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防 衛 省 
 陸上自衛隊 
 北部方面隊（北部方面総監部） 

      〒064-8510 札幌市中央区南26条西10丁目（札幌駐屯地） 

            TEL (011)511-7116 

 （下部機関） 

  第２師団司令部      〒070-8630 旭川市春光町国有無番地（旭川駐屯地） 

                     TEL (0166)51-6111 

   第３普通科連隊     〒096-8584 名寄市字内淵84（名寄駐屯地） 

                     TEL (01654)3-2137 

   第25普通科連隊     〒099-0497 紋別郡遠軽町向遠軽272番地（遠軽駐屯地） 

                     TEL (0158)42-5275 

   第26普通科連隊     〒077-8555 留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地（留萌駐屯地） 

                     TEL (0164)42-2655 

   第２特科連隊      〒070-8630 旭川市春光町国有無番地（旭川駐屯地） 

                     TEL (0166)51-6111 

   第２高射特科大隊            同  上 

   第２戦車連隊      〒071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948（上富良野駐屯地） 

                     TEL (0167)45-3101 

   第２施設大隊      〒070-8630 旭川市春光町国有無番地（旭川駐屯地） 

                     TEL (0166)51-611  

   第２後方支援連隊            同  上 

   第２通信大隊              同  上 

  第７師団司令部      〒066-8577 千歳市祝梅1016（東千歳駐屯地） 

                     TEL (0123)23-5131 

   第11普通科連隊             同  上 

   第71戦車連隊      〒066-8668 千歳市北信濃724番地（北千歳駐屯地） 

                     TEL (0123)23-2106 

   第72戦車連隊      〒061-1423 恵庭市柏木町531番地（北恵庭駐屯地） 

                     TEL (0123)32-2101 

   第73戦車連隊      〒061-1411 恵庭市恵南63番地（南恵庭駐屯地） 

                     TEL (0123)32-3101 

   第７特科連隊      〒066-8577 千歳市祝梅1016 (東千歳駐屯地) 

                     TEL (0123)23-5131 

   第７高射特科連隊    〒059-2598 日高郡新ひだか町静内浦和125（静内駐屯地） 

                     TEL (0146)44-2121 

   第７施設大隊      〒066-8577 千歳市祝梅1016 (東千歳駐屯地) 

TEL (0123)23-5131 

   第７後方支援連隊            同  上 
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   第７通信大隊      〒066-8577 千歳市祝梅1016 (東千歳駐屯地) 

