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現役時代の絆を退職後も活かそう！
国民と自衛隊とのかけ橋
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公益社団法人隊友会

事務局

県隊友会

支　　部

総　会

理事会

本部会

監　事

①　51（各都府県に１及び北海道に５）
　　北海道は5個地方隊友会をもって

構成する「北海道隊友会連合会」を
置いている。

②　約950支部（各市区町村）
　　（H28.3.31現在）

隊友会とは

　本会は、国民と自衛隊とのかけ橋として、相互の理解を深めるとともに、防衛意識の普及高揚
に努め、国の防衛及び防災施策、慰霊顕彰事業並びに地域社会の健全な発展に貢献することによ
り、我が国の平和と安全に寄与し、併せて自衛隊退職者等の福祉を増進することを目的としてい
ます。

昭和 27 年　任期満了退職者の増加に伴い全国各地に退職者団体結成
昭和 28 年　松本市に「保友会」結成（隊友会の前身）
昭和 34 年　43 の退職者団体が全国組織「隊友会」を結成
昭和 35 年　防衛庁監督下の「社団法人隊友会」設立
平成 23 年　「公益社団法人隊友会」設立　［内閣総理大臣認定（府益担第 2490 号）］

（H28.3.31 現在）

正 会 員
自衛隊退職者　　約７万5千名

賛助会員
現職自衛隊員　約17万3千名

特別会員
法　人　等　　　 　約220社
個　　　人　　　約２千9百名

隊友会が目指すのは

　「国民と自衛隊とのかけ橋」です
会の目的

会のあゆみ

会の組織 会　員

　「日の丸抱く桜花」を表す会員き章は、昭和 35 年に制定されました。
　デザインは、私たちの祖先から好んできた簡素で清浄なしかも気高い
気風も表した日本の国旗「日の丸」及び本居宣長作の和歌「しき嶋の
やまとごゝろを人とはゞ朝日にゝほふ山ざくら花」が隊友会員の気持ち
を最もよく表現していると考え作成したものです。
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　会の目的を達成するため、次の事業を行っています。
 １ 防衛及び防災関連施策等に対する各種協力
 ２ 安全保障特に防衛に関する調査研究及び政策提言
 ３ 自衛隊諸業務に対する各種協力
 ４ 隊友紙及び安全保障特に防衛関連書籍の発刊
 ５ 予備自衛官等に関する支援
 ６ 殉職自衛隊員及び戦没者等の慰霊顕彰に関すること
 ７ 殉職自衛隊員の遺族に対する援助
 ８ 地域社会の健全な発展に寄与すること
 ９ 会員の福祉厚生、相互扶助及び親睦に関すること
 10 その他会の目的を達成するにふさわしい事業
　これらの事業は、本邦及び海外において行うものとしています。

会の事業

①各種団体保険等
②予備自衛官などへの福祉支援
③会員の相互扶助および親睦

①殉職自衛隊員および戦没者などの慰霊顕彰
②殉職自衛隊員の遺族に対する支援

①防衛及び防災関連施策などに対する協力
②自衛隊諸業務に対する協力
③予備自衛官などに対する支援
④地域の健全な発展への協力

①安全保障特に防衛に関する調査研究
　および政策提言
②隊友紙・防衛関連書籍などの発刊
③防衛セミナー（講演会）の開催

殉職自衛隊員及び戦没者
などの慰霊顕彰・援助

会員の福祉などを
目的とする事業

防衛・防災施策および自衛隊諸
業務などに対する協力・地域社
会への貢献

安全保障、特に防衛に関する
調査研究および政策への提言
隊友紙・防衛関連書籍の発刊

　ロゴマークは、創立 50 周年（平成 22 年）を機に制定しました。
　全体のフォームは、隊友会の「友」の文字をモチーフに、敬礼をしながら
前進する自衛官であり、進化を続ける自衛隊と隊友会を表現しています。
　赤い丸は国を思う心を、緑は平和への願いと「国民と自衛隊とのかけ橋」
にならんとする思いを表しています。

