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１等空士 丸川亜未
（沖縄県出身）

３等空尉 岡田怜蘭
（東京都出身）

空士長 内田彩音
（島根県出身）

日本の平和を空から守る、
それが空女！
航空自衛隊には、性別に関わらず、すべての隊員一人
ひとりが、自衛隊の任務に「誇り」と「やりがい」を
もって活躍できる幅広いフィールドがあります。
このパンフレットを手にとってくださった皆さんに、
航空自衛隊で活躍する女性隊員を紹介します。

ハイテクな戦闘機を
駆使する部隊の一員として
日々、向上心をもって
取り組んでいます。

（左から）
空士長 宮﨑由佳 （長崎県出身）
３等空曹 熊谷　彩 （青森県出身）
空 士 長 山本朋子 （山口県出身）
空 士 長 西村志保 （沖縄県出身）

（表　紙）
 ３等空曹 廻 田 直 子（宮崎県出身）

（裏表紙 左から）
 2等空曹 德 留 彩 乃（宮崎県出身）
 空 士 長 小 山 莉 奈（新潟県出身）
 2等空尉 松 島 美 紗（神奈川県出身）
 ３等空曹 廣瀬美奈江（福岡県出身）
 ３等空曹 藤 原 由 希（大分県出身）
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３等空曹 緒方　愛
（宮崎県出身）

空士長 森　美桜
（福岡県出身）

空士長 小島千明
（千葉県出身）

空士長 長谷川由加里
（千葉県出身）

空士長 猪俣裕美
（北海道出身）

空士長 中村汐里
（福井県出身）

３等空曹 大場美香
（山形県出身）

３等空曹 山田　歩
（北海道出身）

3等空曹 下山さゆり
（福岡県出身）

３等空曹 松下千花
（福岡県出身）

●乗員：1人　●エンジン：F135-PW-100 × 1
●サイズ：10.7 × 15.6 × 4.4m
●最大速度：マッハ約1.6　●航続距離：約 2,200km
●武装：25mm機関砲、空対空レーダーミサイル、
　空対空赤外線ミサイル

F-35A 戦闘機



To the new field　新たなフィールドへ

◉●●●●●　これまでの経歴　●●●●●◉

2014年 3月 防衛大学校卒業（第 58期生）
 9月 航空自衛隊幹部候補生学校修了
  操縦要員として訓練開始
  飛行準備課程
2015年 2月 初級操縦（T-7）課程
 3月 幹部自衛官任官
 8月 基本操縦（T-400）課程
2016年 10月 ウイングマーク取得
  女性戦闘機操縦要員候補者として訓練開始
  T-4 機種転換操縦課程
2017年 4月 戦闘機操縦基礎課程
 10月 戦闘機操縦（F-15）課程
2018年 8月 F-15 戦闘機操縦者としての資格付与
  女性戦闘機操縦者誕生

日本初の

戦闘機パイロット誕生！
航空自衛隊では、平成７年から女性操縦者の養成を開始し、
すでに輸送機や救難機の女性操縦者が大空で活躍しています。
平成27年11月、女性自衛官の戦闘機操縦者への配置制限が解除され、
平成30年８月、航空自衛隊に女性戦闘機操縦者が誕生しました。
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ブリーフィング中の

　松島 2等空尉

女性航空機
整備員

と共に♪

２等空尉
松島美紗（神奈川県出身）

小学生の頃に初めて飛行機
を見てからパイロットに憧
れ、一方で、人の役にたつ
仕事がしたいとも思ってい
ました。女性戦闘機操縦者
の第１期生として、周囲の
期待に応えられるよう、こ
れまで支えてくれた人々に
恩返しできるよう頑張りた
いです。Ｆ‒15に乗れるこ
とを誇りに思います。

3

女 性

フライト前の

　点検中
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To the new field　新たなフィールドへ

航空自衛隊 へ

航空自衛隊は、宇宙の安定的な利用を確保するため、
宇宙航空研究開発機構（JAXA）など
国内関係機関や米国と連携し、
宇宙状況監視を始めとする宇宙分野における
各種取組を推進しています。

宇 宙

防衛技官
福田真珠美（徳島県出身）

宇宙状況監視システムを整
備する仕事をしています。
前例がない仕事は、一つ一
つにやりがいがあり、航空
自衛隊の宇宙分野の最初の
一歩を構築するため日々努
力しています。

2等空佐
上羽一広（北海道出身）

上羽 2佐が共に勤務するJAXA職員のみなさんと

同僚と

ミィーティング中の

福田技官

新たな分野に挑む航空自衛隊の精鋭チーム

JAXAに派遣され、
活躍中の航空自衛官！



隊員のメンタルヘルスを向上させる
ため、心理教育やカウンセリングを
実施しています。皆が活き活きと働
けるようサポートするやりがいのある
仕事です。

衛生（心理）

7

航空機に搭載される通信電子機器の
点検整備をしています。航空機を安
全に運用するために、整備員として
のプライドを持って日々業務にあた
り、技術を磨いています。

機上電子整備
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万が一の際、パイロットの命を救う
最後の砦として必ず使用出来なけ
ればならないのが救命装備品です。
「命」を救う救命装備品の整備をし
ていることを誇りにしています。

