
大地隊ニュース２０１７ ２０１７年１月 

年始行事 

 １月１０日（火）、大湊地方総監部において、年頭訓示及び安全だるまの目入れが行われ
ました。 

 年始に際し大湊地方総監（海将 中西 正人）から隊員に対し、「大湊地方隊は、海上自
衛隊が掲げる「精強・即応」の旗印のもと、常に精強な部隊の練成に努めるとともに、あら
ゆる不測事態を想定し、即応態勢を維持しなければならない。 

 先人から受け継いだ良き伝統を継承しつつも、悪しき前道続行は排し、北方の警戒監視
はもとより、大規模災害派遣への対応等、多様化する任務にも迅速に対応し得る態勢を堅
持して、国民の期待と信頼に応え得る大湊地方隊を構築してゆこう。」と訓示を行いました。 
 その後、今年１年の部隊安全と任務完遂を誓い安全ダルマの目入れが行われました。 



永年勤続功労隊員に対する表彰 

  １月１８日（水）、大湊地方総監部内において永年勤続功労隊員３名（大湊造
修補給所 柳谷技官及び大湊基地業務隊 松野２尉、野口曹長）の表彰式を各夫
人同席のもと実施しました。 
  表彰式の後、大湊地方総監部庁舎前にて記念撮影を行いました。 



きたのさきもりおおみなと ふゆフェス２０１７ 

 ２月４日（土）、冬のイベントとして北の防人大湊エリアにある「安渡館」、「北洋
館」、「弐番館」、「水源池公園」、「みどりのさきもり館」５施設で、『きたのさきもり
おおみなと ふゆフェス２０１７』がむつ市主催で行われました。 
 大湊地方隊は、音楽隊が安渡館のステージイベントで演奏したほか、北洋館で 
自衛隊制服体験コーナー等を催し、会場を賑わせました。 

２０１７年２月 



「大湊海自カレー」調印式 

 平成２９年２月６日（月）護衛艦「せとぎり」士官室内で、大湊地方総監、むつ市
長、むつ商工会議所会頭により、むつ市が発起人となる「大湊海自カレー」普及
促進事業協定調印式が行われました。 

 これは、むつ市内の飲食店が、海上自衛隊大湊基地に所属する艦艇等の部
隊から提供される「カレーレシピ」を、忠実に再現し、平成２９年６月頃から提供
する事業です。 

 大湊基地所属艦艇等の部隊は、事業参加店舗に対し、レシピや調理法の技術
提供を実施し、本事業に協力していきます。 



保育担当隊員による保育研修 

 平成２９年２月７日（火）、「ゆきのこ保育園」において大湊地方隊の隊員１０名
が保育研修を行いました。  

 大湊地方隊では、災害派遣等の緊急時に、隊員が子供を帯同し出勤すること
が想定されており、隊内で一時的に子供を預かる支援態勢を構築しています。< 

 本研修は、「隊員家族あんしん協定」（平成２６年１２月にむつ市と締結）に基づ
き、「ゆきのこ保育園」の協力を得て、子供の保育にあたる隊員が必要な基礎知
識や技術を学ぶことを目的に行ったものです。 



平成２８年度大地隊スキー競技 

 ２９年２月２１日（火）、むつ市釜臥山スキー場で大湊地方隊所在部隊によるスキー競
技が行われました。 

 チーム別では、大湊地方隊を中心とした「連合チーム」、第２５航空隊、大湊航空分遣
隊で成る「２５空・大空分チーム」、北海道所在部隊の「北海道連合チーム」、それ以外
の「混成チーム」の４チームで分けられ、アルペン競技の大回転と滑降種目、ノルディッ
ク競技の年齢別個人戦、階級別リレー、対抗リレーが行われ、各チームとも勝利を目
指し、競技に臨みました。 

 結果は「連合チーム」が「２５空・大空分チーム」との接戦を制し見事優勝を飾り、２年
連続の勝利を収めました。 

 厳冬期の大湊地区ではスキー競技は体力錬成として海軍時代から継承された伝統
ある訓練で、参加した隊員は日頃の訓練の成果を十分に発揮し、スキー競技は盛況の
中、終了しました。 



