
中部航空施設隊(入間、各地）

南西航空施設隊(那覇）

第2師団

第5旅団

北部方面総監部(札幌） 中部方面総監部(伊丹）

北部方面混成団(東千歳）
その他の部隊

第6師団

第9師団

東北方面混成団(仙台）

東北方面総監部(仙台）

東北方面特科隊(仙台）
第5高射特科群(八戸）
東北方面航空隊(霞目）
第2施設団(船岡）
その他の部隊

第83航空隊(那覇）
南西航空警戒管制隊(那覇）

第5高射群(那覇）

その他の部隊

その他の部隊

航空救難団(入間、各地）

第6航空団(小松）
第7航空団(百里）
中部航空警戒管制団(入間）

第1高射群(入間）

第4高射群(岐阜）

その他の部隊

第5航空団(新田原）
第8航空団(築城）
西部航空警戒管制団(春日）

第2高射群(春日）

その他の部隊

第2航空団(千歳）
第3航空団(三沢）
北部航空警戒管制団(三沢）

第3高射群(千歳）

その他の部隊

第6高射群(三沢）

（平成25年度末現在）

教育航空集団

大湊地方隊

舞鶴地方隊

佐世保地方隊

呉地方隊

横須賀地方隊
北部方面隊

自衛艦隊 護衛艦隊

航空集団

潜水艦隊

陸上幕僚長

陸上幕僚監部
海上幕僚長

防 衛 大 臣

陸・海・空自衛隊の編成

海上幕僚監部

航空総隊 北部航空方面隊

中部航空方面隊

西部航空方面隊

南西航空混成団

航空支援集団

航空教育集団

航空開発実験集団

航空幕僚長

航空幕僚監部

統合幕僚長

統合幕僚監部

東北方面隊

東部方面隊

中部方面隊

西部方面隊

中央即応集団

練習艦隊

師団司令部(旭川）
第3普通科連隊(名寄）
第25普通科連隊(遠軽）
第26普通科連隊(留萌）
第2戦車連隊(上富良野）
第2特科連隊(旭川）
第2後方支援連隊(旭川）
その他の部隊

旅団司令部(帯広）
第4普通科連隊(帯広）
第6普通科連隊(美幌）
第27普通科連隊(釧路）
第5特科隊(帯広）
第5後方支援隊(帯広）
その他の部隊

第7師団 師団司令部(東千歳）
第11普通科連隊(東千歳）
第71戦車連隊(北千歳）
第72戦車連隊(北恵庭）
第73戦車連隊(南恵庭）
第7特科連隊(東千歳）
第7高射特科連隊(静内）
第7後方支援連隊(東千歳）
その他の部隊

第11旅団 旅団司令部(真駒内）
第10普通科連隊(滝川）
第18普通科連隊(真駒内）
第28普通科連隊(函館）
第11特科隊(真駒内）
第11後方支援隊(真駒内）
その他の部隊

第1特科団(北千歳） 第1地対艦ミサイル連隊(北千歳）
第2地対艦ミサイル連隊(美唄）
第3地対艦ミサイル連隊(上富良野）
第1特科群(北千歳）
第4特科群(上富良野）

