
あなたと防衛省・自衛隊をむすぶ窓口
防衛省・自衛隊ホームページの紹介

防衛省
防衛省・自衛隊の政策や活動などのあらゆる情報を体系

的にご覧いただけます。様々な関心にわかりやすく対応で
きるよう、『キッズページ』や『ここが知りたい！』と
いったコンテンツの充実に努めています。13（平成25）年
4月からはホームページの一部をスマートフォンでの閲覧
用に最適化して情報を提供しています。

また、ソーシャルメディア（Twitter・Facebook）を活用し、
独自の情報を提供しています。

http://www.mod.go.jp/

統合幕僚監部
統合幕僚監部からの報道発表や自衛隊の活動状況などの 

情報を掲載しております。
スクランブル発進の状況や警戒監視の公表などの報道発

表を掲載するとともに、弾道ミサイル対処時の活動や東日
本大震災などの災害派遣での活動に加え、PKOや国際緊
急援助活動など、海外で活躍する隊員の状況など、様々な
自衛隊の活動状況や訓練の様子などを、隊員が撮影した多
くの写真や動画を使って紹介しています。

http://www.mod.go.jp/js/

陸上自衛隊
陸上自衛隊の担う幅広い役割、災害派遣など国内におけ

る活動や国外における国際平和協力活動等の状況を掲載す
るとともに、10式戦車をはじめ、陸上自衛隊の保有する主
要装備や隊員の日々の訓練の様子、日米共同訓練や警察な
どとの共同訓練なども写真ともに紹介しております。

また、各地のイベント情報、パソコンや携帯電話で利用
できるカレンダーやゲーム、親子で楽しめるペーパークラ
フトなどのコンテンツも充実しています。

そのほか、TwitterやFacebookを活用し、情報を提供し
ています。

http://www.mod.go.jp/gsdf/

海上自衛隊
海上自衛隊の役割や国内外における様々な活動、護衛艦

をはじめとする海上自衛隊の装備などを紹介している 
ほか、ニュース、イベント情報、壁紙カレンダーや装備品の
写真、動画も掲載しています。

また、カレーをはじめとする海上自衛隊のオリジナルレ
シピやゲームなど、ファミリーページのコンテンツも充実
しています。

そのほか、ソーシャル・メディア（Twitter・Facebook・
YouTube）を活用し、様々な情報を提供しています。

http://www.mod.go.jp/msdf/

航空自衛隊
航空自衛隊の任務や組織、国際貢献や災害派遣などの活

動実績、装備品などを紹介しています。
またブルーインパルス特集やイベント情報、壁紙、 

動画、写真、スマホアプリ（アラーム）などのコンテンツも
充実していて楽しめるページになっています。
「空飛ぶ広報室」や「広報の紙飛行機」などのスポット

コーナーも多数掲載し、随時更新しています。

http://www.mod.go.jp/asdf/

モバイル版

スマートフォン版
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所　　在　　地 電　話　番　号

北
　
部
　
方
　
面

札　幌 〒060-0004 札幌市中央区北4条西15丁目１ 011（631）5471

函　館 〒042-0934 函館市広野町6-25 0138（53）6241

旭　川 〒070-8630 旭川市春光町国有無番地 0166（51）6055

帯　広 〒080-0024 帯広市西14条南14丁目4 0155（23）5882

総監部 〒064-8510 札幌市中央区南26条西10丁目
011（511）7116
内2231〜2，2473〜4，
2715〜6

東
　
北
　
方
　
面

青　森 〒030-0861 青森市長島１丁目3-5
青森第２地方合同庁舎２Ｆ 017（776）1594

岩　手 〒020-0021 盛岡市中央通３丁目4-11 019（623）3236

宮　城 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪１丁目3-15
仙台第３合同庁舎１Ｆ 022（295）2612

秋　田 〒010-0951 秋田市山王4丁目3-34 018（823）5404

山　形 〒990-0041 山形市緑町１丁目5-48
山形第２地方合同庁舎 023（622）0712

福　島 〒960-8162 福島市南町86 024（546）1920

総監部 〒983-8580 仙台市宮城野区南目館1-1 022（231）1111
内2231〜3，2308〜9，2727

東
　
　
部
　
　
方
　
　
面

茨　城 〒310-0011 水戸市三の丸３丁目11-9 029（231）3315

栃　木 〒320-0043 宇都宮市桜５丁目1-13
宇都宮地方合同庁舎２Ｆ 028（634）3385

群　馬 〒371-0805 前橋市南町３丁目64-12 027（221）4471

埼　玉 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤4丁目11-15
浦和合同庁舎３Ｆ 048（831）6043

