


別表Ａ（第一次出動航空部隊）

  情報収集航空部隊

北海道 青森県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県

青森 茨城県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県

岩手 青森県 茨城県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県

宮城 青森県 茨城県 岩手県 秋田県 山形県 福島県

秋田 青森県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 山形県

山形 青森県 栃木県 宮城県 仙台市 秋田県 福島県 新潟県

福島 茨城県 栃木県 宮城県 仙台市 山形県 新潟県

茨城 栃木県 新潟県 福島県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 　

栃木 茨城県 山梨県 福島県 群馬県 埼玉県 東京

群馬 栃木県 新潟県 東京 山形県 埼玉県 長野県

埼玉 茨城県 栃木県 福島県 群馬県 千葉市 東京

千葉 茨城県 山梨県 福島県 埼玉県 東京 横浜市 川崎市 長野県

東京 茨城県 山梨県 福島県 埼玉県 千葉市 横浜市 川崎市 長野県

神奈川 山梨県 静岡県 群馬県 千葉市 東京 長野県 静岡市 浜松市

新潟 栃木県 富山県 仙台市 山形県 福島県 群馬県 長野県

富山 埼玉県 新潟県 石川県 長野県 岐阜県 京都市

石川 新潟県 富山県 福井県 岐阜県 滋賀県 京都市

福井 富山県 愛知県 石川県 岐阜県 滋賀県 京都市

山梨 栃木県 静岡県 群馬県 東京 横浜市 川崎市 長野県 静岡市 浜松市

長野 新潟県 山梨県 群馬県 東京 岐阜県

岐阜 富山県 愛知県 福井県 長野県 名古屋市

静岡 山梨県 愛知県 群馬県 東京 横浜市 川崎市 長野県 名古屋市

愛知 富山県 静岡県 岐阜県 静岡市 浜松市 三重県 滋賀県

三重 愛知県 兵庫県 名古屋市 滋賀県 奈良県 和歌山県

滋賀 愛知県 兵庫県 福井県 岐阜県 三重県 京都市

京都 愛知県 鳥取県 福井県 滋賀県 大阪市 兵庫県 神戸市

大阪 愛知県 兵庫県 京都市 神戸市 奈良県 和歌山県  

兵庫 鳥取県 岡山県 京都市 大阪市 奈良県 岡山市  

奈良 愛知県 徳島県 三重県 京都市 大阪市 和歌山県

和歌山 岡山県 徳島県 三重県 京都市 大阪市 奈良県

鳥取 兵庫県 島根県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 広島市

島根 鳥取県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県

岡山 兵庫県 鳥取県 神戸市 広島県 広島市 香川県 　

広島 島根県 愛媛県 岡山県 岡山市 山口県

山口 島根県 愛媛県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 北九州市 福岡市

徳島 兵庫県 愛媛県 神戸市 広島市 香川県 高知県 　

香川 徳島県 愛媛県 岡山県 岡山市 広島市 高知県

愛媛 徳島県 大分県 広島県 広島市 香川県 高知県

高知 徳島県 愛媛県 広島県 広島市 香川県

福岡 愛媛県 大分県 山口県 長崎県 熊本県

佐賀 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県

長崎 大分県 鹿児島県 山口県 北九州市 福岡市 熊本県

熊本 大分県 鹿児島県 山口県 北九州市 福岡市 宮崎県

大分 愛媛県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 宮崎県

宮崎 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県

鹿児島 愛媛県 大分県 北九州市 福岡市 熊本県 宮崎県

沖縄 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 熊本県 宮崎県

※　東京：東京消防庁を示す。

注 　網掛けについては、指揮支援隊を搬送する航空隊を示す。

　 第一次出動航空部隊災害発生
都道府県 　　　救助・救急航空部隊等



別表Ｂ（出動準備航空部隊）

災害発
生都道
府県

北海道 山形県 福島県 ②茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ①富山県 石川県  

青 森 北海道 札幌市 福島県 群馬県 ②埼玉県 ③千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ①富山県 石川県   

