
地方協力本部 担当部署 担当者（援護課長） 郵便番号 住所 電話番号

自衛隊札幌地方協力本部 援護課 山澤 060-8542 札幌市中央区北４条西１５丁目１ 011(631)5471～5474,5477

自衛隊函館地方協力本部 援護課 相馬 042-0934 函館市広野町６番２５号 0138(53)6241,6246

自衛隊旭川地方協力本部 援護課 𠮷尾 070-0902 旭川市春光町国有無番地 0166(51)6055,6060、 (59)1002

自衛隊帯広地方協力本部 援護課 椎木 080-0024 帯広市西１４条南１４丁目４番地 0155(27)0822

自衛隊青森地方協力本部 援護課 菅原 030-0861 青森市長島１丁目３－５　青森第二合同庁舎内２Ｆ 017(776)1594,1606、(722)2391

自衛隊岩手地方協力本部 援護課 久保 020-0023 盛岡市内丸７－２５　盛岡合同庁舎２Ｆ 019(623)3236～3238

自衛隊宮城地方協力本部 援護課 加藤 983-0842 仙台市宮城野区五輪１丁目３－１５　仙台第３合同庁舎内 022(295)2611～2613

自衛隊秋田地方協力本部 援護課 石黒 010-0951 秋田市山王４丁目３－３４ 018(823)5404,5457

自衛隊山形地方協力本部 援護課 辻 990-0041 山形市緑町１－５－４８　山形地方合同庁舎内 023(622)0711～0712

自衛隊福島地方協力本部 援護課 小野 960-8162 福島市南町８６ 024(546)1919～1921

自衛隊茨城地方協力本部 援護課 菅原 310-0011 水戸市三の丸３丁目１１－９ 029(231)3315,3317,0953

自衛隊栃木地方協力本部 援護課 保坂 320-0043 宇都宮市桜５丁目１－１３  宇都宮地方合同庁舎内２Ｆ 028(634)3385～3386

自衛隊群馬地方協力本部 援護課 中島 371-0805 前橋市南町３丁目６４－１２ 027(221)4471～4472,4480

自衛隊埼玉地方協力本部 援護課 川原 330-0061 さいたま市浦和区常盤４丁目１１－１５　 浦和地方合同庁舎内 048(831)6043～6045

自衛隊千葉地方協力本部 援護課 小野 263-0021 千葉市稲毛区轟町１丁目１番１７号 043(251)7151～7154

自衛隊東京地方協力本部 援護課 佐藤 162-8850 新宿区市谷本村町１０番１号 03(3269)0713

自衛隊神奈川地方協力本部 援護課 今泉 231-0023 横浜市中区山下町２５３番地２号 045(662)9497

自衛隊新潟地方協力本部 援護課 柴澤 950-8627 新潟市中央区美咲町１丁目１番１号　新潟美咲合同庁舎１号館７階 025(285)0515,0516

自衛隊山梨地方協力本部 援護課 菅井 400-0031 甲府市丸の内１丁目１番１８号　甲府合同庁舎内２階 055(253)1591

自衛隊長野地方協力本部 援護課 曽根 380-0846 長野市旭町１１０８  長野第２合同庁舎内 026(233)2108(代) 

自衛隊静岡地方協力本部 援護課 新田 420-0821 静岡市葵区柚木３６６ 054(261)3151～3154

自衛隊富山地方協力本部 援護課 揉井 930-0856 富山市牛島新町６－２４ 076(441)3271,3273

自衛隊石川地方協力本部 援護課 薮中 921-8506 金沢市新神田４丁目３番１０号  金沢新神田合同庁舎３Ｆ 076(291)6215

自衛隊福井地方協力本部 援護課 野村 910-0017 福井市春山1丁目１－５４　福井春山合同庁舎１０Ｆ 0776(23)1910～1911
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自衛隊岐阜地方協力本部 援護課 吉村 502-0817 岐阜市長良福光２６７５－３ 058(232)3127～3128,5191