                     TEL (0123)23-5131 

  第５旅団司令部      〒080-8639 帯広市南町南7線31番地（帯広駐屯地） 

                     TEL (0155)48-5121 

   第４普通科連隊             同  上 

   第６普通科連隊     〒092-8501 網走郡美幌町字田中国有地（美幌駐屯地） 

                     TEL (0152)73-2114 

   第27普通科連隊     〒088-0604 釧路郡釧路町字別保112番地（釧路駐屯地） 

                     TEL (0154)40-2011 

   第５特科隊       〒080-8639 帯広市南町南7線31番地（帯広駐屯地） 

                     TEL (0155)48-5121 

   第５高射特科中隊            同  上 

   第５戦車大隊      〒081-0294 河東郡鹿追町笹川北12線10番地（鹿追駐屯地） 

                     TEL (0156)66-2211 

   第５施設隊       〒080-8639 帯広市南町南7線31番地（帯広駐屯地） 

                     TEL (0155)48-5121 

第５後方支援隊             同  上 

第５通信隊               同  上 

  第11旅団司令部      〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地（真駒内駐屯地） 

                     TEL (011)581-3191 

   第10即応機動連隊    〒073-8510 滝川市泉町236（滝川駐屯地） 

                     TEL (0125)22-2141 

   第18普通科連隊     〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地（真駒内駐屯地） 

                     TEL (011)581-3191 

   第28普通科連隊     〒042-8567 函館市広野町6番18号（函館駐屯地） 

                     TEL (0138)51-9171 

   第11特科隊       〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地（真駒内駐屯地） 

                     TEL (011)581-3191 

   第11高射特科隊             同  上 

   第11戦車隊       〒061-1423 恵庭市柏木町531番地（北恵庭駐屯地） 

                     TEL (0123)32-2101 

   第11施設隊       〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地（真駒内駐屯地） 

                     TEL (011)581-3191 

第11後方支援隊             同  上 

   第11通信隊               同  上 

  第１特科団本部      〒066-8668 千歳市北信濃724番地（北千歳駐屯地） 

                     TEL (0123)23-2106 

   第１地対艦ミサイル連隊         同  上 

第２地対艦ミサイル連隊 〒072-0821 美唄市南美唄町上1条4丁目（美唄駐屯地） 

                     TEL (0126)62-7141 
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   第３地対艦ミサイル連隊 〒071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948（上富良野駐屯地） 

                     TEL (0167)45-3101 

   第１特科群       〒066-8668 千歳市北信濃724番地（北千歳駐屯地） 

                     TEL (0123)23-2106 

   第４特科群       〒071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948（上富良野駐屯地） 

                     TEL (0167)45-3101 

  第１高射特科団本部    〒066-8577 千歳市祝梅1016（東千歳駐屯地） 

                     TEL (0123)23-5131 

   第１高射特科群             同  上 

   第４高射特科群     〒096-8584 名寄市字内淵84（名寄駐屯地） 

                     TEL (01654)3-2137 

  第３施設団本部      〒061-1411 恵庭市恵南63番地（南恵庭駐屯地） 

                     TEL (0123)32-3101 

   第12施設群       〒068-0822 岩見沢市日の出台4丁目313（岩見沢駐屯地） 

                     TEL (0126)22-1001 

   第13施設群       〒059-0024 登別市緑町3-1（幌別駐屯地） 

TEL (0143)85-2011 

   第14施設群       〒071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948（上富良野駐屯地） 

                     TEL (0167)45-3101 

  北部方面混成団本部    〒066-8577 千歳市祝梅1016（東千歳駐屯地） 

                     TEL (0123)23-5131 

   第１陸曹教育隊             同  上 

   第52普通科連隊     〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地（真駒内駐屯地） 

                     TEL (011)581-3191 

第120教育大隊               同  上 

冬季戦技教育隊              同  上 

 （設置根拠） 

  方面総監部 
   防衛省設置法第27条、自衛隊法第10条、第14条 

  師 団 等 

   防衛省設置法第27条、自衛隊法第10条、第14条、自衛隊法施行令第７条、第10条、第12条の2 

 （所掌事務） 

  担当区域の警備 
  （警備区域） 
   方 面 隊 北海道 
   第 ２ 師 団 旭川市､留萌市､稚内市、紋別市、士別市、名寄市、深川市､富良野市、上川総合振興局

管内、留萌振興局管内､宗谷総合振興局管内、空知総合振興局管内の雨竜郡、オホーツ

ク総合振興局管内の紋別郡及び常呂郡の佐呂間町 

   第 ７ 師 団 室蘭市、夕張市、苫小牧市、千歳市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、胆振総合

振興局管内、日高振興局管内、空知総合振興局管内の夕張郡及び空知郡の南幌町 
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   第 ５ 旅 団 釧路市、帯広市、北見市､網走市、根室市、十勝総合振興局管内､釧路振総合興局管内、

根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡の佐呂間町を除く。) 

   第 11旅 団 札幌市、函館市、北斗市、小樽市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三

笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、石狩市、石狩振興局管内（千歳市、恵庭市、北広

島市を除く。）、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、後志総合振興局管内、空知

総合振興局管内（雨竜郡、夕張郡及び空知郡の南幌町を除く。） 

（組  織） 

 

    

    

    

    

    

    

        

        

        