岩 手 北海道 札幌市 福島県 ①栃木県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 山梨県  

宮 城 北海道 札幌市 ①栃木県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 山梨県   

秋 田 北海道 札幌市 福島県 ①茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 石川県  

山 形 北海道 札幌市 岩手県 ①茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 ②富山県 石川県  

福 島 北海道 札幌市 ③青森県 岩手県 秋田県 群馬県 ②埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 ①富山県 長野県

茨 城 青森県 岩手県 宮城県 ②仙台市 秋田県 山形県 横浜市 川崎市 ①山梨県 長野県 ③静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

栃 木 青森県 岩手県 宮城県 ②仙台市 秋田県 山形県 千葉市 横浜市 川崎市 ①新潟県 長野県 ③静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

群 馬 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 福島県 ①茨城県 千葉市 横浜市 川崎市 ③富山県 ②山梨県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

埼 玉 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 横浜市 川崎市 ②新潟県 ③富山県 ①山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

千 葉 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 ①栃木県 群馬県 ②新潟県 ③静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市  

東 京 宮城県 仙台市 山形県 ①栃木県 群馬県 ②新潟県 富山県 岐阜県 ③静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市  

神奈川 宮城県 仙台市 山形県 福島県 ①茨城県 ②栃木県 埼玉県 新潟県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 滋賀県 大阪市  

新 潟 札幌市 宮城県 秋田県 ②茨城県 ①埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 石川県　 福井県 ③山梨県   

富 山 群馬県 東京 ③横浜市 川崎市 福井県 ①山梨県 ②愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市 神戸市 奈良県

石 川 群馬県 東京 ①山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 ②愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県 ③鳥取県

福 井 ①新潟県 東京 ②山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 三重県 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県  

 山 梨 ②茨城県 埼玉県 千葉市 新潟県 ①富山県 石川県　 福井県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 三重県 大阪市  

長 野 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉市 横浜市 川崎市 ①富山県 石川県　 福井県 ②静岡県 静岡市 浜松市 ③愛知県 名古屋市 三重県 大阪市

岐 阜 東京 横浜市 川崎市 石川県　 ①山梨県 ②静岡県 静岡市 浜松市 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

静 岡 ①栃木県 埼玉県 千葉市 石川県　 福井県 岐阜県 三重県 滋賀県 ②京都市 大阪市 ③兵庫県

愛 知 東京 ③横浜市 川崎市 石川県　 福井県 ①山梨県 長野県 京都市 大阪市 ②兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 　

三 重 東京 ③富山県 石川県　 福井県 ②山梨県 長野県 岐阜県 ①静岡県 静岡市 浜松市 京都市 大阪市 神戸市 徳島県 香川県 　  

滋 賀 東京 ①富山県 石川県 ②山梨県 長野県 ③静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県  

京 都 東京 ③富山県 石川県　 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 三重県 奈良県 和歌山県 ①岡山県 ②岡山市 徳島県 香川県  

大 阪 東京 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 三重県 滋賀県 鳥取県 ②岡山県 ③岡山市 広島県 広島市 ①徳島県 香川県

兵 庫 東京 石川県　 福井県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 和歌山県 島根県 広島県 ①広島市 ②徳島県 香川県    

奈 良 東京 富山県 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 滋賀県 ①兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②岡山県 岡山市 香川県  

和歌山 東京 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 ②愛知県 名古屋市 滋賀県 ①兵庫県 神戸市 鳥取県 ③島根県 岡山市 香川県  

鳥 取 東京 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 ③京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 山口県 ①徳島県 香川県 ②愛媛県 北九州市 福岡市  

島 根 東京 ②愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 ③京都市 大阪市 ①兵庫県 神戸市 奈良県 香川県 愛媛県 高知県 北九州市 福岡市  

岡 山 東京 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 ②島根県 山口県 ①徳島県 ③愛媛県 北九州市 福岡市  

広 島 東京 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 ①鳥取県 ②徳島県 香川県 高知県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 大分県  