第1高射特科団(東千歳） 第1高射特科群(東千歳）
第4高射特科群(名寄）

北部方面航空隊(丘珠）

北部方面施設隊(南恵庭） 第12施設群(岩見沢）
第13施設隊(幌別）

第52普通科連隊(真駒内）

師団司令部(神町）
第20普通科連隊(神町）
第22普通科連隊(多賀城）
第44普通科連隊(福島）
第6特科連隊(郡山）
第6後方支援連隊(神町）
その他の部隊

師団司令部(青森）
第5普通科連隊(青森）
第21普通科連隊(秋田）
第39普通科連隊(弘前）
第9特科連隊(岩手）
第9後方支援連隊(八戸）
その他の部隊

第38普通科連隊(多賀城）

第4地対艦ミサイル連隊(八戸）

東部方面総監部(朝霞）
第1師団

第12旅団

第2高射特科群(松戸）

東部方面航空隊(立川）

その他の部隊

第1施設団(古河）

東部方面混成団(武山）

師団司令部(練馬）
第1普通科連隊(練馬）
第32普通科連隊(大宮）
第34普通科連隊(板妻）
第1特科隊(北富士）
第1後方支援連隊(練馬）
その他の部隊

第4施設群(座間）
第5施設群(高田）

第31普通科連隊(武山）
第48普通科連隊(相馬原）

第2普通科連隊(高田）
第13普通科連隊(松本）
第30普通科連隊(新発田）
第12特科隊(宇都宮）
第12ヘリコプター隊(相馬原）
第12後方支援隊(新町）
その他の部隊

旅団司令部(相馬原）

師団司令部(千僧）
第7普通科連隊(福知山）
第36普通科連隊(伊丹）
第37普通科連隊(信太山）
第3特科隊(姫路）
第3後方支援連隊(千僧）
その他の部隊

第3師団

第8高射特科群(青野原）

中部方面航空隊(八尾）

第4施設団(大久保）

中部方面混成団(大津）

その他の部隊

第10師団

第13旅団

第14旅団

西部方面総監部(健軍）
第4師団

第8師団

第15旅団

西部方面普通科連隊(相浦）
西部方面特科隊(湯布院）

第2高射特科団(飯塚）

西部方面航空隊(高遊原）
第5施設団(小郡）

西部方面混成団(相浦）

その他の部隊

第1空挺団(習志野）

特殊作戦群(習志野）

第1ヘリコプター団(木更津）

中央即応連隊(宇都宮）

中央特殊武器防護隊(大宮）

国際活動教育隊(駒門）

その他の部隊

通信団(市ヶ谷）

研究本部(朝霞）

補給統制本部(十条）

その他の部隊・機関

※方面直轄部隊であるが第4師団長に隷属

師団司令部(守山）
第14普通科連隊(金沢）
第33普通科連隊(久居）
第35普通科連隊(守山）
第10特科連隊(豊川）
第10後方支援連隊(春日井）
その他の部隊

旅団司令部(海田市）
第8普通科連隊(米子）
第17普通科連隊(山口）
第46普通科連隊(海田市）
第13特科隊(日本原）
第13後方支援隊(海田市）
その他の部隊

旅団司令部(善通寺）
第15普通科連隊(善通寺）
第50普通科連隊(高知）
第14特科隊(松山）
第14後方支援隊(善通寺）
その他の部隊

第7施設群(大久保）

第49普通科連隊(豊川）

第6施設群(豊川）

第47普通科連隊(海田市）

師団司令部(福岡）
第16普通科連隊(大村）
第40普通科連隊(小倉）
第41普通科連隊(別府）
第4特科連隊(久留米）
第4後方支援連隊(福岡）
対馬警備隊(対馬）※
その他の部隊

師団司令部(北熊本）
第12普通科連隊(国分）
第24普通科連隊(えびの）
第42普通科連隊(北熊本）
第43普通科連隊(都城）
第8特科連隊(北熊本）
第8後方支援連隊(北熊本）
その他の部隊

