
赴任旅費支給上の在勤官署の指定について（通達） 

昭和 38年 12月 25日 

陸幕発会第 377号 

 

改正 昭和 40年４月７日陸幕会第 56号   昭和 41年４月 19日陸幕会第 101号 

昭和 43年 10月１日陸幕会第 273号  昭和 44年８月 18日陸幕会第 120号 

昭和 45年３月５日陸幕会第 12号   昭和 45年９月 17日陸幕会第 93号 

   昭和 46年１月 18日陸幕会第８号   昭和 46年３月 23日陸幕会第 15号 

昭和 46年 12月 14日陸幕会第 155号 昭和 47年５月 31日陸幕会第 96号 

昭和 47年７月 18日陸幕会第 114号   昭和 48年３月 24日陸幕会第 41号 

昭和 48年６月 13日陸幕会第 97号    昭和 49年４月 13日陸幕会第 67号 

昭和 50年３月 29日陸幕会第 55号    昭和 50年３月２日陸幕会第 82号 

昭和 51年 12月９日陸幕会第 161号   昭和 52年３月 30日陸幕会第 37号 

昭和 53年５月 13日陸幕会第 88号    昭和 53年７月 12日陸幕会第 158号 

昭和 54年４月 10日陸幕会第 74号    昭和 55年４月 12日陸幕会第 85号 

昭和 55年７月３日陸幕会第 146号    昭和 56年２月 23日陸幕会第 39号 

昭和 56年３月 27日陸幕会第 81号    昭和 57年１月 29日陸幕会第２号 

昭和 57年７月５日陸幕会第 153号    昭和 58年５月 19日陸幕会第 145号 

昭和 59年２月 29日陸幕会第 48号    昭和 59年６月 18日陸幕会第 174号 

昭和 59年 11月８日陸幕会第 250号   昭和 62年 12月 14日陸幕会第 315号 

昭和 63年 10月 25日陸幕会第 253号  平成元年７月１日陸幕会第 227号 

平成３年３月１日陸幕会第 46号      平成４年３月 16日陸幕会第 62号 

平成４年５月 21日陸幕会第 154号    平成４年７月 27日陸幕会第 217号 

平成５年３月 29日陸幕会第 100号    平成８年１月 18日陸幕会第９号 

平成８年６月６日陸幕会第 152号     平成９年 10月 27日陸幕会第 271号 

平成 10年２月 23日陸幕会第 39号    平成 12年２月 29日陸幕会第 48号 

平成 13年１月 17日陸幕会第 10号    平成 13年３月１日陸幕会第 57号 

平成 13年３月 29日陸幕会第 107号   平成 13年 12月５日陸幕会第 391号 

平成 14年３月 28日陸幕会第 123号   平成 15年４月 21日陸幕会第 182号 

平成 15年５月 30日陸幕会第 236号   平成 16年２月 27日陸幕会第 106号 

平成 16年５月 10日陸幕会第 281号   平成 16年７月 30日陸幕会第 410号 

平成 16年９月 30日陸幕会第 503号   平成 16年 10月 29日陸幕会第 539号 

平成 16年 12月 28日陸幕会第 639号  平成 17年２月 28日陸幕会第 123号 

平成 17年４月８日陸幕会第 262号    平成 17年５月 30日陸幕会第 340号 

平成 17年７月１日陸幕会第 396号    平成 17年９月 30日陸幕会第 497号 

平成 17年 11月１日陸幕会第 544号   平成 17年 12月 26日陸幕会第 620号 

平成 18年３月 31日陸幕会第 226号   平成 18年４月 28日陸幕会第 310号 

平成 18年７月 28日陸幕会第 431号   平成 19年１月９日陸幕法第１号 

平成 19年 3月 28日陸幕法第 61号  平成 21年３月６日陸幕会第 124号 

平成 21年４月 20日陸幕会第 262号  平成 30年３月 14日陸幕法第 104号 

 

 



陸上総隊司令官 

各方面総監 

各部隊長        殿 

各機関の長 

 

                          陸上幕僚長の命により 

                                 総務課長 

 

（例規 16） 

赴任旅費支給上の在勤官署の指定について（通達） 

標記について、防衛省所管旅費取扱規則（平成 18年防衛庁訓令第 109号）第２条

第１項第４号に基づき別表のとおり指定されたので通達する。 

 

