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自衛隊の広報施設など�
所　在　地�駐屯地・基地等� 施　設　名� 郵便番号� 電話番号�

【陸上自衛隊】    �
名寄駐屯地 北勝館 096-8584 名寄市字内淵84 01654（3）2137�
留萌駐屯地 駐屯地広報史料館 077-8555 留萌市緑ヶ丘町１-６ 0164（42）2655�
遠軽駐屯地 駐屯地史料館 099-0497 北海道紋別郡遠軽町向遠軽272 01584（2）5275�
旭川駐屯地 顕彰記念館・北鎮記念館 070-8630 旭川市春光町 0166（51）6111�
滝川駐屯地 資料館「ソーラップチ」 073-8510 滝川市泉町236 0125（22）2141�
上富良野駐屯地 駐屯地史料館 071-0595 北海道空知郡上富良野町南町４-948 0167（45）3101�
美幌駐屯地 北辰館 092-8501 北海道網走郡美幌町字田中国有地 0152（73）2114�
釧路駐屯地 大原野 088-0604 北海道釧路郡釧路町字別保112 0154（40）2011�
岩見沢駐屯地 史料館 068-0822 岩見沢市日の出台４-313 0126（22）1001�
丘珠駐屯地 北翔館 007-8503 札幌市東区丘珠町161 011（781）8321�
真駒内駐屯地 史料館 005-8543 札幌市南区真駒内17 011（581）3191�
北恵庭駐屯地 広報史料館 061-1423 恵庭市柏木531 0123（32）2101�
東千歳駐屯地 史料館 066-8577 千歳市祝梅1016 0123（23）5131�
帯広駐屯地 帯広駐屯地史料館 080-8639 帯広市南町南７線31 0155（48）5121�
鹿追駐屯地 駐屯地史料館 081-0294 北海道河東郡鹿追町笹川北12線10 0156（66）2211�
南恵庭駐屯地 広報資料館 061-1411 恵庭市恵南63 0123（32）3101�
島松駐屯地 資料館 061-1393 恵庭市西島松308 0123（36）8611�
倶知安駐屯地 史料館 044-0076 北海道虻田郡倶知安町字高砂232-２ 0136（22）1195�
函館駐屯地 史料館 042-8567 函館市広野町６-18 0138（51）9171�
青森駐屯地 防衛館 038-0022 青森市浪館字近野45 017（781）0161�
弘前駐屯地 防衛館 036-8533 弘前市大字原ケ平字山中18-117 0172（87）2111�
八戸駐屯地 防衛館 039-2295 八戸市大字市川町字桔梗野 0178（28）3111�
岩手駐屯地 史料館 020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字後268-433 019（688）4311�
霞目駐屯地 防衛館 984-8580 仙台市若林区霞目１-１-１ 022（286）3101�
多賀城駐屯地 防衛館 985-0834 多賀城市丸山２-１-１ 022（365）2121�
大和駐屯地 防衛館 981-3684 宮城県黒川郡大和町吉岡字西原21-9 022（345）2191�
仙台駐屯地 碇（いしずえ） 983-8580 仙台市宮城野区南目館１-１ 022（231）1111�
船岡駐屯地 防衛館 989-1694 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端１-１ 0224（55）2301�
秋田駐屯地 史料館 011-8611 秋田市寺内字将軍野１ 018（845）0125�
神町駐屯地 史料館 999-3797 東根市神町南３-１-１ 0237（48）1151�
福島駐屯地 防衛館 960-2192 福島市荒井字原宿１ 024（593）1212�
郡山駐屯地 防衛館 963-0292 郡山市大槻町字長右エ門林１ 024（951）0225�
勝田駐屯地 防衛館 312-8509 ひたちなか市勝倉3433 029（274）3211�
土浦駐屯地 資料館・雄翔館 300-0301 茨城県稲敷郡阿見町青宿121-１ 029（887）1171�
霞ケ浦駐屯地 広報センター 300-8619 土浦市右籾町2410 0298（42）1211�
古河駐屯地 広報展示室 306-0234 茨城県古河市上辺見1195 0280（32）4141�
北宇都宮駐屯地 航空資料館 321-0106 宇都宮市上横田町1360 028（658）2151�
相馬原駐屯地 友魂記念館・桜武記念館 370-3594 群馬県北群馬郡榛東村大字新井1017-２ 0279（54）2011�
宇都宮駐屯地 防衛資料館 321-0145 宇都宮市茂原１-５-45 028（653）1551�
吉井分屯地 資料館 370-2104 群馬県多野郡吉井町大字馬庭2529 0273（88）2818�
新町駐屯地 史料館 370-1394 群馬県高崎市新町1080 0274（42）1121�
大宮駐屯地 史料館 331-8550 さいたま市北区日進町１-40-７ 048（663）4241�
