
次発人１第 １８８号

３７． １１． １

（昭和３７年１１月 １日 次発人１第１８８号）

改正 昭和３８年 ４月１６日 次発人１第 ６５号

昭和３８年 ８月１９日 次発人１第 １２２号

昭和３９年 ２月 １日 防人１第 ３８号

昭和３９年 ３月３１日 防人１第 １４５号

昭和３９年１０月２４日 防人１第 ５５９号

昭和３９年１２月２４日 防人１第 ７０６号

昭和４０年 １月２９日 防人１第 ４４号

昭和４０年１２月１５日 人１第 ６６２号

昭和４１年 １月３１日 防人１第 ３３４号

昭和４２年 １月２５日 人１第 ３１号

昭和４２年 ９月３０日 防人１第３９６６号

昭和４２年１０月２０日 防人１第４２２３号

昭和４３年 ３月１８日 防人１第 ６９６号

昭和４３年 ５月２８日 人１第 ２６８号

昭和４３年 ６月２５日 防人１第１６５９号

昭和４３年 ９月２５日 人１第 ５３８号

昭和４４年 ６月３０日 人１第１８７３号

昭和４４年 ９月２９日 人１第２８３１号

昭和４４年 ９月２９日 人１第２８３２号

昭和４５年 ３月 ２日 防人１第 ３８０号

昭和４５年 ９月１６日 防人１第２０３３号

昭和４５年１１月１０日 人１第３２７０号

昭和４６年 ２月 ６日 人１第 ３００号

昭和４６年 ４月 １日 人１第 ８３２号

昭和４６年 ６月３０日 防人１第１３３９号

昭和４６年１１月１１日 人１第２９６６号

昭和４７年 ３月 ４日 人１第 ８９０号

昭和４７年 ５月１１日 人１第２１２６号

昭和４７年 ７月 ４日 人１第３１４５号

昭和４７年 ７月２９日 人１第３５６９号

昭和４７年１０月１１日 人１第４７９２号

昭和４７年１２月 ６日 人１第５７６３号

昭和４７年１２月２１日 人１第６０６５号

昭和４８年 ２月１２日 人１第 ５８１号

昭和４８年 ３月２３日 人１第１２８３号

昭和４８年 ４月１１日 人１第１６２２号

昭和４８年 ７月 ２日 人１第２８７２号



昭和４８年 ８月２２日 人１第３６７０号

昭和４８年１０月１５日 人１第４４７８号

昭和４８年１０月１５日 人１第４４７９号

昭和４８年１０月１５日 人１第４４８０号

昭和４８年１１月２７日 人３第５１７７号

昭和４９月 ４月１１日 人１第１６４７号

昭和４９年 ４月１１日 人１第１６６４号

昭和５０年 ３月２０日 人３第１１５２号

昭和５０年 ３月２６日 人１第１２４１号

昭和５０年 ４月 ２日 人３第１４４６号

昭和５０年 ７月１４日 人３第３０７９号

昭和５０年 ８月２３日 人３第３７１３号

昭和５０年１０月 １日 人１第４３９７号

昭和５１年 ３月２４日 人１第１２９１号

昭和５１年 ５月 ６日 人３第１８７０号

昭和５１年 ５月１１日 人１第１９７９号

昭和５１年 ９月２９日 人１第４０８９号

昭和５２年 ４月２５日 人３第１７８７号

昭和５２年１２月２７日 人１第５８４７号

昭和５３年 １月２６日 人１第 ２４７号

昭和５３年 ３月３０日 人３第１４９３号

昭和５３年 ４月２５日 人３第１９８５号

昭和５４年 ４月 ４日 人３第１５０７号

昭和５４年１０月３０日 人３第４９６４号

昭和５５年 ３月１７日 人１第１２１５号

昭和５５年 ３月２５日 人１第１３７５号

昭和５５年 ４月 ５日 人１第１６９３号

昭和５５年 ４月 ５日 人３第１６９５号

