
令和３年４月３０日
防     衛     省

【自衛隊施設】

所有者数

   防衛省市ヶ谷庁舎 530
   陸上自衛隊札幌駐屯地 370
   自衛隊藻岩山無人中継所 0
   陸上自衛隊丘珠駐屯地 330
   陸上自衛隊函館駐屯地
   陸上自衛隊函館駐屯地亀田射撃場
   自衛隊横津岳無線中継所
   自衛隊汐首無人中継所
   陸上自衛隊幌別駐屯地
   陸上自衛隊幌別駐屯地幌別射撃場
   自衛隊虎杖浜無人中継所
   陸上自衛隊白老駐屯地
   自衛隊ポロト無線中継所
   自衛隊樽前無人中継所
   陸上自衛隊北恵庭駐屯地 210
   陸上自衛隊岩見沢駐屯地 110
   陸上自衛隊美唄駐屯地 80
   陸上自衛隊南恵庭駐屯地 20
   陸上自衛隊北千歳駐屯地 110
   陸上自衛隊島松駐屯地
   陸上自衛隊島松駐屯地苗穂分屯地
   陸上自衛隊島松駐屯地日高分屯地
   陸上自衛隊島松山高射教育訓練場
   陸上自衛隊安平駐屯地
   陸上自衛隊安平駐屯地早来分屯地
   陸上自衛隊東千歳駐屯地
   自衛隊熊の頭無線中継所
   陸上自衛隊静内駐屯地
   陸上自衛隊静内対空射撃場
   自衛隊笹山無人中継所
   陸上自衛隊真駒内駐屯地
   陸上自衛隊真駒内駐屯地真駒内弾薬庫
   陸上自衛隊茨戸川渡河訓練場

防衛施設に隣接する土地の調査に関して、調査した自衛隊及び米軍の
約６５０施設の所有者数

140

150

110

520

調査施設

150

290

40

250
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   陸上自衛隊倶知安駐屯地
   陸上自衛隊倶知安駐屯地倶知安射撃場
   陸上自衛隊旭川駐屯地
   陸上自衛隊旭川駐屯地沼田分屯地
   陸上自衛隊旭川駐屯地神居山無線中継所
   陸上自衛隊旭川駐屯地近文台燃料支処
   陸上自衛隊旭川駐屯地鷹栖射撃場
   陸上自衛隊旭川駐屯地春光弾薬庫
   陸上自衛隊名寄駐屯地
   陸上自衛隊名寄駐屯地礼文分屯地
   陸上自衛隊名寄駐屯地名寄射撃場
   陸上自衛隊名寄駐屯地水源地
   陸上自衛隊名寄駐屯地宗谷通信所
   陸上自衛隊名寄駐屯地知駒岳訓練場
   自衛隊紋穂内無人中継所
   陸上自衛隊留萌駐屯地
   陸上自衛隊留萌駐屯地留萌射撃場
   陸上自衛隊留萌駐屯地天塩訓練場
   陸上自衛隊滝川駐屯地
   陸上自衛隊滝川駐屯地新十津川射撃場
   自衛隊新十津川無線中継所
   海上自衛隊函館基地隊本部
   海上自衛隊函館基地隊分室
   海上自衛隊函館基地隊松前警備所白神支所
   海上自衛隊函館基地隊松前警備所松前局舎
   海上自衛隊余市防備隊
   海上自衛隊余市防備隊積丹中継所
   航空自衛隊千歳基地
   航空自衛隊長沼高射教育訓練場
   航空自衛隊計根別基地隊
   防衛装備庁札幌試験場 20
   陸上自衛隊上富良野駐屯地
   陸上自衛隊上富良野駐屯地多田分屯地
   自衛隊落合岳無線中継所
   陸上自衛隊帯広駐屯地
   陸上自衛隊帯広駐屯地幕別射撃場
   陸上自衛隊帯広駐屯地幕別射撃場背後地
   陸上自衛隊帯広駐屯地浜大樹訓練場
   陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地
   陸上自衛隊美幌駐屯地
   陸上自衛隊美幌駐屯地美幌射撃場
   陸上自衛隊遠軽駐屯地 160

