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航空自衛隊
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事務官等採用パンフレット

CO N T E N TS
近年、わが国を取り巻く安全保障環境は、
一層厳しさを増してきており、
航空自衛隊の果たすべき役割も、
益々重要なものになってきています。
私たちは、国民の負託に応えるべく、
わが国の平和と安全を断固として守り抜くため、
地域・世界の平和と安定のため、
これからも任務に邁進していくとともに、
従来にはなかった領域、機能、地域における能力の獲得に挑戦し、
新たな航空自衛隊として進化を続けます。
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わが国周辺の「空」の状況

航空自衛隊の任務

様々な安全保障上の課題や不安定要因が、より顕在化・先鋭化し、わが国を
取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しています。

航空自衛隊は、多種多様な任務に着実に対応します。

■北朝鮮による弾道ミサイル発射
北朝鮮は、これまで６回の核実験を実施したほか、16（平成 28）
年以来、50 発もの弾道ミサイルの発射を繰り返すなど、大量破壊兵
器や弾道ミサイル開発の推進及び運用能力の向上を図るとともに、大
規模な特殊部隊を保持するなど、いわゆる非対称的な軍事能力を維持・
強化していると考えられています。加えて、北朝鮮は、わが国を含む
関係国に対する挑発的言動を繰り返しています。
北朝鮮のこうした軍事的な動きは、わが国の安全に対するこれまで
にない重大かつ差し迫った脅威であり、地域及び国際社会の平和と安
全を著しく損なうものとなっています。

■中国の軍事活動の活発化
中国は軍事力を広範か
つ急速に進化して、東シ
ナ海や南シナ海をはじめ
中国戦闘機（Su-30）
とする海空域などにおい
て活動を急速に拡大・活発化させています。この
ような中国の軍事動向などは、軍事や安全保障に
関する透明性の不足とあいまって、わが国として
強く懸念しており、今後も強い関心を持って注視
していく必要があります。また、地域・国際社会
の安全保障上においても懸念されるところとなっ
ています。

■ロシアの軍事動向
ロシアは、軍の近代化
を推進し、軍の活動を活
発化させています。極東
地域では、最新鋭戦闘機 ロシア戦闘機（Su-35）
の配備を開始していることに加え、軍用機による
わが国周囲飛行をたびたび実施しており、今後も
その動向について注視していく必要があります。
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24 時間 365 日、1 日も休むことなくわが国周辺空域の警戒監視を実施しています。

緊急発進の対象となった
中国機及びロシア機の飛行パターン例

Ｅ -767

早期警戒管制機

②対領空侵犯措置
警戒監視により発見した国籍不明機が領空侵犯するおそれがある場合、これに対処していま
す。
年度緊急発進回数の推移

緊急発進するＦ -15 Ｊ戦闘機
出典：統合幕僚監部報道発表資料

わが国領空に接近する国籍不明機に対して、平均すれば毎日３回程度の緊急発進（スクラン
ブル）を行っています。

①警戒監視

領空侵犯に対する措置の要領
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航空自衛隊にしかできないこと
■空を守る唯一の組織

③弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）
我が国の弾道ミサイル防衛は、海自イージス艦による上層での迎撃と空自のペトリオットＰ
ＡＣ－３による下層での迎撃を空自の自動警戒管制システム（ＪＡＤＧＥ）により連携させ効
果的に行う多層防衛を基本としています。

わが国では、地上における警察、海における海上保安庁に相当する
「空の警察力」が存在していません。そのため、航空自衛隊は、平時
から有事まで一貫してわが国の空の平和と安全を担う唯一の組織と
なっています。
F-35 戦闘機

■航空優勢の確保
航空優勢とは、敵から大きな妨害を受ける
ことなく我の諸作戦を遂行できる状態のこと
をいいます。もし航空優勢がなければ、陸上
作戦も海上作戦も円滑に実施することができ
ません。航空優勢を確実に維持することは、
陸海空全ての作戦に必要不可欠なのです。
●警戒管制部隊 ●戦闘機部隊 ●空中給油・輸送部隊 ●地対空誘導弾部隊等それぞれの
部隊等が連携し、日本を守っています。

出典：令和元年度防衛白書

④その他の任務や活動
その他にも自然災害などの災害の発生時には、航空防衛力の特長である即応性、多目的性を
活かして国民の暮らしを守ります。航空機などによる人員・物資の輸送、偵察や連絡要員の派
遣など様々な活動を行っています。
また、日米共同訓練など、日米の連携強化を図り、日米同盟全体の抑止力・対処力を一層強
化し、その絆を示すことは、地域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示すものです。

災害時の人員輸送

災害時の瓦礫撤去

日米共同訓練

■宇宙空間の安定的利用の確保
防衛省は、宇宙の安定的な利用を確
保するため、JAXA など国内関係機関
や米国と連携しつつ、宇宙を監視し、
正確に状況を認識するための宇宙状況
監視体制、SSA 体制といいますが、こ
れを 2022 年度までに構築することを
目指しています。航空自衛隊は、これ
までの防衛力整備において培ったノウ
ハウ等を活かし、現在宇宙状況監視シ
ス テ ム を 構 成 す る ア セ ッ ト の 整 備 を 宇宙状況監視システム
行っています。
また、SSA 体制の構築に当たっては、航空自衛隊に宇宙領域専門部隊を新編するなど、新た
な分野での活躍が期待されています。
※宇宙状況監視（SSA：Space Situational Awareness）
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航空自衛隊の事務官、技官、教官の役割
Why?