昭和５５年 ６月３０日 人３第３１９６号

昭和５６年 ２月１０日 人１第 ５７９号

昭和５６年 ３月１３日 人１第１２０５号

昭和５６年 ３月２７日 人１第１５４１号

昭和５６年 ４月 ３日 人１第１７３８号

昭和５６年 ７月１５日 人１第３４９５号

昭和５６年１０月２６日 人１第５２３１号

昭和５７年 ３月１２日 人１第１１５５号

昭和５７年 ３月１９日 人１第１２８２号

昭和５７年 ４月 ６日 人１第１７１４号

昭和５７年 ４月 ６日 人１第１７３０号

昭和５７年 ５月２１日 人１第２５２６号



昭和５７年 ９月３０日 人１第４９５５号

昭和５７年１２月１７日 人１第６１８５号

昭和５８年 ３月１５日 人１第１２１９号

昭和５８年 ４月 ５日 人１第１８３２号

昭和５８年１１月１１日 人１第５５８５号

昭和５９年 ２月２２日 人１第 ７７８号

昭和５９年 ４月１１日 人１第１８６４号

昭和６０年 ４月１５日 人３第１９６８号

昭和６０年 ９月２７日 人１第４９７０号

昭和６０年１１月 １日 人３第５５００号

昭和６０年１２月２８日 人１第６４６７号

昭和６１年 ４月 ５日 人１第１８８１号

昭和６１年 ４月 ５日 人３第１９０６号

昭和６１年１０月１７日 人１第５４３２号

昭和６２年 ５月２１日 人１第２５８３号

昭和６２年 ７月 １日 人１第３４０６号

昭和６２年 ９月２９日 人１第５０４８号

昭和６３年 ３月３０日 人１第１８１４号

昭和６３年 ４月 ８日 人１第２０２１号

昭和６３年 ６月２９日 人１第３５９５号

昭和６３年 ９月３０日 人１第５３４４号

昭和６３年１０月１４日 人１第５５８０号

昭和６３年１２月１３日 人１第６５００号

平成 元年 １月２５日 人１第 ３０２号

平成 元年 ３月１４日 人１第１１９４号

平成 元年 ５月２９日 人１第２９７６号

平成 元年 ９月２９日 人１第５３４２号

平成 ２年 ２月２８日 人１第 ９８２号

平成 ２年 ３月２９日 人１第１６６６号

平成 ２年 ６月 ８日 人１第２９６３号

平成 ３年 ３月２７日 人１第１５５８号

平成 ３年１１月 ８日 人１第６３７０号

平成 ４年 ２月１０日 人１第 ７５１号

平成 ４年 ３月３１日 人１第１９４２号

平成 ４年 ４月１０日 人１第２２００号

平成 ４年 ７月 １日 人１第３９４７号

平成 ５年 ３月１２日 人１第１３４９号

平成 ５年 ３月２４日 人１第１６７２号

平成 ５年 ４月 １日 人１第１９９１号

平成 ５年 ５月２８日 人１第３２３０号



平成 ５年 ６月２９日 人１第３８６４号

平成 ５年 ７月２３日 人１第４３３９号

平成 ５年 ８月２７日 人１第５２２４号

平成 ６年 ３月２５日 人１第１６７５号

平成 ６年 ６月２４日 人１第３６９０号

平成 ６年 ７月２８日 人１第４４３９号

平成 ６年 ９月２２日 人１第５４６１号

平成 ６年 ９月２８日 人１第５５４６号

平成 ６年１２月２１日 人１第６８６６号

平成 ７年 ３月２８日 人１第１６１１号

平成 ７年 ３月３０日 人１第１６９１号

平成 ７年 ５月３０日 人１第２８６７号

平成 ７年 ６月２７日 人１第３３６４号

平成 ８年 ５月１１日 人１第２４３８号

平成 ８年 ９月２６日 人１第５０１１号