200

200

430

130

210

180

110

20

1,600

620

70
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   陸上自衛隊釧路駐屯地
   陸上自衛隊釧路駐屯地別保射撃場
   陸上自衛隊釧路駐屯地塘路無人中継所
   陸上自衛隊釧路駐屯地見晴山無人中継所
   陸上自衛隊釧路駐屯地標津分屯地
   陸上自衛隊釧路駐屯地標津分屯地羅臼分室
   陸上自衛隊釧路駐屯地標津分屯地野付分室
   陸上自衛隊別海駐屯地 20
   陸上自衛隊鹿追駐屯地 120
   陸上自衛隊釧路駐屯地釧路着陸場 10
   陸上自衛隊青森駐屯地
   防衛統合ディジタル冷水山無線中継所
   防衛統合ディジタル黒森山無線中継所
   陸上自衛隊弘前駐屯地 140
   陸上自衛隊八戸駐屯地
   陸上自衛隊六ケ所対空射撃場
   陸上自衛隊六ケ所対空射撃場廠舎
   陸上自衛隊岩手駐屯地
   陸上自衛隊岩手駐屯地滝沢射撃場
   陸上自衛隊岩手駐屯地水道水源地
   防衛マイクロ折爪通信中継所
   防衛マイクロ拝峠通信中継所
   陸上自衛隊秋田駐屯地
   陸上自衛隊秋田駐屯地秋田射撃場
   陸上自衛隊大和駐屯地
   陸上自衛隊大和送信所
   陸上自衛隊多賀城駐屯地
   陸上自衛隊多賀城駐屯地利府射撃場
   陸上自衛隊多賀城駐屯地中山平訓練場廠舎
   陸上自衛隊仙台駐屯地
   陸上自衛隊仙台駐屯地反町分屯地
   防衛マイクロ手倉山通信中継所
   防衛マイクロ束稲山通信中継所
   陸上自衛隊霞目駐屯地
   陸上自衛隊霞目駐屯地岩沼訓練場
   陸上自衛隊船岡駐屯地
   陸上自衛隊船岡弾薬支処
   陸上自衛隊ディジタル次郎太郎山無線中継所
   陸上自衛隊神町駐屯地
   陸上自衛隊神町駐屯地東根射撃場
   陸上自衛隊神町飛行場
   陸上自衛隊福島駐屯地
   陸上自衛隊福島駐屯地福島射撃場
   陸上自衛隊福島駐屯地水道水源地

270

250

810

920

300

90

210

270

580

170

700

140
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   陸上自衛隊郡山駐屯地
   陸上自衛隊郡山駐屯地高森訓練場
   防衛マイクロ烏峠通信中継所
   海上自衛隊大湊地方総監部
   海上自衛隊大湊地方総監部芦崎訓練場
   海上自衛隊大湊地方総監部芦崎貯油所
   海上自衛隊大湊地方総監部近川受信所
   海上自衛隊大湊地方総監部樺山送信所
   自衛隊大湊病院
   海上自衛隊大湊弾薬整備補給所
   防衛統合ディジタル大石八森無線中継所
   海上自衛隊大湊航空基地
   海上自衛隊大湊航空基地送信所
   海上自衛隊障子山航空保安無線所
   海上自衛隊函館基地隊竜飛警備所 30
   海上自衛隊八戸航空基地
   海上自衛隊八戸航空基地馬淵訓練場
   海上自衛隊八戸航空基地船用基地
   防衛統合ディジタル倉石無線中継所
   海上自衛隊八戸航空基地送信所 50
   航空自衛隊三沢基地
   航空自衛隊三沢基地八雲分屯基地
   航空自衛隊三沢基地当別分屯基地
   航空自衛隊三沢基地襟裳分屯基地
   航空自衛隊三沢基地稚内分屯基地
   航空自衛隊三沢基地稚内通信所
   航空自衛隊三沢基地奥尻島分屯基地
   自衛隊小花井山無人中継所
   自衛隊静狩無人中継所
   航空自衛隊三沢基地東根室通信所
   航空自衛隊三沢基地根室分屯基地
   航空自衛隊三沢基地網走分屯基地
   航空自衛隊三沢基地根室分屯基地牧の内訓練場
   防衛統合ディジタル天間林無線中継所
   航空自衛隊三沢基地東北町分屯基地
   防衛統合ディジタル野辺地無線中継所
   航空自衛隊三沢基地四川目訓練場
   航空自衛隊車力高射教育訓練場
   航空自衛隊三沢基地大湊分屯基地
   航空自衛隊三沢基地山田分屯基地
   航空自衛隊三沢基地加茂分屯基地
   航空自衛隊秋田分屯基地
   防衛統合ディジタル観音森無線中継所
   航空自衛隊秋田分屯基地院内訓練場

