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令和元年、自衛隊は陸海空という従来の領域にとどまらず、
宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域を

横断的に活用した防衛力を構築し、
国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、

その活動フィールドは広がりを見せています。

宇宙・サイバー・電磁波の
新たな３つの領域への対応に取り組みます。

宇宙・サイバー・電磁波の
新たな３つの領域への対応に取り組みます。

新たな領
域

空は、遙かなる空、宇宙へ。

宇宙領域を専門とする部隊を
新編して、安定的な宇宙利用
に寄与します。

空自が利用するサイバー空間
の安定的な利用を確保するた
めの能力を強化します。

電磁波領域の優越を確保する
ため、相手方のレーダーや通
信等を無力化するための能力
を強化します。

菊野 紗香（福井県出身）
電算機処理 空士長

川田 浩子（埼玉県出身）
電算機処理 ２等空曹

　村 彩子（京都府出身）
航空機整備 ２等空尉

井畑 由里香（東京都出身）
施　設 １等空尉

浅野 未来（大阪府出身）
航空機整備 １等空尉

亀井 愛佳（千葉県出身）
技　術 ２等空尉

佐藤 多江子（山口県出身）
情報通信 ３等空佐

１等空尉 金子 未来（福岡県出身）法　務 1等空尉 寺尾 彩裕里（静岡県出身）薬　剤２等空曹 小川 圭（青森県出身）電機整備

宇宙 サイバー 電磁波

航空自衛隊のサ
イバー領域等に

関する業務

を実施していま
す。

We are “SORAJO!”

表紙中央下段（左から）

 3等空曹　森本 美樹（石川県出身）

 1等空曹　荒川 玲子（大分県出身）

 3等空曹　伊藤 摩由（大阪府出身）

 1等空尉　小池 真佑子（熊本県出身）

 3等空尉　髙取 綾音（埼玉県出身）

 2等空曹　兎内 綾香（青森県出身）

 3等空曹　中久保 彩女（大阪府出身）

航空機整備
航空機整備（機上）
空中輸送
操　　縦
操　　縦
航空機整備
補　　給
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【自衛隊歴】
２０１５年
３月 一般空曹候補生課程
７月 給養員課程
９月 作戦システム運用隊（横田）配属
【国際大会参加歴】
●２０１８年 ９月 空手１シリーズＡ２０１８ サンティアゴ
●２０１８年１２月 空手１シリーズＡ２０１８ 上海
●２０１9年 ６月 空手１シリーズＡ２０１９ モントリオール
●２０１9年 ９月 空手１シリーズＡ２０１９ サンティアゴ
【世界ランキング】2020.1.1
●１02位

空士長 島田 知
は る か

佳（宮崎県出身）

災害時に活躍する自衛官の姿を見たり、自衛官で

ある兄の話を聞いたりしているうちに、自分も人

の役に立つ自衛官になりたいと思うようになり、

入隊を決意しました。全自衛隊空手道選手権大会

に参加し優勝したところ、全自衛隊空手道連盟の

監督に声を掛けていただいたことがきっかけで、

自衛隊で空手を始めることができました。現在は

自衛隊体育学校において、東京五輪への出場権を

獲得するため、各国で開催される国際大会に出場

し、上位入賞を目指して訓練を実施しています。

航空自衛隊で培った経験を活かし、応援して下

さる方々に少しでも恩返しができるように最後の

最後まで諦めることなく、頑張りたいと思ってい

ます。

小さい頃からの夢を追い続けて、
最後の最後まで諦めない。

男子６７㎏級での出場を
目指している河野 達也
３等空曹と日々、訓練に
励んでます！！

S p e c i a l  

f e a t u r e

経歴及び大会参加歴
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給　養

（第５位入賞）

3等空曹 河野達也（福岡県出身）警　備
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国際貢献など、人とつながり、