平成 ９年 １月２０日 人１第 ２１５号

平成 ９年 ３月３１日 人１第１８２８号

平成 ９年 ６月３０日 人３第３５０３号

平成１０年 ３月２５日 防人１第１７３５号

平成１０年 ４月 ９日 防官秘第２１２５号

平成１０年 ７月２３日 防人１第４０２０号

平成１０年１２月 ８日 防人１第６３０３号

平成１１年 ３月１９日 防人１第１４３７号

平成１１年 ３月１９日 防人１第１４３８号

平成１１年 ８月 ２日 防人１第４０２９号

平成１２年 ３月１０日 防人１第１４３２号

平成１２年１０月 ５日 防人１第６０２５号

平成１３年 ７月 ９日 防人１第５３９５号

平成１３年 ７月３１日 防人１第５９０９号

平成１４年 ４月 １日 防人１第２９５８号

平成１５年 ４月１８日 防人１第２９１６号

平成１５年 ５月 １日 防官秘第４１８５号

平成１５年１２月１９日 防人１第９８４６号

平成１６年 ４月 １日 防人１第３３４４号

平成１７年 ４月 １日 防人１第２７２１号

平成１７年 ６月２８日 防人１第５１３８号

平成１８年 ３月２７日 防人１第２４８６号

平成１８年 ４月 ３日 防人１第３３８０号

平成１８年 ６月２８日 防人１第６２３８号

平成１８年 ７月２８日 防人１第７２７１号



平成１８年 ９月２５日 防人計第９０７０号

平成１８年 ９月２９日 防人計第９２７０号

平成１９年 ３月２８日 防人計第３２３９号

平成１９年 ３月２８日 防人計第３２４０号

平成１９年 ８月３１日 防人計第８４７０号

平成２０年 ３月２５日 防人計第３６７３号

平成２０年 ４月 １日 防人計第４１７９号

平成２０年 ７月１７日 防人計第８６１１号

平成２０年 ９月１９日 防人計第１０９６７号

平成２０年１２月 ３日 防人計第１４０３３号

平成２１年 ２月１６日 防人計第１６１６号

平成２１年 ３月２５日 防人計第３７７０号

平成２１年 ４月 １日 防人計第４４２７号

平成２１年 ５月１５日 防人計第６２７２号

平成２１年 ７月２４日 防人計第８８９４号

平成２１年 ７月２９日 防人計第９０９３号

平成２１年１０月２２日 防人計第１２０７５号

平成２２年 ３月２６日 防人計第３５５５号

平成２２年 ４月 １日 防人計第４２１２号

平成２３年 ３月２８日 防人計第３４７６号

平成２３年 ３月２８日 防人計第３４７７号

平成２３年 ３月２８日 防人計第３４７８号

平成２３年 ６月２９日 防人計第８０４４号

平成２４年 ３月２６日 防人計第３８０７号

平成２４年 ４月 ６日 防人計第４７７５号

平成２４年 ７月２５日 防人計第９９０７号

平成２４年 ７月３１日 防人計第１０３６５号

平成２５年 ３月２６日 防人計第４２４８号

平成２５年 ５月１６日 防人計第６５８７号

平成２５年 ８月 １日 防人計第１０６０１号

平成２６年 ３月２６日 防人計第４１５８号

平成２６年 ４月 １日 防人計第４６４７号

平成２６年 ４月２０日 防人計第５５８６号

平成２６年 ８月 １日 防人計第１１５５６号

平成２７年 ４月１０日 防人計第６４５３号

平成２７年１０月 １日 防官文(事)第１８号

平成２７年１２月 １日 防人計(事)第８３号

平成２８年 １月２９日 防人計(事)第２０号

平成２８年 ３月２８日 防人計(事)第９５号

平成２８年 ７月 １日 防人計(事)第２７９号