北部方面隊        

    方面総監     

北部方面総監部

幕僚長

幕僚副長

参事官

医務官

監察官   

     法務官   

     副官  

総務部

総務課

部外連絡協力室

会計課

広報室

人事部

人事課

募集課

厚生課

援護業務課

情報部 情報課

資料課

防衛部 防衛課

訓練課

 

  装備部 

後方運用課

装備課 

   需品課 

   施設課 

    

       

       

 師団      

    師団長    

師団司令部

副師団長

幕僚長

医務官

監察官  

     法務官  

     幕僚幹事  

     副官 

第１部

第２部

第３部

第４部

総務課

会計課

施設課

通信課 

  普通科連隊（第２師団は(3)、第７師団は(1)） 

  特科連隊  

  高射特科連隊（第７師団のみ） 

  高射特科大隊（第２師団のみ） 

  戦車連隊（第２師団は(1)、第７師団は(3)） 

  施設大隊  

  後方支援連隊  
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  通信大隊 

その他大臣の定める部隊 

 

    

       

       

 旅団      

    旅団長    

旅団司令部

副旅団長

幕僚長

医務官

監察官  

     法務官  

     幕僚幹事  

     副官 

第１部

第２部

第３部

第４部

総務課

会計課

施設課

通信課 

  即応機動連隊（第11旅団のみ） 

  普通科連隊（第５旅団は(3)、第11旅団は(2)） 

  特科隊 

  高射特科中隊（第５旅団のみ） 

  戦車大隊（第５旅団のみ） 

  施設隊 

  後方支援隊 

通信隊 

  高射特科隊（第11旅団のみ） 

  戦車隊（第11旅団のみ） 

  その他大臣の定める部隊 

   

   

 第１特科団 

第１地対艦ミサイル連隊

第２地対艦ミサイル連隊

第３地対艦ミサイル連隊 

  第１特科群 

  第４特科群 

 第１高射特科団 第１高射特科群  

  

 

 

 

 

第４高射特科群 

第３施設団

第１２施設群 

第１３施設群 

第１４施設群 

 

 

 

 

 

 

北部方面混成団

その他大臣の定める部隊  

   

 （情報公開・個人情報保護窓口） 

   北海道防衛局情報公開室 〒060-0042 札幌市中央区大通西12（札幌第３合同庁舎） 

                     TEL (011)272-7578 内線371 

   帯広防衛支局情報公開室 〒080-0016 帯広市西6条南7丁目3（帯広地方合同庁舎） 

                     TEL (0155)22-1181 
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   <窓口取扱時間> 

