飛行隊とＴ

航空自衛隊那覇基地には

４練習 南西航空方面隊司令部、そ

拡大・活発化し、わが国の 隊等の部隊をもって開設さ 那覇ヘリコプター空輸隊が ０４飛行隊を加えた２個の
Ｊ輸送 Ｆ

任務を遂行、基本を
重視して予測と実行、
相互補完をもって事

編成され、ＣＨ

同年内の臨時那覇救難隊 ヘリコプターによる離島空 機をもって各種支援飛行を の隷下部隊の第９航空団、

安全保障環境は厳しさを増 れました。

航空自衛隊那覇基地は、 していますが、那覇基地は

航空自衛隊

故防止に取り組むと

令和４年 月をもって昭和 最前線の航空防衛力発揮の 新編、Ｆ
年の開設から 周年を迎 基盤として、この 年の間、隊である第２０７飛行隊の 年には第５高射群がナイキ る第９航空団が編成され、 防空作戦の指令・通信中枢
諸先輩の尽力および地元の 臨時第 航空隊への編入、 Ｊからペトリオット地対空 航空自衛隊として、約 年 となる南西航空警戒管制団、
した。

空の砦となる第５高射群、

南西諸島に近接する海空 方々の協力の下、態勢を整 対領空侵犯措置の開始を経 ミサイルに装備を換装しま ぶりの航空団新編となりま 弾道ミサイル迎撃を含む防

えます。

平成 年には、南西航空 飛行場施設の被害復旧等を
対領空侵犯措置のための 混成団から南西航空方面隊 担う南西航空施設隊および

域では中国の活動が急速に え、能力の向上に努めてま て、翌昭和 年には南西航 した。
いりました。 空混成団の下に第 航空隊、

２Ｃ早 月には第２滑走路の運用が に活躍が期待される那覇救 送、基地内に勤務する約２

ともに、日々能力の

新編成で新たな取り組みへ

３年ぶりに定期総会を開催

また、予算計上にあたり、

ただきたい。

③総会（役員会）会議費の

予算が立てられていないが、
札幌自衛隊家族会（島村 おいて、当日出席の６人に 会議出席者に参加費等（会

向上に取り組み航空 吉曜会長）は４月 日、３ 対し（公社）自衛隊家族会 場使用料）の負担が発生し
自衛隊、部隊の進化 年ぶりとなる令和４年度定 会長賞の伝達、（公社）自 ないよう予算を立てられな
に挑戦しています。