なぜ、航空自衛隊に事務官、技官、教官がいるのでしょうか。どのような仕
事をしているのでしょうか。
航空自衛隊は自衛官だけの組織ではありません。自衛官約 43,000 人、事務
官等約 3,000 人 ( 女性 : 約 900 名 )（平成 31 年 4 月 1 日現在）で構成さ
れており、事務官等も重要な役割を果たしています。

nswer 1
“ 自衛官だけではできないこと ”
航空機の操縦や、弾道ミサイルへの対応といった「作戦運用」に直接携わるのは自衛官ですが、
その任務を着実に遂行するためには、事務官等の力も必要となります。
例えば、航空機を構成する部品は故障もすれば、時がたてば消耗し、交換が必要となります。
また、航空機を動かすには、大量の燃料が必要です。そして、これらのモノを適切に取得・維持・
管理していかなければ航空機は空を飛ぶことができません。
このモノの取得・維持・管理等に関する行政事務・技術審査等を行っているのが事務官・技
官になります。
他にも、航空自衛隊の任務を円滑に実施できるよう、更には、自衛官・事務官・技官が安心
して仕事を行えるよう、会計、厚生、人事業務など、人的基盤を支える様々な行政事務があり
ます。
これら業務を着実に行うことで航空自衛隊の任務
を円滑に遂行することができるのです。

nswer 3
“ 専門的なスキル ”
「行政職採用者」は、事務官として総務、人事、会計、厚生、補給、調達、法務といった行政
事務に従事しています。
「技術職採用者」は、技官として装備品の技術的水準の維持向上を図るための調査研究や試験
業務に従事しています。
「専門職（英語）採用者」は、教官として自衛官に対する語学教育を行うことや、事務官とし
て高官の通訳、資料翻訳及び語学力を必要とする行政事務に従事しています。
“ 航空自衛隊の任務は自衛官だけでは遂行できない！ ”
航空機の操縦や、弾道ミサイルへの対応といった「作戦運用」に直接携わるのは自衛官ですが、
その任務を着実に遂行するためには、事務官・技官の力も必要となります。

nswer 2
“ 組織の活性化へ ”
多様な立場からの意見、視点等を取り入れ、航空
自衛隊の任務遂行に反映していくことは、組織の活
性化・進化に繋がります。そのためには、多様な
フィールドで活躍する人財が必要です。
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航空自衛隊の組織と事務官、技官、
教官の勤務地

航空自衛隊は、東京・市ヶ谷に「航空幕僚監部」を置き、防空の主力である「航空総隊」が

全国に展開しています。

さらに、輸送等を担う「航空支援集団」、教育担当の「航空教育集団」、航空の技術開発を進

める「航空開発実験集団」
、装備品や物資の補給などを担当する「補給本部」など、多様な組織
が有機的に連携し、それぞれの任務を遂行しています。

航空自衛隊には全国に 25 の基地､ 48 の分屯基地がありますが､ そのうち､
事務官等は採用後、下図で示す基地において勤務することになります。
※（

防衛大臣

）表記は、分屯基地を示しています。

その他の部隊・機関

補給本部

航空開発実験集団

航空教育集団

航空支援集団

全国異動だけでなく、県内異動や基地内、部隊内での異動も行っており、職員の様々な
状況あるいは組織のニーズに応じて、柔軟な勤務が可能となっています。優秀者は、基地
での勤務経験を積んだあと、20 代後半を目途とし、航空幕僚監部で勤務することが期待さ
れています。

航空総隊

事務官・技官・教官の異動サイクル

航空幕僚監部
（市ヶ谷）

■行政職事務官・行政職技官・専門職（語学）事務官

三沢
（東北町）

行政職事務官・行政職技官・専門職（語学）事務官の異動は、約２～３年ごとに、行われます。
若手の頃は、同一の職域で、よりステップアップした業務に携わることとなりますが、キャ
リアアップとともに、他職域を経験することもあります。
なお、行政職技官は、経験を積み、研究職技官へ職域が変わることもあります。
・行政職事務官の勤務地：市ヶ谷を始めとする全国25か所（ただし、職域に応じて勤務地が限
定されます。）
・行政職技官の主な勤務地：市ヶ谷、十条、入間、岐阜
・専門職（語学）事務官：市ヶ谷、三沢、目黒、横田、府中、那覇

研究職技官の異動は、約 3 ～ 5 年ごとに、行われます。
研究職技官として一層の知見を得るため、防衛大学校大学院理工学研
究（修士課程）にて、２年間研究を行うこともあります。
・研究職技官の主な勤務地：市ヶ谷、横田、府中、岐阜