520

610

670

1,690

1,550

330
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   航空自衛隊松島基地
   航空自衛隊松島基地訓練場
   航空自衛隊松島基地変電所
   航空自衛隊松島基地水道水源地
   航空自衛隊松島基地送信所
   航空自衛隊松島基地送信所水道水源地
   防衛マイクロ上品山通信中継所
   防衛統合ディジタル豊里無線中継所
   防衛装備庁下北試験場 40
   陸上自衛隊三宿駐屯地 50
   陸上自衛隊用賀駐屯地 20
   陸上自衛隊十条駐屯地 20
   陸上自衛隊練馬駐屯地 130
   陸上自衛隊小平駐屯地 140
   陸上自衛隊東立川駐屯地 270
   陸上自衛隊立川駐屯地 10
   陸上自衛隊大宮駐屯地 120
   陸上自衛隊朝霞駐屯地
   陸上自衛隊朝霞訓練場
   陸上自衛隊朝霞駐屯地大井通信所
   陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
   陸上自衛隊霞ヶ浦飛行場
   陸上自衛隊霞ヶ浦貯油施設
   陸上自衛隊土浦駐屯地
   陸上自衛隊土浦駐屯地舟島射撃場
   陸上自衛隊勝田駐屯地
   陸上自衛隊勝田駐屯地長岡射撃場
   陸上自衛隊七会訓練場
   陸上自衛隊古河駐屯地 170
   陸上自衛隊新町駐屯地
   陸上自衛隊新町駐屯地吉井弾薬支処
   陸上自衛隊相馬原駐屯地
   陸上自衛隊相馬原駐屯地赤城山無人中継所
   陸上自衛隊松本駐屯地
   陸上自衛隊松本駐屯地松本射撃場
   陸上自衛隊習志野駐屯地
   陸上自衛隊習志野演習場
   陸上自衛隊松戸駐屯地
   陸上自衛隊柏高射教育訓練場
   陸上自衛隊下志津駐屯地 250
   陸上自衛隊新発田駐屯地
   陸上自衛隊新発田駐屯地小舟渡通信所

900

1,080

270

190

130

640

410

430

300

150

210
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   陸上自衛隊高田駐屯地
   陸上自衛隊高田駐屯地上湯谷射撃場
   陸上自衛隊宇都宮駐屯地
   陸上自衛隊宇都宮駐屯地八方無線中継所
   陸上自衛隊北宇都宮駐屯地
   陸上自衛隊宇都宮通信所
   海上自衛隊東京音楽隊
   海上自衛隊市原送信所
   海上自衛隊飯岡受信所
   海上自衛隊硫黄島航空基地 0
   海上自衛隊南鳥島航空基地 0
   海上自衛隊館山航空基地
   海上自衛隊館山航空基地タカン局
   海上自衛隊航空補給処 100
   海上自衛隊下総航空基地 460
   海上自衛隊館山航空基地上の原送信所 0
   航空自衛隊府中基地 130
   航空自衛隊入間基地
   航空自衛隊入間基地川角送信所
   航空自衛隊霞ヶ浦高射教育訓練場
   航空自衛隊習志野高射教育訓練場
   航空自衛隊峯岡山分屯基地
   航空自衛隊佐渡分屯基地
   航空自衛隊佐渡分屯基地金井連絡所
   航空自衛隊入間基地大滝根山分屯基地
   航空自衛隊入間基地御前崎分屯基地
   航空自衛隊入間基地御前崎分屯基地岳山通信施設
   航空自衛隊入間基地武山高射教育訓練場
   航空自衛隊入間基地輪島分屯基地
   航空自衛隊入間基地輪島分屯基地高州山地区
   航空自衛隊入間基地経ケ岬分屯基地
   航空自衛隊入間基地経ケ岬分屯基地オペレ―ション地区
   航空自衛隊経ヶ岬分屯基地場外離着陸地区
   航空自衛隊入間基地串本分屯基地
   航空自衛隊入間基地笠取山分屯基地
   航空自衛隊熊谷基地 130
   航空自衛隊百里基地
   航空自衛隊百里基地八郷無人中継所