主な活動「4本の柱」
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隊友会ではこんなことをしています

全国各地の県隊友会の活動

　隊友会は、全国の各都道府県に置かれた 51 個県隊友会（北海道は５個）で組織されて
います。
　各県隊友会は、中央で計画された各種事業を実施するとともに地域に密着した活動を
行い「国民と自衛隊とのかけ橋」として活躍しております。
　また、本部と県隊友会間の円滑な調整及びより良い県隊友会の活動を行うため、全国を
８個ブロックに分割して近隣県隊友会との情報交換・研修会などを行っています。

全国の県隊友会

県隊友会数	 51
正会員数合計	 約75,000名
（平成28年3月31日現在）

四国ブロック
県隊友会数	 ４
正 会 員 数	 約2,500名

東北ブロック
県隊友会数	 ６
正 会 員 数	 約11,700名

北海道ブロック
地方隊友会数	 ５
正 会 員 数	 約11,000名

中国ブロック
県隊友会数	 ５
正 会 員 数	 約5,200名

近畿ブロック
県隊友会数	 ６
正 会 員 数	 約4,000名

東海北陸ブロック
県隊友会数	 ６
正 会 員 数	 約3,900名

関東甲信越静ブロック
県隊友会数	 11
正 会 員 数	 約20,400名

九州ブロック
県隊友会数	 ８
正 会 員 数	 約15,900名
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北海道

青森

岩手

宮城

愛知

長野

群馬 栃木

新潟

山形

静岡

（福島）

（茨城）

（東京）

（兵庫）

（石川）
遠軽町

熊野町

高島市
小山市前橋市

霧島市

鹿児島市

姶良市

佐世保市

熊本市

人吉市 えびの市

出雲市

呉市 那珂市
筑西市

板橋区
西東京市
足立区

伊丹市　　
川西市
姫路市
宝塚市

（神奈川）

（宮崎）

（広島）

（長崎）
横須賀市
葉山町
川崎市
鎌倉市
座間市
逗子市
横浜市
海老名市

豊川市
蒲郡市
豊橋市
新城市
岡崎市
尾張旭市
春日井市
小牧市

京都

大阪

京丹後市
精華町
木津川市
綾部市
城陽市
福知山市
舞鶴市

三重

滋賀

岡山
島根

山口

鳥取

愛媛

福岡

熊本

鹿児島

佐賀

津市
松坂市
伊勢市
四日市市
伊賀市
名張市

金沢市　　
白山市
内灘町
能美市
小松市
宝達志水町
羽昨市
中能登町

（岐阜）

（秋田）

岐南町
瑞穂市
海津市
垂井町
各務原市
北方町
大野町

横手市

滝沢市

上富良野町 美幌町

釧路町

千歳市

鹿部町

七飯町

恵庭市

鹿追町
音更町
帯広市
芽室町

仙台市
栗原市
大河原町
亘理町
大和町
白石市
名取市
角田市
富谷町
東松島市
大崎市
山元町
大郷町
登米市
岩沼市
多賀城市
七ヶ浜町
石巻市

会津若松市
石川町
古殿市
浅川村
玉川村
平田村
喜多方市
川俣町
いわき市

【凡例】 県隊友会との協定締結道府県

協定締結区市町村

赤字　県隊友会と締結した市町
黒字　隊友会支部と締結した区市町村

協定締結市
町村の区分

●　区市町村名

都道府県名

神奈川県隊友会（H28.12）

防衛・防災および自衛隊諸業務などに対する協力・地域社会への貢献

　隊友会は、自治体との防災等協定の締結、防災ボランティア活動などを通じて地域の
防災体制の強化に協力するともに、自衛隊の行う諸業務に対する各種協力、地域社会の
健全な発展に寄与する各種の事業を行い、地域社会とのかけ橋となって、自衛隊が後顧
の憂いなく任務にまい進できる環境の醸成に寄与しています。

防衛及び防災関連施策などに対する協力
　24 道府県、108 市町村と防災協定等を締結するとともに、防災ボランティア活動や
防災訓練に参加して、地域社会に貢献しています。

