城進入路 うるま市長 18

キャンプ瑞慶覧 アクセス道路 宜野湾市長 903

久米島分屯基地 宇江城城址線 久米島町長 75

陸軍貯油施設 川崎ルーシー河線 うるま市長 101

与那国駐屯地 樽舞１号線外２ 与那国町長 72

普天間飛行場 真栄原道路外１ 宜野湾市長 551

嘉手納飛行場 町道１０３号線外１ 嘉手納町長 118

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 ７,１１２百万円

新規 ７件　　

継続 ６４件　　