■語学教官
語学教官の異動は、約 3 ～ 5 年ごとに、行われます。
なお、防衛省専門職（語学）採用者は、語学教官・語学事務官（渉外、
情報収集・分析、安全保障行政など）を横断的に経験し、語学力を活か
した様々な業務に携わっていただきます。
・語学教官の主な勤務地：小牧、奈良、防府北、目黒
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松島
岐阜
小松
小牧
（高蔵寺）

■研究職技官

千歳

百里

熊谷

美保

入間

防府北
防府南
春日
芦屋
築城

浜松

静浜

左より

横田・府中（立川）
・
目黒・市ヶ谷・十条

（木更津）

奈良

新田原

那覇
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各職域の紹介〔一般職（行政系）
〕

一般職（大卒程度）

航空自衛隊の行政系事務官は、主に以下の専門的な職域に分かれ、仕事を行
います。
経験拡大のため、又は本人の希望等を踏まえ、職域間での異動を行うことも
あります。

一般職（高卒者）

人事

厚生

補給

行事の企画 ･ 実施､ 内外に対する広報、基
地周辺住民との調整、庶務業務など

事務官・自衛官の採用、退職、異動、昇給、
昇格、表彰、懲戒に関する業務や人事制度の
企画立案など

事務官・自衛官の福利厚生、共済組合に関
する業務や公務災害に関する業務など

航空機、レーダー、車両などを構成する各
種部品の必要量の算定、在庫統制並びに出納
及び保管に関する業務や品質管理に関する業
務など

会計

調達

法務

航空自衛隊の予算、物品や役務の調達に係
る契約業務や会計監査、会計書類の審査、隊
員の給与、旅費に関する業務など

航空機、レーダー、車両などを構成する各
種部品の原価計算、契約に関する業務や調達
物品の監督及び検査に関する業務など

訴訟への対応、損害賠償処理や航空自衛隊
の運用に関し発生する種々の法律問題への対
応業務及び法規審査に関する業務など

防衛省専門職（英語）
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総務
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ジ
先輩メッセー

一般職大卒（行政）

所属：南西航空警戒管制団人事部人事課
（沖縄県那覇基地）

（東京都十条基地）

採用年度：平成30年度（一般大（行政））

採用年度：平成28年度（一般大（行政））

職種：人事

職種：調達
一般職（大卒程度）

「人事業務実施中！」

後方支援を通じて、部隊を支える
私が航空自衛隊で勤務して良かった事

航空自衛隊は研修制度が長期間設けられています。研修期間中は自衛官と同じ部屋で生活を
共にするので、自衛官のことや訓練のこと等、直接教えてもらえることができます。学校教育
のように業務に関する知識を体系的に学ぶことができるので、実際に仕事を進めていく上で役
立つ知識を身に付けることができます。
また、職場環境については、地域や部署で差がありますが過半数は自衛官で、滑走路がすぐ
そばという点が特徴です。ですので、自衛隊や現場の雰囲気を味わうには航空自衛隊はもって
こいの場所だと思います。

職場の雰囲気が良いことです。
転勤が多く、転勤先で異なる業務をしなければならないこともある、と入省時に聞いていた
ため、業務についていけるか不安に思うことがありました。実際に転勤を経験し、異なった業
務に従事していますが、職場では先輩方や上司等に相談しやすい雰囲気があり、分からないこ
とや判断に迷った時には気兼ねなく相談しています。時には部署を越えてアドバイスをもらい
に行くこともあります。このような環境で業務に取り組むことができるため、航空自衛隊を勤
務先として選んで良かったと思っています。

私の仕事

私の仕事

私が現在担当している業務は人事です。具体的に述べると、
所属隊員の、各種研修・教育や海外勤務等の適任者の資料を
作成したり、勤務時間・勤務成績を確認したりすることが主
な仕事です。また、育児休業や介護休暇等の申請も人事を介
して行います。知っていて損はない国の制度について仕事を
しながら自然と勉強することができるので、その点は人事の
強みだと思っています。
私が人事業務を本格的に始めてからまだ 1 年と経っていな
いので、正直分からないことだらけです。仕事に関連する法
律、規則を都度確認したり、先輩方に教えてもらったりと日々
勉強中です。今後の目標は正確にかつできうる限り素早く作
業を進めていくことです。加えて、せっかく沖縄に赴任して
きたので、地域ならではの業務にも積極的に関わっていきた
いと考えています。

私は補給本部において、救命装備品の調達に関する業務に従事し
ています。
救命装備品は、航空機の緊急時にパイロットを含む航空機搭乗員
が使用するものや、救難員が救難活動を行う際に使用する装備品で
す。部隊の要望等に応じて、所要の装備品を必要な時期に適切に取
得できるよう、装備庁や企業、補給処等と調整し、調達要求するこ
とが主な業務となります。業務においては、要求する装備品がどの
ように運用されているか、どのような機能を有しているのか等、把
握しておくことが求められます。また、その種類も搭載する航空機
ごとに違いがあるなど、多岐にわたるため、日々勉強の毎日です。
昨年は部隊研修に参加し、担当している装備品を現場で見る機会を得ることができました。
通常の業務では書面上で扱っているものが実際に運用されている様や、使用している隊員と接
することで救命装備品の重要性を再確認し、また、その取得に関わる仕事の責任感を認識させ
られました。