自治体との防災協定等の締結状況（H29.1 現在）
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常総豪雨　泥水排除 = 千葉県隊友会（H27.9）

県水害特別防災訓練支援（統裁部要員）= 岡山県
隊友会（H28.5）

熊本地震　隊員家族宅における破損屋根への
シート掛け = 鹿児島県隊友会（H28.4）

県総合防災訓練（倒壊家屋からの救助）に参加
= 奈良県隊友会（H28.10）

防災ボランティア活動の状況

防災訓練への参加状況

　隊友会は、東日本大震災において、設立以来初めて約２か月にわたり組織的な防災ボランティア
活動を行い、地域社会での災害復旧や自衛隊員家族の捜索等への協力を行い、大きな成果を得ま
した。
　その成果を踏まえ、その後も各地で防災ボランティア活動を行っています。平成 28 年４月の
熊本地震災害に際しては、熊本県隊友会はじめ各県隊友会の数多くの会員がボランティアとして
活動を行いました。

　隊友会は、自治体の防災訓練や自衛隊と共同連携した情報伝達訓練などに積極的に参加してい
ます。また最近は、統裁部要員として参加するなど、訓練形態も逐次拡大され、訓練の充実・
進化に寄与しています。
　平成 27 年度は、約 2,300 名の会員が訓練に参加しています。
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募　集 26年度 27年度
情報提供数 272 件 227 件
入 隊 者 数 67 名 62 名

就職援護 26年度 27年度
情報提供数 248 件 152 件
決 定 者 数 100 名 58 名

熊本地震災害派遣部隊激励

募集・援護協力実績

自衛隊援護教育に対する協力

駐屯地・基地の記念行事などの各種行事支援

ＰＫＯ等や災害派遣部隊などの見送り、激励品の贈呈

自衛隊諸業務に対する協力
　募集・援護や駐屯地・基地の創立記念行事などの自衛隊の行う諸業務を積極的に支援
し、その目的達成に寄与しています。

　退職予定隊員に対する「防災・危機管理教育」に自治体での勤務経験のある会員を講師として
派遣して教育を行っています。
　数個駐屯地（基地）で年間総計約 207 時間の教育を担当しています。

自衛隊パレードの激励・応援

◀長崎県隊友会
　（H28.6.12）

第25次派遣海賊対処行動航空隊

青森県隊友会▶
　    （H28.10）

◀大分県隊友会
　（H28.4）

駐屯地創立記念での観閲式参加

富山県隊友会▶
　    （H28.10）

ジブチ派遣部隊

栃木県隊友会▶
　　  （H28.7）

◀京都府隊友会
　（H28.4）
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記念き章の贈呈（滝川駐屯地） 射撃優秀者への盾の贈呈（函館駐屯地）

銃剣道大会支援

予備自衛官に対する激励（国分駐屯地）

全国秋の交通安全運動

予備自衛官訓練の教育を担当（函館駐屯地）

市水防センター内の環境整備作業

特別養護老人ホームの清掃ボランティア

◀鹿児島県隊友会
　（H27.6）

◀札幌地方隊友会
　（H28.9）

函館地方隊友会▶
　　　（H28.11）

◀札幌地方隊友会
　（H27.7）

山形県隊友会▶
　　  （H28.7）

◀宮城県隊友会
　（H27.7）

函館地方隊友会▶
　         （H28.11）

香川県隊友会▶
　　  （H28.7）

予備自衛官などに対する支援
　地方協力本部と連携した予備自衛官制度の普及及び招集訓練に参加する予備自衛官の
激励、予備自衛官勤続記念き賞の贈呈を通じて積極的に支援しています。

地域の健全な発展への協力
　スポーツを通じた青少年の健全育成及び防犯パトロール等の各種ボランティア活動を
積極的に実施して、地域社会の健全な発展に寄与しています。
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稲田防衛大臣に対する説明（H28.11）