雪中救難特別訓練 

 平成２９年２月２２（水）、２３日（木）大湊地方隊及び第２５航空隊は、むつ市
大畑町の薬研野営場において、雪中救難訓練を実施しました。 

 本訓練は航空機が不時着した場合を想定した搭乗員の捜索救助の訓練です
が、その技術は災害派遣にも応用されるものです。 

 報道陣の取材が行われている中、隊員は捜索、救急処置、搬送法などを演
練し航空救難能力の向上に努めました。 



航空集冬期救命生存講習 

 平成２９年２月２０日（月）～２７日（月）までの間、第２５航空隊は海上自衛隊航空
集団冬期救命生存講習を実施しました。 

 本講習は、航空機搭乗員に対し、救命装備品などの取り扱い要領及び冬期におけ
る救命生存法を体得させることを目的とするのもで、全国から集まった４２名の搭乗
員が海上での漂流訓練、ヘリコプターによる揚収訓練、雪洞の作成訓練等に参加し
ました。 

 冬の厳しい環境の中、実際に体験することにより各人の救命生存技術の向上が図
られました。大湊地方隊としては、海上での訓練に対し、支援船による海上警戒等を
実施しました。 



海上自衛隊大湊音楽隊「第３９回定期演奏会」 

 大湊地方隊は、２９年２月２５日（土）むつ市の下北文化会館において、大湊音楽隊に
よる「第３９回定期演奏会」を開催しました。 

 第１部は副隊長・石田１尉の指揮により、吹奏楽部を舞台にしたＴＶアニメ「響け！ユー
フォニアム」から劇中曲「三日月の舞」、「ＤＲＥＡＭ ＳＯＬＩＳＴＥＲ」２曲の演奏で幕を開け
ました。 

 その後、映画「もののけ姫」から「もののけ姫セレクション」、ミュージカル「レ・ミゼラブ
ル」から「夢やぶれて」、組曲「宇宙戦艦ヤマト」と様々な作品から３曲を披露し観客を魅
了しました。  

 第２部では隊長・真道１尉の指揮で雰囲気をがらりと変え「艦上の旭日」、吹奏楽のた
めの交響詩「波の見える風景」、「ＡＬＬ Ｗｉｓｈｅｓ～すべての願いを込めて～」、大湊音
楽隊新編４０周年記念委嘱作品「煌夜－祭の幻想」の４曲を披露し盛大な拍手と共にプ
ログラムを終了しました。 

 その後も鳴り止まない拍手とアンコールの声に応え「シーユー・オン・ザ・マーチ」、「ス
タンドアローン」、行進曲「軍艦」を演奏、客席とステージが一体となって大盛況のうちに
演奏会は幕を閉じました。 



２０１７年３月 

後期働き方改革優秀部隊表彰式 

 平成２９年３月２３日（木）、大湊地方総監部において後期働き方改革優
秀部隊に対し表彰を行いました。 

 最優秀部隊である函館基地隊、優秀部隊である大湊警備隊、稚内基地
分遣隊に対し、大湊地方総監から表彰状を授与しました。 



２０１７年４月 
練習艦隊大湊入港 

 平成２９年４月９日（日）、大湊港に練習艦隊（司令官：海将補 眞鍋浩司）（練習艦
『かしま』、『やまゆき』、護衛艦『はるさめ』）が入港しました。 

 練習艦隊には今年３月１８日（土）、広島県江田島市にある海上自衛隊幹部候補生
学校を卒業した初級幹部約１９０名が乗艦しており、今回の寄港は初級幹部に対する
訓練である近海練習航海の途上大湊に入港した 
ものです。 

 入港歓迎行事では大湊地方総監、むつ市長他、隊員、協力団体が出迎える中、宮
下市長から「地元の方々と大いに交流をし、この土地を皆様の故郷として愛していた
だけるよう心から期待します。」と歓迎の挨拶をいただいた後に、眞鍋練習艦隊司令
官が「大湊におきましては各種施設を研修し、北の海上防衛の歴史を学ぶとともに、 
海の防人として更なる成長を図りたい。」と述べました。 

