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隊員家族の皆様へ

今般、海上自衛隊の任務は大変多様化し、その活動範囲は、わが国周

辺はもちろんのこと、世界中の地域まで広がっています。

隊員は、従来の遠洋練習航海、派米訓練などの海外における各種訓

練はもとより、現在では、アデン湾での海賊対処、自然災害に伴う国

際緊急援助活動などに次々参加するようになり、隊員が長期にわたり

家を留守にすることが多くなりました。

このように、海外で活躍される隊員のご苦労もさることながら、留

守を預かるご家族の皆様のご心配、生活上の不安や不自由など多々あ

ることと存じます。

そこで、過去にお手にされたご家族もいらっしゃるかと思いますが、

少しでも日常の不安などの解消にお役に立てられるよう最新版の「し

おり」を作成しました。

「しおり」にもご紹介しておりますが、呉地方総監部管理部厚生課

に家族相談業務を担当する窓口として「家族支援センター」がありま

すので、ご相談先が不明の際は、ご連絡ください。

なお、しおりの記載内容につきましては、取扱業務や連絡先の変更

などがある場合がございますのでご承知いただきますようお願いいた

します。

令和２年８月吉日

呉地方総監部管理部長
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呉地方総監部へのアクセスマップ

１

ゆめタウン呉

呉自衛官募集センター

共済組合
呉支部・ATM



隊員の勤務について

隊員は、通常０８：００～１６：４５が課業時間となってい

ますが、訓練や任務によって出勤時刻や帰宅時刻が不規則にな

ります。また、基地の機能を維持するため、当直の隊員を交代

で３６５日配置し、緊急事態に即応できる態勢としています。

（１）通常時の勤務

２

大規模災害等、緊急の事態が発生した際には、昼夜・平日休

日を問わず警急呼集を発動する場合があります。

警急呼集が発動された場合、隊員は直ちにそれぞれの部隊に

出勤し、任務に当たらなければなりません。

（２）緊急事態の警急呼集（けいきゅうこしゅう）

（３）隊員に連絡がとりたいとき

任務や訓練の性質から、ご家族であっても一部の情報をお伝

えできないことがありますので、ご了承ください。

隊員への連絡につきましては、家族支援センターに連絡をい

ただければ、こちらから隊員に連絡を取り、お伝えいたします。

ただし、任務の都合上、連絡まで時間がかかることがありま

すのでご了承ください。

13ページ以降で相談内容別の問い合わせ先を掲載しています

のでご参考ください。



各種お問い合わせ

呉地方総監部厚生課家族支援センター

呉地方総監部厚生課 家族支援センター
平日０８：００～１６：４５まで

・案内に呉監厚生課とお伝えください
・夜間及び休日は当直室が対応いたします。

３

呉地方総監部では、家族支援センターを設置し、隊員家族から

のご要望・ご相談等にお答えしています。

郵便番号 ７３７－００２８

住 所 広島県呉市幸町８－１

代表電話 ０８２３－２２－５５１１

こんなときにご連絡ください
・隊員への連絡、伝言
・ご家族の慶弔の連絡
・災害時等のご家族への安否確認及び結果の通報
・隊員に関することの相談（勤務状況、安否確認）
・給料、組合員証の諸手続きに関する相談
・その他、電話内容により適切な相談窓口を紹介します。

海外派遣隊員家族等に対して地震（震度５強以上）、
風水害時、安否確認を代理で実施し、結果を隊員へ通
知することで、隊員及び族の不安を払拭します。



派遣期間中、万が一派遣隊員に病気、ケガ、交通
事故等の重大な事案が発生した場合は、派遣部隊等
からご連絡いたします。
メディアの情報に惑わされることなく、家族支援

センターにお問い合わせいただくか、派遣部隊等か
らの連絡をお待ちください。

派遣隊員が病気・ケガ等した場合

活動写真等

 統合幕僚監部ＨＰ

Facebookの
ページを開く

検索項目に「海上自衛隊」と入力

防衛省 海上自衛隊
（Japan Maritime Self-
Defense Force）を選択
※類似ページにご注意を

「活動情報」を
クリック

４

□ 海上自衛隊 Facebook



お問い合わせ先一覧

隊員の所属部隊がお分かりの場合は、次の連絡先へご連絡ください。
代表番号（0823-22-5511）をダイヤルし、案内に、該当する問い

合わせ先をお知らせください。

①給与、源泉徴収票、手当て等に関するお問い合わせ

所属部隊名 お問い合わせ先

呉地方総監部、呉システム通信隊、呉警備隊、呉弾薬整
備補給所、呉衛生隊、呉海上訓練指導隊、呉情報保全派
遣隊、呉地方警務隊、呉造修補給所、呉基地業務隊、呉
音楽隊、ひびき、はりま、自衛隊呉病院