安全保障、特に防衛に関する調査研究及び政策への提言並びに
隊友紙・防衛関連書籍の発刊

　隊友会は、隊友紙や防衛関連書籍の発刊、防衛講話などを通じて、国民の防衛意識の
普及高揚と国民の自衛隊に対する理解を更に深めるとともに、自衛隊の活動基盤の充実
や隊員の処遇の改善などに関する政策提言を政府並びに各政党などに行うことにより、
現役自衛隊員が後顧の憂いなく活動しやすい環境の醸成に努めています。

政策提言の提出
　昭和 47 年以降毎年、当時の情勢を踏まえて、憲法の改正から防衛政策、自衛隊員の
処遇改善等、広範な内容について提言書を取りまとめ、政府等に説明・提出してまいり
ました。平成 28 年は偕行社、水交会及びつばさ会を加え４団体合同で実施しました。

平成28年度政策提言の主要な内容

①憲法の改正（国を防衛する実力組織を軍として憲法に明記することなど）
②安全保障法制の充実；グレーゾーン事態に応ずる法的整備
③日米共同防衛・国際共同行動の実効性の確保
④防衛体制の強化（着実な防衛力の整備と防衛産業の維持・育成など）
⑤任務遂行のための環境整備（自衛隊員の処遇改善等）
⑥防衛医科大学校の改革
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第 43 回中央防衛セミナー「混迷を深める朝鮮半島情勢と我が国の選択」（H28.10）

東京都隊友会（H29.1） 愛知県隊友会（H29.1） 札幌地方隊友会（H28.5）

開会の挨拶をする先崎理事長

岡部陸上幕僚長

慶應義塾大学名誉教授
小此木 政夫 氏

火箱元陸上幕僚長

産経新聞社社会部編集委員
加藤 達也 氏

宇都たかし参議院議員

隊友紙　安全保障・防衛問題などに関する記事、自衛隊
の諸活動、各県隊友会の活動状況並びに予備自衛官に関
する記事など満載して、毎月 15 日（基準）に発行して
います。発行部数は、月平均約 12 万部です。

隊友紙・防衛関連書籍などの発刊
　広報活動の一環として、各種定期刊行物を送り出しています。

防衛セミナー（講演会）の開催
　毎年、国民の防衛意識の高揚、会員の啓発などを目的として、全国各地でセミナーや
講演会を実施しています。
　平成 27 年度は、183 回の防衛セミナー（講演会）を実施しました。

防衛書籍などの発刊　防衛の諸問題をわかり易く解説し
た防衛コミュニケーション紙『ディフェンス』と、防衛
セミナー等の講演を収録した『防衛開眼』を毎年発刊し
て、全国の主要図書館、主要政党、国会議員、各界有識者、
各県隊友会及び主要部隊長に送付しています。
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戦没者忠魂碑の清掃 硫黄島遺骨帰還事業への参加

殉職隊員の慰霊碑の清掃 護国神社の清掃

宮城県隊友会（H28.9）

島根県隊友会（H28.11）

宮城県隊友会（H28.6）

東京都会員（H27.11 ～ 12）

自衛隊遺族会理事会（H28.5） 自衛隊遺族会役員等懇談会（H28.10）

殉職自衛隊員及び戦没者などの慰霊顕彰・援助

　隊友会は、自衛隊遺族会事務局の事務運営を行うとともに、賛助会員に対する香典等
の贈呈、殉職自衛隊員の追悼式及び戦没者等の慰霊顕彰行事等への参加並びにそれぞれ
の慰霊碑の清掃等の維持管理支援などを実施しています。
　その他、硫黄島遺骨帰還事業にも会員を派遣しています。
　また、海外遺骨帰還事業についても開始予定です。