    平日 ９：３０～１７：００（１２：００～１３：００を除く。） 

 （相談・案内窓口） 

   該当なし 

 （電子申請制度窓口） 

   該当なし 

 （モニター制度窓口） 

   該当なし 
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防 衛 省 
  

 陸上自衛隊 

 北海道補給処 
      〒061-1393 恵庭市西島松308（島松駐屯地） 

            TEL (0123)36-8611 

 （下部機関） 

  苗穂支処      〒065-0043 札幌市東区苗穂町7丁目1番1号（苗穂分屯地）  

                  TEL (011)711-4251 

  近文台弾薬支処   〒070-8630 旭川市近文7線1号（近文台分屯地） 

                  TEL (0166)51-6455 

  安平弾薬支処    〒059-1511 勇払郡安平町安平番外地（安平駐屯地） 

                  TEL (0145)23-2231 

  足寄弾薬支処    〒089-3725 足寄郡足寄町字平和173（足寄分屯地） 

                  TEL (0156)25-5811 

  多田弾薬支処    〒071-0595 空知郡上富良野町字上富良野（多田分屯地） 

                  TEL (0167)45-4411 

  白老弾薬支処    〒059-0900 白老郡白老町字白老782-1（白老駐屯地） 

                  TEL (0144)82-2107 

  近文台燃料支処   〒070-0821 旭川市近文5線2号（近文台分屯地） 

                  TEL (0166)51-6031 

  早来燃料支処    〒059-1503 勇払郡安平町東早来番外地（早来分屯地） 

                  TEL (0145)22-2505 

  日高弾薬支処    〒055-2314 沙流郡日高町字千栄75（日高分屯地） 

                  TEL (01457)6-2241 

  沼田弾薬支処    〒078-2222 雨竜郡沼田町字沼田1142-1（沼田分屯地） 

                  TEL (0164)35-1910 

 （設置根拠） 

  補給処  防衛省設置法第27条、自衛隊法第24条、自衛隊法施行令第39条 

  支 処  自衛隊法施行令第42条 

 （所掌事務） 

  需品、火器、弾薬、車両、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれら

に関する調査研究 
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 （組  織） 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
陸上自衛隊   
北海道補給処  

総務部

総務課

人事課

警備課

管理課

輸送課

厚生課

衛生課

調達会計部

契約課

原価計算課

会計課

 
 装備計画部 

企画課

計画課

武器課

需品課

通信電子課 
  施設課 
  弾薬課 
  化学課 
  衛生課 
   
 補給部 

管理課

保管課 
  回収課 
   
   
   
 整備部 

管理課

武器課

需品課

通信電子課 
  化学課 
  衛生課 
  工作課 
 電計課  
   
  支処(10) 
（参  考） 

 駐屯地（再掲、( )内は分屯地名） 
  名  寄      
  （稚内、礼文）       

〒096-8584 名寄市字内淵84

TEL (01654)3-2137 

  留  萌    〒077-8555 留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地 

                TEL (0164)42-2655 
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  遠  軽    〒099-0497 紋別郡遠軽町向遠軽272番地 

                TEL (0158)42-5275 

  旭  川      

  （近文台、沼田）      

〒070-8630 旭川市春光町国有無番地

TEL (0166)51-6111 

  上富良野      

  （多田）          

〒071-0595 空知郡上富良野町南町4丁目948

TEL (0167)45-3101 

  東 千 歳    〒066-8577 千歳市祝梅1016 

                TEL (0123)23-5131 

  北 恵 庭    〒061-1423 恵庭市柏木町531番地 

                TEL (0123)32-2101 

  静  内    〒059-2598 日高郡新ひだか町静内浦和125 

                TEL (0146)44-2121 

  美  幌    〒092-8501 網走郡美幌町字田中国有地 

                TEL (0152)73-2114 

  別  海    〒088-2593 野付郡別海町西春別42-1 

                TEL (0153)77-2231 

  釧  路      

  （標津）          

〒088-0604 釧路郡釧路町字別保112番地

TEL (0154)40-2011 

  帯  広      

  （足寄）          

〒080-8639 帯広市南町南7線31番地

TEL (0155)48-5121 

  鹿  追    〒081-0294 河東郡鹿追町笹川北12線10番地 

                TEL (0156)66-2211 

  滝  川    〒073-8510 滝川市泉町236 

                TEL (0125)22-2141 

  真 駒 内    〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地 

                TEL (011)581-3191 

  函  館    〒042-8567 函館市広野町6番18号 

                TEL (0138)51-9171 

  美  唄    〒072-0821 美唄市南美唄町上1条4丁目 

                TEL (0126)62-7141 

  岩 見 沢    〒068-0822 岩見沢市日の出台4丁目313 

                TEL (0126)22-1001 

  札  幌    〒064-8510 札幌市中央区南26条西10丁目 

                TEL (011)511-7116 

  丘  珠    〒007-8503 札幌市東区丘珠町161番地 

                TEL (011)781-8321 

  北 千 歳    〒066-8668 千歳市北信濃724番地 

                TEL (0123)23-2106 
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  南 恵 庭    〒061-1411 恵庭市恵南63番地 