510

280

210

270

230

130

3,620
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   航空自衛隊市ケ谷基地柏送信所 80
   航空自衛隊木更津分屯基地
   航空自衛隊木更津分屯基地三舟山無人中継所
   航空自衛隊新潟分屯基地 60
   防衛装備庁艦艇装備研究所
   防衛装備庁艦艇装備研究所久里浜地区
   防衛装備庁艦艇装備研究所大瀬実験所
   防衛装備庁電子装備研究所飯岡支所 90
   防衛装備庁航空装備研究所新島支所
   防衛装備庁航空装備研究所新島支所端々地区
   防衛装備庁土浦試験場 20
   防衛医科大学校 10
   陸上自衛隊横浜駐屯地 80
   陸上自衛隊久里浜駐屯地 330
   陸上自衛隊武山駐屯地
   陸上自衛隊武山駐屯地長坂射撃場
   陸上自衛隊北富士駐屯地 150
   陸上自衛隊富士駐屯地
   陸上自衛隊富士駐屯地富士射撃場
   陸上自衛隊富士駐屯地越前岳通信施設
   陸上自衛隊富士駐屯地太郎坊通信施設
   陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地 70
   陸上自衛隊駒門駐屯地 140
   陸上自衛隊板妻駐屯地 150
   海上自衛隊横須賀地方総監部長浦庁舎
   海上自衛隊横須賀地方総監部逸見庁舎
   海上自衛隊横須賀地方総監部船越庁舎
   海上自衛隊横須賀地方総監部田戸台分庁舎
   海上自衛隊横須賀地方総監部観音埼警備所
   海上自衛隊横須賀教育隊
   海上自衛隊横須賀弾薬整備補給所比与宇弾庫
   海上自衛隊横須賀地方総監部補給倉庫
   海上自衛隊艦船補給処
   海上自衛隊横須賀造修補給所比与宇施設
   海上自衛隊横須賀造修補給所工作部施設
   海上自衛隊横須賀地方総監部武山通信施設
   海上自衛隊横須賀地方総監部横須賀警備隊庁舎
   海上自衛隊横須賀地方総監部支援船係留施設
   海上自衛隊第２術科学校
   自衛隊横須賀病院
   海上自衛隊父島基地分遣隊
   海上自衛隊夜明山送信所

140

240

30

410

90

590
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   海上自衛隊厚木航空基地秦野大山通信所 10
   航空自衛隊静浜基地
   航空自衛隊静浜基地静浜送信所
   航空自衛隊静浜基地浜石岳無人中継所
   航空自衛隊浜松基地
   航空自衛隊浜松基地合同送信所
   航空自衛隊浜松基地高丘東油送所
   防衛装備庁艦艇装備研究所川崎支所 170
   防衛装備庁陸上装備研究所 140
   防衛大学校    190
   陸上自衛隊富山駐屯地 90
   陸上自衛隊金沢駐屯地 100
   陸上自衛隊鯖江駐屯地
   陸上自衛隊鯖江駐屯地鯖江訓練場
   陸上自衛隊今津駐屯地
   陸上自衛隊今津駐屯地乗鞍岳無線中継所
   陸上自衛隊饗庭野演習場あみだ山地区
   陸上自衛隊大津駐屯地
   陸上自衛隊大津駐屯地大津自動車訓練場
   陸上自衛隊福知山駐屯地
   陸上自衛隊福知山駐屯地福知山射撃場
   陸上自衛隊福知山駐屯地福知山訓練場
   陸上自衛隊桂駐屯地 230
   陸上自衛隊宇治駐屯地
   陸上自衛隊宇治駐屯地祝園分屯地
   陸上自衛隊大久保駐屯地 150
   陸上自衛隊八尾駐屯地 160
   陸上自衛隊信太山駐屯地
   陸上自衛隊信太山駐屯地信太山訓練場
   陸上自衛隊伊丹駐屯地
   陸上自衛隊伊丹駐屯地生駒無線中継所
   陸上自衛隊伊丹駐屯地六甲無線中継所
   陸上自衛隊伊丹駐屯地大野山無線中継所
   陸上自衛隊伊丹駐屯地船坂無線中継所
   陸上自衛隊千僧駐屯地
   陸上自衛隊千僧駐屯地久代射撃場
   陸上自衛隊青野原高射教育訓練場 30
   陸上自衛隊姫路駐屯地
   陸上自衛隊姫路駐屯地姫路射撃場
   陸上自衛隊姫路駐屯地榊山無線中継所
   陸上自衛隊姫路駐屯地広峰無線中継所