自衛隊遺族会の支援

慰霊・顕彰支援の状況
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区分 保険会社 内容

生
命

団体生命
保　　険 ジブラルタ

生命

保険期間１年　配当金を翌年掛金と相殺
加入限度　200 ～ 2200 万円、加入年齢 65 歳まで

（ただし更新継続される方は 75 歳まで継続可）
配偶者も 800 万円まで加入可

年
金

団体年金
保　　険

加入は 15 歳以上 73 歳以下　　月払（千円 / 口）が基本、
半年払（１万円 / 口）・一時払積増（10 万円 / 口）あり

傷
害 団

体
総
合
生
活
保
険

団体
障害
保険

東京海上
日動火災

保険期間１年　団体割引 25％　年齢制限なし
「本人型」「夫婦型」「家族型」の３タイプ　5 口まで
  

医
療

団体
医療
保険

保険期間１年　団体割引 25％　加入年齢 70 歳まで・～ 79 歳継続可
入院５千円 / 日 / 口（１日目から）　２口まで

が
ん

団体
がん
保険

保険期間１年　団体割引 25％　加入年齢 70 歳まで・～ 79 歳継続可
がんと診断確定 100 万円、がんで入院 1 万円 /1 日

隊友会の保険は、団体割引25％が適用されます。
補 償 項 目 保険金額（本人型） 年間保険料（本人型）
死 亡 後 遺 障 害 250 万円

6,030 円入　　　　 院 3,000 円
通　　　　 院 1,500 円
加 入 年 齢 生涯加入可能

　　隊友会の保険は、
　　　　　　会社の個人保険と比較しても大変有利です。

基本契約
　：2,200 万円
傷害特約
　：1,000 万円

66 歳から 70 歳までの 5 年間の合計

隊友会の保険　　　　　 ：1,301,235円
　　　　　　※配当率 35％で計算
個人の保険（ジブラルタ）：2,396,550円

保険金 支払保険料（一例）

会員の福祉などを目的とする事業

　隊友会は、会員の福祉・厚生を目的として、団体保険等に関する事業並びにリゾート
施設、儀式サービス及びスポーツクラブ等の優待利用に関する事業等を行っています。
➡　現役の時に近い福祉厚生事業を利用できます。現役と同じ様に、お手頃の保険料で

各種の保証・補償が得られる各種保険等に加入できます。
　　退職後のライフプランに利用して下さい。

各種団体保険等
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区分 保険会社 内容

医
療 医療保険

アフラック

終身保険（集団取扱で保険料が割安）
通院・手術保障も付加可能
現役時加入者は継続して取扱い可

が
ん がん保険

保険期間・払込終身（集団取扱で保険料が割安）
入院保障が日数無制限
現役時加入者は継続して取扱い可

医
療

総合医療
サポート

明治安田生命
保険期間１年
集団扱団体契約で
保険料がお手頃

災害や病気で継続して 2 日以上入院したとき
入院 3,000 円または 5,000 円 / 日

医
療
・
が
ん

三大疾病
保障保険

急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態
になったとき、所定の手術を受けたとき
特定疾病保険金 300 万円
※三大疾病による入院は支払い日数制限なし
所定のガンと診断確定されたとき
特定疾病保険金 300 万円

医
療

新・医療
互助制度

損害保険ジャ
パン日本興亜

保険期間１年　28％割引（団体割引 20％・優良割引 10％）
加入年齢満 69 歳まで・～満 84 歳まで継続可
男女年齢問わず、１口あたり年間 14,510 円から加入可能で、
病気・ケガ両方の入院・手術とも補償の対象
がん、先進医療の特約をオプション付帯可能

そ
の
他

ゴルファー
保険

保険期間１年　28％割引（団体割引 20％・優良割引 10％）
年間保険料　3,720 円

自転車保険
保険期間１年　28％割引（団体割引 20％・優良割引 10％）

「個人型」「家族型」の２タイプ
個人型年間保険料　2,250 円　　家族型年間保険料　3,860 円

加入資格
　予備自衛官・即応予備自衛官または予備
自衛官補。加入後、退職した方は満 64 歳
に達した日後の８月 31 日まで継続可能 訓練出頭

中の災害
補　　償

　毎年の招集訓練出頭中に発生した傷害事
故は、公的保障とは別に補償
●死亡：１千万円　
●後遺障害：30 ～１千万円
●入院：３千円／日　●通院：２千円／日
●受傷後 180 日以内の手術：入院中 3 万円
●入院中以外 1 万 5 千円