人の役に立てるという点に

興味を持ち、防衛大学校を

受験しました。Ｃ－１３０Ｈ輸送

機の操縦士として、任務及び

訓練を行っています。仕事と

家庭の両立は苦労も多いで

すが、各種制度が充実して

おり部隊の雰囲気も良く、利

用しやすい環境にあると思

います。

大学３年の時、東日本大震災

での災害派遣で活躍する自衛

官を見て入隊を決めました。現

在、航空機部品の取得に関する

業務を担当しています。特に、

在外邦人等の輸送任務や他国

との共同訓練へ派遣される航

空機の後方支援に係る各種調

整を行っていることから、無事

に国外任務が達成できた時に

は、大きな喜びを感じます。

［2014年］
 3月 一般大学卒業
  一般幹部候補生課程

［2015年］
 2月 第3輸送航空隊（美保）配属
 5月 補給幹部課程
 9月 補給隊燃料小隊長

［2017年］
 5月 補給隊在庫管理班長

［2018年］
 8月 第２補給処（岐阜）配属
 10月 後方幹部課程（アメリカ合衆国）

［2010年］
 3月 防衛大学校卒業
  一般幹部候補生課程
 9月 操縦要員として訓練開始
  飛行準備課程
［2011年］
 3月 初級操縦（T-7）課程
 9月 基本操縦（T-400）課程
［2012年］
 9月 ウイングマーク取得
［2013年］
 3月 第１輸送航空隊（小牧）配属
 4月 輸送機操縦（C-130）課程
 11月 ４０１飛行隊配置
［2014年］
日米共同訓練参加
災害派遣（患者輸送）
［2015年］
 2月 日米豪共同訓練等参加
 5月 南スーダン国際平和協力隊派遣
 8月 日米共同訓練参加
［2016年］
 1月 飛行安全幹部課程
 12月 育児休業（約１年４カ月）
［2017年］
災害派遣（患者輸送）
［2018年］
災害派遣（患者輸送）

経　　歴経　　歴
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幹部候補生幹部候補生

3等空尉

3等空尉

2等空尉

1等空尉

2等空尉

Pick up空女 Pick up空女

幹部（防衛大学校出身）

（熊本県出身）
１等空尉 小池 真佑子操　縦

幹部（一般大学出身）

（熊本県出身）
2等空尉 山下 省子輸送補給

 12月 育児休業（約１年４カ月）
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自衛隊がPKO活動で注目さ

れるようになり、自分も国際

貢献に携わる仕事をしたいと

思い入隊しました。空曹だっ

た頃、空中輸送員として航空機

（輸送機）に搭乗する機会に

恵まれ、多くの貴重な経験を

することができました。地域

の人達との出会いも含めて、

航空自衛隊に入って良かった

と思っています。

Ｃ－１３０Ｈ空中輸送員として

人員、貨物の空輸及び練成訓

練を行い、最近では国際緊急

援助活動や災害派遣にも従

事しています。国際緊急援助

活動では、各国から輸送機及

び人員が集まり、国籍問わず

皆が一丸となって任務を完遂

することに非常にやりがいを

感じています。

［2007年］
 3月 空曹候補士課程
 7月 消防員課程
 9月 第１輸送航空隊（小牧）配属

［2008年］

［2011年］

［2015年］
 6月 空中輸送員基礎課程
 7月 空中輸送（戦術輸送）員課程
 11月 401飛行隊配置

［2016年］
災害派遣（熊本地震）
災害派遣（患者輸送）

［2017年］
日米豪共同訓練支援
 5月 南スーダン国際平和協力隊派遣

［2018年］
日米共同訓練参加
インドネシア国際緊急援助活動

経　　歴経　　歴
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2等空士
1等空士

空士長

3等空曹

［1995年］
 4月 一般空曹候補学生基礎課程
 8月 車両輸送員課程
 12月 中部航空警戒管制団（入間）配属
［1996年］
［1997年］
 3月 一般空曹候補学生空曹候補者課程
［2000年］
 4月 輸送員課程
［2001年］
 7月 空中輸送員基礎課程
 8月 空中輸送（戦術輸送）員課程
 11月 第2輸送航空隊（入間）配属
［2003年］
［2008年］
 11月 ゴラン高原国際平和協力隊派遣
［2009年］
 3月 一般幹部候補生課程
 11月 会計幹部課程
［2010年］
 4月 北部航空警戒管制団（網走）配属
［2012年］
 8月 第1補給処東京支処（十条）配属
［2014年］
 7月 第3航空団（三沢）配属
［2017年］
 6月 補給本部（十条）配属
［2020年］
 １月 航空幕僚監部（市ヶ谷）配属