                TEL (0123)32-3101 

  島  松      

  （苗穂、日高）       

〒061-1393 恵庭市西島松308

TEL (0123)36-8611 

  安  平      

  （早来）          

〒059-1511 勇払郡安平町安平番外地

TEL (0145)23-2231 

  白  老    〒059-0900 白老郡白老町字白老782-1 

                TEL (0144)82-2107 

  幌  別    〒059-0024 登別市緑町3-1 

                TEL (0143)85-2011 

  倶 知 安    〒044-0076 虻田郡倶知安町字高砂232-2 

                TEL (0136)22-1195 

 （情報公開・個人情報保護窓口） 

   北海道防衛局情報公開室 〒060-0042 札幌市中央区大通西12（札幌第３合同庁舎） 

                     TEL (011)-272-7578 内線371 

   帯広防衛支局情報公開室 〒080-0016 帯広市西6条南7丁目3（帯広地方合同庁舎） 

                     TEL (0155)22-1181 

   <窓口取扱時間> 

    平日 ９：３０～１７：００（１２：００～１３：００を除く。） 

 （相談・案内窓口） 

   該当なし 

 （電子申請制度窓口） 

   該当なし 

 （モニター制度窓口） 

   該当なし 
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防 衛 省 
海上自衛隊 
 大湊地方隊  

函館基地隊    〒040-8642 函館市大町10番３号        TEL (0138)23-4241 

   第45掃海隊         同 上 

松前警備所   〒049-1501 松前郡松前町字建石53        TEL (0139)42-2336 

  余市防備隊    〒046-0024 余市郡余市町港町番外地    TEL (0135)23-2243 

   第１ミサイル艇隊      同 上 

稚内基地分遣隊  〒097-0025 稚内市恵比須５丁目２番１号 TEL (0162)22-4847 

 （設置根拠） 

  防衛省設置法第27条、自衛隊法第15条第１項及び第６項、自衛隊法施行令第21条及び第22条 

 （所掌事務） 

  青森県以北海域における防衛警備、艦艇に対する後方支援等 
 （組  織） 

   
                  
                  
          
                    
    
    
   
             
                   
（大湊地方隊）  

大湊地方総監部（青森県むつ市）

函館基地隊

本部（函館市）

松前警備所（松前郡松前町）

竜飛警備所（青森県東津軽郡）

第４５掃海隊（函館市）

掃海艇 いずしま

掃海艇 あおしま

大湊警備隊

余市防備隊 本部（余市郡余市町）

第１ミサイル艇隊（余市郡余市町）

ミサイル艇 わかたか  
  ミサイル艇 くまたか  
  大湊弾薬整備補給所 
 大湊造修補給所  
 大湊基地業務隊  
 大湊衛生隊  
 大湊音楽隊  
 稚内基地分遣隊（稚内市）  
 すおう  
                          
 (情報公開・個人情報保護窓口） 

   防衛省情報公開・個人情報保護室 TEL (03)3268-3111 内線28220 

   URL http://www.mod.go.jp/j/proceed/joho/index.html 

   <窓口取扱時間> 

    ９：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

http://www.mod.go.jp/j/proceed/joho/index.html
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 （相談・案内窓口） 

   該当なし 

 （電子申請制度窓口） 

   該当なし 

 （モニター制度窓口） 

   防衛省大臣官房広報課防衛モニター係 TEL (03)3268-3111 内線20301 

   URL http://www.mod.go.jp/j/publication/monitor.html 

http://www.mod.go.jp/j/publication/monitor.html
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防 衛 省 
航空自衛隊 
 航空総隊 

第２航空団    〒066-0044 千歳市平和（千歳基地）TEL (0123)23-3101 

第３高射群             同  上 

 長沼分屯基地  〒069-1394 夕張郡長沼町馬追台  TEL (0123)88-2604 

千歳救難隊    〒066-0044 千歳市平和（千歳基地）TEL (0123)23-3101             

（設置根拠） 

   防衛省設置法第27条、自衛隊法第20条、第21条、自衛隊法施行令第28条の２ 

 （所掌事務） 

第２航空団、第３高射群：領空侵犯及び領空侵攻に対する対処 

   千歳救難隊：航空救難及び災害派遣 

 （組  織） 

   
   