オフタイムの過ごし方
デスクワークが主なため、休日はできるだけ体を動かすように
しています。最近では、休日に学生時代の友人と山登りを始めたり、
ボルダリング等のスポーツに挑戦したりしています。健康のため
に始めたものの、今では良いリフレッシュになっています。
また、課業後は映画を見にいったり、美味しいものを食べに行っ
たりと、仕事のことは一切忘れてオフを楽しんでいます。
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防衛省専門職（英語）

仕事終わりは基本的に読書やドラマ・アニメ鑑賞をすることが多いです。
沖縄県へ赴任してからは車を運転するようになったので、たまにですがド
ライブに出かけることもあります。何といっても沖縄の景色は美しいので、
見るだけで癒されています。３連休など時間が多く取れるときは、県外に
出て友達や家族と旅行に行くこともしばしばあります。

一般職（高卒者）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

オフタイムの過ごし方
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所属：補給本部航空機部航空機管理課

ジ
先輩メッセー

一般職高卒（事務）

所属：幹部候補生学校総務課
（奈良県奈良基地）

（埼玉県入間基地）

採用年度：平成27年度（一般高（事務））

採用年度：平成30年度（一般高（事務））

職種：人事

職種：補給

縁の下の力持ち

人情味あふれる雰囲気であることです。全国各地さまざまな出身地の隊員で構成されていま
すが、皆が組織をより良くしていこうとする目的は同じであるため、「チームワーク」というも
のを強く感じます。
また、業務等で困ったことがあれば、気軽に相談でき、的確なアドバイスをいただける等、
皆で解決しようとする雰囲気であり、安心して仕事ができます。アドバイス１つにしても、全
く違った視点の考えを聞けたりするため、自身の視野が広がり、常に向上心を持ち続けられる
組織です。

私は現在、補給という業務に従事していますが、それは、まさに縁の下の力持ちのような仕事です。
航空自衛隊は、航空機を始めとする様々な装備品等を運用していますが、防衛力を適切に発揮す
るためには、常にそれら装備品等を異常なく運用できる態勢が維持されていなくてはなりません。
私の従事している補給業務は、装備品等をはじめとする物品の所要算定、取得（修理を含む。
）
、
保管、配分及び処分という一連のサイクルを通じて装備品等を適切に管理することにより、部隊運
用を裏から支える業務であり、目立つことはあまりありませんが、非常に重要な業務であると誇りを
持って勤務しています。

私の仕事

私の仕事

私は、大きく分けて「幹部自衛官」、
「事務官等」、
「非常勤隊員」
の人事業務に従事しています。
人事業務には、採用、退職、異動、昇格、その他様々な項目が
あり、どれをとっても、強い責任感をもって従事しなければなり
ません。また、人事は様々な職種と業務に関わってくる上、信頼
が得られなければ調整がうまく進まないため、現場に足を運び、
顔と顔を合わせて調整したり、迅速に情報共有をしたりと、関係
部署との強い信頼関係を築けるよう努めています。業務が重なり
大変な時期もありますが、新たに採用した隊員を迎え一緒に仕事
をしたりする等、自分自身が携わった業務が実を結ぶ実感が得ら
れた時のやりがいや達成感はとても大きく、充実した日々を送っ
ています。加えて、人事の仕事は、自身の所属する基地だけでなく、全国に点在する他の基地
の隊員との業務のやりとりもあるので、色々な角度から知識を吸収でき、業務に関する能力や
人間性の面でも、日々成長できている実感を得られる仕事です。

私は第３補給処において取り扱う物品等の取得等に関する業
務に従事しています。
補給処内においては、修理計画を担当する部署と修理契約を
担当する部署が分かれており、私は、修理計画を担当する部署
に所属しています。その中で、私の業務は、修理を担当する会
社と契約担当部署を繋ぐパイプのようなものと認識しています。
私が行う部隊や会社との調整に不具合があれば、修理契約を締
結することに支障を来すだけではなく、その器材を運用してい
る部隊の活動に支障を来しかねません。関係部署との調整がう
まくいくと感謝され、緊急を要する案件を期限内にこなすと大
きな達成感を得ることができます。こういったことは、微々た
るものではありますが、国防の一翼を担っているという責任感、使命感及びやりがいを感じます。

オフタイムの過ごし方
観光がてら美味しいものを食べに行ったりしています。九州生まれのた
め、思い立った時に大阪や京都などにふらっと遊びに行ける感覚がとても
新鮮で、転勤先ならではの楽しみを見つけることができるのはとても魅力
的だと感じています。また、土日や祝日が休みで、休暇制度も充実してい
ることから、休日の計画が立てやすく、年に数回地元に帰省し友人や家族
と過ごしていますし、初の海外旅行も経験できました。