加入手続 隊友会本部又は各地方協力本部予備自衛官
班に申し出て、申込書を提出

会　　費 予備自衛官 ･ 予備自衛官補 ：950 円／月
即応予備自衛官 ：1,000 円／月

給 付 金

◉死亡●会員本人：150 万円
　　　●配偶者：15 万円　●子供：３万円
　　　●父母：３万円
◉結婚祝金：２万円　◉出産祝金：２万円
◉入院見舞金：２万円
◉長期入院見舞金：２万円

相互扶助
功 労 金

　3 年以上加入し脱退した場合に給付
　・3 年 以 上：6 千円
　・4 年 以 上：8 千円
　　　　　　～
　・19 年以上：3 万 8 千円
　・20 年以上：4 万円

　この制度は、予備自衛官の方々から相互に連帯感を持てる施策について要望があり、
陸上幕僚監部で検討して隊友会に事業を委託し、平成元年 12 月、「予備自衛官等互助制度」
として発足しました。
　平成 10 年 3 月 26 日には即応予備自衛官制度の導入に伴い、即応予備自衛官を、平成
14 年 9 月 1 日には予備自衛官補制度の導入に伴い、予備自衛官補もそれぞれ加入でき
る制度としております。
　平成 21 年 6 月に「予備自衛官等福祉支援制度」と名称が変更され、現在に至っています。

　隊友会本部事務局では陸上幕僚監部からの要請に基づき、予備自衛官等福祉支援制度を運営
しています。

※　詳細は各保険会社のパンフレットを確認してください。
　　パンフレットは隊友会ホームページからダウンロードできます。

予備自衛官などへの福祉支援



公益社団法人　隊友会

14

隊友会提携施設等

住友林業
・住宅建築、本体工事価格の 3％引き
・リフォーム請負工事代金の 3％割引他
・会員及び 2 親等以内の家族も利用可

多目的ローン
（みずほ銀行）

・変動金利　3.875％（一般は 5.875％）
・借入金額：10 万円以上 1,000 万円以下
・借入時：満 20 歳～ 66 歳未満

全国儀式サービス

・全国に展開する加盟葬儀社約 500 社の葬儀の基本セット
　（全国平均 40 万円相当）を 24 万円で提供
・県隊友会名で花輪または生花を一基提供
・家族葬も利用可

ザ グランリゾート

・隊友会員証の提示で地元の食材や季節感、味を重視した本格会席
を提供する会員制ホテル

・宿泊料 12,000 又は 12,800 円（施設による差）
　1 泊 2 食（税別）で利用可

スポーツクラブ
ルネサンス

●入会手続　入会金 3,000 円　　　→ 無料
　　　　　　事務費 5,000 円　　　→ 1,000 円
●利用料金　月額契約 13,300 円　 → 7,800 円
　　　　　　隊友会会員専用特別都度利用契約
 　　　　　　　　　　　　　　　　→ 1,500 円／１回

アコーディアゴルフ
・隊友会会員特別のポイントがたまるポイント制度
・予約サイトからお得に予約可
・会員権も特別価格で購入可

アイランドゴルフ
・全国 22 箇所にゴルフ場を展開しており、軽易に安価に利用
　（最安値：平日昼食付　￥3,000）
・ポイントカードあり

防衛省共済組合等施設

会員証の提示で
●「ホテルグランドヒル市ヶ谷」が隊員同様の割引価格で利用できます。
●「国家公務員共済組合連合会三宿病院の人間ドック」を 20％引きで利用できます。

会員の相互扶助

　隊友会提携企業、防衛省共済組合等の施設・サービスが割安に利用できます。
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退
職
時
入
会

退
職
後
入
会

本　人
県隊友会

申込書（記入）

入会申込書
写真・会費

隊友会本部

県別名簿の
作成・送付

会員証の
作成・送付

県隊友会

会員証の
作成・送付

陸自➡駐屯地業務隊総務科などにご相談ください。
海自➡最寄りの地方総監部、司令部等の総務課などにご相談ください。
空自➡基地業務隊厚生班などにご相談ください。

①所定事項を記入した入会申込書
②年会費又は 10年、15年若しくは 20年分の一括前納会費
　（一括前納する場合の会費は、それぞれ 10％割り引かれます。）
③会員証に使用する写真（3.0×2.5cm 上半身・脱帽、裏面に氏名記入）1枚を添付