による「家族支援協定書」

隊家族会会長賞の授与を行 取り組みとして検討を進め

承認を得た後、令和４年度 新会長に当別支部長兼ねて

の事業および収支予算の審 石狩地区協議会会長の森本

議、続いて役員改正案の審 隆志氏が選出されました。

本総会と並行して行われ

日付で自衛隊札幌地方

コロナ禍以前に比し、事 た支部長等研修会では、３

議を行いました。

業執行は計画の３分の１程 月

費、特に諸団体協力費の決 和之様をお招きし、あいさ

度に抑えられており、事業 協力本部長に着任した佐藤

佐藤和之本部長は、自己

算額が０円であったことに つをいただきました。

対し、①コロナ禍でも頑張っ

ている自衛隊に何かしら協 紹介に併せ「家族会の皆さ

力できたのではないか？と まと共に、隊員の思いと皆
今後は、県内各地域協議 の意見に続き、②管内自衛 さまの思いに寄り添って活

会、地区会に対し、支援態 隊の部隊が国際平和協力活 動してまいりたい」と連携
勢の充実「連絡網の整備」 動などの任務に従事する場 に意欲を示されました。

空の部隊も所在しています。

環境の構築に尽力していき

事務局長 横澤 順仁）

日に協定書 （新潟県自衛隊家族会

長兼ねて福知山駐屯地司令

前野直樹１等陸佐を迎え

「国際情勢と陸自の取り組

み」という演題で講話をい

今年よりは来年とさらに絆 に隊員と家族をつなぐ家族

員相互に去年よりは今年、 ただきました。自衛隊と共

総会 自衛隊と共に隊員と
家族をつなぐ活動を再確認

の締結が完了しました。

決して、３月

今回、これらの問題を解 ます。

問題がありました。

けをいかにすべきかなどの く職務に邁進できるような

まいしん

隊友会との支援内容の区分 なり、隊員が後顧の憂いな

ば、海・空自衛隊の関係、 員から信頼される家族会に

望でしたが、諸問題、例え 諸調整を行って、部隊・隊

協定書の締結は長年の願 双方の部隊ともに、必要な

を締結しました。

また、県内には海上・航

川澄男会長）は、新潟県隊 新潟地方協力本部との５者 斉と整備してまいります。

「支援者の指名」「部隊側 合、札幌家族会としても激 （札幌自衛隊家族会
新潟県自衛隊家族会（早 友会、高田・新発田駐屯地、との窓口」などの周知を整
事務局次長 吉良 福男）
励協力ができるよう一考い

長年の諸 問題の解 決に尽力

部 隊等 と家族支 援協定 締結

衛を空において担うための ００人が元気かつ前向きに しくお願い申し上げます。

知識・技能を身に付けるた 隊に配置された際に、いか 約２週間ぶりに会う家族は

と式辞を述べました。
全員で、申告、宣誓を力

期総会をホテル「札幌サン 衛隊家族会北海道地域協議 いか？ などの意見が寄せ
プラザ」において開催しま 会会長賞の伝達、札幌自衛 られ、新年度以降の新たな

わが国を取り巻く した。

会員を招集しての総会は い、その功績を称えました。ることが了承されました。
安全 保 障 環境 は 、 一
層厳しさを増してい ３年ぶりの開催となります。
総会は、まず令和３年度
議 案 の締 め く く り と し て

沖縄県の本土復帰 年の

なるなど飛行場としての能 象隊、第５移動通信隊等の 地業務は第９航空団が担当 覇基地に対するご理解とご

４ＥＪ ３飛行隊が那覇基地におい る離着陸同時運用が可能に 輸隊、那覇管制隊、那覇気 日常生活に伴う業務等の基 年を迎えます。引き続き那

戦闘機による任務が開始さ て新編されました。

臨時那覇基地 隊が配属され、Ｆ

隊、臨時第

50

そして、平成 年１月に 力も向上が図られています。部隊が所在し、わが国の防 しており、所属隊員約１５ 協力を賜りますよう、よろ

平成に入ると平成４年に は第 航空隊を廃止、第３

航空隊、臨時 れました。

沖縄警戒管制

め、厳しい教育訓練に臨ん なる任務にも対応できる自 短期間で成長していく候補
でいく同期同士で切磋琢磨 衛官となるべく、その基礎 生たちの姿に触れ、驚いて
努力が 必要な こと など多 く 緒に記 念写真 を撮る 微笑 ま
福知 山自衛 隊家族 会か ら

の試練が待っている。だが しい光景も見られました。
一人で するの では なく、 区

隊長や 班長・ 班付 の指導 の は、家 族会に よる自 候生 訓
下に、 同期が 皆で 力を合 わ 練の激 励など の活動 紹介 も
せて乗り越え、そして目標 行われました。
自衛 隊生活 が始ま った ば
自衛 官候補 生代 表とし て かりの 自候生 たちは 、こ れ
大切に 同期が 一致 団結し 互 り、年 齢も生 い立ち も違 う

入隊 式のこ の日、 自候 生

間隔を十分空け、換気を行っ 後にはこの課程を修了し、 戸惑うかもしれません。

駐屯地は、会場 内の席の いに切 磋琢磨 して 、３カ 月 同期と の集団 生活に 最初 は

隊式を挙行しました。

９日、自衛官候補 生課程入 多田候 補生は 「一 日一日 を までの 生活と は大き く変 わ

前野直樹１等陸佐 ）は４月

第７普通科連隊（連隊長・ を達成していく」と激励。

３年ぶりに家族も参加の入隊式

同期で力を合わせ乗り越えよ

組織である。厳しいと感じ で、自衛官としての必要な でいきます。
る場面もあるだろうが、そ
の時は教官や同期生たちが
一緒に助けてくれるはずで

また、代表して宣誓を行っ
区隊をまとめる役職をさせ

人の自衛官 ていただいているが、今ま

た上で入場に時間 差を設け いかな る任務 にも 対応で き

るなど各種具体策をもって る自衛官となれるよう、日々 たちは自らの意思でその一
感染症対策に万全 を期し、 精進努 力して まい ります 」 歩を踏 み出し ました 。こ こ
また 、式後 には 家族と の て濃厚 で有意 義な３ カ月 と