第51普通科連隊(那覇）
第15高射特科連隊(八重瀬）

旅団司令部(那覇）

第15後方支援隊(那覇）
その他の部隊

第15ヘリコプター隊(那覇）

第7高射特科群(竹松）
第3高射特科群(飯塚）

第5地対艦ミサイル連隊(健軍）

第9施設群(小郡）
第2施設群(飯塚）

第19普通科連隊(福岡）

中央即応集団司令部(座間）

第1護衛隊(横須賀）
第5護衛隊(佐世保）

第2護衛隊(佐世保）
第6護衛隊(横須賀）

第3護衛隊(大湊）
第7護衛隊(舞鶴）

第4護衛隊(呉）
第8護衛隊(呉）

横須賀海上訓練指導隊
呉海上訓練指導隊
佐世保海上訓練指導隊
舞鶴海上訓練指導隊
大湊海上訓練指導隊(むつ）
誘導武器教育訓練隊(横須賀）

第11護衛隊(横須賀）

第12護衛隊(呉）

第13護衛隊(佐世保）

第14護衛隊(舞鶴）

第15護衛隊(大湊）

第1輸送隊(呉）

第1海上補給隊(横須賀）

第1海上訓練支援隊(呉）

第1護衛隊群(横須賀）

第2護衛隊群(佐世保）

第3護衛隊群(舞鶴）

第4護衛隊群(呉）

海上訓練指導隊群(横須賀）

第1航空隊(鹿屋）

第2航空隊(八戸）

第3航空隊(綾瀬）
硫黄島航空基地隊(小笠原）

第5航空隊(那覇）

第21航空隊(館山）
第23航空隊(舞鶴）
第25航空隊(むつ）
第73航空隊(館山）

第22航空隊(大村）
第24航空隊(小松島）
第72航空隊(大村）

第71航空隊(岩国）
第81航空隊(岩国）
第91航空隊(岩国）

第51航空隊(綾瀬）

第61航空隊(綾瀬）

第111航空隊(岩国）

第1航空群(鹿屋）

第2航空群(八戸）

第4航空群(綾瀬）

第5航空群(那覇）

第21航空群(館山）

第22航空群(大村）

第31航空群(岩国）

司令部(横須賀）

第1潜水隊(呉）
第3潜水隊(呉）
第5潜水隊(呉）

第2潜水隊(横須賀）
第4潜水隊(横須賀）

第1練習潜水隊(呉）

潜水艦教育訓練隊(呉）

第1潜水隊群(呉）

第2潜水隊群(横須賀）

第1掃海隊(呉）
第2掃海隊(佐世保）
第51掃海隊(横須賀）
第101掃海隊(呉）
掃海業務支援隊(横須賀）

作戦情報支援隊(横須賀）
基礎情報支援隊(市ヶ谷）
電子情報支援隊(横須賀）

対潜資料隊(横須賀）
気象資料管理隊(横須賀）
沖縄海洋観測所(うるま）
下北海洋観測所(東通）

指揮通信開発隊(横須賀）
艦艇開発隊(横須賀）
航空プログラム開発隊(綾瀬）

掃海隊群(横須賀）

情報業務群(横須賀）

海洋業務群(横須賀）

開発隊群(横須賀）

函館基地隊

余市防備隊

稚内基地分遣隊

第203教育航空隊

第202教育航空隊

第201教育航空隊

第211教育航空隊(鹿屋）

第1練習隊(呉）

海上自衛隊艦船補給処(横須賀）
海上自衛隊艦船補給処(木更津）

第44掃海隊

第45掃海隊

第1ミサイル艦隊

下総教育航空群(柏）

徳島教育航空群(板野郡松茂町）

小月教育航空群(下田）

システム通信隊群(市ヶ谷）

海上自衛隊補給本部(十条）

その他の部隊・機関

第41掃海隊

第42掃海隊阪神基地隊(神戸）

第43掃海隊下関基地隊

第46掃海隊沖縄基地隊(うるま）

対馬防備隊

第45警戒群(当別）
第42警戒群(大湊）

第18警戒隊(稚内）
第26警戒隊(根室）
第28警戒隊(網走）
第29警戒隊(奥尻島）
第33警戒隊(加茂）
第36警戒隊(襟裳）
第37警戒隊(山田）
第1移動警戒隊(千歳）
その他の部隊
第9、10高射隊(千歳）
第11、24高射隊(長沼）

第20、23高射隊(八雲）
第21、22高射隊(車力）

北部航空施設隊(三沢、千歳）

第1警戒群(笠取山）
第23警戒群(輪島）
第27警戒群(大滝根山）
第5警戒隊(串本）
第22警戒隊(御前崎）
第35警戒隊(経ヶ岬）
第44警戒隊(峯岡山）
第46警戒隊(佐渡）
第2移動警戒隊(入間）
その他の部隊