平成２９年 ３月２７日 防人計(事)第９１号

平成２９年 ６月２３日 防人計(事)第２４６号

（適用日 平成２９年７月１日）

平成２９年１１月 １日 防人計(事)第３７５号

平成３０年 ３月２６日 防人計(事)第７３号

（適用日 平成３０年３月２７日）

平成３０年 ３月３０日 防人計(事)第１３６号

（適用日 平成３０年４月１日）

令和２年 ３月２５日 防人計(事)第１１２号

（適用日 令和２年３月２６日）

令和２年 ３月３０日 防人計(事)第１５４号

（適用日 令和２年４月１日）

令和２年 ５月１２日 防人計(事)第２２０号

（適用日 令和２年５月１８日）

令和２年 ９月３０日 防人計(事)第３９７号

（適用日 令和２年１０月１日）

令和３年 ３月１７日 防人計(事)第３４号

（適用日 令和３年３月１８日）

令和３年 ３月３１日 防人計(事)第７２号

（適用日 令和３年４月１日）

令和３年 ６月３０日 防人計第１１５２４号

（適用日 令和３年７月１日）

令和４年 ３月１６日 防人計（事）第４７号

（適用日 令和４年３月１７日）

令和４年 ３月１６日 防人計（事）第４８号

（適用日 令和４年３月２２日）

最終改正 令和４年 ５月２７日 防人計（事）第１８２号

（適用日 令和４年６月１日）

大 臣 官 房 長

各 局 長

施設等機関の長

殿
各 幕 僚 長

情 報 本 部 長

防 衛 監 察 監

各地方防衛局長

防衛装備庁長官



防衛事務次官

補職の「職」及び「部隊、部課室等」の範囲の指定について

隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６

６号）に規定する補職の「職」及び「部隊、部課室等」の範囲について、別記のと

おり指定されたので通知する。

なお、従前の通達（３６．３．３１人発１第４８号）により現に補職発令がなさ

れているものの取扱いについては、特に必要がない限りあらためて発令を行わない

ものとする。



別記

イ 防衛省本省の内部部局

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

防衛省本省の 副官 防衛調整官 室長 課、室、班（勤務）

内部部局

施設整備官、施設技

術管理官、衛生官

（付）

ロ 防衛大学校

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

防衛大学校 副校長 部長 課長 総括首席指導教 部、課、先端学術推

官 首席指導教官 指導教官 教授 進機構（勤務）

准教授 助教 学群長 室長 課長補

佐 国際交流企画官 企画調整官 係 首席指導教官付

長 次席指導教官

ハ 防衛医科大学校

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

防衛医科大学 副校長 部長 課長 主任訓練教官 部、課、室、病院、

校 訓練教官 教授 准教授 講師 助教 科（勤務）

課長補佐 副部長

ニ 防衛研究所

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

防衛研究所 副所長 部長 室長 所員 国際交流 部、課、戦史研究セ

企画官 主任研究官 ンター（勤務）

特別研究官付

ホ 統合幕僚監部