別表                                                                       

名      称   所  在  地 

自衛隊札幌地方協力本部 

 室蘭地域事務所  室蘭市 

 小樽地域事務所  小樽市 

 岩見沢地域事務所  岩見沢市 

 滝川地域事務所  滝川市 

 恵庭地域事務所  恵庭市 

 倶知安地域事務所  北海道虻田郡倶知安町 

 千歳地域事務所  千歳市 

 江別地域事務所  江別市 

自衛隊函館地方協力本部 

 八雲地域事務所  北海道二海郡八雲町 

 今金地域事務所  北海道瀬棚郡今金町 

 江差地域事務所  北海道檜山郡江差町 

 松前地域事務所  北海道松前郡松前町 

自衛隊旭川地方協力本部 

 稚内地域事務所  稚内市 

 留萌地域事務所  留萌市 

 紋別地域事務所  紋別市 

 上富良野地域事務所  北海道空知郡上富良野町 

 遠軽地域事務所  北海道紋別郡遠軽町 

 枝幸地域事務所  北海道枝幸郡枝幸町 

自衛隊帯広地方協力本部 

 北見地域事務所  北見市 

 根室地域事務所  根室市 

 網走地域事務所  網走市 

 中標津地域事務所  北海道標津郡中標津町 

自衛隊青森地方協力本部 

 弘前地域事務所  弘前市 

 八戸地域事務所  八戸市 

 五所川原地域事務所  五所川原市 

 むつ地域事務所  むつ市 

自衛隊岩手地方協力本部 

 釜石地域事務所  釜石市 

 二戸地域事務所  二戸市 

 北上地域事務所  北上市 

 宮古地域事務所  宮古市 

  石巻地域事務所  東松島市 



 