朝霞駐屯地 振武台記念館 178-8501 東京都練馬区大泉学園町 048（460）1711�
朝霞駐屯地 陸上自衛隊広報センター 178-8501 東京都練馬区大泉学園町 03（3924）4176�
十条駐屯地 広報展示室 114-8564 東京都北区十条台１-５-70 03（3908）5121�
座間分屯地 広報資料室 228-0000 座間市座間 046（253）7670�
松戸駐屯地 広報展示室 270-2288 松戸市五香六実17 047（387）2171�
習志野駐屯地 空挺館 274-8577 船橋市薬円台３-20-１ 047（466）2141�
下志津駐屯地 広報史料館 264-8501 千葉市若葉区若松町902 043（422）0221�
木更津駐屯地 航空資料館 292-8510 木更津市吾妻地先 0438（23）3411�
練馬駐屯地 広報史料館 179-8523 東京都練馬区北町４-１-１ 03（3933）1161�
市ヶ谷駐屯地 市ヶ谷記念館 162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-１ 03（3268）3111�
三宿駐屯地 彰古館 154-0001 東京都世田谷区池尻１-２-24 03（3411）0151�
用賀駐屯地 広報展示資料室・薬草資料室 158-8691 東京都世田谷区上用賀１-20-１ 03（3429）5241�
立川駐屯地 広報史料館 190-8501 立川市緑町５ 042（524）9321�
久里浜駐屯地 歴史館 239-0828 横須賀市久比里２-１-１ 046（841）3300�
武山駐屯地 少年工科学校広報史料室 238-0392 横須賀市御幸浜１-１ 046（856）1291�
新発田駐屯地 広報史料館 957-8530 新発田市大手町６-４-16 0254（22）3151�
高田駐屯地 郷土記念館 943-8501 上越市南城町３-７-１ 025（523）5117�
北富士駐屯地 史料館 401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草3093 0555（84）3135�
松本駐屯地 秀峰館 390-8508 松本市高宮西１-１ 0263（26）2766�
富士駐屯地 資料館 410-1432 静岡県駿東郡小山町須走481-27 0550（75）2311�
滝ケ原駐屯地 広報展示室 412-8550 御殿場市中畑2092-２ 0550（89）0711�
板妻駐屯地 広報資料館 412-8634 御殿場市板妻40-１ 0550（89）1310�
駒門駐屯地 資料館 412-8585 御殿場市駒門５-１ 0550（87）1212�
金沢駐屯地 尚古館 921-8520 金沢市野田町１-８ 076（241）2171�
守山駐屯地 史料館 463-0067 名古屋市守山区守山３-12-１ 052（791）2191�
�

豊川駐屯地 三河史料館 442-8602 豊川市穂ノ原１-１ 0533（86）3151�
久居駐屯地 資料館 514-1118 久居市新町975 059（255）3133�
明野駐屯地 航空記念館顕彰室 519-0596 三重県伊勢市小俣町明野5593-11 0596（37）0111�
今津駐屯地 遺徳顕彰館 520-1621 滋賀県高島市今津町今津平郷国有地 0740（22）2581�
大津駐屯地 資料館・広報展示室 520-0002 大津市際川１-１-１ 077（523）0034�
福知山駐屯地 史料館 620-8502 福知山市天田 0773（22）4141�
宇治駐屯地 彰史館 611-0011 宇治市五ヶ庄 0774（31）8121�
大久保駐屯地 史料室 611-0031 宇治市広野町風呂垣外１-１ 0774（44）0001�
八尾駐屯地 広報展示室 581-0043 八尾市空港１-81 072（949）5131�
信太山駐屯地 修史館 594-8502 和泉市伯太町 0725（41）0090�
伊丹駐屯地 広報展示館 664-0012 伊丹市緑ヶ丘７-１-１ 072（782）0001�
千僧駐屯地 広報資料館 664-0014 伊丹市広畑１-１ 072（781）0021�
青野原駐屯地 広報館 675-1351 兵庫県小野市桜台１ 0794（66）7301�
姫路駐屯地 史料館 670-8580 姫路市峰南町１-70 0792（22）4001�
米子駐屯地 史料館 683-0853 米子市両三柳2603 0859（29）2161�
出雲駐屯地 郷土館 693-0052 出雲市松寄下町1142-１ 0853（21）1045�
日本原駐屯地 顕彰館 708-1393 岡山県勝田郡奈義町滝本 0868（36）5151�
三軒屋駐屯地 頌史館 700-0001 岡山市宿978 086（228）0111�
海田市駐屯地 顕彰館 736-8502 広島県安芸郡海田町寿町２-１ 082（822）3101�
山口駐屯地 防長尚武館 753-8503 山口市大字上宇野令784 083（922）2281�
善通寺駐屯地 乃木室 765-8502 善通寺市南町２-１-１ 0877（62）2311�
松山駐屯地 広報展示室 791-0298 松山市南梅本町乙115 089（975）0911�
高知駐屯地 先人の足跡 781-5331 高知県香南市香我美町岸本469-１ 0887（55）3171�
福岡駐屯地 広報史料館（閉鎖中） 816-8666 春日市大和町５-12 092（591）1020�
小倉駐屯地 史料館 802-8567 北九州市小倉南区北方５-１-１ 093（962）7681�
飯塚駐屯地 広報館 820-8607 飯塚市大字津島282 0948（22）7651�
小郡駐屯地 広報館 838-0193 小郡市小郡2277 0942（72）3161�
久留米駐屯地 広報資料館 839-0863 久留米市国分町100 0942（43）5391�
前川原駐屯地 史料館 839-8505 久留米市高良内町2728 0942（43）5215�
大村駐屯地 鎮西精武館 856-8516 大村市西乾馬場町416 0957（52）2131�
竹松駐屯地 広報資料館（閉鎖中） 856-0806 大村市富の原１-1000 0957（52）3141�
健軍駐屯地 広報館 862-8720 熊本市東町１-１-１ 096（368）5111�
北熊本駐屯地 防衛館 861-8529 熊本市八景水谷２-17-１ 096（343）3141�
別府駐屯地 広報資料室 874-0849 別府市大字鶴見4548-143 0977（22）4311�
都城駐屯地 郷土館 885-0086 都城市久保原町１街区12 0986（23）3944�
国分駐屯地 薩摩隼人記念館 899-4392 霧島市国分福島２-４-14 0995（46）0350�
那覇駐屯地 広報資料館 901-0192 那覇市鏡水679 098（857）1155�
【海上自衛隊】    �
大湊地方総監部 北洋館 035-8511 むつ市大湊町４-１ 0175（24）1111�
舞鶴地方総監部 海軍記念館 625-8510 舞鶴市字余部下1190 0773（62）2250�
呉地方総監部 呉史料館 737-0029 広島県呉市宝町５-32 0823（21）6111�
佐世保地方総監部 佐世保史料館 857-0058 佐世保市上町114-２ 0956（22）3040�
第1術科学校 教育参考館 737-2195 広島県江田島市江田島町 0823（42）1211�
第2術科学校 海軍機関術参考資料室 237-0071 横須賀市田浦港町 0468（22）3500�
第1航空群 鹿屋航空基地史料館 893-8510 鹿屋市西原３-11-２ 0994（43）3111�
第2航空群 八戸航空基地史料館 039-1180 八戸市大字河原木字高館 0178（28）3011�
第21航空群 館山航空基地隊記念館 294-8501 館山市宮城 0470（22）3191�
第31航空群 岩国航空基地隊史料館 740-8555 岩国市三角町２丁目 0827（22）3181�
徳島教育航空群 徳島航空基地記念館 771-0292 徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓38 088（699）5111�
潜水艦教育訓練隊 潜水艦資料室 737-8554 呉市幸町７-１ 0823（22）5511�
【航空自衛隊】    �
松島基地 教育参考館 981-0503 宮城県東松島市矢本字板取85 0225（82）2111�
百里基地 広報館 311-3494 茨城県小美玉市百里170 0299（52）1331�
熊谷基地 教育参考館 360-8580 熊谷市拾六間839 048（532）3554�
静浜基地 基地資料室 421-0293 静岡県志太郡大井川町上小杉1602 054（622）1234�
浜松基地 浜松広報館 432-8551 浜松市西区西山町 053（472）1111�
浜松基地 基地資料館 432-8551 浜松市西区西山町 053（472）1111�
岐阜基地 広報館 504-8701 各務原市那加 0583（82）1101�
小松基地 広報資料館 923-0961 小松市向本折町戊267 0761（22）2101�
奈良基地 松林苑 630-8001 奈良市法華寺町1578 0742（33）3951�
美保基地 広報館 684-0053 境港市小篠津町2258 0859（45）0211�
防府北基地 教育参考室 747-8567 防府市田島 0835（22）1950�
築城基地 航空参考館 829-0151 福岡県築上郡築上町西八田 0930（56）1150�
芦屋基地 航空参考館 807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋1455-１ 093（223）0981�
春日基地 広報館 816-0804 春日市原町３-１-１ 092（581）4031�
新田原基地 航空参考館 889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581 0983（35）1121
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