   
   
   
   
   
航空総隊  

航空総隊司令部

北部航空方面隊

北部航空方面隊司令部

第２航空団（千歳基地）

司令

第３航空団

北部航空警戒管制団

第３高射群（千歳基地）

司令 
  第６高射群 
 中部航空方面隊  
 西部航空方面隊  
 南西航空混成団  
  航空救難団    千歳救難隊（千歳基地） 
          隊長 
  

警戒航空隊

偵察航空隊 
  その他の部隊 
 （注）下線は北海道に所在する部隊を示す。 
 （情報公開・個人情報保護窓口） 

   防衛省情報公開・個人情報保護室  TEL (03)3268-3111（内線）28220 

   <窓口取扱時間> 

    ９：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

 （相談・案内窓口）  該当なし 

 （電子申請制度窓口） 該当なし 

 （モニター制度窓口） 該当なし 
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防 衛 省 
  

航空支援集団 

特別航空輸送隊  〒066-0044 千歳市平和（千歳基地）℡（0123）23-3101 

千歳管制隊        同  上  
千歳気象隊        同  上  

 （設置根拠） 

   防衛省設置法第27条、自衛隊法第20条、第21条、自衛隊法施行令第28条の５ 

 （所掌事務） 

特別航空輸送隊：特別輸送機による国賓等の輸送 

千歳管制隊：航空交通管制業務の実施 

   千歳気象隊：気象予報、気象観測及び気象情報の取集、伝達等 

 （組  織） 

  
     
  
     

航空支援集団 

航空支援集団司令部

第１輸送航空隊

第２輸送航空隊

第３輸送航空隊

航空保安管制群   千歳管制隊（千歳基地） 
 隊長 
 航空気象群     千歳気象隊（千歳基地） 
              隊長 
 

飛行点検隊

特別航空輸送隊（千歳基地） 
              司令 
   その他の部隊 
                （注）下線部は北海道に所在する部隊を示す。 
  

（情報公開・個人情報保護窓口） 

   防衛省情報公開・個人情報保護室  TEL (03)3268-3111（内線）28220 

   <窓口取扱時間> 

    ９：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

 （相談・案内窓口） 

   該当なし 

 （電子・申請制度窓口） 

   該当なし 

 （モニター制度窓口） 

   該当なし 
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防 衛 省 
  

〔陸・海・空自衛隊の共同機関〕 
 
自衛隊札幌病院 
     〒005-8543 札幌市南区真駒内17番地 
           TEL (011)581-3101 

（設置根拠） 

 防衛省設置法第27条、自衛隊法第24条、自衛隊法施行令第44条 

（所掌事務） 

 隊員及び自衛隊法施行令第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技

術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調査研究 
（組  織） 

   
    
   

   
   
              

   