 実習幹部は２日間の研修やレセプション等を通じ、大湊、むつ市や下北半島の歴史
や文化や食に触れ、市民との交流を深め、１１日（火）朝に次の寄港地に向け出港し
ました。 

 練習艦隊は５月末まで近海練習航海を行い、その後、約５か月間の遠洋練習航海
を行います。 



日本ネービー友好協会から感謝状贈呈 

 平成２９年４月１４日（金）、東京都新宿区にあるグランドヒル市ヶ谷で 

日米ネービー友好協会（ＪＡＮＡＦＡ）から大湊海曹会（会長・山下曹長）に感謝状
が贈呈されました。 

 同協会は、海上自衛隊と米海軍との友好親善及び相互理解の増進に寄与す
ることを目的としており、大湊海曹会は、平成１６年以降、米海軍三沢航空基地
の米軍人とともに、毎年行われる「大湊ねぶた」への参加や、スポーツ交流など
を通じ、日本文化の理解及び友好親善に貢献したことが評価されました。 



消防の潜水研修支援 

 平成２９年４月１２日（水）～４月１４日（金）、陸奥湾及び大湊港内において、下北
地域等の消防の潜水員１５名に対し、大湊警備隊が潜水研修支援を実施しました。 

 本研修は海上で溺者や行方不明者が発生した場合に備え、下北地域消防の捜索
救助能力を向上させることで地域の防災態勢向上に寄与するとともに、地域消防と
の連携強化を目的として行っているものです。 

 今次訓練では、スノーケル泳法や素潜り、捜索法などの各種潜水能力向上を図る

とともに、相互に顔の見える関係を構築しました。 



第７０回憲法記念下北駅伝競争大会 

 平成２９年５月３日（水）、むつ市陸上競技協会主催による「第７０回憲法記念下北駅
伝競走大会」が開かれました。 

 海上自衛隊大湊チーム（男子２チーム、女子１チーム）は一般・高校男子の部（計２０
チーム ６区間２２．９ｋｍ）と女子の部（計１２チーム ５区画９．７ｋｍ）に参加しました。 

 各チームが健脚競う中、海上自衛隊大湊Ａチームが熊本地震対応のため準備不十
分で２位に終わった昨年の雪辱を果たし、見事優勝しました。 

２０１７年５月 



空中消火訓練 

平成２９年６月８日（木）、大湊航空基地及び芦崎湾内で第７３航空隊所属の救
難ヘリ「ＵＨ－６０Ｊ」が空中消火訓練を行いました。 

 これは山火事を想定し、ヘリコプターに吊下げた「バンビー・バケット」と呼ばれ
るバケツで湾内から水を汲み上げ、上空から放水する訓練です。 

 海上自衛隊では地域に対する安心安全のため、常日頃から万が一を想定し
訓練を実施しています。 

 同訓練は、ＮＨＫ地方版のニュースで放映されるとともに、新聞各紙でもとり上
げられ、地域住民に対する海自の防災に関する理解の深化につながりました。 

２０１７年６月 



「マリンフェスタｉｎ大湊」 

 平成２９年６月１０日（土）、大湊基地及び大湊航空基地で「マリンフェスタｉｎ大湊」
を開催しました。 

 各部隊とも、日頃の仕事ぶりを紹介するため、工夫をこらしたイベントを行いまし
た。 

 年に１度の基地開放ということもあり、午前中、一時降雨があったにもかかわらず、
県内外からの多くの来場者で賑わいました。 



第３８回清掃登山 

 ６月１１日（日）、釜臥山とその周辺でむつロータリークラブ等が主催する第３８回清
掃登山が行われました。 

 海上自衛隊からは、大湊在籍部隊の隊員約１５０名が参加し、これから迎える観光
シーズンに向け釜臥山及び水源池公園等の美化に努めました。 
 今後も引き続き清掃活動を通じて地域貢献とむつ市民との交流を深めていきます。 