第1高射隊(習志野）
第2高射隊(武山）
第3高射隊(霞ヶ浦）
第4高射隊(入間）

第12高射隊(饗庭野）
第13、15高射隊(岐阜）
第14高射隊(白山）

西部航空施設隊(芦屋、各地）

偵察航空隊(百里）
警戒航空隊(浜松、三沢）

第13警戒群(高畑山）
第43警戒群(背振山）
第7警戒隊(高尾山）
第9警戒隊(下甑島）
第15警戒隊(福江島）
第17警戒隊(見島）
第19警戒隊(海栗島）
第3移動警戒隊(春日）
その他の部隊

第5、6高射隊(芦屋）
第7高射隊(築城）
第8高射隊(高良台）

第56警戒群(与座岳）
第53警戒隊(宮古島）
第54警戒隊(久米島）
第55警戒隊(沖永良部島）
第4移動警戒隊（那覇）
その他の部隊

第16、18高射隊(知念）
第17高射隊(那覇）
第19高射隊(恩納）

第1輸送航空隊(小牧）
第2輸送航空隊(入間）
第3輸送航空隊(美保）
航空保安管制群(府中、各地）
航空気象群(府中、各地）
飛行点検隊(入間）
特別航空輸送隊(千歳）
航空機動衛生隊(小牧）

第1航空団(浜松）
第4航空団(松島）
第11飛行教育団(静浜）
第12飛行教育団(防府北）
第13飛行教育団(芦屋）
航空教育隊(防府南、熊谷）
飛行教育航空隊(新田原）
その他の部隊・機関

飛行開発実験団(岐阜）
電子開発実験群(府中、入間）
航空医学実験隊(入間、立川）

航空システム通信隊(市ヶ谷、各地）
航空安全管理隊(立川）
補給本部(十条、各地）
その他の部隊・機関

中部航空施設隊(入間、各地）

南西航空施設隊(那覇）

第2師団

第5旅団

北部方面総監部(札幌） 中部方面総監部(伊丹）

北部方面混成団(東千歳）
その他の部隊

第6師団

第9師団

東北方面混成団(仙台）

東北方面総監部(仙台）

東北方面特科隊(仙台）
第5高射特科群(八戸）
東北方面航空隊(霞目）
第2施設団(船岡）
その他の部隊

第83航空隊(那覇）
南西航空警戒管制隊(那覇）

第5高射群(那覇）

その他の部隊

その他の部隊

航空救難団(入間、各地）

第6航空団(小松）
第7航空団(百里）
中部航空警戒管制団(入間）

第1高射群(入間）

第4高射群(岐阜）

その他の部隊

第5航空団(新田原）
第8航空団(築城）
西部航空警戒管制団(春日）

第2高射群(春日）

その他の部隊

第2航空団(千歳）
第3航空団(三沢）
北部航空警戒管制団(三沢）

第3高射群(千歳）

その他の部隊

第6高射群(三沢）

（平成25年度末現在）

教育航空集団

大湊地方隊

舞鶴地方隊

佐世保地方隊

呉地方隊

横須賀地方隊
北部方面隊

自衛艦隊 護衛艦隊

航空集団

潜水艦隊

陸上幕僚長

陸上幕僚監部
海上幕僚長

防 衛 大 臣

陸・海・空自衛隊の編成

海上幕僚監部

航空総隊 北部航空方面隊

中部航空方面隊

西部航空方面隊

南西航空混成団

航空支援集団

航空教育集団

航空開発実験集団

航空幕僚長

航空幕僚監部

統合幕僚長

統合幕僚監部

東北方面隊

東部方面隊

中部方面隊

西部方面隊

中央即応集団

練習艦隊

師団司令部(旭川）
第3普通科連隊(名寄）
第25普通科連隊(遠軽）
第26普通科連隊(留萌）
第2戦車連隊(上富良野）
第2特科連隊(旭川）
第2後方支援連隊(旭川）
その他の部隊