３年ぶりにご家族に参列い と決意の言葉を述べました。での生活は彼らの人生にとっ
ただきました。連隊長は

りました。

家族を招待しての開催とな 挑んでいくことを期待する」

準備を行い、２年ぶりにご 必死になって考え行動し、

「自衛官候補生の教育は部 面会の時間を設定しました。なることでしょう。

紫紺の制服で新たな一歩

式にあたり執行者である

い、共に苦難を乗り超える 踏み出した自衛官候補生

包み厳粛な面持ちで式に臨 古川１佐は「同期と助け合 強く実施し、新たな一歩を
みました。

今年度は新型コロナウイ とともに、目標を高く持ち、人の今後のますますの活躍

会長の閉 会あい さつで 、会

会者６人 を紹介 した後 、副

た。その 後、令 和３年 度入

全ての議 案が承 認され まし

議長選出を行い議題に移り、

国歌斉唱 、会長 あいさ つ、

の会員に 対し黙 祷を行 い、

３年度に ご逝去 された ２人

前段の 定期総 会では 令和

定期総会を開催しました。

山＆スパ で３年 ぶりと なる

会への決意も聞かれました。 たび、ホテルロイヤル福知

福知山 自衛隊 家族会 （衣
について報告がありました。
また、選手からは次の大 川莞爾会長、 人）はこの

長へオリンピックの成果等

ルス感染拡大対策に万全の 何事にも失敗を恐れず自ら に期待します。

冬季北京オリンピック参加選手

日、冬季北京オリ

自 衛隊家族 会の支援 に感謝
４月

ンピック大会に参加した体
育学校の選手７人と豊田体
育学校長が、（公社）自衛
隊家族会事務局を訪問しま
した。
事務局では、選手との記
念撮影、体育学校からの記

札 幌
（北海道）

島村会長の開会あいさつ の事業報告、収支決算報告・ 役員改正案が提示され、議
ますが、わが国の領
土・領海・領空を守 に続いて行われた表彰式に 監査報告を行い、おのおの 決結果、札幌自衛隊家族会
高射群、南西航空施設隊が 緊急発進回数が増加の兆し に、南西航空警戒管制隊か 南西航空音楽隊のほか、第 多くの機能が集められてい り国民の皆さまの安全と安

以下に基地の 南西航空警戒管制隊、第５
沿革と基地所

て簡単に紹介

させていただ

きます。

心を確保するため、寸分も
気を緩めることなく、与え
那覇基地の警備、施設の られた職責を確実に果たし

Ｊ るという特色があります。
１２５Ａ

編成され、南西地域の航空 を見せてきた平成 年には ら南西航空警戒管制団に、 ６０３飛行隊、ＵＨ

戦闘機部隊の第２０ 域の防空態勢の充実がなさ 捜索機を運用し航空救難お

航空自衛隊 防衛力発揮の中枢として態 第３０２飛行隊に代わって それぞれ改編され、南西地 救難機およびＵ
Ｆ

60

昭和 年には南西航空音 ４飛行隊が第 航空隊に配 れるとともに、令和２年３ よび船舶からの急患空輸等 維持整備、会計、補給、輸 てまいる所存です。

那覇基地は、 勢が整備されました。

沖縄県の本土

航空自衛隊那覇基地正門

１０４戦闘機部 輸等の任務を開始、平成７ 行う南西支援飛行班を擁す 周辺空域の警戒監視および

47

21

る昭和 年に 隊に代わって第３０２飛行 期警戒機を運用する第６０ 開始され、２本滑走路によ 難隊、那覇ヘリコプター空 ９００人の航空自衛隊員の 今年、那覇基地も開庁 周