機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

統合幕僚監部 統合幕僚長 統合幕僚副長 部長 副 部、課、後方補給室

部長 課長 報道官 首席法務官 首 （勤務）

席後方補給官 調整官 総括副報道官

副報道官 法務官 後方補給官 室 首席参事官、参事官

長 班長 、報道官、首席法務

官（付）

統合幕僚学校 学校長 副校長 課長 室長 国際平 課、企画室、国際平

和協力センター長 班長 学校教官 和協力センター（勤

主任研究官 研究員(１佐及び１佐職 務）

に限る。) 総括主任研究官

ヘ 陸上幕僚監部

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

陸上幕僚監部 陸上幕僚長 陸上幕僚副長 部長 課 部、課、室（勤務）

長 監察官 法務官 警務管理官 副

官 調整官 総括副監察官 副監察官 監察官、法務官、警

総括副法務官 副法務官 副警務管 務管理官（付）

理官 室長 班長 陸上連絡官

ト 陸上自衛隊の部隊及び機関

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

陸上総隊司令 司令官 幕僚長 部長 副部長 課長 司令部、部、課（勤

部 報道官 医務官 監察官 法務官 務）

副官 陸上連絡官 日米調整官

報道官、医務官、監

察官、法務官（付）

方面総監部 方面総監 幕僚長 幕僚副長 部長 部、課、室（勤務）

課長 室長 医務官 監察官 法務官

副官 防衛調整官 陸上連絡官 医務官、監察官、法

務官（付）



師団司令部 師団長 副師団長 幕僚長 部長 課 司令部勤務

長 医務官 監察官 法務官

旅団司令部 旅団長 副旅団長 幕僚長 部長 課 司令部勤務

長 医務官 監察官 法務官

団本部 団長 副団長 高級幕僚 科長（１佐 団本部勤務及びこれ

及び１佐職に限る。） らに準ずる部隊勤務

その他の部隊 連隊、群、独立大隊及びこれらに準ず 連隊、群、独立大隊

る部隊の長 同副隊長 同医務官 前 （勤務）

記以外の大隊、中隊及びこれらに準ず

る部隊の長 科長（１佐及び１佐職に 防衛大臣、陸上総隊

限る。） 司令官、方面総監、

師団長、旅団長、団

長、学校長又は教育

訓練研究本部長の直

轄する部隊勤務

学校 学校長 副校長 学校長に直結する部 学校、航空学校霞ヶ

課室長 副部長 上記以外の課長（１ 浦校、航空学校宇都

佐及び１佐職に限る。） 主任教官 宮校（勤務）

主任研究官 学校教官及び研究員（１

佐及び１佐職に限る。） 分校長 生

徒隊長 学生隊長

教育訓練研究 本部長 副本部長 部長 課長（１佐 教育訓練研究本部勤

本部 及び１佐職に限る。） 室長 総合企 務

画官 調整官 主任教官 教官（１佐

及び１佐職に限る。） 主任研究開発

官 研究員（１佐及び１佐職に限る。

） 主任訓練評価官

補給統制本部 本部長 副本部長 部長 課長及び室 補給統制本部勤務

長（１佐及び１佐職に限る。） 法務

官

補給処 補給処長 副処長 部長 副部長 室 補給処、支処、出張

長 課長（１佐及び１佐職に限る。） 所（勤務）



支処長 出張所長

その他 駐屯地司令 分屯地司令

チ 海上幕僚監部

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