山 口 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ③徳島県 香川県 高知県 長崎県 熊本県 ①大分県 宮崎県 鹿児島県  

徳 島 東京 滋賀県 ③京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 ①鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 山口県 北九州市 福岡市  

香 川 東京 滋賀県 京都市 大阪市 ①兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 ③鳥取県 ②島根県 広島県 山口県 北九州市 福岡市  

愛 媛 東京 滋賀県 京都市 大阪市 ③兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 山口県 北九州市 福岡市 長崎県 　  

高 知 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 山口県 北九州市 福岡市 長崎県 ③大分県  

福 岡 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県 高知県 宮崎県 ③鹿児島県   

佐 賀 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 宮崎県  

長 崎 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 宮崎県 　  

熊 本 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 ③徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 長崎県   

大 分 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ①徳島県 香川県 高知県 　  

宮 崎 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ②徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 　  

鹿児島 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ③徳島県 香川県 高知県 長崎県  

沖 縄 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ②徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 長崎県 　  

注２　網掛けについては、指揮支援隊を搬送する航空隊を示す。

注１　○内数字：情報収集航空部隊の代替出動順位を示す。

出動準備航空部隊



別表Ａ（第一次出動航空部隊） 別表Ａ（第一次出動航空部隊）

  情報収集航空部隊   情報収集航空部隊

北海道 青森県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 北海道 青森県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県

青森 茨城県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 青森 茨城県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県

岩手 青森県 茨城県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 岩手 青森県 茨城県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県

宮城 青森県 茨城県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 宮城 青森県 茨城県 岩手県 秋田県 山形県 福島県

秋田 青森県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 山形県 秋田 青森県 栃木県 岩手県 宮城県 仙台市 山形県

山形 青森県 栃木県 宮城県 仙台市 秋田県 福島県 新潟県 山形 青森県 栃木県 宮城県 仙台市 秋田県 福島県 新潟県

福島 茨城県 栃木県 宮城県 仙台市 山形県 新潟県 福島 茨城県 栃木県 宮城県 仙台市 山形県 新潟県

茨城 栃木県 新潟県 福島県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京  　 茨城 栃木県 新潟県 福島県 群馬県 埼玉県 千葉市 東京 　