  自衛隊札幌病院   
            副院長  

企画室

医療安全評価官

総務部

総務課

健康管理課

会計課

管理課

医事課

診療科

内科

外科

脳神経外科

整形外科 

  精神科 

  小児科 
  皮膚科 
  泌尿器科 
  産婦人科 
  眼科 
  耳鼻咽喉科 
  放射線科 
  歯科 
  麻酔科 

救急科 
リハビリテーション科 

   
 診療技術部 

放射線技術課

研究検査課 
  栄養課 
   
 衛生資材部 

衛生資材課

薬剤課 
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  臨床薬剤課 
 看護部  
 准看護学院  
 

（情報公開・個人情報保護窓口） 

  北海道防衛局情報公開室 〒060-0042 札幌市中央区大通西12（札幌第３合同庁舎） 

                    TEL (011)272-7578 内線371 

  帯広防衛支局情報公開室 〒080-0016 帯広市西6条南7丁目3（帯広地方合同庁舎） 

                    TEL (0155)22-1181 

  <窓口取扱時間> 

   平日 ９：３０～１７：００（１２：００～１３：００を除く。） 

（相談・案内窓口） 

  該当なし 

（電子・申請制度窓口） 

  該当なし 

（モニター制度窓口） 

  該当なし 
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防 衛 省 
  
自衛隊地方協力本部 
  自衛隊札幌地方協力本部  〒060-8542 札幌市中央区北4条西15丁目1 

                     TEL (011)631-5471～2 

   苫小牧出張所      〒053-0022 苫小牧市表町5丁目5（北星ビル2F） 

                     TEL (0144)32-3725 

  自衛隊旭川地方協力本部  〒070-0902 旭川市春光町国有無番地 

                     TEL (0166)51-6055、6060 

   名寄出張所       〒096-0011 名寄市西１条南9丁目45 

                     TEL (0165)42-3921 

  自衛隊函館地方協力本部  〒042-0934 函館市広野町6-25 

                     TEL (0138)53-6241、6242 

  自衛隊帯広地方協力本部  〒080-0024 帯広市西14条南14丁目４ 

                     TEL (0155)23-2485、5882 

   釧路出張所       〒085-0017 釧路市末広町6丁目4番（第5カノウビル3F） 

                     TEL (0154)22-1053 

（設置根拠） 

 防衛省設置法第27条、自衛隊法第24条、自衛隊法施行令第48条 

（所掌事務） 

 地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務 
（管轄区域） 

 自衛隊札幌地方協力本部 札幌市、小樽市、江別市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市、

芦別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、登別市、恵

庭市、伊達市、北広島市、石狩市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、

空知総合振興局管内（雨竜郡を除く。）、胆振総合振興局管内、日高振興局

管内 
 自衛隊旭川地方協力本部 旭川市、留萌市、稚内市、士別市、名寄市、紋別市、深川市、富良野市、上

川総合振興局管内、宗谷総合振興局管内、留萌振興局管内、空知総合振興局

管内（雨竜郡に限る。）、オホーツク総合振興局管内（紋別郡及び常呂郡佐

呂間町に限る。） 
 自衛隊函館地方協力本部 函館市、北斗市、檜山振興局管内、渡島総合振興局管内 
 自衛隊帯広地方協力本部 帯広市、釧路市、根室市、北見市、網走市、十勝総合振興局管内、釧路総合

振興局管内、根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内（紋別郡及び常呂

郡佐呂間町を除く。） 
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（組  織） 

  
  自衛隊地方協力本部 

総務課

募集課 
 援護課 
 予備自衛官課（札幌地方協力本部のみ） 
 出張所（函館地方協力本部を除く。） 
（情報公開・個人情報保護窓口） 

  北海道防衛局情報公開室 〒060-0042 札幌市中央区大通西12（札幌第３合同庁舎） 

                    TEL (011)272-7578 内線371 

  帯広防衛支局情報公開室 〒080-0016 帯広市西6条南7丁目3（帯広地方合同庁舎） 

                    TEL (0155)22-1181 

  <窓口取扱時間> 

   平日 ９：３０～１７：００（１２：００～１３：００を除く。） 

（相談・案内窓口） 

  該当なし 

（電子申請制度窓口） 

  該当なし 

（モニター制度窓口） 

  該当なし 
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防 衛 省 
  
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） 

            TEL (011)272-7578   FAX (011)272-7561 

            URL https://www.mod.go.jp/rdb/hokkaido/ 

（下部機関） 

 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） 

                  TEL (0155)22-1181 FAX (0155)23-8451 

 千歳防衛事務所    〒066-0042 千歳市東雲町３丁目２番１号 

                  TEL (0123)23-3145 FAX (0123)23-3146 

（設置根拠） 

 地方防衛局   防衛省設置法第31条、防衛省組織令第166条 

 地方防衛支局  防衛省設置法第32条、地方防衛局組織規則第47条 

 地方防衛事務所 防衛省設置法第32条、地方防衛局組織規則第65条 

（所掌事務） 

 (1) 地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するための事務 

  ・ 防衛及び警備、自衛隊の行動、自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置等について、これらを