海上幕僚監部 海上幕僚長 海上幕僚副長 監察官 部、課、室（勤務）

総括副監察官 副監察官 首席法務官

法務官 首席会計監査官 会計監査 監察官付

官 首席衛生官 衛生官 部長 副部

長 課長 総務課副官 室長 調整官

班長 渉外連絡官 警務管理官

リ 海上自衛隊の部隊及び機関

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

自衛艦隊司令 司令官 幕僚長 主任幕僚 幕僚 海 司令部勤務

部 上連絡官 副官

地方総監部 地方総監 幕僚長 副官（横須賀及び 部、課（勤務）

佐世保を除く。） 監察官 部長 課

長 室長 総務課副官（横須賀及び佐 監察官、監理官、副

世保に限る。） 原価監査官 技術補 官（横須賀及び佐世

給監理官 衛生監理官 保を除く。）（付）

教育航空集団 司令官 幕僚長 幕僚 副官 司令部勤務

司令部

護衛艦隊、航 司令官 幕僚長 幕僚 副官 司令部勤務

空集団、潜水

艦隊の各司令

部

掃海隊群司令 司令 幕僚長 幕僚 副官 司令部勤務

部



練習艦隊司令 司令官 幕僚 副官 司令部勤務

部

海上訓練指導 司令 幕僚 室長 司令部勤務

隊群、潜水隊

群、艦隊情報

群、海洋業務

・対潜支援群

、教育航空群

及びシステム

通信隊群の各

司令部

護衛隊群、開 司令 首席幕僚 幕僚 司令部勤務

発隊群及び航

空群の各司令

部

特別警備隊 隊長 副長 隊勤務

護衛隊、第１ 司令 艦長 副長 護衛艦等の科の長 隊勤務 艦乗組

海上補給隊、 エアクッション艇隊長

第１海上訓練

支援隊、潜水

隊、第１練習

潜水隊、第１

輸送隊、第１

海洋観測隊及

び第１練習隊

第１音響測 司令 クルー長 副長 クルーの科の 隊勤務 クルー勤務

定隊 長

潜水艦教育訓 司令 副長 分遣隊長 科長 学生隊 隊勤務

練隊 長

掃海隊群の掃 司令 艦長 艇長 掃海艦及び掃海母 隊勤務 艦乗組

海隊 艦の科の長



水陸両用戦・ 司令 副長 分遣隊長 部長 科長 隊勤務

機雷戦戦術支

援隊

航空隊、教育 司令 副長 隊長 室長 分遣隊長 隊勤務

航空隊、整備

補給隊、標的

機整備隊、航

空基地隊、航

空管制隊及び

機動施設隊

航空修理隊 司令 室長 科長 隊勤務

システム通信 司令 副長 隊長 分遣隊長 所長 隊（群直轄の隊に限

隊群の各隊 科長 る。）勤務

艦隊情報群の 司令 副長 部長 科長 隊勤務

各隊

開発隊群の各 司令 副長 部長 科長 システム調 隊勤務

隊 整官

海上訓練指導 司令 副長 部長 科長 学生隊長 隊勤務

隊群の各隊 分遣隊長

対潜資料隊 司令 副長 科長 隊勤務

対潜評価隊 司令 副長 部長 科長 隊勤務

海洋観測所 所長 副所長 科長 所勤務

鹿児島音響測 所長 科長 所勤務

定所

潜水艦基地隊 司令 副長 科長 隊勤務

上記以外の地 司令 所長 隊長 副長 副所長 分 隊、所（地方総監直

方隊の各隊、 遣隊長 支所長 部長 室長 科長 轄の隊、所に限る。)

所 艦長 艇長（３佐職に限る。） 護衛 （勤務）



艦等の科の長 教務幹事

艦乗組

地方総監、護 艦長 艇長 副長 護衛艦等の科の長 艦、艇（乗組）

衛艦隊司令官 試験長（あすかに限る。)