旅団司令部(帯広）
第4普通科連隊(帯広）
第6普通科連隊(美幌）
第27普通科連隊(釧路）
第5特科隊(帯広）
第5後方支援隊(帯広）
その他の部隊

第7師団 師団司令部(東千歳）
第11普通科連隊(東千歳）
第71戦車連隊(北千歳）
第72戦車連隊(北恵庭）
第73戦車連隊(南恵庭）
第7特科連隊(東千歳）
第7高射特科連隊(静内）
第7後方支援連隊(東千歳）
その他の部隊

第11旅団 旅団司令部(真駒内）
第10普通科連隊(滝川）
第18普通科連隊(真駒内）
第28普通科連隊(函館）
第11特科隊(真駒内）
第11後方支援隊(真駒内）
その他の部隊

第1特科団(北千歳） 第1地対艦ミサイル連隊(北千歳）
第2地対艦ミサイル連隊(美唄）
第3地対艦ミサイル連隊(上富良野）
第1特科群(北千歳）
第4特科群(上富良野）

第1高射特科団(東千歳） 第1高射特科群(東千歳）
第4高射特科群(名寄）

北部方面航空隊(丘珠）

北部方面施設隊(南恵庭） 第12施設群(岩見沢）
第13施設隊(幌別）

第52普通科連隊(真駒内）

師団司令部(神町）
第20普通科連隊(神町）
第22普通科連隊(多賀城）
第44普通科連隊(福島）
第6特科連隊(郡山）
第6後方支援連隊(神町）
その他の部隊

師団司令部(青森）
第5普通科連隊(青森）
第21普通科連隊(秋田）
第39普通科連隊(弘前）
第9特科連隊(岩手）
第9後方支援連隊(八戸）
その他の部隊

第38普通科連隊(多賀城）

第4地対艦ミサイル連隊(八戸）

東部方面総監部(朝霞）
第1師団

第12旅団

第2高射特科群(松戸）

東部方面航空隊(立川）

その他の部隊

第1施設団(古河）

東部方面混成団(武山）

師団司令部(練馬）
第1普通科連隊(練馬）
第32普通科連隊(大宮）
第34普通科連隊(板妻）
第1特科隊(北富士）
第1後方支援連隊(練馬）
その他の部隊

第4施設群(座間）
第5施設群(高田）

第31普通科連隊(武山）
第48普通科連隊(相馬原）

第2普通科連隊(高田）
第13普通科連隊(松本）
第30普通科連隊(新発田）
第12特科隊(宇都宮）
第12ヘリコプター隊(相馬原）
第12後方支援隊(新町）
その他の部隊

旅団司令部(相馬原）

師団司令部(千僧）
第7普通科連隊(福知山）
第36普通科連隊(伊丹）
第37普通科連隊(信太山）
第3特科隊(姫路）
第3後方支援連隊(千僧）
その他の部隊

第3師団

第8高射特科群(青野原）

中部方面航空隊(八尾）

第4施設団(大久保）

中部方面混成団(大津）

その他の部隊

第10師団

第13旅団

第14旅団

西部方面総監部(健軍）
第4師団

第8師団

第15旅団

西部方面普通科連隊(相浦）
西部方面特科隊(湯布院）

第2高射特科団(飯塚）

西部方面航空隊(高遊原）
第5施設団(小郡）

西部方面混成団(相浦）

その他の部隊

第1空挺団(習志野）

特殊作戦群(習志野）

第1ヘリコプター団(木更津）

中央即応連隊(宇都宮）

中央特殊武器防護隊(大宮）

国際活動教育隊(駒門）

その他の部隊

通信団(市ヶ谷）

研究本部(朝霞）

補給統制本部(十条）

その他の部隊・機関

※方面直轄部隊であるが第4師団長に隷属

師団司令部(守山）
第14普通科連隊(金沢）
第33普通科連隊(久居）
第35普通科連隊(守山）
第10特科連隊(豊川）
第10後方支援連隊(春日井）
その他の部隊

