
都道府県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ整備助成事業（及び 2002FIFA ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ記念事業）助成対象施設一覧 
① 2002FIFA ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ記念事業助成金 交付対象施設（2004～2006 年度） 

② 都道府県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ整備助成金 交付対象施設（2007～2011 年度） ③ 都道府県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ整備助成金 交付対象施設（2012 年度）【決定】 

（単位：千円） 

地域 都道府県 施設名 所在地 設置形態※ 施設所有者 助成年度 助成金額 

北海道 1 北海道 1 札幌ｻｯｶｰｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ 札幌市 ○民 ／○民 ★ NPO 北海道ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 2005 332,000 

東北 

2 青森 2 青森県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 十和田市 公／公★ 十和田市（公の施設） 2012 45,000 

3 岩手 3 岩手県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 紫波町 ○民 ／○民 ★ 社）岩手県サッカー協会 2010 75,000 

4 宮城 
4 泉総合運動場 泉ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 仙台市 公／公 仙台市（公の施設） 2006 60,000 

5 宮城県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 松島町 公／○民 ★ 社）宮城県ｻｯｶｰ協会 2009 47,051 

5 秋田 6 秋田県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 潟上市 公／公★ 潟上市（公の施設） 2010 75,000 

6 山形 7 山形県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 白鷹町 公／公★ 白鷹町（公の施設） 2012 53,000 

○未  (福島)       

関東 

7 茨城 
8 神栖市矢田部サッカー場 神栖市 公／公 茨城県（公の施設） 2005 126,000 

9 茨城県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（つくば市営ｻｯｶｰ場） つくば市 公／公★ つくば市（公の施設） 2008 75,000 

8 栃木 10 鹿沼市自然の森総合公園ｻｯｶｰ場 鹿沼市 公／公 鹿沼市（公の施設） 2005 126,000 

○未  (群馬)       

9 埼玉 11 埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ 2002 公園 第４ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ さいたま市 公／公 埼玉県（公の施設） 2005 144,000 

10 千葉 12 市原ｽﾎﾟﾚｸﾊﾟｰｸ 市原市 公／公 市原市（公の施設） 2005 126,000 

11 東京 13 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園補助競技場/第二球技場 世田谷区 公／公 東京都（公の施設） 2004 126,000 

12 神奈川 

14 平塚市馬入ふれあい公園 平塚市 公／公 平塚市（公の施設） 2005 232,000 

15 横浜みなとみらいｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ 横浜市 公／○民  横浜市 2005 126,000 

16 神奈川県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 横浜市 ○民 ／○民 ★ 社）神奈川県ｻｯｶｰ協会 2012 75,000 

13 山梨 17 押原公園ｽﾎﾟｰﾂ広場 昭和町 公／公★ 昭和町（公の施設） 2006 208,000 

北信越 

14 長野 
18 千曲市ｻｯｶｰ場 千曲市 公／公 千曲市（公の施設） 2006 100,000 

19 長野県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 松本市 公／公★ 松本市（公の施設） 2011 75,000 

15 新潟 20 新潟聖籠ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ･ｱﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ 聖籠町 ○民 ／○民 ★ NPO 新潟ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ 2004 338,000 

16 富山 21 富山県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 滑川市 公／○民  滑川市 2012 75,000 

○未  (石川)       

○未  (福井)       

東海 

17 静岡 22 小笠山総合運動公園ｴｺﾊﾟ 人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 袋井市 公／公★ 静岡県（公の施設） 2004 126,000 

○未  (愛知)       

18 三重 23 三重県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ） 鈴鹿市 公／公★ 三重県（公の施設） 2008 45,000 

19 岐阜 24 岐阜県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 笠松町 公／公★ 笠松町（公の施設） 2012 90,000 

関西 

20 滋賀 25 野洲川歴史公園ｻｯｶｰ場・ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ 守山市 公／公★ 守山市（公の施設） 2004 232,000 

