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北海道 千歳飛行場 苫小牧市 78

千歳市 482

上富良野演習場 富良野市 28

上富良野町 82

中富良野町 27

北海道大演習場 恵庭市 225

北広島市 78

然別演習場 鹿追町 37

矢臼別演習場 厚岸町 106

浜中町 55

別海町 106

陸上自衛隊北海道補給処白老弾薬支処 白老町 25

青森県 三沢飛行場、三沢対地射爆撃場 三沢市 327

三沢飛行場、航空自衛隊第四補給処東北支処 東北町 83

八戸飛行場 八戸市 42

三沢対地射爆撃場 六ヶ所村 221

大湊港に所在する防衛施設 むつ市 65

下北試験場 東通村 27

岩手県 岩手山中演習場 八幡平市 26

滝沢市 82

宮城県 松島飛行場 石巻市 51

東松島市 77

王城寺原演習場 大和町 77

大衡村 74

色麻町 72

福島県 白河布引山演習場 天栄村 22

西郷村 52

茨城県 百里飛行場 行方市 58

鉾田市 119

小美玉市 127

霞ヶ浦飛行場 土浦市 31

阿見町 42

栃木県 宇都宮飛行場 宇都宮市 34

群馬県 相馬原演習場、陸上自衛隊関東補給処吉井弾薬支処 高崎市 43

相馬原演習場、相馬原飛行場 榛東村 73

埼玉県 入間飛行場 狭山市 101

入間市 71

千葉県 下総飛行場 柏市 66

鎌ヶ谷市 58

木更津飛行場 木更津市 47

東京都 横田飛行場 立川市 141

昭島市 276
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東京都 横田飛行場 福生市 177

武蔵村山市 90

羽村市 86

瑞穂町 250

硫黄島飛行場 小笠原村 42

神奈川県 厚木飛行場 藤沢市 100

大和市 159

綾瀬市 132

横須賀港に所在する防衛施設 横須賀市 148

キャンプ座間、相模総合補給廠 相模原市 51

キャンプ座間 座間市 55

池子住宅地区及び海軍補助施設 逗子市 58

新潟県 関山演習場 妙高市 45

上越市 40

石川県 小松飛行場 小松市 191

加賀市 60

山梨県 北富士演習場 富士吉田市 117

忍野村 37

山中湖村 40

岐阜県 岐阜飛行場 各務原市 146

静岡県 浜松飛行場 浜松市 58

東富士演習場 御殿場市 264

裾野市 125

小山町 140

愛知県 小牧基地 春日井市 45

小牧市 40

豊山町 37

滋賀県 饗庭野演習場 高島市 92

京都府 舞鶴港に所在する防衛施設 舞鶴市 80

陸上自衛隊関西補給処祝園弾薬支処 京田辺市 38

精華町 45

鳥取県 美保飛行場 米子市 46

境港市 61

岡山県 日本原演習場 津山市 39

奈義町 67

広島県 呉港に所在する防衛施設 呉市 105

川上弾薬庫 東広島市 37

切串弾薬庫及び秋月弾薬庫 江田島市 27

山口県 岩国飛行場 岩国市 349

徳島県 徳島飛行場 松茂町 47

福岡県 築城飛行場 行橋市 101

みやこ町 45
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福岡県 築城飛行場 築上町 112

芦屋飛行場 芦屋町 60

水巻町 40

岡垣町 43

遠賀町 40

佐賀県 目達原飛行場 吉野ヶ里町 28

上峰町 32

長崎県 佐世保港に所在する防衛施設 佐世保市 162

西海市 44

熊本県 大矢野原演習場 山都町 32

大分県 日出生台演習場 由布市 51

九重町 41

玖珠町 110

宮崎県 新田原飛行場 西都市 63

新富町 175

霧島演習場 えびの市 33

鹿児島県 鹿屋飛行場 鹿屋市 73

霧島演習場 湧水町 25

沖縄県 嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫地区 沖縄市 463

読谷村 182

嘉手納町 404

嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧 北谷町 387

キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセン 名護市 64

キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区 恩納村 72

キャンプ・ハンセン 宜野座村 96

金武町 108

伊江島補助飛行場 伊江村 102

久米島射爆撃場、鳥島射爆撃場 久米島町 52

出砂島射爆撃場 渡名喜村 64

那覇港に所在する防衛施設 那覇市 52

金武中城港に所在する防衛施設、嘉手納弾薬庫地区 うるま市 67

普天間飛行場 宜野湾市 75

牧港補給地区 浦添市 66

北部訓練場 国頭村 20

東村 28

キャンプ瑞慶覧 北中城村 48

合　計 ７３防衛施設　 １２０市町村　 １１,３３９百万円
注：　市町村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。