旅団司令部(海田市）
第8普通科連隊(米子）
第17普通科連隊(山口）
第46普通科連隊(海田市）
第13特科隊(日本原）
第13後方支援隊(海田市）
その他の部隊

旅団司令部(善通寺）
第15普通科連隊(善通寺）
第50普通科連隊(高知）
第14特科隊(松山）
第14後方支援隊(善通寺）
その他の部隊

第7施設群(大久保）

第49普通科連隊(豊川）

第6施設群(豊川）

第47普通科連隊(海田市）

師団司令部(福岡）
第16普通科連隊(大村）
第40普通科連隊(小倉）
第41普通科連隊(別府）
第4特科連隊(久留米）
第4後方支援連隊(福岡）
対馬警備隊(対馬）※
その他の部隊

師団司令部(北熊本）
第12普通科連隊(国分）
第24普通科連隊(えびの）
第42普通科連隊(北熊本）
第43普通科連隊(都城）
第8特科連隊(北熊本）
第8後方支援連隊(北熊本）
その他の部隊

第51普通科連隊(那覇）
第15高射特科連隊(八重瀬）

旅団司令部(那覇）

第15後方支援隊(那覇）
その他の部隊

第15ヘリコプター隊(那覇）

第7高射特科群(竹松）
第3高射特科群(飯塚）

第5地対艦ミサイル連隊(健軍）

第9施設群(小郡）
第2施設群(飯塚）

第19普通科連隊(福岡）

中央即応集団司令部(座間）

第1護衛隊(横須賀）
第5護衛隊(佐世保）

第2護衛隊(佐世保）
第6護衛隊(横須賀）

第3護衛隊(大湊）
第7護衛隊(舞鶴）

第4護衛隊(呉）
第8護衛隊(呉）

横須賀海上訓練指導隊
呉海上訓練指導隊
佐世保海上訓練指導隊
舞鶴海上訓練指導隊
大湊海上訓練指導隊(むつ）
誘導武器教育訓練隊(横須賀）

第11護衛隊(横須賀）

第12護衛隊(呉）

第13護衛隊(佐世保）

第14護衛隊(舞鶴）

第15護衛隊(大湊）

第1輸送隊(呉）

第1海上補給隊(横須賀）

第1海上訓練支援隊(呉）

第1護衛隊群(横須賀）

第2護衛隊群(佐世保）

第3護衛隊群(舞鶴）

第4護衛隊群(呉）

海上訓練指導隊群(横須賀）

第1航空隊(鹿屋）

第2航空隊(八戸）

第3航空隊(綾瀬）
硫黄島航空基地隊(小笠原）

第5航空隊(那覇）

第21航空隊(館山）
第23航空隊(舞鶴）
第25航空隊(むつ）
第73航空隊(館山）

第22航空隊(大村）
第24航空隊(小松島）
第72航空隊(大村）

第71航空隊(岩国）
第81航空隊(岩国）
第91航空隊(岩国）

第51航空隊(綾瀬）

第61航空隊(綾瀬）

第111航空隊(岩国）

第1航空群(鹿屋）

第2航空群(八戸）

第4航空群(綾瀬）

第5航空群(那覇）

第21航空群(館山）

第22航空群(大村）

第31航空群(岩国）

司令部(横須賀）

第1潜水隊(呉）
第3潜水隊(呉）
第5潜水隊(呉）

第2潜水隊(横須賀）
第4潜水隊(横須賀）

第1練習潜水隊(呉）

潜水艦教育訓練隊(呉）

第1潜水隊群(呉）

第2潜水隊群(横須賀）

第1掃海隊(呉）
第2掃海隊(佐世保）
第51掃海隊(横須賀）
第101掃海隊(呉）
掃海業務支援隊(横須賀）

作戦情報支援隊(横須賀）
基礎情報支援隊(市ヶ谷）
電子情報支援隊(横須賀）

対潜資料隊(横須賀）
気象資料管理隊(横須賀）