オフタイムの過ごし方
課業外や土日祝日は、ラグビーをしています。基地のチームだ
けでなく、本格的にやりたいので、東京のクラブチームにも所属し、
クラブ選手権及びリーグ戦優勝を目指しています。また、観戦す
ることも好きで、昨年行われた 2019 ラグビーワールドカップ日
本大会も、年次休暇を取得し、北海道、横浜、愛知、熊本の会場
まで観戦に行きました。ラグビーは、自分にとって仕事の気分転
換になるだけでなく、ラグビーを通じて知り合う仲間は、生涯の
宝となりうるものであり、私の人生の活力となっています。
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防衛省専門職（英語）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（高卒者）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（大卒程度）

一人ひとりの人生のために

15

所属：第３補給処資材計画部資材計画課

ジ
先輩メッセー

一般職高卒（事務）

各職域の紹介〔一般職（技術系）
〕

所属：第４補給処木更津支処業務課
（千葉県木更津基地）
採用年度：平成30年度（一般高（事務））
職種：厚生

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

私の仕事

整備
航空機、レーダー、車両などを構成する各種部品の生産及び調達に伴う技術仕様書の作
成や不具合調査の支援、技術審査に関する業務など

防衛省専門職（英語）

私は、業務課業務班において厚生係として勤務しています。
厚生業務は、隊員やその家族の生活の安定と福祉の向上に寄
与する仕事です。厚生業務には、宿舎の管理、医療給付を行
う短期業務、年金給付を行う長期業務、健康管理にかかわる
業務、貯金業務、物品にかかわる業務などがあります。私は
主に階級章などを業者から仕入れて隊員に販売したり、隊員
の健康や生活に必要なものを調達し、貸し出したりする業務
を行っています。厚生の業務は航空自衛隊の活動に直接かか
わる仕事ではありませんが、隊員の生活や心身の健康を守り、
隊員の活躍を陰から支える重要な仕事です。業務の幅が広く、
覚えることや勉強しなければいけないことがたくさんあるの
で、大変だと感じることもありますが、窓口対応をした際な
どに直接「ありがとう」などの言葉を聞くことができたとき
には、この仕事をやっていてよかったと実感でき、やりがいを感じています。

一般職（高卒者）

私は、身近に自衛隊員の方がいたことから、元々航空自衛隊に興味がありましたが、説明会
に参加し、自衛隊の活躍や使命を知ったことで、更に航空自衛隊に惹かれ、入省を希望しました。
入省前は自衛隊に対して、力仕事が多く男性社会といったイメージを持っていたため不安があ
りました。しかし、実際は事務的な職種が多く、また女性の職員もたくさん働いていたので、
とても心強く安心して仕事ができています。航空自衛隊は仕事とプライベートの調和のとれた
職場で、女性が働きやすい環境が整っており、私の周りにも家庭と仕事の両立をしている女性
の職員が多くいます。私もこの環境の中で、将来結婚後も働き続けたいと考えています。

上記職種において勤務・経験を積んだ後、
研究開発に関連した業務を行うこともあります。

オフタイムの過ごし方
休日はよく入省の同期と過ごしています。みんなで集まって
出かけたり、ご飯を食べに行ったりととても仲が良く、最近は
みんなで旅行に行きました。また趣味は、お芝居を観ることが
好きなので舞台演劇や朗読劇などを見に行くことです。東京に
は多くの劇場があるので関東にいるうちにたくさん見に行こう
と思っています。
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一般職（大卒程度）

プライベートも充実！理想の職場

航空自衛隊の防衛技官は、航空自衛隊の保有する装備品等の調達、品質管理、
研究開発、コンピューターシステムを駆使するなどの技術的分野で活躍して
いただきます。主に以下の専門的な職域に分かれ、仕事を行います。

能力分析系

装備実験系

数学・物理・計算機科学・工学一般の
知識を活用してシミュレーション等を用
いた分析業務及び暗号業務等

主として航空装備品等及び地上通信電
子器材等の試験及び評価並びに基礎的運
用研究業務など
18

ジ
先輩メッセー

一般職大卒（機械）

所属：第２補給処整備部整備技術課
（岐阜県岐阜基地）

（岐阜県岐阜基地）

採用年度：平成30年度（一般大（機械））

採用年度：平成26年度（一般大（機械））

職種：整備

職種：研究職（装備実験系）

研究開発業務で貢献する我が国の防衛

私が航空自衛隊で勤務して良かったことは、航空機整備に関する専門的な知識を十分に身に
付けられたことです。教育や研修制度が非常に豊富であり、航空機整備について１０ヶ月とい
う長期間の研修を経験することにより、十分学ぶことができました。実際の業務においても幅
広く先端技術を用いた多種多様な航空機の装備品や、民間企業の方など多くの人々と関わる機
会があり、学んだ知識を基に日々様々な経験ができています。実地調査で自分の関わった航空
機に接する機会もあり、自分の仕事が航空機の安全な運用に携わっていることを実感しています。

私が航空自衛隊で勤務して良かったことは、業務上様々な種類の航空機（戦闘機・輸送機・
ヘリコプター等）に関わる機会があり、子供のころから興味のあった航空機のそばで仕事する
機会を得ることができたことです。また、防衛関連企業を訪問する機会があり、防衛技術の動
向や防衛生産の現場について、より理解を深め日々の業務に役立てることができます。他にも、
独身者向けに婚活パーティが開催されている等、共済組合による福利厚生に関するサポートが
受けられます。