円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保 

 (2) 在日米軍及び自衛隊施設を取得し、その安定的な運用の確保を図るための事務 

  ・ 在日米軍及び自衛隊施設の取得・管理 

  ・ 建設工事 

  ・ 基地周辺対策 

  ・ 在日米軍人等による事件事故の損害賠償 等 

 (3) 装備品等の調達に係る原価監査、監督、検査等に関する事務 

  ・ 装備品等に関する業態調査、価格調査 

  ・ 調達品及びこれに関する役務に係る検査及び原価監査その他契約の履行に関する業務の実施 等 

（管轄区域） 

 北海道防衛局     北海道 
 帯広防衛支局     釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、根室市、オホーツク総合振興局管

内、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内 
 千歳防衛事務所   室蘭市、苫小牧市、千歳市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、虻田郡豊浦町

及び洞爺湖町、有珠郡、白老郡、勇払郡（占冠村を除く。）、沙流郡、新冠郡、

浦河郡、様似郡、幌泉郡、日高郡 
 
 
 
 
 
 

https://www.mod.go.jp/rdb/hokkaido/
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（組  織） 

 

（ ）  

   

     

   

       

  < > 

    

( ） 

   

  

（ ） 

   

（ ） 

   

北海道防衛局

次長

防衛補佐官

会計監査官

総務部

総務課

会計課

契約課

報道官

企画部

次長

地方調整課

基地対策室

地方協力確保室

周辺環境整備課

防音対策課

調達部

次長

調達計画課

建築課

土木課

設備課

総括建設監督官

管理部

業務課

調達協力室

施設管理課

施設取得課

帯広防衛支局

次長

総務課

施設課

建設課

建設計画官

千歳防衛事務所 次長

防衛施設地方審議会

情報公開・個人情報保護窓口

北海道防衛局情報公開室（北海道防衛局総務部総務課内）

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目（札幌第３合同庁舎）TEL (011)272-7578

帯広防衛支局情報公開室（帯広防衛支局総務課内）

〒080-0016 帯広市西６条南７丁目３（帯広地方合同庁舎） TEL (0155)22-1181

窓口取扱時間

平日 ９：３０～１７：００（ただし、１２：００～１３：００を除く。）

相談・案内窓口

北海道防衛局総務部報道官

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目（札幌第３合同庁舎）TEL (011)272-7579

電子申請制度窓口

該当なし

モニター制度窓口

該当なし
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防 衛 省 
  

（防衛装備庁） 
千歳試験場 

     〒066-0011 千歳市駒里1032 

           TEL (0123)42-3501 FAX (0123)42-3515 

（設置根拠） 

 防衛省設置法第34条、防衛省組織令第220条 

（所掌事務） 

 自衛隊の装備品等の寒地、積雪地及び泥ねい地における性能に関する試験、航空機用及び誘導武器用原

動機の性能に関する試験、航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空力性能に関する試験 

（組  織） 

       

  

      

      防衛装備庁 

（航空装備研究所） （土浦支所、新島支所）

（陸上装備研究所）

（艦艇装備研究所） （川崎支所）

（次世代装備研究所）    （飯岡支所） 

 千歳試験場 
                             （試験場）(2) 
                （注）下線は北海道に所在する施設等を示す。 

（情報公開・個人情報保護窓口） 

  防衛装備疔情報公開室（防衛装備疔長官官房総務官付渉外調整室）  

TEL（03）3268－3111（内線）27171、27172 

〈窓口取扱時間〉 

 ９：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

（相談・案内窓口） 

  該当なし 

（電子申請制度窓口） 

  該当なし 

（モニター制度窓口） 

  該当なし 