、練習艦隊司

令官、掃海隊

群司令、海洋

業務・対潜支

援群司令、潜

水隊群司令及

び艦艇開発隊

司令の直轄自

衛艦

警務隊本部 司令 副長 科長 隊本部勤務

地方警務隊 地方警務隊長 警務分遣隊長 地方警務隊勤務

上記以外の防 司令 隊長 副長 部長 室長 科長 隊勤務

衛大臣直轄部

隊

学校 校長 副校長 部長 課長 班長（１ 学校勤務

佐職及び２佐職に限る。） 学生隊長

第１、第２及び第３学生隊長 学生

隊幹事 主任教官 主任研究開発官

学校教官及び研究部員（１尉以下を除

く。）

補給本部 本部長 副本部長 部長 課長 原価 補給本部勤務

監査官 会計監査官 総括副会計監査

官 副会計監査官

補給処 処長 副処長 部長 課長 原価監査 補給処、支処（勤務

官 支処長 ）

ヌ 航空幕僚監部

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」



航空幕僚監部 航空幕僚長 航空幕僚副長 部長 課 部、課（勤務）

長 調整官 室長 班長 副官 警務

管理官 科学技術官 科学技術計画官 科学技術官

研究開発制度評価官 先端技術革新 、監理監察官、首席

推進官 基幹技術革新推進官 監理監 法務官、首席衛生官

察官 総括副監理監察官 副監理監察 （付）

官 首席法務官 次席法務官 法務官

首席衛生官 次席衛生官 衛生官

ル 航空自衛隊の部隊及び機関

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

航空総隊司令 司令官 副司令官 幕僚長 部長 課 司令部勤務

部 長 作戦室長 航空連絡官 監理監察

官 法務官 医務官

航空支援集団 司令官 副司令官 幕僚長 部長 課 司令部勤務

司令部 長 航空連絡官 作戦支援室長 監理

監察官 法務官 医務官

航空教育集団 司令官 幕僚長 部長 課長 監理監 司令部勤務

司令部及び航 察官 医務官

空開発実験集

団司令部

航空方面隊司 司令官 副司令官 幕僚長 部長 課 司令部勤務

令部 長 航空連絡官 監理監察官 法務官

医務官

航空団 司令 副司令 部長 群司令 飛行幹 団勤務

部教育隊長

航空警戒管制 司令 副司令 部長 群司令 群の副 団勤務

団 司令 警戒隊長 移動警戒隊長 整備

隊長（北部航空警戒管制団及び南西航

空警戒管制団に限る。） 通信隊長（

土佐清水通信隊及び奄美通信隊に限る

。）



高射群 司令 副司令 指揮所運用隊長 整備 群勤務

補給隊長 高射隊長

中部航空方面 司令 隊長 隊勤務

隊司令部支援

飛行隊

航空施設隊 司令 作業隊長 隊勤務

硫黄島基地隊 司令 副司令 空域監視隊長 通信電 隊勤務

子隊長 基地業務隊長

警戒航空団 司令 副司令 部長 群司令 団勤務

航空救難団 司令 副司令 部長 群司令 群の副 団勤務

司令 救難隊長 ヘリコプター空輸隊

長 救難教育隊長

航空戦術教導 司令 副司令 部長 群司令 群の副 団勤務

団 司令 基地警備教導隊長 航空支援隊

長

作戦情報隊 司令 副司令 群司令 収集隊長 隊勤務

臨時偵察航空 司令 副司令 飛行隊長 整備隊長 隊勤務

隊

作戦システム 司令 副司令 群司令 指揮所運用隊 隊勤務

運用隊 長 通信電子隊長 基地業務隊長

上記以外の航 隊長 隊勤務

空総隊司令官

及び航空方面

隊司令官の直

轄部隊

輸送航空隊 司令 副司令 部長 援護業務室長 隊勤務

群司令 第４０２飛行隊長 飛行場勤

務隊長（第２輸送航空隊に限る。）



航空保安管制 司令 副司令 飛行管理隊長 飛行情 群勤務

群 報隊長 管制隊長

航空気象群 司令 副司令 気象隊長 基地業務隊 群勤務

長

飛行点検隊 司令 副司令 飛行隊長 整備隊長 隊勤務

特別航空輸送 司令 副司令 飛行隊長 整備隊長 隊勤務

隊

航空機動衛生 隊長 隊勤務

隊

飛行教育団 司令 副司令 部長 群司令 飛行場 団勤務

勤務隊長（第１３飛行教育団に限る。

）

航空教育隊 司令 副司令 部長 群司令 隊勤務

飛行教育航空 司令 飛行隊長 整備隊長 隊勤務

隊

教材整備隊 司令 工作隊長 印刷隊長 隊勤務

飛行開発実験 司令 副司令 部長 群司令 誘導武 団勤務

団 器開発実験隊長 電子戦技術隊長 飛

行場勤務隊長

電子開発実験 司令 開発評価隊長 技術調査隊長 群勤務