呉基地業務隊
会計科経理係

呉教育隊
呉教育隊

補給科経理係

呉潜水艦基地隊、潜水艦教育訓練隊
呉潜水艦基地隊補給科

経理係

第１潜水隊群司令部、第１潜水隊、第３潜水隊、第５潜
水隊、第１練習潜水隊、ちはや、じんりゅう、まきしお、
いそしお、いそしお、けんりゅう、くろしお、もちしお、
そうりゅう、うんりゅう、はくりゅう、おやしお、みち
しお

各部隊経理員
代表番号（0823-22-5511）か
ら所属部隊名及び用件をお伝
えください
※長期行動等により、艦艇部
隊において対応困難時は、呉
潜水艦基地隊補給科へご連絡
ください

練習艦隊司令部、４護隊群司令部、第４護衛隊、第１２
護衛隊、第１輸送隊、第１音響測定隊、第１海上訓練支
援隊、いなづま、さみだれ、さざなみ、かが、うみぎり、
あぶくま、とね、とわだ、くろべ、てんりゅう、おおす
み、しもきた、くにさき、むろと

各部隊経理員
代表番号（0823-22-5511）か
ら所属部隊名及び用件をお伝
えください
※長期行動等により、艦艇部
隊において対応困難時は、呉
基地業務隊会計科へご連絡く
ださい

呉掃海業務支援分遣隊、第３掃海隊（ぶんご、あいしま、
みやじま含む）、

５



②自衛隊官舎に関するお問い合わせ

お問い合わせ先 お問い合わせ内容等

呉基地業務隊厚生科
宿舎係

宿舎に関することの相談
（入退去、宿舎の維持整備等）

③在職証明に関するお問い合わせ

お問い合わせ先 お問い合わせ内容等

呉地方総監部人事課
人事・記録

隊員が長期不在時の在籍証明書の発行

６

④縁故募集（入隊希望者）に関するお問い合わせ

お問い合わせ先 お問い合わせ内容等

呉地方総監部人事課
呉自衛官募集センター

自衛隊に入隊したい人（身内、親戚、
知人）がいるので
自衛隊の試験について知りたい
自衛隊の仕事に興味がある



お問い合わせ先 問い合わせ内容等

呉基地業務隊厚生科
貯金経理

・貯金の払戻し及び受領手続き
・基地内に設置されているATMの利用
ＡＴＭ（平日のみ）
城山厚生センター ０８：３０～１８：００
係船堀厚生センター １０：３０～１８：００
窓 口 （平日のみ）
入 金 ０８：３０～１５：００
出 金 １０：００～１５：００
（１３：００～１４：００はお取り扱いできません。）

