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平成23年3月16日 

 東北地方太平洋沖地震の被災地域への各種救援物資のより迅速・的確な輸送に資するため、次のよ

うな救援物資の輸送(受付)スキームを構築しましたのでお知らせします。 

 食料（生ものや賞味期限の短いものを除く。）、水、各種生活用品（ただし、ガスボンベなど輸送ができな

い物資があるため、詳細については、適宜、都道府県と調整。） 

（１）都道府県に対しては、知事会より説明していただく。 

（２）市町村及び住民に対しては、都道府県において広報していただく。 

１１１１    本本本本スキームのスキームのスキームのスキームの概概概概要要要要

①  救援物資の提供希望者（都道府県、市町村、民間（原則として個人を除く））は、所在都道府県にそ

の旨(物資の種類、数量等)を連絡。

②  都道府県は、自衛隊部隊(各都道府県別)（別紙）と調整の上、救援物資を持ち込んでいただく駐屯

地・基地等を提供希望者に連絡。

③  提供希望者は、指定された日時に、指定された駐屯地・基地等まで救援物資を持ち込み。

④  救援物資の輸送については、ア）又はイ）により行う。 

ア）都道府県より輸送先の指定(何県)があるものについては、当該県に輸送。 

イ）都道府県より輸送先の指定がないものについては、自衛隊(災統合任務部隊(東北方面総監部))

において、現地対策本部との調整や自衛隊の現地情報を踏まえ、輸送。

２２２２    輸送輸送輸送輸送対対対対象救援物資象救援物資象救援物資象救援物資

３３３３    本本本本スキームのスキームのスキームのスキームの周知方法周知方法周知方法周知方法
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都道府都道府都道府都道府県県県県
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名名名名称称称称 所在地所在地所在地所在地 電話番電話番電話番電話番号号号号

1

北海道

陸自 旭川駐屯地 〒070-8630 北海道旭川市春光町国有無番地 （0166）51-6111

2 陸自 帯広駐屯地 〒080-8639 北海道帯広市南町南7線31番地 （0155）48-5121

3 陸自 島松駐屯地 〒061-1393 北海道恵庭市西島松308 (0123) 36-8611

4 陸自 函館駐屯地 〒042-8567 北海道函館市広野町6番18号 (0138) 51-9171

5 青森県 陸自 青森駐屯地 〒038-0022 青森県青森市浪館字近野45 （017）781-0161

6 岩手県 陸自 岩手駐屯地

〒020-0173 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字後268－

433
（019）688-4311

7 宮城県 陸自 仙台駐屯地 〒983-8580 宮城県仙台市宮城野区南目館1－1 （022）231-1111

8 秋田県 陸自 秋田駐屯地 〒011-8611 秋田県秋田市寺内字将軍野1 （018）845-0125

9 山形県 陸自 神町駐屯地 〒999-3797 山形県東根市神町南3丁目1－1 （0237）48-1151

10 福島県 陸自 福島駐屯地 〒960-2192 福島県福島市荒井字原宿1 （024）593-1212

11 茨城県 陸自 霞ヶ浦駐屯地 〒300-0837 茨城県土浦市右籾2410 （029）842-1211

12 栃木県 陸自 宇都宮駐屯地 〒321-0145 栃木県宇都宮市茂原１丁目5-45 （028）653-1551

13 群馬県 陸自 新町駐屯地 〒370-1394 群馬県高崎市新町1080 （0274）42-1121

14 埼玉県 陸自 大宮駐屯地 〒331-8550 さいたま市北区日進町1-40-7 （048）663-4241

15 千葉県 陸自 習志野駐屯地 〒274-8577 船橋市薬円台3-20-1 （047）466-2141

16 東京都 陸自 練馬駐屯地 〒179-8523 東京都練馬区北町4丁目1-1 （03）3933-1161

17 神奈川県 陸自 横浜駐屯地 〒240-0062 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町273 （045）335-1151