救命装備品整備
対領空侵犯措置等の任務において、
戦闘機等を管制しています。パイ
ロットとの交信では緊張しますが、
とてもやりがいがある職務です。

兵器管制

3等空尉
鳴尾花恵（神奈川県出身）

空士長
山下千晶（静岡県出身）

空士長
金塚美咲希（福島県出身）

１等空尉
村瀨聡美（北海道出身）



輸送ヘリコプターの整備をしていま
す。航空機の整備や管理など勉強す
る事がたくさんありますが、上司・
同僚に支えてもらいながら毎日楽し
く働いています。

ヘリコプター整備

航空機の状況などを音声やモールス
信号を使い分け、迅速確実をモットー
に対地及び航空機相互で交信する仕
事です。また、地上では航空機搭載
無線機等の点検を行っています。

9

機上無線
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気象観測及び各種気象情報を提供し
ています。航空機が安全に離着陸で
きるよう空の変化を見守っています。
日々の気象変化を学ぶことができ、
やりがいを感じています。

気象観測

３等空曹
廣瀬美奈江（福岡県出身）

３等空曹
佐藤聡子（三重県出身）

３等空曹
下屋敷圭澄（石川県出身）

自衛隊車両の定期整備や故障修理な
どの業務を行っています。大型車か
ら小型車まで幅広く整備するので、
日々、勉強しながら頑張っています。

車両整備

３等空曹
藤原由希（大分県出身）



隊員の食事を提供するため、調理や
配食の業務を行っています。衛生管
理に細心の注意を払い、美味しいと
言ってもらえるよう全力で頑張ってい
ます。

給　養
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基地内建物の維持補修、飛行場の機
能を維持するために滑走路補修、除
雪等を行っています。様々な知識や
技能を習得し、部隊の戦力になれる
よう頑張っています。

土木建築
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航空機への弾薬搭載や武装関連装備
品の点検整備を通じて、対領空侵犯
措置等の重要な任務の一翼を担って
いることに、日々、誇りとやりがい
を感じています。

武器弾薬

健康診断、身体検査及び診療など隊
員の健康管理を行っています。周囲
の助けを借りて仕事と育児に奮闘し
つつも、自分のキャリアにあった任
務遂行ができる職場です。

医　官

３等空曹
西　美貴恵（岐阜県出身）

空士長
小山莉奈（新潟県出身）

空士長
石田雅己（福岡県出身）

3等空佐
　田香織（大阪府出身）



高等学校等

防衛医科大学校

准　尉

准空尉

航空幕僚長

空将補

1等空佐

2等空佐

空将
防衛大学校

航空学生

大学等

幹　部

3等空佐

幹
部
候
補
生

3等空佐

2等空佐

1等空佐

1等空尉

2等空尉

3等空尉

1等空尉

2等空尉准　尉

曹

空曹長

1等空曹

2等空曹

3等空曹

士

空士長

1等空士

2等空士

一般曹候補生

自衛官
候補生

採用試験　　　試験又は選考　　　教育期間終了後

１等空尉　濱野裕史
（三重県出身）

航空自衛隊には、多種多様な
任務を遂行するために様々な
職種があります。全ての職種、
配置において、女性自衛官の
配置制限はなくなりました。
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航空学生
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。航空学生
課程では、団体生活を送
りながら各種訓練を受
け、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。

一般曹候補生
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。

自衛官候補生
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。

■ 航空自衛官の任用制度

■ 主な任用コース

すべての職員が働きやすい環境の整備
航空自衛隊は、男女ともに育児や介護などで時間的制約のある職
員が活躍できる職場とするための様々な取組を推進しています。

ワークライフバランスへの
取組

３等空佐　宮本美緒（福岡県出身）

休業中は充実した
主夫生活を
過ごせました！!

幹部候補生
自衛隊組織の骨幹である
幹部自衛官（パイロット
要員含む。）を養成する
制度です。卒業後は初級
幹部として部隊を指揮し
ながら、さらなる知識と
技能の修得に努めます。

航空自衛官の
採用・人材育成

▲3等空曹
　牧内　睦（静岡県出身）

▲ 1等空尉
　加藤裕美（愛知県出身）

ワラビーちゃん
Work Life Balance

夫の家事スキルが
格段にアップし、
とても助かっています。

３等空曹　橋本千恵美
（福井県出身）

３等空曹　橋本光史
（長崎県出身）

男性でも
育児休業が取得できる
環境が整ってきている
と実感しています。

夫（防衛技官）も一緒
に育児休業を取得し
て、二人で協力して
初めての子育てを頑
張る予定です。

◀  詳しくは、こちら 

防衛省ＷＬＢ

育メンパイロット

 います！

もうすぐ、

ママです。

私たち夫婦で

育児休業取りました！

マタニティ用の

制服