「佐井村うに祭り２０１７」における広報活動 

 平成２９年６月１７日（土）・１８日（日）、青森県下北郡佐井村で行われた「佐
井村うに祭り２０１７」に併せて、大湊地方隊の曳船「ＹＴ９０」の一般公開を行
いました。 

 両日とも天候に恵まれ、祭りの賑わいの中、多くの家族連れの方々に普段
は見ることのない船内の公開や災害派遣における曳船の活動等についての
説明を実施しました。 



第２回海上自衛隊フットサル競技地区予選 

 平成２９年６月２８日（水）、大湊基地にて海上自衛隊フットサル競技の地区大会
を行いました。 

 本大会では９月に行う海自フットサル大会の出場権をかけて、青森、北海道地区
の陸上部隊、艦艇部隊、航空部隊のそれぞれ選抜された男子７チーム、女子２
チームが争いました。 

 各チーム激戦が繰り広げられる中、男子「八戸Ｂチーム」、女子「八戸チーム」が
優勝し海自大会への出場を決めました。 



大湊小学校「総合的な学習」への協力 

 平成２９年６月３０日（金）、大湊小学校が行う総合的な学習（キャリア教育）に協
力しました。 

 本学習は大湊小５年生２５名に対し、大湊及びむつ下北地区の地域の特徴を活
かした仕事を見学・体験することで、自分の将来の夢について考えることを目的と
して行われたものです。 

 海上自衛隊大湊基地では、護衛艦、衛生隊、基地業務隊（調理室）、造修補給
所（小出庫倉庫）などを見学するとともに説明を受け、仕事内容等について活発に
質問をしていました。 



大湊地方隊「災害派遣訓練」 

 平成２９年７月７日（金）、海上自衛隊大湊基地内で災害派遣訓練を実施しました。 
本訓練は、大規模災害における大湊地方隊の対処能力の維持・向上を目的に行って
いるものです。 

 昨今、大規模災害など各種事態への対応で自衛隊に高い関心が集まる中、大湊地
方隊は国民の安心・安全のため、常に災害に備え訓練を重ねています。 

・多用途支援艦「すおう」による車両等搭載・輸送・卸下訓練 

・緊急登庁支援訓練            ・防衛省の通信網へ接続する通信復旧訓練 

・入浴支援展開訓練                 ・移動給養班による給食訓練 

２０１７年７月 



鰺ヶ沢町七里長浜港における多用途支援艦「すおう」艦艇広報 

 平成２９年７月２２日（土）・２３日（日）、青森県鰺ヶ沢町七里長浜港において、 
多用途支援艦「すおう」の一般公開を行いました。 

 入港時の歓迎行事では、鰺ヶ沢町長から歓迎の挨拶をいただくなど、町の関係者
の方々が温かく迎え入れてくれました。 

 両日ともに天候には恵まれなかったものの、多数の家族連れを含む来艦者に普段
は見ることのない艦内や防災訓練・災害派遣時における活動について説明を実施し
ました。 



「酒田海洋少年団」部隊研修 

 平成２９年７月２６日（水）、山形県の「酒田海洋少年団」９名が大湊基地におい
て研修を行いました。 

 海洋少年団は、海での活動を中心に、人間性や社会性を養い、たくましい人間
の育成をめざす社会教育団体で、今回は教育の一環として、子供達の夏休みを
利用し来訪したものです。 