呉基地業務隊厚生科
貸付経理

・各種借入金の申し込み、受領及び返済手続き

普 通 貸 付
特 別貸付
住 宅貸付

呉基地業務隊厚生科
保健経理

・インフルエンザ助成

隊員の被扶養者全員（隊員本人は含まれませ
ん。）を対象として、１人につき年度内に１回までイ
ンフルエンザ予防接種の助成金を受けることがで
きます。

呉基地業務隊厚生科
短期経理

・組合員証（健康保険証）の手続き

扶養親族が増えた場合や、仕事を退職または就
職された場合に、組合員証の手続きが必要となり
ます。
・出産費の申請手続き

･療養費の請求及び受領手続き

７

⑤防衛省共済組合（健康保険・貯金等）に関する
お問い合わせ TEL:０823-22-5511

隊員が派遣中等でお手続きできない場合は、隊員
が委任状を提出することで、受任者に限り窓口を利
用できます。
詳しくは上記担当者までお問い合わせください。

ボーちゃんアイちゃん



委任状手続きについて

８



９
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項 目 内 容 窓口

住民票
戸籍など

・転入届、転出届
・戸籍
・出生届、死亡届
・婚姻届
・パスポート

市民窓口課 市役所１Ｆ
TEL:0823-25-3161

各市民センターでは住民票など交付

水 道
・水道の使用開始・停止
・水が出ない時
・水道料金に関すること

上下水道局 呉市中央6-2-9
お客様サービスセンター TEL:0823-26-
1622
月～金（祝休日を除く。） 08:30～17:15

母子保健

・母子健康手帳
・妊婦健康診断
・サンデーマタ二ティー
スクール（予約）

西保健センター すこやかセンターくれ３Ｆ

TEL:0823-25-3542
東保健センター 呉市広古新開2-1-3

広市民センター２Ｆ TEL:0823-71-9176
月～金（祝休日を除く。） 08:30～17:00

子育て支援

・児童手当、子育て家
庭支援に関すること

子育て支援課 市役所２Ｆ
TEL:0823-25-3173

・放課後児童会に関す
ること
・保育所への入所に関
すること

子育て施設課 市役所３Ｆ
TEL:0823-25-3144

救急医療

・内科夜間（平日1930～2240）
・小児夜間（毎日1930～2240）
・休日、祝日（0900～1800）

市医師会夜間救急センター
市医師会休日急患センター
TEL:0823-32-1299

・休日、祝日歯科
呉口腔保険センター
TEL:0823-25-4441

・夜間子供を受診させるか
迷ったら（毎日1900～0800）

プッシュ回線：♯８０００
ダイヤル回線：082－505-1399

防 犯
犯罪の未然防止
生活の安全に関する相
談

警察安全相談電話
呉警察署TEL:0823-29-0110
広警察署TEL:0823-75-0110
音戸警察署TEL:0823-51-0110
悪質商法被害相談

TEL:082-221-4194

呉市の各種相談窓口

呉市には、各種相談窓口があります。ご相談内容に応じてご利用く
ださい。詳しくはＨＰや呉市広報誌、電話帳をご確認ください。

１２

TEL:0823-25-3161
TEL:0823-25-3542
TEL:0823-71-9176


１５

相談項目 相談内容 窓口

市民相談 日常生活の困りごと
市民窓口課市民相談室 市役所１Ｆ
TEL:0823-25-3222

消費生活相談
・訪問販売、キャッチセー
ルス等

消費生活センター 市役所１Ｆ
TEL:0823-25-3218

医療安全相談

・近くの医療機関を教え
て欲しい
・どこに相談したらいいか
わからない

西保健センター すこやかセンターくれ３Ｆ

TEL:0823-25-3534
月～金（祝休日を除く。） 08:30～17:15

病児・病後児保育

・病気または回復期にある子供
がいて仕事等に行けない

月～土 ８：００～１８００
料金２０００円（食事代別）

事前予約：子育て施設課TEL:0823-25-3174

実施施設：すこやか病児保育室（呉）
ほっぺ病児保育園（広）

心の健康相談
子育て・女性相談

・妊婦、育児、ＤＶ、高齢者の
体と心の健康に関する相談
・心の悩みごとに関す
る相談
毎月１～２回 要予約（受付）
13:00～

西保健センター すこやかセンターくれ３Ｆ

TEL:0823-25-3542
東保健センター 呉市広古新開2-1-3

広市民センター２Ｆ TEL:0823-71-9176
月～金（祝休日を除く。） 08:30～17:00

高齢者相談 介護・福祉に関する相談
介護保険課 市役所１Ｆ
TEL:0823-25-3139

子育て家族支援

・ショートステイ（短期入所生活
援助支援）
・トワイライトステイ
（夜間養護等事業）

子育て支援課 市役所２Ｆ
TEL:0823-25-3599

子育て支援 ・育児相談等 子育て支援センター くれくれ・ば レクレ
4F
TEL:0823-25-3482
ひろひろ・ば 広市民センター3F
TEL:0823-76-1616