栃木 茨城県 山梨県 福島県 群馬県 埼玉県 東京 栃木 茨城県 山梨県 福島県 群馬県 埼玉県 東京

群馬 栃木県 新潟県 東京 山形県 埼玉県 長野県 群馬 栃木県 新潟県 東京 山形県 埼玉県 長野県

埼玉 茨城県 栃木県 福島県 群馬県 千葉市 東京 埼玉 茨城県 栃木県 福島県 群馬県 千葉市 東京

千葉 茨城県 山梨県 福島県 埼玉県 東京 横浜市 川崎市 長野県 千葉 茨城県 山梨県 福島県 埼玉県 東京 横浜市 川崎市 長野県

東京 茨城県 山梨県 福島県 埼玉県 千葉市 横浜市 川崎市 長野県 東京 茨城県 山梨県 福島県 埼玉県 千葉市 横浜市 川崎市 長野県

神奈川 山梨県 静岡県 群馬県 千葉市 東京 長野県 静岡市 神奈川 山梨県 静岡県 群馬県 千葉市 東京 長野県 静岡市 浜松市

新潟 栃木県 富山県 仙台市 山形県 福島県 群馬県 長野県 新潟 栃木県 富山県 仙台市 山形県 福島県 群馬県 長野県

富山 埼玉県 新潟県 石川県 長野県 岐阜県 京都市 富山 埼玉県 新潟県 石川県 長野県 岐阜県 京都市

石川 新潟県 富山県 福井県 岐阜県 滋賀県 京都市 石川 新潟県 富山県 福井県 岐阜県 滋賀県 京都市

福井 富山県 愛知県 石川県 岐阜県 滋賀県 京都市 福井 富山県 愛知県 石川県 岐阜県 滋賀県 京都市

山梨 栃木県 静岡県 群馬県 東京 横浜市 川崎市 長野県 静岡市 山梨 栃木県 静岡県 群馬県 東京 横浜市 川崎市 長野県 静岡市 浜松市

長野 新潟県 山梨県 群馬県 東京 岐阜県 長野 新潟県 山梨県 群馬県 東京 岐阜県

岐阜 富山県 愛知県 福井県 長野県 名古屋市 岐阜 富山県 愛知県 福井県 長野県 名古屋市

静岡 山梨県 愛知県 群馬県 東京 横浜市 川崎市 長野県 名古屋市 静岡 山梨県 愛知県 群馬県 東京 横浜市 川崎市 長野県 名古屋市

愛知 富山県 静岡県 岐阜県 静岡市 三重県 滋賀県 愛知 富山県 静岡県 岐阜県 静岡市 浜松市 三重県 滋賀県

三重 愛知県 兵庫県 名古屋市 滋賀県 奈良県 和歌山県 三重 愛知県 兵庫県 名古屋市 滋賀県 奈良県 和歌山県

滋賀 愛知県 兵庫県 福井県 岐阜県 三重県 京都市 滋賀 愛知県 兵庫県 福井県 岐阜県 三重県 京都市

京都 愛知県 鳥取県 福井県 滋賀県 大阪市 兵庫県 神戸市 京都 愛知県 鳥取県 福井県 滋賀県 大阪市 兵庫県 神戸市

大阪 愛知県 兵庫県 京都市 神戸市 奈良県 和歌山県  大阪 愛知県 兵庫県 京都市 神戸市 奈良県 和歌山県  

兵庫 鳥取県 岡山県 京都市 大阪市 奈良県 岡山市  兵庫 鳥取県 岡山県 京都市 大阪市 奈良県 岡山市  

奈良 愛知県 徳島県 三重県 京都市 大阪市 和歌山県 奈良 愛知県 徳島県 三重県 京都市 大阪市 和歌山県

和歌山 岡山県 徳島県 三重県 京都市 大阪市 奈良県 和歌山 岡山県 徳島県 三重県 京都市 大阪市 奈良県

鳥取 兵庫県 島根県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 広島市 鳥取 兵庫県 島根県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 広島市

島根 鳥取県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 島根 鳥取県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県

岡山 兵庫県 鳥取県 神戸市 広島県 広島市 香川県 　 岡山 兵庫県 鳥取県 神戸市 広島県 広島市 香川県 　

広島 島根県 愛媛県 岡山県 岡山市 山口県 広島 島根県 愛媛県 岡山県 岡山市 山口県

山口 島根県 愛媛県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 北九州市 福岡市 山口 島根県 愛媛県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 北九州市 福岡市

徳島 兵庫県 愛媛県 神戸市 広島市 香川県 高知県 　 徳島 兵庫県 愛媛県 神戸市 広島市 香川県 高知県 　

香川 徳島県 愛媛県 岡山県 岡山市 広島市 高知県 香川 徳島県 愛媛県 岡山県 岡山市 広島市 高知県

愛媛 徳島県 大分県 広島県 広島市 香川県 高知県 愛媛 徳島県 大分県 広島県 広島市 香川県 高知県

高知 徳島県 愛媛県 広島県 広島市 香川県 高知 徳島県 愛媛県 広島県 広島市 香川県

福岡 愛媛県 大分県 山口県 長崎県 熊本県 福岡 愛媛県 大分県 山口県 長崎県 熊本県

佐賀 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 佐賀 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県

長崎 大分県 鹿児島県 山口県 北九州市 福岡市 熊本県 長崎 大分県 鹿児島県 山口県 北九州市 福岡市 熊本県

熊本 大分県 鹿児島県 山口県 北九州市 福岡市 宮崎県 熊本 大分県 鹿児島県 山口県 北九州市 福岡市 宮崎県

大分 愛媛県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 宮崎県 大分 愛媛県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 宮崎県

宮崎 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 宮崎 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県