空士長

3等空曹

2等空曹

幹部候補生

2等空士
1等空士

3等空尉

1等空尉

2等空尉

Pick up空女 Pick up空女

幹部（部内※出身）

（埼玉県出身）
１等空尉 原 道絵会計調達

空曹

（大阪府出身）
３等空曹 伊藤 摩由空中輸送

※部内とは、曹士として入隊し、部内選抜の幹部候補生試験を経て幹部に昇任する者



航空自衛隊では、多種多様な任務を達成するため
多彩な人材を採用・育成しています。

幹 

部

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

3等空尉

航空幕僚長

空将

空将補

准空尉

准尉

空曹長

1等空曹

2等空曹

3等空曹

曹

空士長

1等空士

2等空士

士
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採用・人材育成

自衛隊組織の骨幹である幹部自衛官を養成す
る制度です。卒業後は部隊を指揮する初級幹部
として配置につきます。

部隊の基幹隊員である空曹自衛官を養成する
制度です。入隊後、教育課程や部隊勤務で知識や
経験を積み、2年9か月経過以降、選考により曹へ
と昇任します。

航空自衛隊のパイロットを養成することを目的とした
制度です。戦闘機、輸送機、ヘリコプターなどのパイ
ロットに最年少で到達できるコースです。

採用後、自衛官候補生に任命され、所要の教育を経
て3か月後に2等空士に任官します。任用期間の定め
られた「任期制自衛官」として、職域に関連した資格の
取得も目指せます。

▶▶▶ 幹部候補生

▶▶▶ 一般曹候補生

▶▶▶ 航空学生

▶▶▶ 自衛官候補生

主
な
任
用
区
分

学生時代にアメリカ同時多発

テロが発生し、日本の防衛を

考えた時、傍観者になりたく

ないと感じ防衛省職員を志し

ました。入隊して考え方が柔

軟で許容範囲の広い方が多

いと感じました。仕事内容へ

の教育や研修制度が整ってい

ること、結婚・出産後も仕事を

続けられる環境が整っていた

のも動機の一つです。

経　　歴

［2004年］
 4月 防衛省入省
  航空幕僚監部装備部整備課配属
 5月 Ⅱ種試験採用者初任講習
        （幹部候補生学校）

 9月 兼ねて幹部学校勤務
11月 生産調達幹部（乙）課程
［2005年］
 4月 第2補給処（岐阜）配属
［2007年］
［2008年］
 4月 装備施設本部
        （現 防衛装備庁）配属

［2009年］
  簿記2級講座受講
［2010年］
  係長級選抜研修
［2011年］
 4月 第1補給処東京支処
        （現 第２補給処十条支処）（十条）配属

［2013年］
 8月 第4補給処（入間）配属
［2014～2016年］
  育児休業
    第１子 2014年　1年1ヶ月
    第２子 2016年　8ヶ月
［2019年］
 4月 補給本部（十条）配属
 7月 女性職員研修

Pick up空女

（ （

事務官

（千葉県出身）

一般職（大卒程度）

一般職（高卒者）

機関交流・出向

有岡 美穂

昇格

昇格

昇格

  育児休業
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※一般曹候補生、自衛官候補生にて入隊し、空曹へ昇任した場合、
　４年経過後、幹部候補生部内選抜試験の受験資格が得られ、
　これに合格すれば幹部に昇任できます。

◆航空自衛官の任用制度

◆事務官等のキャリアパス（一般職）

係
員

課
長

主
任

部
長

班
長

係
長

専
門
官

課
長

補
佐

係員級選抜研修 係長級選抜研修 管理職選抜研修

省内他機関・他省庁等



習得した技術や勤務経験を活かせる職務や退職した隊員でも、また勤務できる制度など、
さまざまな任用制度があります。その中の一部を紹介します。
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卒業後、専攻した学術（医