「くれ子育てねっと」もご参考ください
http://www.kure-kosodate.com/

子育て支援

・妊婦支援（家事・育児援助）
母子手帳交付から、出産後１００
日まで

呉市ファミリーサポートセンター（会員制）
呉市宝町2-50 レクレ4F

平日０７００～１９００ １時間：６００円
休日１時間：７００円

TEL:0823-25-4122

・預かり保育
・訪問保育
・送迎
中学３年までの子供

青少年相談
・学校での悩み等
・学校でのいじめ

もしもし相談窓口
呉市青少年指導センター

TEL:0823-24-8989
月～金 09:00～16:45 １３

TEL:0823-25-3534
TEL:0823-25-3542
TEL:0823-71-9176
TEL:0823-24-8989


広島県の各種相談窓口

広島県で実施している、各種相談窓口一覧です。ご相談内容に応じ
てご利用ください。詳しくは広島県ＨＰをご覧ください。

相談項目 相談内容 窓口

子育て・教育 ・子育て全般
子ども何でもダイヤル

TEL:082-255-1181
月～金 09：00～17：00（年末年始を除く。）

広島県の子育てポータル「イクちゃんネット」 http://www.ikuchan.or.jp/

こころの
健康相談

・悩みごとに関する相談
・自殺予防
・不登校、発達面の心配

・人間関係や、家族関係
の悩み等

こころの電話 TEL:082-892-9090
月・水・金 09：00～12：00 13：00～16：30（祝日及び
年末年始を除く。）

広島いのちの電話 TEL:082-221-4343
（24時間年中無休）

（広島県フリーダイヤル） TEL:0120-375-568
毎月２０日 08:00～20:00

・子どもに関する悩みごと
（特に法律に関すること）
いじめ・不登校など主に18

歳くらいまでの青少年の
悩みに関する相談窓口

こどもの悩みごと電話相談 広島弁護
士会

TEL:090-5262-0874
月～金 16:00～19:00（年末年始、GW、お盆前後
を除く。） １回２０分

医療

・救急医療
救急医療案内サービス

TEL・FAX:0120-169-901

(HP)救急医療情報Net HIROSHIMA

http://www.qq.pref.hiroshima.jp

法律

・法律相談センター
（有料）
30分５４００円

県内５ヶ所（広島、福山、
呉、東広島、広島北部巡回）

紙屋町法律相談センター 相談時間 10:10～
16:25

TEL:082-225-1600（9:30～16:00）（予約受
付)

呉法律相談センター 広島弁護士会呉地区会館

TEL:0120-969-214（受付のみ9:30～16:00）

相談時間 毎週土曜日（祝日除く）10:00～12:00

１４

TEL:082-225-1600（9:30～16:00）（予約受付


よくあるご質問

質問例 対 応 例

源泉徴収票を発行してほしい。
・隊員の所属により連絡先が異なります。
詳しくは１０ページをご参照ください。

保育園入園等で勤務証明書、もし
くは雇用証明書（就労証明書）が
必要になりました。

・長期出港中の隊員については、ご家族からの依頼を
受けることで、証明することができます呉地方総監部
人事課あてにお問い合わせください

子どもが生まれました。手続きは
何がありますか。

次の手続きが必要になります。お早めにお手続きくだ
さい。
・組合員証（保険証）の手続き
・扶養手当（給与）の手続き
連絡先は１０ページをご参照ください。

扶養している妻（子ども）が就職
しました。手続きは何があります
か。

主人が海外に派遣されます。 不
在中、共済組合の手続きは、どこ
に行けばよいでしょうか。

・事前に呉基地業務隊厚生科で委任状の手続きをお願
いします。連絡先は９ページをご参照ください。

出港中の隊員と連絡をとりたい。

・家族支援センターで承り、隊員へ伝言いたします。
ただし、任務中の場合、連絡まで時間を要すること

があります。ご了承ください。
連絡先は６ページをご参照ください。

近親者に不幸があったので、派遣
中の隊員へ知らせたい。

・家族支援センターで承り、隊員へ伝言いたします。
また、弔意基準に応じて弔電等の手続きを行います。

艦に乗り組んでいる隊員が、 い
つ帰ってくるのか。

・規則により、艦の行動に関する内容はお答えできな
い場合があります。ご了承ください。

息子、夫が職場の人間関係で悩ん
でいるようで心配です。

・呉地方総監部人事課家族相談窓口、または、あなた
のさぽーとダイヤルにて相談をお受けします。
連絡先は13ページおよび１６ページをご参照ください。
・ご希望により面談を実施します。

自衛隊の基地に入門する際に必要
なものはありますか。

・組合員証または免許証などの提示を求め、本人確認
をさせていただきます。
・入門の際に、家族証があるとスムーズに入れます。
家族証は、各部隊で発行していますので、事前に隊員
から部隊に請求し、受けとるようにしてください。

隊員が長期派遣中に災害等で家族
（家）に被害がでた。

・家族支援センターに連絡下さい、隊員へ伝言いたし
ます。
また保険の手続等必要に応じて担当窓口に連絡します。
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家族の情報と緊急連絡先メモ

名 前
電話番号（携
帯）

電話番号（会社・学
校）

住 所 年齢 血液型 その他

家族データー

TEL TEL

Mail

TEL TEL

Mail

TEL TEL

Mail

TEL TEL

Mail

TEL TEL

Mail

親戚、知人

名 前 電話番号（携帯） 名 前 電話番号（携帯） 名 前 電話番号（携帯）

TEL TEL TEL

第１集合場所 第１避難所 第２集合場所 第２避難所 第３集合場所 第３避難所

家族の避難場所（地震・津波・風水害別など）

家族支援センター 0120-012-184

かかりつけ病院

病 院 電話番号 病 院 電話番号 病 院 電話番号

TEL TEL TEL

最寄りの警察・消防・役所

警 察 電話番号 消 防 電話番号 役 所 電話番号

TEL TEL TEL
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