千　葉 〒263-0021 千葉市稲毛区轟町１丁目1-17 043（251）7151

東　京 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町5-2 03（3260）0543

神奈川 〒231-0023 横浜市中区山下町253-2 045（662）9426

新　潟 〒951-8035 新潟市中央区船場町２丁目3423 025（229）3232

山　梨 〒400-0031 甲府市丸の内１丁目１番18号
甲府地方合同庁舎２階 055（253）1591

長　野 〒380-0846 長野市旭町1108
長野第２合同庁舎１Ｆ 026（233）2108

静　岡 〒420-0821 静岡市葵区柚木366 054（261）3151

総監部 〒178-8501 東京都練馬区大泉学園町
048（460）1711
内2231〜3，2432〜6，
2521〜3

中
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
方
　
　
　
　
　
面

富　山 〒930-0856 富山市牛島新町6-24 076（441）3271

石　川 〒921-8506 金沢市新神田4丁目3-10
金沢新神田合同庁舎３Ｆ 076（291）6250

福　井 〒910-0017 福井市文京１丁目17-24 0776（23）1910

岐　阜 〒502-0817 岐阜市長良福光2675-3 058（232）3127

愛　知 〒454-0003 名古屋市中川区松重町3-41 052（331）6266

三　重 〒514-1118 津市久居新町975久居駐屯地内 059（255）8681

滋　賀 〒520-0044 大津市京町３丁目１番１号
大津びわ湖合同庁舎５階 077（524）6446

京　都 〒604-0043
京都市中京区御池通西洞院西入ル
石橋町438-1
京都地方合同庁舎２・３Ｆ

075（211）3471

大　阪 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-67
大阪合同庁舎第２号館３Ｆ 06（6942）0543

兵　庫 〒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

奈　良 〒630-8301 奈良市高畑町552
奈良第２地方合同庁舎内 0742（23）7001

和歌山 〒640-8287 和歌山市築港１丁目14-6 073（422）5116

鳥　取 〒680-0845 鳥取市富安2-89-4
鳥取第１地方合同庁舎６Ｆ 0857（23）2251

島　根 〒690-0841 松江市向島町134-10
松江地方合同庁舎4Ｆ 0852（21）0015

岡　山 〒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

広　島 〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎4号館６Ｆ 082（221）2957

山　口 〒753-0092 山口市八幡馬場814 083（922）2325

徳　島 〒770-0941 徳島市万代町3-5
徳島第２地方合同庁舎５Ｆ 088（623）2220

香　川 〒760-0062 高松市塩上町３丁目11-5 087（831）0231

愛　媛 〒790-0003 松山市三番町８丁目352-1 089（941）8381

高　知 〒780-0061 高知市栄田町２丁目２番10号
高知よさこい咲都合同庁舎８階 088（822）6128

総監部 〒664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目1-1 072（782）0001 
内2231〜3，2320

所　　在　　地 電　話　番　号

西
　
　
部
　
　
方
　
　
面

福　岡 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町１丁目12 092（584）1881

佐　賀 〒840-0047 佐賀市与賀町2-18 0952（24）2291

長　崎 〒850-0862 長崎市出島町2-25
防衛省合同庁舎２Ｆ 095（826）8844

大　分 〒870-0016 大分市新川町２丁目１番36号　
大分合同庁舎５階 097（536）6271

熊　本 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目２番21号 096（366）1271

宮　崎 〒880-0901 宮崎市東大淀２丁目1-39 0985（53）2643

鹿児島 〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1
鹿児島第２地方合同庁舎１Ｆ 099（253）8920

沖　縄 〒900-0016 那覇市前島３丁目24-3-1 098（866）5457

総監部 〒862-0901 熊本市東区東町１丁目１番１号 （368）5111
内2231〜3，2322〜3

防　衛　省 〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1
03（3268）3111
内20301〜20303

（広報課）

○防衛省の情報公開・個人情報保護窓口
機　関　名 所　　在　　地 電　話　番　号

防衛省 〒162-8801
東京都新宿区市谷本村町5-1 03（3268）3111　内28220

北海道防衛局
〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目
札幌第３合同庁舎

011（272）7578

帯広防衛支局
〒080-0016
帯広市西６条南７丁目３
帯広地方合同庁舎 

0155（22）1181

東北防衛局
〒983-0842
仙台市宮城野区五輪１丁目3-15
仙台第３合同庁舎 

022（297）8209

北関東防衛局
〒330-9721
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎２号館

048（600）1800

南関東防衛局
〒231-0003
横浜市中区北仲通５丁目57
横浜第２合同庁舎

045（211）7129

近畿中部防衛局
〒540-0008
大阪市中央区大手前4丁目1-67
大阪合同庁舎第２号館

06  （6945）4951

東海防衛支局
〒460-0001
名古屋市中区三の丸２丁目2-1
名古屋合同庁舎第１号館

052（952）8212

中国四国防衛局
〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第4号館

082（223）8284

九州防衛局
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東２丁目10-7
福岡第２合同庁舎

092（483）8813

熊本防衛支局 〒862-0901
熊本市東区東町１丁目1-11 096（368）2171

長崎防衛支局 〒850-0862
長崎市出島町2-25 095（825）5303

沖縄防衛局 〒904-0295
中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 098（921）8131

○自衛隊地方協力本部など
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