21 京都 26 京都市下鳥羽公園球技場 京都市 公／公★ 京都市（公の施設） 2005 126,000 

22 大阪 27 万博記念公園総合ｽﾎﾟｰﾂ広場 吹田市 ○民 ／○民 ★ 独）日本万国博覧会記念機構 2006 108,000 

23 兵庫 
28 いぶきの森球技場 神戸市 公／○民  神戸市 2004 126,000 

29 兵庫県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 神戸市 ○民 ／○民 ★ 財）神戸市体育協会 2012 75,000 

24 奈良 30 奈良県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 田原本町 ○民 ／○民 ★ 社）奈良県ｻｯｶｰ協会 2009 75,000 

25 和歌山 31 和歌山県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 上富田町 公／公★ 上富田町（公の施設） 2010 75,000 

中国 

26 鳥取 
32 鳥取県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（大山） 大山町 公／公★ 大山町（公の施設） 2011 75,000 

33 鳥取県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（鳥取） 鳥取市 公／公★ 鳥取市（公の施設） 2012 75,000 

27 島根 
34 島根県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（松江総合運動公園） 松江市 公／公★ 松江市（公の施設） 

2005 126,000 

2007 15,000 

2012 16,808 

35 島根県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（サンビレッジ浜田） 浜田市 公／公★ 浜田市（公の施設） 2011 49,200 

28 岡山 36 岡山県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 岡山市 公／公★ 岡山市（公の施設） 2012 90,000 

29 広島 37 廿日市市ｻｯｶｰ場 廿日市市 公／公 廿日市市（公の施設） 2006 126,000 

30 山口 38 山口県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 山口市 公／公★ 山口市（公の施設） 2009 75,000 

四国 

31 香川 39 香川県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 高松市 公／公★ 高松市（公の施設） 2012 75,000 

32 徳島 40 徳島ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞﾚｯｼﾞ 徳島市 ○民 ／○民 ★ NPO 徳島ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞﾚｯｼﾞ 2006 208,000 

33 愛媛 41 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ球技場 松山市 公／公 松山市（公の施設） 2006 22,350 

○未  (高知)       

九州 

34 福岡 42 福岡ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 福岡市 ○民 ／○民 ★ 社）福岡県ｻｯｶｰ協会 

2005 101,247 

2007 39,612 

2008 18,350 

2011 45,000 

35 佐賀 43 佐賀県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（松浦河畔公園ｻｯｶｰ場） 唐津市 公／公★ 唐津市（公の施設） 2008 60,000 

36 長崎 44 長崎県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 島原市 公／公★ 島原市（公の施設） 2011 75,000 

37 熊本 45 熊本県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ（熊本宇城ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ） 宇城市 公／公★ 宇城市（公の施設） 2008 75,000 

38 大分 
46 大分ｽﾎﾟｰﾂ公園 D・C ｺｰﾄ 大分市 ○民 ／○民 ★ 社）大分県ｻｯｶｰ協会 2004 232,000 

47 大分県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 杵築市 公／公★ 杵築市（公の施設） 2010 75,000 

○未  (宮崎)       

○未  (鹿児島)       

39 沖縄 48 沖縄県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ 金武町 公／公★ 金武町（公の施設） 2012 90,000 

小計① 2002FIFA ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ記念事業助成金 交付額合計（2004 年度～2006 年度） 3 年間 3,577,597 

小計②③ 都道府県ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ整備助成金 交付額（整備予定含む）合計（2007 年度～2012 年度） 6 年間 1,904,021 

合 計  9 年間 5,481,618 
 
※設置形態にける「公／公」は、地方自治体が所有する「公の施設」を地方自治体が運営（指定管理者制度の導入施設を含む）、「公／○民」は、地方自治体が所有する「公の施設」以外の施設（普

通財産等）を民間が運営、「○民／○民」は、民間が整備した施設を民間が運営、「★」印は、都道府県ｻｯｶｰ協会が主体的もしくは間接的に施設運営に関係していることを示す。 

（協議）資料（協議）資料（協議）資料（協議）資料    No.No.No.No.13131313②②②②    