 当日は、北洋館見学、曳船による湾内クルーズ、護衛艦「まきなみ」の見学を実
施しました。 



「下北ウォーク」への支援 

 平成２９年７月２９日（土）、むつ青年会議所主催の「下北ウォーク」を支援しました。 

 このイベントは、全行程約３０ｋｍのコースを小学生が２日間かけて歩き、様々な体
験や学習を通して心身の育成を図り、「生きる力」を育む事業です。 

 当日は大湊航空基地前出発、大湊基地内を歩くとともに、曳船での航海や救急救

命法を体験しました。 



第１９回「まさかりレガッタ」 

 平成２９年７月３０日（日）、むつ市を流れる新田名部川で、むつ地区ボート協会主
催の「まさかりレガッタ」競技が行われました。 

 本競技は、年齢、経験、男女などによって６部門に分かれ、初心者から経験者ま
で参加できる市民参加型のボートレース大会です。 

 海上自衛隊大湊地区に所在する部隊からは１０チームが参加し、多くの市民の声
援を受けながら他のチームとの熱戦を繰り広げました。 



サマースクール（隊内生活体験） 

２０１７年８月 

 平成２９年７月３１日（月）～８月２日（水）、大湊基地等において「サマースクール
（隊内生活体験）」を開講し、青森県、岩手県の高校生等２７名が参加しました。 

 サマースクールは毎年、高校生等を対象に、海上自衛隊に関する理解を深めて
もらうことを目的に、基地内での生活体験、基本的な訓練、艦艇や航空部隊等の
見学・体験を行っているものです。 

 今年も参加者は、規則正しい生活や普段操作することができない消防車の放水
など貴重な体験をしました。 



「日本丸」実習員部隊研修 

 平成２９年８月５日（土）、海技教育機構の練習帆船「日本丸」実習員（東京海洋大
学１学年）１０７名が大湊基地を研修しました。 

 実習員は、日本丸での日本周回の海上実習によって、心身の錬磨や慣海性を養
い船乗りとしての資質を養成をするとともに、海技免許取得を目指しています。 

 今回は教育の一環としての来訪で、北洋館と護衛艦を見学し、船乗りとしての知
見を広げるとともに、海上自衛隊に関する理解を深めてもらいました。 



大湊ネブタ祭り 

 平成２９年８月４日（金）～６日（日）、１３０年続く伝統行事の「大湊ネブタ祭り」に
大湊所在部隊の隊員が３日間で延べ約４５０名が参加し、祭りを盛り上げました。 

 各町内会の迫力あるすばらしい人形ネブタとともに、海上自衛隊からも「武蔵と
化け山伏」を題材に迫力あるネブタで出陣しました。 

 今年も大湊海曹会は三沢航空基地の米軍人とともに祭りに参加し交流を深め、
また、１２台のネブタが連なった合同運航では、勇壮な「はやし」とあでやかな流し
踊りを披露し、沿道に集まった多くの観客を沸かせました。 

 大湊海上自衛隊は、今後もこうした地域の祭り等の行事への参加を通じ、地元
との共存共栄関係を図ってまいります。 



「むつ市総合防災訓練」への参加 

 平成２９年８月２５日（金）、むつ市川内地区でむつ市主催による「むつ市総合
防災訓練」が行われ、海上自衛隊大湊地方総監部を含む陸・海・空自衛隊が参
加しました。 

 訓練は、むつ市で震度６強を観測し、市内全域が停電、各地で建物の倒壊や
火災が発生しているほか、ライフラインにも甚大な被害が発生したことを想定し
実施され、参加した関係機関との連携を確認するとともに、迅速かつ的確に実
施できる防災体制の強化に努めました 

高速船「ナッチャンＷｏｒｌｄ」入港訓練を研修 

 平成２９年８月２８日（月）青森県大間町で、災害派遣等に備え防衛省が人員
や装備の大規模輸送を効率的に実施するために、運航会社と契約を結んでい
る高速船「ナッチャンＷｏｒｌｄ」が訓練で大間原子力建設所の専用港湾に入港し
ました。 

 大湊地方総監部防災担当者は入港のための後方支援のため、入港訓練の研
修を行いました。 



大学生サマーツアー 

 平成２９年８月２８日（月）～９月１日（金）の間、青森県の陸・海・空自衛隊におい
て、防衛省が実施している大学生（４０名）を対象とした自衛隊生活体験ツアーを
行いました。 
 参加した大学生には４泊５日の研修の間、自衛官との懇談等各種体験を通じ、 