学、歯学、理学、工学）を活

かして自衛隊に勤務する

意志を持つ大学生及び大

学院生に対し、防衛省より

学資金が貸費される制度

です。
航空機の飛行試験等を行い、デー
タの取得・評価を行います。

自衛隊貸費学生
制度 田中 敦子（山梨県出身）

現在の職務

高度、特殊な識能を必要

とする職務等について、

即戦力となる人材を採用

する制度です。経験や識

能を活かし、様々な業務

に従事します。

航空自衛隊が保有又は新たに導入
しようとする装備品等の機能や性能
を確認する試験等を行っています。

技術航空幹部・
技術空曹制度

三好 浩二（香川県出身）

現在の職務

育児休業等により、不在

となる自衛官の代替要員

として部隊等で勤務経験

のある元自衛官を期間を

指定して採用する制度で

す。
文書業務等を中心に、庶務業務を
担当しています。

任期付自衛官
制度 矢野 茜（宮崎県出身）

現在の職務

歯科医師又は薬剤師国家

試験に合格した者を幹部

候補生として採用する制

度です。採用後は、各基地

の衛生隊（病院）等におい

て勤務します。

調剤や医薬品・医療器材の調達・
管理の他、学生の教育等を担当し
ています。

歯科・薬剤科幹部
候補生制度

亀井 沙織（千葉県出身）

現在の職務

中途退職した自衛官を自

衛隊を退職した時の階

級、特技で再任用する制

度です。自衛官であった

際の勤務成績等により選

考します。 主に各部隊からの食事の申請
を集計する等、食事の準備に携
わっています。

元自衛官の
再任用制度 松原 千裕（大阪府出身）

現在の職務

医師又は歯科医師として

一定の臨床経験を有する

者を幹部自衛官として採用

する制度です。採用後は、

各基地の衛生隊（病院）等

において勤務します。
基地内の病院で歯科診療や各種
検診業務を担当しています。

医科・歯科
幹部制度

砂川 雄貴（北海道出身）

現在の職務

※各制度の細部内容については、各都道府県に所在する自衛隊地方協力本部にお問い合わせください。

採用に関する
お問いあわせ

１等空尉歯科医官 ２等空尉技　術

空士長給　養

空士長航空管制

１等空尉薬　剤

３等空佐技　術

航空自衛官

その他の任用制度



ワーク
ライフ

バラン
スへの

取組

［女性自衛官の推移］

航空自衛隊は男女の区別なく活躍できる職場環境と、育児や 介護など私生活の変化に対応できる制度を整えています。

政府全体及び防衛省の目標を踏まえ、男性隊

員の育児休業取得率１３％以上を目指してい

ます（現在、女性隊員は、取得率100％を達成

しています。）また、男性隊員のみが取得できる

特別休暇※（Child Care 7（男の産休））の取得

推進を図り、取得率100％を目指しています。
※男性隊員のみが取得できる特別休暇
●配偶者出産特別休暇：２日間
●育児参加特別休暇：５日間

業務の繁閑等の事情や個人で抱える時間制

約等の事情を踏まえ、勤務時間についても柔

軟化することが効率的、効果的であることか

ら、隊務の運営に支障の無い範囲でフレック

スタイム制を活用しています。特に育児や介

護を行う隊員からの希望については、できる

限り対応できるようにしています。

航空自衛隊では、厳しい募集環境の中、質の

高い人材確保及び活用を図る観点から、人的

潜在力である「女性の力」を積極的に活用す

るため、女性隊員の採用及び登用の拡大を図

り、女性隊員の活躍推進に取り組んでいます。

年次休暇については、公務員生活の節目や家

族の記念日等における連続休暇等の取得を

奨励しているほか、計画表を活用・共有化する

ことにより、年次休暇の平均取得日数を15日

以上とすることを目指しています。

男性の育児休業

フレックスタイム制度

女性自衛官の推移

有給休暇の取得率

防衛省WEB

すべての職員が働きやすい環境。 安心して働ける制度を整えています。

助川 絵美（宮崎県出身） 助川 嘉教（岐阜県出身）

中澤 大作
（北海道出身）

増田 公明
（大分県出身）

13 14

防衛省WEB

（岐阜県出身）（岐阜県出身）

育児休業を取得して
みて、一日中、子供と
向き合う大変さを実
感。妻の心のケアをす
ることができました。

上司の勧めで育児休
業を取得。妻の苦労
が分かり、感謝の気持
ちが高まりました。
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H27年度H20年度 H24年度 H28年度H22年度 H26年度 H30年度 H28年度 H29年度 H30年度

［自衛官］

1年

24日

［事務官等］

［フレックスタイム（育児・介護）の取得例］

［年間有給休暇日数］

［男性隊員の育児休業取得率］

1年

20日

９ケ月間育児休業を取得。復帰後、保育時間と育児時間
を活用させて頂きました。初めての子育てと仕事の両立
に苦労しましたが職場と家族の協力を得て現在も笑顔
で勤務させて頂いています。

5時間 5時間
7時間45分
（通常）

10時間 11時間

0
1
2
3
4
5

（％）

合計３８時間４５分
［１週間の勤務時間の合計］

（月） （水）（火） （金）（木）

1.22％ 1.08％ 4.82％
3.11％

１等空曹高射操作３等空曹補　給

３等空曹機上電子整備 ２等空曹警　備

※本パンフレットに掲載した記事、写真等は、令和元年9月から11月に作成したものであり、役職等は当時のものです。