18 新潟県 陸自 新発田駐屯地 〒957-8530 新潟県新発田市大手町6丁目4-16 （0254）22-3151

19 富山県 陸自 富山駐屯地 〒939-1338 富山県砺波市鷹栖出935 （0763）33-2392

20 石川県 陸自 金沢駐屯地 〒921-8520 石川県金沢市野田町1-8 （076）241-2171

21 福井県 陸自 鯖江駐屯地 〒916-0001 福井県鯖江市吉江町4－1 （0778）51-4675

22 山梨県 陸自 北富士駐屯地 〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草3093 （0555）84-3135

23 長野県 陸自 松本駐屯地 〒390-8508 長野県松本市高宮西1番1号 （0263）26-2766

24 岐阜県 空自 第２補給処 〒504-0000 岐阜県各務原市那加官有無番地

（0583）382-

1101

25 静岡県 陸自 富士駐屯地 〒410-1432 静岡県駿東郡小山町須走481-27 （0550）75-2311

26 愛知県 陸自 春日井駐屯地 〒486-0803 愛知県春日井市西山町無番地 （0568）81-7183

27 三重県 陸自 久居駐屯地 〒514-1118 三重県津市久居新町975 （059）255-3133

28 滋賀県 陸自 大津駐屯地 〒520-0002 滋賀県大津市際川1丁目1-1 （077）523-0034

29 京都府 陸自 桂駐屯地 〒615-8103 京都府京都市西京区川島六の坪 （075）381-2125

30 大阪府 陸自 信太山駐屯地 〒594-8502 大阪府和泉市伯太町官有地 （0725）41-0090

31 兵庫県 陸自 千僧駐屯地 〒644-0014 兵庫県伊丹市広畑1－1 （072）781-0021

32 奈良県 空自

航空自衛隊 

幹部候補生学

校

〒630-8001 奈良県奈良市法華寺町1578 （0742）33-3951

33 和歌山県 陸自 和歌山駐屯地 〒644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138 （0738）22-2501

34 鳥取県 陸自 米子駐屯地 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳2603 （0859）29-2161

35 島根県 陸自 出雲駐屯地 〒693-0052 島根県出雲市松寄下町1142-1 （0853）21-1045

36 岡山県 陸自 三軒家駐屯地 〒700-0001 岡山県岡山市宿978 （086）228-0111

37 広島県 陸自 海田市駐屯地 〒736-0053 広島県安芸郡海田町寿町2番1号 （082）822-3101

38 山口県 陸自 山口駐屯地 〒753-8503 山口県山口市上宇野令784 （083）922-2281

39 徳島県 海自

徳島教育航空

群

〒771-0292 徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓

38番

（088）699-5111
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別添：地方公共団体及び民間からの救援物資の自衛隊による輸送スキーム（PDF:144KB） 

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Reader（無料）が必要です。Adobe Reader 

は、Adobeのサイト（別ウィンドウ）からダウンロードしてください。 

 

40 香川県 陸自 善通寺駐屯地 〒765-8502 香川県善通寺市南町2丁目1－1 （0877）62-2311

41 愛媛県 陸自 松山駐屯地 〒791-0298 愛媛県松山市南梅本町乙115 （089）975-0911

42 高知県 陸自 高知駐屯地 〒781-5451 高知県香南市香我美町上分3390 （0887）55-3171

43 福岡県 陸自 福岡駐屯地 〒816-8666 福岡県春日市大和町5－12 （092）591-1020

44 佐賀県 陸自 目達原駐屯地 〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7番地１ （0952）52-2161

45 長崎県 陸自 大村駐屯地 〒856-8516 長崎県大村市西乾馬場町416 （0957）52-2131

46 熊本県 陸自 健軍駐屯地 〒861-8064 熊本県熊本市東町1丁目1－1 （096）368-5111

47 大分県 陸自 別府駐屯地 〒874-0849 大分県別府市大字鶴見4548-143 （0977）22-4311

48 宮崎県 陸自 都城駐屯地 〒885-0086 宮崎県都城市久保原町1街区12号 （0986）23-3944

49 鹿児島 陸自 国分駐屯地 〒899-4392 鹿児島県霧島市国分福島2丁目4－14 （0995）46-0350

50 沖縄県 陸自 那覇駐屯地 〒901-0192 沖縄県那覇市鏡水679 （098）857-1155
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