自衛隊への理解を深めてもらいました。大湊地区の研修は８月３１日（木）に実施
しました。 



砕氷艦「しらせ」八戸入港 

２０１７年９月 

 平成２９年９月１日（金）、砕氷艦「しらせ」が八戸港に入港しました。 

 現在、「しらせ」は南極における観測隊や物資の輸送、研究を支援するための訓
練で日本近海を回っており、各寄港地では一般公開も行われています。 

 ９月２日（土）・３日（日）の一般公開では、普段見ることの出来ない南極の氷や艦
内の見学など、多くの来艦者に来ていただきました。 



市民とのふれあいコンサート 

 平成２９年９月２日（土）、弘前市民会館で大湊音楽隊による「市民とのふれあいコ
ンサート」を開催しました。 

 第１部は「日本の心」と題し、邦人作曲家の作品「セレブレイト」、「浜辺の歌」、「梁
塵秘抄～熊野古道の幻想～」、「シーガル」、「吹奏楽のための抒情的『祭り』」の５曲
で日本の美しい情景を感じとれるよう構成され、第２部では「広がる夢の世界」と題し
て、アニメ映画やゲーム音楽を中心に、「ルパン三世のテーマ」、「となりのトトロ」、 

「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」、「ファイナルファンタジー・メインテーマ」、「ドラゴンクエ
ストによるコンサートセレクション」を披露、華やかな構成と変化に富んだ演奏でプロ
グラムを終了しました。 

 その後も鳴り止まないアンコールの拍手に応え、行進曲「軍艦」、「故郷（唱歌）」で
聴衆の心を魅了し、コンサートは終了しました。 



歴史学者・山内昌之氏大湊部隊訪問 

 平成２９年９月１９日（火）、歴史学者である東京大学名誉教授・山内昌之氏が
隊員に対する講話のため、大湊地方総監部を訪問されました。 

 講話は、「ユーラシア地政学と中東複合危機」と題して行われ、各部隊指揮官を
含めた約３００名の隊員が聴講し、流動する国際情勢の理解を深めることができ
ました。 
 講話後は、ミサイル艇「わかたか」での体験航海や大湊基地内の見学を通じ、 
北方海域防衛の重要性について認識を深めていただきました。 



大型客船「セレブリティ・ミレニアム」青森入港 

２０１７年１０月 

 平成２９年１０月２日（月）、青森港新中央ふ頭に大型客船「セレブリティ・ミレニアム」
が入港しました。 

 海上自衛隊大湊音楽隊は、青森港国際化推進協議会主催の入港歓迎催事で海外
からの観光客約２０００名を前に歓迎演奏を行いました。 



大湊地方隊駅伝競技 

 平成２９年１０月１６日（月）、大湊基地内において大湊地方隊駅伝競技を行いました。 

 同競技は北海道地区を含む大地隊隷下部隊のほか、第２５航空隊、第７３航空隊大湊
航空分遣隊、大湊システム通信隊及び下北海洋観測所が参加し、選抜１１チーム（各７
人）、抽選１２チーム（各６人）の合計２３チームが１区間約３ｋｍのコースを力走し、優勝
を争いました。 

 懸命にタスキをつなぎ各部隊の選手が健闘する中、「大監Ｂ・大衛生チーム」が総合優
勝し、晩秋の大湊を駆け抜けた駅伝競技は幕を閉じました。 



平成２９年度青森県原子力防災訓練 

 平成２９年１０月２５日（水）、青森県原子力防災訓練に参加しました。 

 本訓練は、原子力災害が発生した場合に備えた初動、避難等の対応強化や防災関
係機関との連携強化を行い、地域防災計画の実効性の向上を図ることを目的とされて
います。 

 訓練では、むつ市大平岸壁から大湊警備隊所属の曳船が、東通村からの想定避難
者６５名を乗せて海路避難訓練を行い、大湊地方隊の防災に関する取組みについて理
解を深めてもらいました。 



上半期働き方改革優秀部隊表彰式 

 平成２９年１０月２６日（木）、大湊地方総監部において、平成２９年度上半期大
湊地方隊働き方改革で成果を挙げた３部隊を表彰しました。 

 最優秀部隊である大湊警備隊、優秀部隊である大湊造修補給所、稚内基地分
遣隊に対し、大湊地方総監から表彰状を授与しました。 



第２９回恐山往復駅伝競走大会 

２０１７年１１月 

 平成２９年１１月３日（金）、むつ市陸上競技協会主催の「第２９回恐山往復駅伝競走大
会」が行われました。 

 本大会では、一般及び高校の部（２０チーム）・中学生の部（１１チーム）に分かれ、むつ
市の「円通寺」から「恐山山門」までの往復２８．８ｋｍの９区間を健脚競う中、タスキをつな
ぎ優勝を争いました。 