200

610

320

390

420

240

480

830

100

160

80
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   陸上自衛隊和歌山駐屯地 10
   海上自衛隊舞鶴地方総監部第１区
   海上自衛隊舞鶴地方総監部第２区
   海上自衛隊舞鶴地方総監部大波射撃場
   海上自衛隊舞鶴地方総監部北吸係留所
   海上自衛隊舞鶴警備隊
   海上自衛隊舞鶴海上訓練指導隊
   海上自衛隊舞鶴教育隊
   海上自衛隊舞鶴警備隊瀬崎地区
   海上自衛隊舞鶴システム通信隊上杉送信所
   海上自衛隊舞鶴システム通信隊槇山中継所
   海上自衛隊舞鶴造修補給所
   海上自衛隊舞鶴造修補給所平燃料貯蔵所
   海上自衛隊舞鶴造修補給所大波燃料貯蔵所
   海上自衛隊舞鶴弾薬整備補給所白浜火薬庫
   海上自衛隊舞鶴弾薬整備補給所乙島火薬庫
   海上自衛隊舞鶴弾薬整備補給所岩子火薬庫
   海上自衛隊舞鶴弾薬整備補給所機雷倉庫地区
   海上自衛隊舞鶴造修補給所浜地区
   海上自衛隊舞鶴弾薬整備補給所
   自衛隊舞鶴病院
   海上自衛隊新潟基地分遣隊
   海上自衛隊舞鶴航空基地
   海上自衛隊舞鶴航空基地空山タカン地区
   海上自衛隊舞鶴航空基地空山気象レーダー地区
   海上自衛隊阪神基地隊
   海上自衛隊阪神基地隊由良基地分遣隊
   海上自衛隊阪神基地隊紀伊警備所
   海上自衛隊阪神基地隊仮屋磁気測定所
   航空自衛隊饗庭野高射教育訓練場 40
   航空自衛隊小松基地
   航空自衛隊小松基地佐美送信所
   航空自衛隊小松基地国見岳無線中継所
   航空自衛隊奈良基地
   航空自衛隊奈良基地藤原射撃場
   航空自衛隊奈良基地奈良送信所
   陸上自衛隊豊川駐屯地
   陸上自衛隊豊川駐屯地高山射撃場
   陸上自衛隊豊川駐屯地豊川訓練場
   陸上自衛隊豊川駐屯地豊川自動車訓練場
   陸上自衛隊豊川駐屯地宮路山無線中継所
   陸上自衛隊豊川駐屯地本宮山無線中継所施設

580

20

50

750

140

310
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   陸上自衛隊久居駐屯地
   陸上自衛隊久居駐屯地久居訓練場
   陸上自衛隊久居駐屯地久居射撃場
   陸上自衛隊明野駐屯地
   陸上自衛隊明野駐屯地明野訓練場
   陸上自衛隊明野駐屯地玉城訓練場
   陸上自衛隊明野駐屯地明野航空保安通信所
   陸上自衛隊守山駐屯地
   陸上自衛隊守山駐屯地小幡訓練場
   陸上自衛隊守山駐屯地日野射撃場
   陸上自衛隊守山駐屯地多度山無線中継所
   陸上自衛隊守山駐屯地三国山無線中継所施設
   陸上自衛隊春日井駐屯地
   陸上自衛隊春日井駐屯地大草自動車訓練場
   航空自衛隊岐阜基地
   航空自衛隊岐阜基地岐阜高射教育訓練場
   航空自衛隊岐阜基地高蔵寺分屯基地
   航空自衛隊岐阜基地高蔵寺分屯基地高座山無線中継所地区
   航空自衛隊白山高射教育訓練場 60
   航空自衛隊小牧基地
   航空自衛隊小牧基地笠原訓練場
   陸上自衛隊米子駐屯地
   陸上自衛隊米子駐屯地米子射撃場
   陸上自衛隊米子駐屯地米子訓練場
   陸上自衛隊米子駐屯地米子自動車訓練場
   陸上自衛隊出雲駐屯地
   陸上自衛隊出雲駐屯地出雲射撃場
   出雲駐屯地馬路高山無線中継所
   陸上自衛隊日本原駐屯地
   陸上自衛隊日本原駐屯地日本原訓練場
   陸上自衛隊日本原駐屯地東西連絡道路
   陸上自衛隊日本原駐屯地進入路
   陸上自衛隊三軒屋駐屯地
   陸上自衛隊三軒屋駐屯地金甲山無線中継所
   陸上自衛隊三軒屋駐屯地福石無線中継所
   陸上自衛隊三軒屋駐屯地木倉無線中継所
   陸上自衛隊三軒屋駐屯地鉢山無線中継所
   陸上自衛隊海田市駐屯地
   陸上自衛隊海田市駐屯地天狗坊山無線中継所
   陸上自衛隊海田市駐屯地彦山無線中継所
   陸上自衛隊海田市駐屯地三ツ石山無線中継所
   陸上自衛隊海田市駐屯地御調無線中継所