自衛隊愛知地方協力本部 援護課 柴垣 454-0003 名古屋市中川区松重町３－４１ 052(331)6266～6269

自衛隊三重地方協力本部 援護課 上出 514-0003 津市桜橋１丁目９１ 059(225)0531

自衛隊滋賀地方協力本部 援護課 平松 520-0044 大津市京町３－１－１　大津びわ湖合同庁舎５Ｆ 077(524)6446,7717

自衛隊京都地方協力本部 援護課 平山 604-8482 京都市中京区西ノ京笠殿町３８　京都地方合同庁舎内 075(803)0821

自衛隊大阪地方協力本部 援護課 村田 540-0008 大阪市中央区大手前４丁目１番６７号  大阪合同庁舎２号館３Ｆ 06(6942)0541～0544

自衛隊兵庫地方協力本部 援護課 山下 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１－４－３ 神戸防災合同庁舎４Ｆ 078(261)9777～9780,8600

自衛隊奈良地方協力本部 援護課 平野 630-8301 奈良市高畑町５５２  奈良第２地方合同庁舎１F 0742(23)7001～7002

自衛隊和歌山地方協力本部 援護課 宮本 640-8287 和歌山市築港１丁目１４－６ 073(422)5116～5117

自衛隊鳥取地方協力本部 援護課 津田 680-0845 鳥取市富安２丁目８９－４  鳥取第１地方合同庁舎６Ｆ 0857(23)2251～2252

自衛隊島根地方協力本部 援護課 種澤 690-0841 松江市向島町１３４－１０　松江地方合同庁舎４F 0852(21)0015

自衛隊岡山地方協力本部 援護課 藤尾 700-8517 岡山市北区下石井１丁目４－１  岡山第２合同庁舎２F 086(226)0361,0362,0382

自衛隊広島地方協力本部 援護課 植木 730-0012 広島市中区上八丁堀６番３０号  広島合同庁舎４号館６Ｆ 082(221)2957～2959

自衛隊山口地方協力本部 援護課 松山 753-0092 山口市八幡馬場８１４ 083(922)2325

自衛隊徳島地方協力本部 援護課 久保田 770-0941 徳島市万代町３丁目５　徳島第２地方合同庁舎５Ｆ　 088(623)2220～2222

自衛隊香川地方協力本部 援護課 水上 760-0019 高松市サンポート３番３３号　高松サンポート合同庁舎南館２Ｆ 087(823)9206

自衛隊愛媛地方協力本部 援護課 清水 790-0003 松山市三番町８丁目３５２－１ 089(941)8381～8383

自衛隊高知地方協力本部 援護課 藤原 780-0061 高知市栄田町２－２－１０　高知よさこい咲都合同庁舎８Ｆ 088(822)6128～6130

自衛隊福岡地方協力本部 援護課 三賀山 812-0878 福岡市博多区竹丘町１丁目１２番 092(584)1881～1883,1885

自衛隊佐賀地方協力本部 援護課 福川 840-0047 佐賀市与賀町２－１８ 0952(24)2291

自衛隊長崎地方協力本部 援護課 高橋 850-0862 長崎市出島町２－２５  防衛省長崎合同庁舎２Ｆ 095(826)8844～8846 

自衛隊大分地方協力本部 援護課 小平 870-0016 大分市新川町２丁目１－３６　大分合同庁舎内５Ｆ 097(536)6271～6272 

自衛隊熊本地方協力本部 援護課 齋藤 860-0047 熊本市西区春日２丁目１０番１号　熊本地方合同庁舎B棟３階 096(297)2050～2053

自衛隊宮崎地方協力本部 援護課 牧之瀬 880-0901 宮崎市東大淀２丁目１－３９ 0985(53)2643～2645
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自衛隊鹿児島地方協力本部 援護課 大囿 890-8541 鹿児島市東郡元町４番１号  鹿児島第２地方合同庁舎内 099(253)8920

自衛隊沖縄地方協力本部 援護課 比嘉 900-0016 那覇市前島３丁目２４－３－１ 098(866)5457(代)