 大湊地方隊からは大湊造修補給所（写真左下（１３位））、大湊警備隊（写真右下（１８
位））の２チームのほか、多くの海上自衛官が参加し、秋の色に染まる山道を力走しました。 



高速船「ナッチャンＷｏｒｌｄ」むつ小川原港入港支援訓練 

 平成２９年１１月１５日（水）、大湊地方隊は青森県六ヶ所村むつ小川原港で、ＰＦＩ
(Private Financial Initiative)船舶に指定されている「ナッチャンＷｏｒｌｄ」の入港支援訓
練を行いました。 

 下北半島は地理的特徴から、災害で陸路を遮断された場合、海からの救援活動等
の重要性が認識されています。 

  「ナッチャンＷｏｒｌｄ」については、下北半島の港湾で入港訓練をするのは、本年８
月の大間原子力発電所専用岸壁に続き２回目となります。 

 大湊地方隊の防災関係者は、この研修により、災害派遣時に運航される可能性の
ある民間船舶を機動的に支援できることを確認するとともに、同船の機動力に関し理
解を深めました。 

第５７回東北防衛衛生学会 



 平成２９年１１月１６日（木）、大湊衛生隊は、自衛隊大湊病院主催による「第５７
回東北防衛衛生学会」に参加し、学会進行の支援を行いました。 

 本学会では、陸・海・空自衛隊の衛生関係者が一同に集い、自衛隊衛生の両輪で
ある救急医療と健康増進について議論が交わされました。 

 また、八戸市民病院の今院長からは「劇的救命」、弘前大学大学院の中路特任教
授からは「寿命革命」と題し、宮下むつ市長からは「むつ市における健康増進の取り
組み」について、御講演いただきました。 



除雪隊編成式 

２０１７年１２月 

 平成２９年１２月１日（金）、大湊基地において除雪隊の編成式を行いました。 

 除雪隊指揮官である大湊基地業務隊司令は、除雪隊長から除雪隊員３５名
の編成完了報告を受けた後、除雪隊員に対し訓示を行いました。 



海上自衛隊大湊音楽隊「クリスマス・コンサート」 

 平成２９年１２月２日（土）、下北文化会館において大湊音楽隊による「クリス
マス・コンサート」を開催しました。 

 第１部は、「くるみ割り人形」をメインとしたクラシック音楽に語りを入れ、音楽
とストーリーの調和を楽しんでいただき、第２部では、定番のクリスマスソング
を中心に構成し、隊員の歌などを交えて華やかな演奏を行いました。 

 その後も鳴り止まないアンコールの拍手に応え「ホワイト・クリスマス」、「軍
艦」の２曲を披露し、客席とステージが一体となって大盛況のうちに演奏会は
幕を閉じました。 



第２９次派遣海賊対処水上部隊出国行事 

 平成２９年１２月３日（日）、大湊基地において、第２９次派遣海賊対処水上部隊の
出国行事を行いました。 

 第２９次派遣海賊対処水上部隊は、第７護衛隊の護衛艦「せとぎり」の乗員約２１０
名の他、海上保安官８名が同乗し、ソマリア沖アデン湾における海賊に対する警戒
や監視等の任務にあたります。 

 大湊地方総監が防衛大臣の訓示を代読、第７護衛隊司令森山１等海佐が任務の
遂行と無事の帰艦を誓った後、音楽隊の演奏の中、大勢の家族や隊員に見守られ
ながら、乗員一同元気に現地に向け出港しました。 