鹿児島 愛媛県 大分県 北九州市 福岡市 熊本県 宮崎県 鹿児島 愛媛県 大分県 北九州市 福岡市 熊本県 宮崎県

沖縄 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 熊本県 宮崎県 沖縄 大分県 鹿児島県 北九州市 福岡市 熊本県 宮崎県

※　東京：東京消防庁を示す。 ※　東京：東京消防庁を示す。

注 　網掛けについては、指揮支援隊を搬送する航空隊を示す。 注 　網掛けについては、指揮支援隊を搬送する航空隊を示す。
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別表Ｂ（出動準備航空部隊） 別表Ｂ（出動準備航空部隊）

災害発生
都道府県

災害発生
都道府県

北海道 山形県 福島県 ②茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ①富山県 石川県  北海道 山形県 福島県 ②茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ①富山県 石川県  

青 森 北海道 札幌市 福島県 群馬県 ②埼玉県 ③千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ①富山県 石川県   青 森 北海道 札幌市 福島県 群馬県 ②埼玉県 ③千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ①富山県 石川県   

岩 手 北海道 札幌市 福島県 ①栃木県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 山梨県  岩 手 北海道 札幌市 福島県 ①栃木県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 山梨県  

宮 城 北海道 札幌市 ①栃木県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 山梨県   宮 城 北海道 札幌市 ①栃木県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 山梨県   

秋 田 北海道 札幌市 福島県 ①茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 石川県  秋 田 北海道 札幌市 福島県 ①茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 新潟県 ②富山県 石川県  

山 形 北海道 札幌市 岩手県 ①茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 ②富山県 石川県  山 形 北海道 札幌市 岩手県 ①茨城県 群馬県 ③埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 ②富山県 石川県  

福 島 北海道 札幌市 ③青森県 岩手県 秋田県 群馬県 ②埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 ①富山県 長野県 福 島 北海道 札幌市 ③青森県 岩手県 秋田県 群馬県 ②埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 ①富山県 長野県

茨 城 青森県 岩手県 宮城県 ②仙台市 秋田県 山形県 横浜市 川崎市 ①山梨県 長野県 ③静岡県 静岡市 名古屋市 大阪市 茨 城 青森県 岩手県 宮城県 ②仙台市 秋田県 山形県 横浜市 川崎市 ①山梨県 長野県 ③静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

栃 木 青森県 岩手県 宮城県 ②仙台市 秋田県 山形県 千葉市 横浜市 川崎市 ①新潟県 長野県 ③静岡県 静岡市 名古屋市 大阪市 栃 木 青森県 岩手県 宮城県 ②仙台市 秋田県 山形県 千葉市 横浜市 川崎市 ①新潟県 長野県 ③静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

群 馬 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 福島県 ①茨城県 千葉市 横浜市 川崎市 ③富山県 ②山梨県 静岡県 静岡市 名古屋市 大阪市 群 馬 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 福島県 ①茨城県 千葉市 横浜市 川崎市 ③富山県 ②山梨県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

埼 玉 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 横浜市 川崎市 ②新潟県 ③富山県 ①山梨県 長野県 静岡県 静岡市 名古屋市 大阪市 埼 玉 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 横浜市 川崎市 ②新潟県 ③富山県 ①山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市

千 葉 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 ①栃木県 群馬県 ②新潟県 ③静岡県 静岡市 愛知県 名古屋市 大阪市  千 葉 岩手県 宮城県 仙台市 秋田県 山形県 ①栃木県 群馬県 ②新潟県 ③静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市  

東 京 宮城県 仙台市 山形県 ①栃木県 群馬県 ②新潟県 富山県 岐阜県 ③静岡県 静岡市 愛知県 名古屋市 大阪市  東 京 宮城県 仙台市 山形県 ①栃木県 群馬県 ②新潟県 富山県 岐阜県 ③静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市  

神奈川 宮城県 仙台市 山形県 福島県 ①茨城県 ②栃木県 埼玉県 新潟県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 滋賀県 大阪市  神奈川 宮城県 仙台市 山形県 福島県 ①茨城県 ②栃木県 埼玉県 新潟県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 滋賀県 大阪市  