復帰の年であ 楽隊が新編、第２０７飛行 属、平成 年にＥ

83

あり『人を大切』に育てる 候補生は約３カ月間の教育 し、これからの教育に臨ん を築くための教育。我慢や いる様子でした。兄弟で一

北から南まで全国各地で入隊・入校式
隊員家族を招き入隊式を挙行
不安を乗り越えていきたいと決意

第３特科隊（第３特科隊 程入隊式を挙行しました。
入隊式挙行にあたり、新 ある」と述べ、自衛官候補

われました。

の方々を招き、入隊式が行 た村井自衛官候補生は「今、

令 和 ４ 年 度自 衛 官 候 補 生 課 補 生の 隊 員 家 族 並 び に 来 賓

９日、姫路駐屯地において を万全にしつつ、自衛官候 傾けていました。

小松隆司１等陸佐）は４月 型コロナウイルス感染対策 生たちは真剣な表情で耳を

長兼ねて姫路駐屯地司令・

50

念品の贈呈、懇談を行いま

30

晴天の下、
候補生たちは、紫紺色の制 で人の上に立って全体を取

服に身を包み、執行官に対 り仕切った経験がなく、不

し教育入隊の申告および宣 安もあります。しかし、こ

誓を力強く実施し、自衛官 こを踏ん張り、精一杯、全
活に生かせるように頑張っ

候補生としての第一歩を踏 力で務めて今後の自衛隊生

み出しました。

26

家族を招待し２年ぶりの入隊式

第 普通科連隊（古川琢
弥１等陸佐）は４月９日に
自衛官候補生の入隊式を挙
行しました。

協定書に署名する新潟地本長と早川家族会長

事務局）

（福知山自衛隊家族会

▽２面に「熱海市土石流災

害派遣」の記事を掲載。困

周年を迎え、またジブチ ▽７面に各県当家族会の活

▽同じく１面、海自は創設 関係にも注目すべきと記載。

民支援の記事にも注目を。 述に着目。著者は中国との

イル発射、ウクライナ被災 イバーに力を入れる」の記

監視を実施。北朝鮮のミサ 核・ミサイル開発およびサ

どにより、情報収集・警戒 「今後、北朝鮮はますます

隊は、護衛艦「いずも」な から見たウクライナの教訓」。

訓練を実施。防衛省・自衛 ▽３面「論壇」は「北朝鮮

国近海で搭載機の離発着艦 感謝の言葉も胸を打ちます。

海軍の空母「遼寧」がわが す。市長・市民などからの

ナ侵攻に関連してか、中国 注する隊員の活動は必見で

▽１面、ロシアのウクライ 難な現場で救助に全力を傾

後段は、第７普通科連隊

を閉じました。

誓い、前段の定期総会の幕 ことができました。

を深める事業を行うことを 会員としての見識を深める

連隊長や新会員と共に記念撮影

執 行 官 は 、 式 辞 の 中 で ていきたい」と熱く決意を

さい。その努力は必ず自分

やらないことを恐れてくだ

できないことを恐れるより

「自衛隊は『人』が基本で 述べました。今後、自衛官

防府南と熊谷で入隊式
２３１５人が訓練を開始

を成長させてくれます（要
一般空曹候補生課程につ

において、４月６日に第 旨）」と述べました。
期一般空曹候補生課程

日、自衛官候
期 補生課程については７月

８１７人（内女性３２６ いては７月
人）、４月８日に第

自衛官候補生課程１４９ 日の卒業式まで約３カ月の

８人（内女性２７８人） 教育訓練がいよいよ始まり

の入隊・入校式を挙行し ました。

ました。
航空教育隊司令は式辞
において「皆さんは本日
以降、さまざまな教育を
受 け ま す 。 驚 きや 戸 惑 い
もあるでしょう。しかし、
こ れ は こ れ か ら航 空 自 衛
官 と し て 勤 務 する に あ た

航 空 自 衛 隊 航 空 教 育 隊 り基本となる大切なことば
（司令・右田竜治１等空佐） かりです。万里一空、自ら

17

48

16

15

学校長や選手から伊藤会

した。

の活動拠点は開設 周年を 動を伝える中「可茂支部を

すますの発展に期待です。 あり今後の発展に期待です。

活躍に感謝し、また今後ま イベント再開のニュースも

迎えました。これまでのご 新設」の朗報が。自衛隊の

10

69

晴れの日、家族で記念撮影

わが子の制服姿を写真に収めるご家族

３年ぶりとなった会員召集会議

83

60
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