400

400

270

1,620

330

590

430

190

810

260

310

10 / 17 



   陸上自衛隊山口駐屯地
   陸上自衛隊山口駐屯地山口射撃場
   陸上自衛隊山口駐屯地山口訓練場
   陸上自衛隊山口駐屯地山口弾薬庫
   陸上自衛隊徳島駐屯地 110
   陸上自衛隊善通寺駐屯地
   陸上自衛隊善通寺駐屯地善通寺射撃場
   陸上自衛隊善通寺駐屯地善通寺自動車訓練場
   陸上自衛隊善通寺駐屯地大池訓練場
   陸上自衛隊善通寺駐屯地大麻山弾薬庫
   陸上自衛隊善通寺駐屯地大麻山無線中継所
   陸上自衛隊松山駐屯地
   陸上自衛隊松山駐屯地小野訓練場
   陸上自衛隊高知駐屯地 110
   海上自衛隊呉地方総監部
   海上自衛隊呉地方総監部呉上陸所
   海上自衛隊呉教育隊
   海上自衛隊呉警備隊
   海上自衛隊呉港務部第３区
   海上自衛隊呉潜水艦基地隊
   海上自衛隊呉地方総監部係船堀地区
   海上自衛隊呉地方総監部からす小島係留所
   海上自衛隊呉地方総監部からす小島訓練場
   海上自衛隊呉地方総監部膳棚山受信所
   海上自衛隊呉地方総監部灰ケ峰無線中継所
   海上自衛隊呉地方総監部野登呂山無線中継所
   海上自衛隊呉地方総監部吉浦燃料貯蔵所
   海上自衛隊呉地方総監部飛渡瀬燃料貯蔵所
   海上自衛隊呉地方総監部切串弾薬庫
   海上自衛隊呉地方総監部秋月電纜倉庫
   海上自衛隊呉地方総監部デッカ阿多田島陸上局
   海上自衛隊呉地方総監部デッカ横島陸上局
   海上自衛隊呉地方総監部デッカ久賀陸上局
   海上自衛隊呉地方総監部周防灘東部デッカ長島陸上局
   海上自衛隊呉地方総監部郡中沖デッカ青島局
   海上自衛隊呉地方総監部佐伯基地分遣隊
   海上自衛隊呉地方総監部周防灘デッカ陸上局（姫島）
   海上自衛隊呉地方総監部周防灘東部デッカ陸上局（姫島）

230

470

470

250
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   海上自衛隊第１術科学校
   海上自衛隊第１術科学校長浜射撃場
   海上自衛隊第１術科学校大原訓練場
   海上自衛隊第１術科学校小用上陸所
   海上自衛隊岩国基地
   海上自衛隊岩国基地銭壷山無線中継所
   海上自衛隊岩国基地美川送信所
   海上自衛隊岩国基地上郷無線中継所
   海上自衛隊下関基地隊
   海上自衛隊下関基地隊福江送信所
   海上自衛隊下関基地隊六連警備所
   海上自衛隊下関基地隊六連水源地
   海上自衛隊下関基地隊六連警備所給水施設
   海上自衛隊小月基地
   海上自衛隊小月基地小月射撃場
   海上自衛隊小月基地華山送信所
   海上自衛隊徳島航空基地
   海上自衛隊徳島航空基地ホーマ局舎
   海上自衛隊徳島航空基地ボルタック局舎
   海上自衛隊徳島航空基地徳島燃料貯蔵所
   海上自衛隊小松島航空基地
   海上自衛隊小松島航空基地那賀川送信所
   海上自衛隊小松島航空基地室戸通信所
   海上自衛隊小松島航空基地剣山通信施設
   海上自衛隊岩国基地山陽受信所 60
   海上自衛隊徳島航空基地竜王山無線中継所 10
   航空自衛隊美保基地
   航空自衛隊美保基地大谷中継所
   航空自衛隊防府北基地
   航空自衛隊防府北基地防府送信所
   航空自衛隊防府北基地大平山無線中継所
   航空自衛隊防府南基地 230
   陸上自衛隊福岡駐屯地
   陸上自衛隊福岡駐屯地二日市送信所
   陸上自衛隊福岡駐屯地井尻水源地
   陸上自衛隊福岡駐屯地福岡射撃場
   陸上自衛隊福岡駐屯地福岡自動車訓練場