新 潟 札幌市 宮城県 秋田県 ②茨城県 ①埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 石川県　 福井県 ③山梨県   新 潟 札幌市 宮城県 秋田県 ②茨城県 ①埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 石川県　 福井県 ③山梨県   

富 山 群馬県 東京 ③横浜市 川崎市 福井県 ①山梨県 ②愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市 神戸市 奈良県 富 山 群馬県 東京 ③横浜市 川崎市 福井県 ①山梨県 ②愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市 神戸市 奈良県

石 川 群馬県 東京 ①山梨県 長野県 静岡県 静岡市 ②愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県 ③鳥取県 石 川 群馬県 東京 ①山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 ②愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県 ③鳥取県

福 井 ①新潟県 東京 ②山梨県 長野県 静岡県 静岡市 名古屋市 三重県 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県  福 井 ①新潟県 東京 ②山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 三重県 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県  

 山 梨 ②茨城県 埼玉県 千葉市 新潟県 ①富山県 石川県　 福井県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 三重県 大阪市   山 梨 ②茨城県 埼玉県 千葉市 新潟県 ①富山県 石川県　 福井県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 三重県 大阪市  

長 野 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉市 横浜市 川崎市 ①富山県 石川県　 福井県 ②静岡県 静岡市 ③愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 長 野 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉市 横浜市 川崎市 ①富山県 石川県　 福井県 ②静岡県 静岡市 浜松市 ③愛知県 名古屋市 三重県 大阪市

岐 阜 東京 横浜市 川崎市 石川県　 ①山梨県 ②静岡県 静岡市 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 岐 阜 東京 横浜市 川崎市 石川県　 ①山梨県 ②静岡県 静岡市 浜松市 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

静 岡 ①栃木県 埼玉県 千葉市 石川県　 福井県 岐阜県 三重県 滋賀県 ②京都市 大阪市 ③兵庫県 静 岡 ①栃木県 埼玉県 千葉市 石川県　 福井県 岐阜県 三重県 滋賀県 ②京都市 大阪市 ③兵庫県

愛 知 東京 ③横浜市 川崎市 石川県　 福井県 ①山梨県 長野県 京都市 大阪市 ②兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 　 愛 知 東京 ③横浜市 川崎市 石川県　 福井県 ①山梨県 長野県 京都市 大阪市 ②兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 　

三 重 東京 ③富山県 石川県　 福井県 ②山梨県 長野県 ①静岡県 静岡市 京都市 大阪市 神戸市 徳島県 香川県 　  三 重 東京 ③富山県 石川県　 福井県 ②山梨県 長野県 岐阜県 ①静岡県 静岡市 浜松市 京都市 大阪市 神戸市 徳島県 香川県 　  

滋 賀 東京 ①富山県 石川県 ②山梨県 長野県 ③静岡県 静岡市 名古屋市 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県  滋 賀 東京 ①富山県 石川県 ②山梨県 長野県 ③静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県  

京 都 東京 ③富山県 石川県　 岐阜県 静岡県 静岡市 名古屋市 三重県 奈良県 和歌山県 ①岡山県 ②岡山市 徳島県 香川県  京 都 東京 ③富山県 石川県　 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 三重県 奈良県 和歌山県 ①岡山県 ②岡山市 徳島県 香川県  

大 阪 東京 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 名古屋市 三重県 滋賀県 鳥取県 ②岡山県 ③岡山市 広島県 広島市 ①徳島県 香川県 大 阪 東京 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 三重県 滋賀県 鳥取県 ②岡山県 ③岡山市 広島県 広島市 ①徳島県 香川県

兵 庫 東京 石川県　 福井県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 和歌山県 島根県 広島県 ①広島市 ②徳島県 香川県   兵 庫 東京 石川県　 福井県 岐阜県 ③愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 和歌山県 島根県 広島県 ①広島市 ②徳島県 香川県    