自衛隊宮城地方協力本部 
 登米地域事務所  登米市 

 大河原地域事務所  宮城県柴田郡大河原町 

 大崎地域事務所  大崎市 

 栗原地域事務所  栗原市 

 名取地域事務所  名取市 

自衛隊秋田地方協力本部 

 由利本荘地域事務所  由利本荘市 

 横手地域事務所  横手市 

 能代地域事務所  能代市 

 大仙地域事務所  大仙市 

自衛隊山形地方協力本部 

 米沢地域事務所  米沢市 

 新庄地域事務所  新庄市 

 東根地域事務所  東根市 

 酒田地域事務所  酒田市 

自衛隊福島地方協力本部 

 いわき地域事務所  いわき市 

 郡山地域事務所  郡山市 

 相双地域事務所  南相馬市 

 白河地域事務所  白河市 

自衛隊茨城地方協力本部 

 土浦地域事務所  土浦市 

 筑西地域事務所  筑西市 

 龍ヶ崎地域事務所  龍ヶ崎市 

自衛隊栃木地方協力本部 

 大田原地域事務所  大田原市 

 足利地域事務所  足利市 

 小山地域事務所  小山市 

自衛隊群馬地方協力本部 
 高崎地域事務所  高崎市 

 沼田地域事務所  沼田市 

自衛隊埼玉地方協力本部 

 秩父地域事務所  秩父市 

 熊谷地域事務所  熊谷市 

 さいたま地域事務所  さいたま市 

 朝霞地域事務所  朝霞市 

 入間地域事務所  所沢市 

自衛隊千葉地方協力本部 

 旭地域事務所  旭市 

 茂原地域事務所  茂原市 

 成田地域事務所  成田市 

 木更津地域事務所  木更津市 

自衛隊東京地方協力本部 

 西東京地域事務所  西東京市 

 足立地域事務所  東京都足立区 

 北地域事務所  東京都北区 

 練馬地域事務所  東京都練馬区 

 八王子地域事務所  八王子市 

自衛隊神奈川地方協力本部 

 小田原地域事務所  小田原市 

 相模原地域事務所  相模原市 

 平塚地域事務所  平塚市 

 横須賀地域事務所  横須賀市 

自衛隊新潟地方協力本部 

 高田地域事務所  上越市 

 加茂地域事務所  加茂市 

 新発田地域事務所  新発田市 

 柏崎地域事務所  柏崎市 

 佐渡島駐在員事務所  佐渡市 



自衛隊山梨地方協力本部  大月地域事務所  大月市 

自衛隊長野地方協力本部 

 松本地域事務所  松本市 

 上田地域事務所  上田市 

 茅野地域事務所  茅野市 

 伊那地域事務所  伊那市 

自衛隊静岡地方協力本部 

 沼津地域事務所  沼津市 

 袋井地域事務所  袋井市 

 富士地域事務所  富士市 

 伊東地域事務所  伊東市 

 藤枝地域事務所  藤枝市 

自衛隊富山地方協力本部 
 高岡地域事務所  高岡市 

 魚津地域事務所  魚津市 

自衛隊石川地方協力本部 
 能登地域事務所  石川県鳳珠郡穴水町 

 小松地域事務所  小松市 

自衛隊福井地方協力本部 

 敦賀地域事務所  敦賀市 

 越前地域事務所  越前市 

 大野地域事務所  大野市 

自衛隊岐阜地方協力本部 

 美濃加茂地域事務所  美濃加茂市 

 恵那地域事務所  恵那市 

 大垣地域事務所  大垣市 

 郡上地域事務所  郡上市 

自衛隊愛知地方協力本部 

 半田地域事務所  半田市 

 一宮地域事務所  一宮市 

 豊橋地域事務所  豊橋市 

 豊田地域事務所  豊田市 

 豊川地域事務所  豊川市 

 瀬戸地域事務所  瀬戸市 

自衛隊三重地方協力本部 

 熊野地域事務所  熊野市 

 四日市地域事務所  四日市市 

 伊賀地域事務所  伊賀市 

 伊勢地域事務所  伊勢市 

自衛隊滋賀地方協力本部 

 彦根地域事務所  彦根市 

 近江八幡地域事務所  近江八幡市 

 高島地域事務所  高島市 

 草津地域事務所  草津市 

自衛隊京都地方協力本部 

 京丹後地域事務所  京丹後市 

 舞鶴地域事務所  舞鶴市 

 宇治地域事務所  宇治市 

 福知山地域事務所  福知山市 

自衛隊大阪地方協力本部 

 東大阪地域事務所  東大阪市 

 茨木地域事務所  茨木市 

岸和田地域事務所  岸和田市 

 富田林地域事務所  富田林市 

自衛隊兵庫地方協力本部 

 姫路地域事務所  姫路市 

 伊丹地域事務所  伊丹市 

 相生地域事務所  相生市 

 加古川地域事務所  加古川市 

 西宮地域事務所  西宮市 



 柏原地域事務所  丹波市 

 淡路島駐在員事務所  洲本市 

自衛隊奈良地方協力本部 
 五條地域事務所  五條市 

 橿原地域事務所  橿原市 

自衛隊和歌山地方協力本部 

 新宮地域事務所  新宮市 

 御坊地域事務所  御坊市 

 田辺地域事務所  田辺市 

 橋本地域事務所  橋本市 

自衛隊鳥取地方協力本部 
 倉吉地域事務所  倉吉市 

 米子地域事務所  米子市 

自衛隊島根地方協力本部 

 出雲地域事務所  出雲市 

 益田地域事務所  益田市 

 大田地域事務所  大田市 

 隠岐の島駐在員事務所  島根県隠岐郡隠岐の島町 

自衛隊岡山地方協力本部 
 高梁地域事務所  高梁市 

 倉敷地域事務所  倉敷市 

自衛隊広島地方協力本部 

 三次地域事務所  三次市 

 呉地域事務所  呉市 

 福山地域事務所  福山市 

 東広島地域事務所  東広島市 

 広島地域事務所  広島市 

自衛隊山口地方協力本部 

 萩地域事務所  萩市 

 周南地域事務所  周南市 

 岩国地域事務所  岩国市 

 宇部地域事務所  宇部市 

 柳井地域事務所  柳井市 

自衛隊香川地方協力本部 

 善通寺地域事務所  善通寺市 

 観音寺地域事務所  観音寺市 

 丸亀地域事務所  丸亀市 

 さぬき地域事務所  さぬき市 

自衛隊愛媛地方協力本部 

 宇和島地域事務所  宇和島市 

 大洲地域事務所  大洲市 

 今治地域事務所  今治市 

自衛隊高知地方協力本部 

 四万十地域事務所  四万十市 

 安芸地域事務所  安芸市 

 須崎地域事務所  須崎市 

自衛隊徳島地方協力本部 

 阿南地域事務所  阿南市 

 鳴門地域事務所  鳴門市 

 鴨島地域事務所  吉野川市 

自衛隊福岡地方協力本部 

 福岡地域事務所  福岡市 

 飯塚地域事務所  飯塚市 

 久留米地域事務所  久留米市 

 大牟田地域事務所  大牟田市 

 芦屋地域事務所  福岡県遠賀郡芦屋町 

 築城地域事務所  福岡県築上郡築上町 

 八女地域事務所  八女市 

 柳川地域事務所  柳川市 

自衛隊佐賀地方協力本部  武雄地域事務所  武雄市 



 鳥栖地域事務所  鳥栖市 

自衛隊長崎地方協力本部 

 島原地域事務所  島原市 

 大村地域事務所  大村市 

 諫早地域事務所  諫早市 

 琴海地域事務所  長崎市 

 壱岐駐在員事務所  壱岐市 

 対馬駐在員事務所  対馬市 

 上五島駐在員事務所  長崎県南松浦郡新上五島町 

 五島駐在員事務所  五島市 

自衛隊大分地方協力本部 

 竹田地域事務所  竹田市 

 宇佐地域事務所  宇佐市 

 日田地域事務所  日田市 

 佐伯地域事務所  佐伯市 

 別府地域事務所  別府市 

自衛隊熊本地方協力本部 

 人吉地域事務所  人吉市 

 玉名地域事務所  玉名市 

 山鹿地域事務所  山鹿市 

 阿蘇地域事務所  阿蘇市 

 水俣地域事務所  水俣市 

 天草駐在員事務所  天草市 

自衛隊宮崎地方協力本部 

 都城地域事務所  都城市 

 日向地域事務所  日向市 

 日南地域事務所  日南市 

 小林地域事務所  小林市 

自衛隊鹿児島地方協力本部 

 鹿屋地域事務所  鹿屋市 

 国分地域事務所  霧島市 

 大隅地域事務所  曽於市 

 奄美大島駐在員事務所  奄美市 

 種子島駐在員事務所  西之表市 

 徳之島駐在員事務所  鹿児島県大島郡徳之島町 

 自衛隊沖縄地方協力本部  名護地域事務所  名護市 

 陸上自衛隊第３０２沿岸監視隊羅臼監視所 
 北海道目梨郡羅臼町礼文町 
 ２５６番地 

 