60

320

520

220

720

500

230

460

50
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   陸上自衛隊対馬駐屯地
   陸上自衛隊対馬駐屯地対馬射撃場
   陸上自衛隊対馬駐屯地対馬訓練場 
   陸上自衛隊対馬駐屯地対馬ヘリポート 
   陸上自衛隊対馬駐屯地郷崎沿岸監視訓練場 
   陸上自衛隊春日駐屯地  60
   陸上自衛隊小倉駐屯地
   陸上自衛隊小倉駐屯地富野分屯地 
   陸上自衛隊小倉駐屯地曽根訓練場 
   陸上自衛隊小倉駐屯地山田地区 
   陸上自衛隊小郡駐屯地
   陸上自衛隊小郡駐屯地太刀洗通信所 
   陸上自衛隊小郡駐屯地小郡訓練場 
   陸上自衛隊小郡駐屯地桜谷射撃場 
   陸上自衛隊久留米駐屯地
   陸上自衛隊久留米駐屯地久留米弾薬庫 
   陸上自衛隊久留米駐屯地鷹取山通信中継所 
   陸上自衛隊前川原駐屯地
   陸上自衛隊前川原駐屯地藤山射撃場 
   陸上自衛隊飯塚駐屯地
   陸上自衛隊飯塚駐屯地西山訓練場 
   陸上自衛隊目達原駐屯地
   陸上自衛隊目達原駐屯地鳥栖分屯地  
   陸上自衛隊相浦駐屯地
   陸上自衛隊相浦駐屯地早岐射撃場 
   陸上自衛隊大村駐屯地   200
   陸上自衛隊竹松駐屯地    130
   陸上自衛隊別府駐屯地
   陸上自衛隊別府駐屯地大分分屯地  
   陸上自衛隊別府駐屯地両子山通信訓練場  
   陸上自衛隊別府駐屯地国東通信中継所  
   陸上自衛隊別府駐屯地山浦無人中継所 
   陸上自衛隊南別府駐屯地   10
   陸上自衛隊湯布院駐屯地
   陸上自衛隊湯布院駐屯地湯布院水源地 
   陸上自衛隊玖珠駐屯地
   陸上自衛隊玖珠駐屯地釈迦岳無線中継所  

320

320

310

290

170

710

330

350

260

340

240
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   海上自衛隊佐世保地方総監部
   海上自衛隊平瀬庁舎
   自衛隊佐世保病院
   海上自衛隊平瀬隊舎
   海上自衛隊平瀬待機所
   海上自衛隊平瀬訓練場
   海上自衛隊西倉庫
   海上自衛隊佐世保基地業務隊
   海上自衛隊太田貯油所
   海上自衛隊佐世保教育隊
   海上自衛隊佐世保火工整備場
   海上自衛隊佐世保警備隊
   海上自衛隊金山弾薬庫
   海上自衛隊向後崎警備所
   海上自衛隊針尾送信所
   海上自衛隊針尾弾薬庫
   海上自衛隊烏帽子岳無線中継所
   海上自衛隊白岳無線中継所
   海上自衛隊琴海無線中継所
   海上自衛隊壱岐警備所
   海上自衛隊若宮島無線中継所
   海上自衛隊対馬防備隊
   海上自衛隊権現山無線中継所
   海上自衛隊上対馬警備所
   海上自衛隊上対馬警備所離着陸場
   海上自衛隊城岳無線中継所
   海上自衛隊下対馬警備所
   海上自衛隊下対馬警備所分庁舎
   海上自衛隊豆酘崎無線中継所
   海上自衛隊瀬相連絡所
   海上自衛隊奄美分遣隊
   海上自衛隊喜界島通信所
   海上自衛隊大村航空基地
   海上自衛隊大村航空基地大村貯油所
   海上自衛隊大村航空基地大村通信所
   海上自衛隊大村航空基地野母崎無線中継所
   海上自衛隊大村航空基地長浦岳レーダー観測所
   海上自衛隊大村航空基地瑞穂無人中継所