私の仕事

私の仕事

私は、航空機のシステム管理活動に係わる業務を担当してい
ます。システム管理活動とは、航空機を経済的かつ効率的に維
持することです。例えば航空機が故障した場合、修理を行わず
に飛行させることはできません。また、実際に飛行している時
に故障した場合、重大な事故を引き起こす可能性があります。
そのため、部品の交換や修理は故障する前に予測して対策を施
す必要があります。この対策を、会社の技術を利用し分析、評
価を行い、実際の運用に活かしています。予測を元に対策を行
うことができれば、航空機の可働率向上や費用削減等に繋がり、
安全な状態で飛行させることができます。
また、仕事を進めるうえで、空自内の調整相手の方々、会社
の技術者の方々など多くの人と関わり、航空機やエンジンなどの幅広い分野のシステム管理活
動を取り扱います。調達や補給等に関する知識が必要とされますが、日々勉強しながら上司や
先輩から学び業務を進めていくことができます。

私の所属する航空機技術隊では、実際に航空機を飛ばして飛
行試験を行うことにより、航空自衛隊が運用する航空機の試験・
評価や、防衛装備庁が実施する試験への協力を行っています。
私の仕事は、パイロットが飛行試験で実施する事項を記載し
た手順書の作成と、飛行試験実施時のパイロットのサポート及
び試験結果の解析・評価です。手順書はパイロットや整備員と
協力しつつ、記載事項に不明瞭な点や誤解が生じないよう作成
する必要があります。また、飛行試験においては、いかなる状
況下でもパイロットが不測の事態に的確に対応でき、安全確保
ができるようサポートに努めています。さらに、パイロットが
上空で取得したデータを適切に解析し、正しい評価ができるよ
うにする必要もあります。そのため、自身が担当している航空機について常に勉強し、その詳
細を把握していなくてはなりません。目立たない業務ですが、試験の成果は部隊での運用を通
じて最終的に我が国の防衛に大きく寄与することから、やりがいと責
任感を感じています。

オフタイムの過ごし方
バイクに乗ったり旅行に行くことが趣味なので、同じ職場の方とツーリ
ングに行ったり、観光地に出かけたりしています。人事異動で見知らぬ土
地に行くこともありますが、名所を訪ねたり、おいしいお店を見つけたり
するうちに、新しい環境にもすぐ馴染むことができました。最近は同僚に
誘われ、スキーやサバイバルゲームにも挑戦し、新しい趣味も増えました。
職場では同世代の職員も多いので、オフタイムでも職場の方と楽しく過ご
すことが多いです。

防衛省専門職（英語）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（高卒者）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（大卒程度）

様々な環境で多彩な経験を得る
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所属：飛行開発実験団飛行実験群航空機技術隊

オフタイムの過ごし方
平日のオフタイムはジグソーパズルを組み立てて過ごしたり、ゲームを
したりしています。業務の内容もあいまって平日は屋内にいることが多い
ので、週末など時間がとれるときはもっぱらドライブをして心身をリフ
レッシュさせています。行先は、現在勤務している岐阜県周辺の長野県や
福井県が多いですが、GW や夏季休暇のような長期休暇の際には、宿をとっ
て香川県や東京都まで足を延ばすこともしばしばです。

20

ジ
先輩メッセー

一般職大卒（電・電・情）

各職域の紹介〔防衛省専門職（英語）
〕

所属：飛行開発実験団電子戦技術隊
（岐阜県岐阜基地）
採用年度：平成28年度（一般大（電・電・情））
職種：研究職（装備実験系）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（高卒者）

私が航空自衛隊で勤務して良かったことは、ワークライフバランス推進への取り組みが積極
的で、仕事と家庭を「両立」し働ける環境があるところです。防衛省入省後間もなく妻の出産
があり、その時は出産に伴い取得できる特別休暇（配偶者出産特別休暇や育児参加特別休暇）
を全て取得させていただきました。出産前後は、妻や子供を病院へ連れて行くため休暇を取得
したい日が多々ありますが、このような制度のおかげで妻のサポートをすることができ、大変
有難かったです。また、入省後間もなかったため、このような制度を知らなかったのですが、
妻が妊娠中、上司から制度を教えていただくとともに積極的に取得を促してくれたことも大変
有難いことでした。

私の仕事
語学教官

渉外事務

英語が必要となる任務に当たる自衛官等（パ
イロット、航空管制等）に対する英語教育業
務など

高官等の通訳や諸外国の要人等と交流する
際の企画調整や通訳等業務など

翻訳事務

行政事務

安全保障に関わる英文書・資料等の収集・
翻訳業務など

語学力を要する行政文書作成や米空軍を始
めとする、諸外国空軍との調整等の行政業務
など

防衛省専門職（英語）

私が勤務している飛行開発実験団電子戦技術隊では、
電子戦能力を評価するための「電子戦能力評価システム」
を運用しており、これを用いて試験業務を行っています。
電子戦能力評価システムとは、戦闘機等に搭載する電
子戦機器の能力を大きな電波暗室の中で実際に機体を懸
下した状態で評価するものです。
現代戦ではネットワーク化が進み、我が国への侵攻を
企図する相手方のレーダーや通信に対抗する電子戦の重
要性が高まっています。そのような中で最先端の技術に
間近で触れながら我が国の防衛に携わることができると
いうことにやりがいと魅力を感じています。