群 計測支援隊長

航空医学実験 司令 部長 隊勤務

隊

宇宙作戦群 司令 宇宙作戦指揮所運用隊長 宇宙 群勤務

作戦隊長

航空システム 司令 副司令 群司令 移動通信隊長 隊勤務



通信隊

航空安全管理 司令 部長 調査官（１佐及び１佐職 隊勤務

隊 に限る。）

航空警務隊 司令 副司令 企画運用科長 地方警 隊勤務

務隊長

航空中央音楽 隊長 副隊長 隊勤務

隊

航空中央業務 司令 副司令 隊勤務

隊

学校 学校長 副校長 学校長に直結する部 学校勤務

課室長 航空研究センター長 上記以

外の課室長（１佐及び１佐職に限る。

） 学生隊長 主任教官 学校教官及

び研究員（１佐及び１佐職に限る。）

補給本部 本部長 副本部長 部長 課長 監理 補給本部勤務

監察官 医務官

補給処 処長 副処長 処長に直結する部課長 補給処、支処（勤務

支処長 支処の課長（１佐及び１佐 ）

職に限る。）

その他 基地司令 分屯基地司令

ヲ 共同の部隊

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

自衛隊情報保 司令 副司令 情報保全官 課長 室 隊本部勤務

全隊本部 長

上記以外の情 隊長 副隊長 隊勤務

報保全隊

自衛隊サイバ 司令 副司令 隊長 科長（１佐及び 隊勤務



ー防衛隊 １佐職に限る。） 班長（１佐及び１

佐職に限る。）

ワ 共同機関

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

体育学校 学校長 副校長 室長 課長 学校教 室、課（勤務）

官 研究員

中央病院 病院長 副院長 医療安全評価官 官 診療科、室、部、課

邸医療支援官 診療科部長 室長 部 、所、センター、病

長 所長 課長 副医療安全評価官 院（勤務）

陸上幕僚長の 病院長 副院長 医療安全評価官 病 室、部、課、診療科

監督を受ける 院長に直結する部課長 、病院（勤務）

地区病院

海上幕僚長の 病院長 副院長 医療安全評価官 企 病院勤務

監督を受ける 画室長 部長 課長 教育部教官（１

地区病院 尉以下を除く。）

航空幕僚長の 病院長 副院長 部長 病院勤務

監督を受ける

地区病院

地方協力本部 本部長 副本部長 課長 出張所長 課、出張所（勤務）

カ 情報本部

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

情報本部 情報本部長 情報官 部長 副部長 課、室、通信所（勤

課長 監査・監察官 室長 班長 上 務）

席分析官 主任分析官 分析官 情報

調整官 情報専門官（統括担当） 通 監査・監察官（付）

信所長

ヨ 防衛監察本部



機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

防衛監察本部 監察官 専門官 班長 監察調査官 課、室、班（勤務）

統括監察官付

タ 地方防衛局

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

地方防衛局 防衛補佐官 部次長 課長 首席検査 部、課（勤務）

官 調整官 管理官 検査官 監査官

地方防衛支局 次長 課長 首席検査官 管理官 監 課勤務

査官 検査官 調整官

地方防衛事務 所長 管理官 監査官 検査官 調整 地方防衛事務所勤務

所 官

レ 海賊派遣対処部隊

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

派遣海賊対処 司令 副司令 隊長 隊勤務

行動航空隊

派遣海賊対処 隊長 隊勤務

行動警務隊

派遣海賊対処 司令 副司令 隊長 隊勤務

行動支援隊

ソ 防衛装備庁

機関、部隊等 「職」 「部隊、部課室等」

防衛装備庁の 装備官 総括官（基準総括官を除く。 部、課（勤務）

内部部局 ） 艦船設計官 装備技術官 調達官

主任設計官 調整官 室長及び副室 装備開発官、艦船設

長（１佐及び１佐職に限る。） 計官、装備保全管理



官、事業計画官、事

業監理官、装備技術

官、原価管理官、企

業調査官、需品調達

官、武器調達官、電

子音響調達官、艦船

調達官、航空機調達

官、輸入調達官（付

）

研究所 支所長 研究所勤務

試験場 場長 試験場勤務