沖縄海洋観測所(うるま）
下北海洋観測所(東通）

指揮通信開発隊(横須賀）
艦艇開発隊(横須賀）
航空プログラム開発隊(綾瀬）

掃海隊群(横須賀）

情報業務群(横須賀）

海洋業務群(横須賀）

開発隊群(横須賀）

函館基地隊

余市防備隊

稚内基地分遣隊

第203教育航空隊

第202教育航空隊

第201教育航空隊

第211教育航空隊(鹿屋）

第1練習隊(呉）

海上自衛隊艦船補給処(横須賀）
海上自衛隊艦船補給処(木更津）

第44掃海隊

第45掃海隊

第1ミサイル艦隊

下総教育航空群(柏）

徳島教育航空群(板野郡松茂町）

小月教育航空群(下田）

システム通信隊群(市ヶ谷）

海上自衛隊補給本部(十条）

その他の部隊・機関

第41掃海隊

第42掃海隊阪神基地隊(神戸）

第43掃海隊下関基地隊

第46掃海隊沖縄基地隊(うるま）

対馬防備隊

第45警戒群(当別）
第42警戒群(大湊）

第18警戒隊(稚内）
第26警戒隊(根室）
第28警戒隊(網走）
第29警戒隊(奥尻島）
第33警戒隊(加茂）
第36警戒隊(襟裳）
第37警戒隊(山田）
第1移動警戒隊(千歳）
その他の部隊
第9、10高射隊(千歳）
第11、24高射隊(長沼）

第20、23高射隊(八雲）
第21、22高射隊(車力）

北部航空施設隊(三沢、千歳）

第1警戒群(笠取山）
第23警戒群(輪島）
第27警戒群(大滝根山）
第5警戒隊(串本）
第22警戒隊(御前崎）
第35警戒隊(経ヶ岬）
第44警戒隊(峯岡山）
第46警戒隊(佐渡）
第2移動警戒隊(入間）
その他の部隊

第1高射隊(習志野）
第2高射隊(武山）
第3高射隊(霞ヶ浦）
第4高射隊(入間）

第12高射隊(饗庭野）
第13、15高射隊(岐阜）
第14高射隊(白山）

西部航空施設隊(芦屋、各地）

偵察航空隊(百里）
警戒航空隊(浜松、三沢）

第13警戒群(高畑山）
第43警戒群(背振山）
第7警戒隊(高尾山）
第9警戒隊(下甑島）
第15警戒隊(福江島）
第17警戒隊(見島）
第19警戒隊(海栗島）
第3移動警戒隊(春日）
その他の部隊

第5、6高射隊(芦屋）
第7高射隊(築城）
第8高射隊(高良台）

第56警戒群(与座岳）
第53警戒隊(宮古島）
第54警戒隊(久米島）
第55警戒隊(沖永良部島）
第4移動警戒隊（那覇）
その他の部隊

第16、18高射隊(知念）
第17高射隊(那覇）
第19高射隊(恩納）

第1輸送航空隊(小牧）
第2輸送航空隊(入間）
第3輸送航空隊(美保）
航空保安管制群(府中、各地）
航空気象群(府中、各地）
飛行点検隊(入間）
特別航空輸送隊(千歳）
航空機動衛生隊(小牧）

第1航空団(浜松）
第4航空団(松島）
第11飛行教育団(静浜）
第12飛行教育団(防府北）
第13飛行教育団(芦屋）
航空教育隊(防府南、熊谷）
飛行教育航空隊(新田原）
その他の部隊・機関

飛行開発実験団(岐阜）
電子開発実験群(府中、入間）
航空医学実験隊(入間、立川）

航空システム通信隊(市ヶ谷、各地）
航空安全管理隊(立川）
補給本部(十条、各地）
その他の部隊・機関
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