隊員と家族のためのクリスマスコンサート 

 平成２９年１２月９日（土）、大湊基地レクリエーションセンターにおいて、大湊海友会主
催による隊員家族に対するクリスマスコンサートが行われました。 

 大湊海友会とは、大湊地区に所在する部隊の隊員等が相互の親睦を図るために作ら
れた会です。 

 会場には多数の遊具等も設置され、子供たちの元気に駆け回る歓声が響く中、第１部
では大湊海友会軽音楽部「フェアセーリング」が、Ｊ－ＰＯＰ（邦楽）を中心に明るく盛り上
る曲で会場を沸かせました。 

 引き続き第２部は、大湊音楽隊がクリスマスの曲を中心とした演奏と隊員の歌で、子供
や大人も一緒になってコンサートを楽しみ、最後のアンコールでは行進曲「軍艦」を披露し、 
会場は大盛況のうちに幕を閉じました。 



大湊警備隊「働き方改革推進取組コンテスト」において海上幕僚長賞受賞 

 平成２９年１２月１３日（水）、防衛省海上幕僚監部において、「平成２９年度働き方改革
推進のための取組コンテスト」の表彰式が行われ、大湊警備隊に海上幕僚長賞を授与
されました。 

 これは大湊警備隊の働き方改革推進の取組が評価され今回の受賞に至ったもので、
当日は海上幕僚長から表彰状と記念品の盾が授与されました。 

 大湊地方隊は、推進してきた「働き方改革」を継続し、仕事のやり方等を見直し、余力
のある部隊の実現、働きやすい環境の整備に努め、隊員が安心して職務に精励できる
環境作りを推進しています。 



保育担当隊員による保育施設研修 

 平成２９年１２月１４日（木）、むつ市の大平保育園において、大湊地方隊の隊
員９名が保育研修を行いました。 

 本研修は平成２６年１２月にむつ市との間で締結した「隊員家族あんしん協定」
に基づき、大平保育園の協力を得て、保育担当隊員の育成のため、必要な基礎
知識や技術を学ぶことを目的として実施したものです。 

 このような研修を通じて大湊地方隊は、災害派遣等の緊急登庁時に、隊員が帯
同した子供を隊内で一時的に預かる受け入れ態勢を構築しています。 



第３５回海上自衛隊柔道・剣道大会大湊地方大会 

 平成２９年１２月１８日（月）、大湊基地内において、第３５回海上自衛隊柔道・剣道大
会大湊地方大会を開催しました。 

 同大会には、青森・北海道地区に所在する陸上部隊、艦艇部隊、航空部隊から選抜
された隊員が、団体戦（柔道・剣道共に７チーム）と個人戦（柔道：－７８ｋｇ級の部７名 
無差別級の部１４名、剣道：無段の部８名 有段の部１４名）に参加しました。 

 活躍が期待される新人が参加し、ベテラン選手との世代交代も期待される中、選手達
は力いっぱい試合に挑みました。団体戦・個人戦での優勝者等は、来年２月に広島県
呉市で行われる海上自衛隊柔道・剣道大会に大湊地区代表として参加します。 



青森県内消防署勤務の潜水員に対する訓練支援 

平成２９年１２月１８日（月）から１２月２０日（水）の間、陸奥湾及び大湊港内において、 
下北地域等の消防の潜水員２０名に対し、大湊警備隊が潜水研修支援を行いました。 

 本研修は、海上で溺者や行方不明者が発生した場合に備え、下北地域消防の捜索救
助訓練を支援することで、地域の防災態勢の向上に寄与することを目的として行ってい
ます。 

 期間中、折からの寒気の影響でひときわ厳しい訓練環境となりましたが、参加者は訓
練では、スノーケル泳法や素潜り、捜索法などの各種訓練に励み、 
能力の向上と相互の連携強化を図ることができました。 



安全だるま満願点睛 

 平成２９年１２月２２日（金）、大湊地方総監部内において、大湊地方総監と大
湊地方隊各部隊指揮官等が今年１年間の安全を祈願した「安全だるま」に右目を
描き入れました。 

 今年の１月１０日（火）に、願いを込めて開眼点睛。この１年間、大湊地方隊の
安全を見守った「安全だるま」は、本日を区切りにその役目を終えました。 