1,100

120
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   航空自衛隊築城基地
   航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場
   航空自衛隊築城基地築城送信所
   航空自衛隊芦屋基地
   航空自衛隊芦屋基地芦屋ボートドック
   航空自衛隊芦屋基地芦屋高射教育訓練場
   航空自衛隊春日基地
   航空自衛隊春日基地飛行場地区
   航空自衛隊春日基地高良台高射教育訓練場
   航空自衛隊春日基地脊振山分屯基地
   航空自衛隊春日基地福江島分屯基地
   航空自衛隊春日基地福江島分屯基地福江島飛行場
   航空自衛隊春日基地海栗島分屯基地
   航空自衛隊春日基地海栗島分屯基地鰐浦器材庫
   航空自衛隊春日基地海栗島分屯基地鰐浦給水所
   航空自衛隊春日基地海栗島分屯基地高麗山無線中継所
   航空自衛隊春日基地高尾山分屯基地
   航空自衛隊春日基地高尾山分屯基地森山地区
   航空自衛隊春日基地高尾山分屯基地宇井地区
   航空自衛隊春日基地見島分屯基地
   航空自衛隊春日基地土佐清水分屯基地
   航空自衛隊春日基地土佐清水分屯基地中継所地区
   航空自衛隊春日基地高畑山分屯基地
   航空自衛隊春日基地下甑島分屯基地
   航空自衛隊春日基地下甑島分屯基地場外離着陸場
   陸上自衛隊熊本駐屯地 30
   陸上自衛隊健軍駐屯地
   陸上自衛隊健軍駐屯地熊本送信所
   陸上自衛隊健軍駐屯地高遊原分屯地
   陸上自衛隊健軍駐屯地不知火無人中継所
   陸上自衛隊北熊本駐屯地
   陸上自衛隊北熊本駐屯地西岳無人中継所
   陸上自衛隊北熊本駐屯地三の岳無線中継所
   陸上自衛隊川内駐屯地 110
   陸上自衛隊都城駐屯地
   陸上自衛隊都城駐屯地都城訓練場
   陸上自衛隊都城駐屯地高ノ峰射撃場
   陸上自衛隊都城駐屯地鰐塚山通信訓練場
   陸上自衛隊えびの駐屯地 30
   陸上自衛隊国分駐屯地
   陸上自衛隊国分駐屯地国分射撃場
   陸上自衛隊国分駐屯地佐多射撃場

540

610

350

500

300

2,150

260

15 / 17 



   陸上自衛隊奄美駐屯地
   陸上自衛隊奄美駐屯地瀬戸内分屯地
   海上自衛隊鹿屋航空基地
   海上自衛隊鹿屋航空基地下堀送信所
   海上自衛隊鹿屋航空基地古江貯油処
   海上自衛隊根占受信所
   海上自衛隊串良送信所
   海上自衛隊えびの送信所
   海上自衛隊鹿児島音響測定所 20
   航空自衛隊新田原基地
   航空自衛隊新田原基地富田送信所
   航空自衛隊新田原基地富田給油処
   陸上自衛隊那覇駐屯地
   陸上自衛隊那覇駐屯地八重瀬分屯地
   陸上自衛隊那覇駐屯地南与座高射教育訓練場

    陸上自衛隊那覇駐屯地知念高射教育訓練場
   陸上自衛隊那覇駐屯地白川高射教育訓練場
   陸上自衛隊那覇駐屯地勝連高射教育訓練場
   陸上自衛隊那覇訓練場
   陸上自衛隊那覇駐屯地沖縄訓練場
   陸上自衛隊与那国駐屯地 30
   陸上自衛隊宮古島駐屯地 170
   海上自衛隊沖縄基地隊
   海上自衛隊沖縄基地隊具志川送信所
   海上自衛隊国頭受信所 100
   航空自衛隊那覇基地
   航空自衛隊那覇基地与座岳分屯基地
   航空自衛隊那覇基地久米島分屯基地
   航空自衛隊那覇基地宮古島分屯基地
   航空自衛隊那覇基地那覇高射教育訓練場
   航空自衛隊那覇基地知念高射教育訓練場
   航空自衛隊那覇基地恩納高射教育訓練場
   航空自衛隊那覇基地奄美大島分屯基地
   航空自衛隊那覇基地沖永良部島分屯基地
   与那国海洋観測施設 10

65,330
 ※「調査施設」及び「所有者数」は、令和元年度までの直近の調査実績で整理。
 ※所有者数は、一桁目を四捨五入によっているので計と符合しないことがある。

10

630

470

1,760

   合 計

1,750

180
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所有者数
約（人）

   三沢飛行場 1,320
   車力通信所 10
   横田飛行場 1,430
   所沢通信施設 740
   大和田通信所 550
   キャンプ座間 810
   厚木海軍飛行場 820
   横須賀海軍施設 170
   岩国飛行場 690
   祖生通信所 30
   経ヶ岬通信所 90
   灰ヶ峰通信施設 0
   佐世保海軍施設 90
   佐世保ドライ・ドック地区 20
   八重岳通信所 10
   キャンプ・シュワブ 510
   キャンプ・ハンセン 2,340
   キャンプ・コートニー 380
   トリイ通信施設 290
   嘉手納飛行場 1,190
   キャンプ瑞慶覧 1,510
   泡瀬通信施設 190
   ホワイト・ビーチ地区 430

13,590
 ※「調査施設」及び「所有者数」は、令和元年度までの直近の調査実績で整理。
 ※所有者数は、一桁目を四捨五入によっているので計と符合しないことがある。

   合 計

【米軍施設】

調査施設
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