奈 良 東京 富山県 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 名古屋市 滋賀県 ①兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②岡山県 岡山市 香川県  奈 良 東京 富山県 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 名古屋市 滋賀県 ①兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②岡山県 岡山市 香川県  

和歌山 東京 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 ②愛知県 名古屋市 滋賀県 ①兵庫県 神戸市 鳥取県 ③島根県 岡山市 香川県  和歌山 東京 石川県　 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 ②愛知県 名古屋市 滋賀県 ①兵庫県 神戸市 鳥取県 ③島根県 岡山市 香川県  

鳥 取 東京 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 ③京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 山口県 ①徳島県 香川県 ②愛媛県 北九州市 福岡市 鳥 取 東京 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 ③京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 山口県 ①徳島県 香川県 ②愛媛県 北九州市 福岡市  

島 根 東京 ②愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 ③京都市 大阪市 ①兵庫県 神戸市 奈良県 香川県 愛媛県 高知県 北九州市 福岡市 島 根 東京 ②愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 ③京都市 大阪市 ①兵庫県 神戸市 奈良県 香川県 愛媛県 高知県 北九州市 福岡市  

岡 山 東京 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 ②島根県 山口県 ①徳島県 ③愛媛県 北九州市 福岡市 岡 山 東京 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 ②島根県 山口県 ①徳島県 ③愛媛県 北九州市 福岡市  

広 島 東京 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 ①鳥取県 ②徳島県 香川県 高知県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 大分県 広 島 東京 大阪市 ③兵庫県 神戸市 奈良県 ①鳥取県 ②徳島県 香川県 高知県 北九州市 福岡市 長崎県 熊本県 大分県  

山 口 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ③徳島県 香川県 高知県 長崎県 熊本県 ①大分県 宮崎県 鹿児島県 山 口 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ③徳島県 香川県 高知県 長崎県 熊本県 ①大分県 宮崎県 鹿児島県  

徳 島 東京 滋賀県 ③京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 ①鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 山口県 北九州市 福岡市 徳 島 東京 滋賀県 ③京都市 大阪市 奈良県 和歌山県 ①鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 山口県 北九州市 福岡市  

香 川 東京 滋賀県 京都市 大阪市 ①兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 ③鳥取県 ②島根県 広島県 山口県 北九州市 福岡市 香 川 東京 滋賀県 京都市 大阪市 ①兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 ③鳥取県 ②島根県 広島県 山口県 北九州市 福岡市  

愛 媛 東京 滋賀県 京都市 大阪市 ③兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 山口県 北九州市 福岡市 長崎県 　 愛 媛 東京 滋賀県 京都市 大阪市 ③兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 山口県 北九州市 福岡市 長崎県 　  

高 知 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 山口県 北九州市 福岡市 長崎県 ③大分県 高 知 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 山口県 北九州市 福岡市 長崎県 ③大分県  

福 岡 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県 高知県 宮崎県 ③鹿児島県  福 岡 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県 高知県 宮崎県 ③鹿児島県   

佐 賀 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 宮崎県 佐 賀 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 宮崎県  

長 崎 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 宮崎県 　 長 崎 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 宮崎県 　  

熊 本 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 ③徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 長崎県  熊 本 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 ③徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 長崎県   

大 分 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ①徳島県 香川県 高知県 　 大 分 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③鳥取県 ②島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ①徳島県 香川県 高知県 　  

宮 崎 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ②徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 　 宮 崎 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ②徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 　  

鹿児島 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ③徳島県 香川県 高知県 長崎県 鹿児島 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ②鳥取県 ①島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ③徳島県 香川県 高知県 長崎県  

沖 縄 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ②徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 長崎県 　 沖 縄 東京 大阪市 兵庫県 神戸市 ③島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 山口県 ②徳島県 香川県 ①愛媛県 高知県 長崎県 　  

新

注１　○内数字：情報収集航空部隊の代替出動順位を示す。

注２　網掛けについては、指揮支援隊を搬送する航空隊を示す。

新旧対照表
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