オフタイムの過ごし方
私は出身が東京のため、地方には出かける場所が少ないイ
メージを持っていましたが、最近では、その土地ならではの
文化を家族で体験することを趣味としています。現在勤務し
ている岐阜や周辺の愛知にはモーニングをやっているカフェ
などがたくさんあるため、休日のたびに様々なお店を訪ねて
みることを楽しんでいます。
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一般職（大卒程度）

最先端技術もワークライフバランスも、一歩前進

航空自衛隊は、英語の使用が必須となる任務が多々あるとともに、近年の防
衛交流や共同訓練の活発化を受け、諸外国の要人等との防衛交流が年々拡大
しています。このような中において、航空自衛隊の防衛教官・防衛事務官は、
語学力を活かした以下の分野において仕事を行います。
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ジ
先輩メッセー

防衛省専門職（英語）

所属：第５術科学校第２教育部
（愛知県小牧基地）

（東京都横田基地）

採用年度：平成30年度（防衛省専門職（英語））

採用年度：平成31年度（防衛省専門職（英語））

職種：語学教官

職種：渉外事務

日米双方の部隊をつなぐ橋渡し役として
私が航空自衛隊で勤務して良かった事

さまざまな経験やバックグラウンドを持った隊員と英語教育を通じて交流できることが大き
な魅力の１つです。学生にはパイロットもおり、リアルな超音速の空の世界の話を聞けることは、
航空自衛隊でしか得られない貴重な経験です。また、英語が苦手な学生も多いため、授業内容
を理解して、英語を学ぶ楽しさを実感してもらえた時にやりがいを強く感じます。翻訳や通訳
など幅広い経験を持った教官が大勢いるため、深く英語について語り合える環境が整っています。

自分の特技である英語を毎日存分に活用して働ける職場は非常に魅力的です。航空自衛隊では、
米空軍との部隊間交流が盛んに行われています。私が現在働いている横田基地でも、朝から晩まで
日米双方が協力し合って、様々な任務に取り組んでいます。このような環境では、両部隊の橋渡し役
として、語学能力を活かして働く専門職員の存在が非常に重宝されています。私は入省してからの１年
間で、高官から現場レベルにいたるまであらゆる日米隊員の間に入り、様々な業務に従事してきました。
このように、日米部隊間の交流が盛んな空自では、忙しくも充実した毎日を過ごすことができます。

私の仕事

オフタイムの過ごし方
小牧基地がある小牧市は名古屋へのアクセスもよく、休日
には同期の仲間と美味しいご飯屋さんを求めて散策します。
社会人になる前は、新しいお店は敬遠して入らない方でした
が、小牧市に来てからは数えきれない程、美味しいお店を開
拓しました。また、読書が趣味の私にとって近所にカフェが
７店もある小牧市は理想のリフレッシュ場所でもあります。
仕事終わりに好きな作家の本を持ってカフェでまったりする
と翌日からまた気持ちよく仕事を始められます。

私の仕事
私は、主に日米の交流行事及び共同訓練等の各種調整と、通訳及び
翻訳を担当します。
米軍との調整業務においては、日米の部隊関係者が出席する会議、
表彰式及び基地行事開催の準備を行います。日米間の情報共有を綿密
に行うために、米軍側の渉外担当者や秘書の方とほぼ毎日連絡を取り
合っています。行事終了後には、議事内容等をまとめた報告資料を作成
し、必要に応じて米軍側にも共有します。またイベント当日の席次や国
旗の飾り方等を決めるために国際儀礼についても勉強する必要がありま
す。通訳及び翻訳業務においては、自衛官と米軍人との間に入って挨拶
や意見交換の補佐をします。毎週若しくは毎月定期的に入る仕事もあれば、急遽依頼される仕事もあ
るので、語学能力の維持が欠かせません。また、行事の司会進行の原稿、ブリーフィング資料等の英
訳も行い、自らが司会やブリーファーとなることもあります。この他、週に 1度、米軍人のボランティア
と一緒に、希望者を対象とした語学教育を実施しています。

防衛省専門職（英語）

私が勤務している小牧基地にある第５術科学校では、陸・海・
空各自衛隊から英語能力を高めるために入校してくる学生に対
し教育を実施しています。教官である私の主な業務は英語教育
です。英語教育と一口に言っても、課程のレベルや目標とする
能力によって授業の組み立て方が異なるため、私はすべての課
程を１回ずつ担当した頃から徐々に慣れてきました。ある程度
経験を積むと課目拡大というステップがあり、教えることので
きる課目が増え、より貢献できる度合いが高まります。現在は
教官としての見識を広めるために教育の管理業務に従事してい
ます。半年間という短い期間ではありますが、教官を裏方から
サポートしたり、教育関係以外の部署に所属することになった
時に役立つような文書作成等の基本的な知識を獲得したりすることができます。管理業務を経
験した今は、以前より広い視野で業務を俯瞰することができるようになりました。今後教育に
携わる時に、この経験を活かして頑張りたいと思います。