駐屯地・基地
担当部署

「入会申込書」用紙
預かり場所

※2

※1

本　人

申込書（記入）

入会申込書
写真・会費

※1

入会手続書類の申込

「入会申込書」送付

入会の申込

（
即
日
入
会
）

①

①

⑤

⑤

②

②

③

③

④

④

※2：駐屯地・基地の担当部署 

※１：入会に際して必要なもの

隊友会本部　総務課　TEL：03-5362-4871　Eメール：soumu@taiyukai.or.jp

入会する方法

正会員の会費

　隊友会への入会手続きは、退職時に駐屯地・基地の担当部署（下記参照）にお問い合わせくだ
さい。
　また、退職後の入会に関しては最寄りの県隊友会本部にて受け付けております。
　県隊友会の連絡先がわからない場合、ご入会に関しての各種のご質問・ご相談などは、「隊友
会本部」でも対応いたしますのでお気軽に下記までお問い合わせください。

あなたの入会をお待ちしています！

・年会費は３千円です。
・10年、15年又は 20年分の年会費を一括前納することができます。
　この場合、10％割引され、それぞれ２万７千円、４万５百円、５万４千円となります。
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直通電話 専用線 メールアドレス
総務・ホームページ 03-5362-4871 8-6-28861 soumu＠taiyukai.or.jp
経理・賛助会員 03-5362-4871 8-6-28861 keiri@taiyukai.or.jp
公益事業 03-5362-4873 8-6-28862 koueki＠taiyukai.or.jp
福祉厚生等事業・特別会員 03-5362-4872 8-6-28862 shuueki＠taiyukai.or.jp
予備自衛官等福祉支援制度 03-5362-4872 8-6-28862 fukushi＠taiyukai.or.jp
隊友紙・刊行物 03-5362-4874 8-6-28862 kouhou@taiyukai.or.jp
F　A　X 03-5362-4876

事務局連絡先
■住　所　〒162－8801　東京都新宿区市谷本村町 5 番 1 号 68 号棟
■連絡先

お問い合わせはこちらへ

隊友会 検 索検 索

お問い合わせ

隊友会ホームページ

隊友会で検索いただくか
URLをご利用ください。

http://www.taiyukai.or.jp/

H29.05（10）

県隊友会 電話番号 県隊友会 電話番号 県隊友会 電話番号
札　幌 011-219-5756 神奈川 045-212-4686 鳥　取 0857-84-2854
函　館 本部（総務）問合せ 新　潟 025-269-3708 島　根 0853-31-4354
旭　川 0166-35-8117 山　梨 本部（総務）問合せ 岡　山 090-2298-3662
帯　広 0155-36-1534 長　野 0263-35-4035 広　島 082-286-6134
千　歳 0123-27-6870 静　岡 055-993-5851 山　口 083-921-5855
青　森 017-752-0175 富　山 076-462-1036 徳　島 0883-22-4155
岩　手 019-623-9656 石　川 076-258-1822 香　川 0877-28-0708
宮　城 022-297-5088 福　井 090-8268-7822 愛　媛 089-933-1605
秋　田 018-853-0871 岐　阜 058-275-5739 高　知 090-5279-0656
山　形 023-651-4282 愛　知 052-715-5431 福　岡 092-575-5129
福　島 090-4882-7123 三　重 059-224-1999 佐　賀 0952-33-3270
茨　城 0280-92-2168 滋　賀 077-585-6936 長　崎 0956-76-8234
栃　木 028-635-2057 京　都 090-8824-6110 熊　本 096-363-5703
群　馬 0270-63-3936 大　阪 0797-74-5670 大　分 097-542-7701
埼　玉 048-625-8711 兵　庫 072-773-3554 宮　崎 本部（総務）問合せ
千　葉 043-306-2095 奈　良 090-2103-5275 鹿児島 099-295-6724
東　京 090-4838-5586 和歌山 0737-83-1851 沖　縄 098-994-2200

県隊友会連絡先