一般職（高卒者）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（大卒程度）

苦手に寄り添う英語教育
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所属：作戦システム運用隊監理部

オフタイムの過ごし方
週末は、大好きなオーディオブックやインターネットラジオを聞きなが
ら、都内を散歩しています。カフェなどで休憩をはさみつつ、1 日で２万
歩程度歩きます。体を動かしながら音声を聞くと、本やニュースの内容を
より集中して聞くことができます。
また、私は食べることが好きなので、美味しいと評判のお店をリサーチ
して、休日に友人と出かけることもあります。先日は、語学職の先輩方と、
米軍基地内のお店でランチをしてきました。散歩も食事も忙しい職場から
離れてリフレッシュできる貴重な時間です。
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ジ
先輩メッセー

防衛省専門職（英語）

所属：航空幕僚監部運用支援・情報部情報課武官業務班
（東京都市ヶ谷基地）

（東京都市ヶ谷基地）

採用年度：平成31年度（防衛省専門職（英語））

採用年度：平成24年度（Ⅱ種（英語））

職種：翻訳事務

職種：行政事務

航空自衛隊、宇宙へ

私が防衛省の機関の中でも空自を志望した理由の１つは、空自が一番自分にとって馴染み深い機
関だからです。私の地元には航空自衛隊小松基地があり、生まれた頃からずっと空自の航空機が飛
んでいる光景をよく目にしていました。
入省するまでは、空自の基地の中に入ったことがなかったのですが、入省後は各地に所在する基
地を訪れる機会があり、様々な部隊の役割や装備品について知識を得ることができました。
空自に入ったことで、空自が国防の面で担っている機能やその重要性の理解が深まりました。そ
れに伴い、地元にある小松基地の存在もより頼もしく感じられるようになったので、空自で勤務して
良かったと思います。

様々な人と仕事をする機会に恵まれ、他の組織ではできない経験ができたことです。初任地
の青森県三沢基地では航空自衛官だけでなく、米空軍、海軍、陸軍の方々と仕事をさせていた
だき、その貢献につき米空軍の方から感謝状をいただきました。
次の愛知県小牧基地では３年間で約 300 名の航空、海上、陸上自衛官を教官として教育し、
今では当時の学生と一緒に仕事をすることもあります。
現在の勤務地では、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）や米宇宙軍の方々と仕事をしており、
ここまで様々な人と仕事をするとは入省当時想像もできませんでした。今後もどんな経験がで
きるのかと期待しています。

私の仕事

私の仕事

私が勤務している武官業務班は、在京武官と航空自衛隊をつなぐ窓口なので、在京武官とのやり
とりがメインです。大使や在京武官が主催するパーティーや夕食会の取りまとめ、在京武官を連れ
て部隊研修に行く際のアテンドや通訳等を行っています。その他、在京武官からの手紙や書類の翻
訳等も担当しています。
年に一度、武官団研修という武官業務班最大の行事があり、在京武
官と一緒に部隊を訪問したり、日本の文化や産業に触れる研修を行った
りします。何か月もかけて準備をするので、無事に終わったときの達成
感ややりがいは大きいです。また、武官が研修を楽しんでくれている様
子を見ると、準備の甲斐があったなと感じます。
日々の業務や行事の中で、英語が上手く使えていると感じる場面もあ
れば、特に通訳の面では、自分の力不足を痛感する場面もあります。自
分の足りない能力を伸ばすことができるように自己研鑽をして、航空自
衛隊という組織の中で役に立てるような仕事をしていきたいです。

航空自衛隊は、宇宙利用の優位を確保するためＪＡＸＡ
など関係機関や米国など関係国と連携強化を図っています
が、私の仕事は連携の根拠となる取り決めを作成すること
です。その準備のため、関係機関や関係国の宇宙に係る施
策を調査したり、関係機関や関係国との会議に参加したり
しています。調査や米軍との会議準備、会議本番において
英語は不可欠であり、宇宙関連の専門知識を習得するだけ
でなく英語能力も向上させるよう努めています。
取り決めの締結に向けて文言が固まっていくのを見ると、
達成感を得るのと同時に、この文言に基づいて連携が実施
されていくと責任も感じます。このように取り組みがはじ
まったばかりの宇宙に関する仕事を航空自衛隊でやってみ
ませんか。

オフタイムの過ごし方
連休や長期休暇等を利用して、
よく旅行に行きます。食べることが大好きなので、
観光名所を巡ってお腹を空かせた後、各地の名物をたくさん食べるのが最高に幸
せです。いつも名所巡りより食事の比重が大きくなり、食い倒れツアーになってし
まうのですが、たくさん歩いたから大丈夫と自分に言い聞かせています。
まだまだ訪れたことがない場所が全国にあるので、これからも色々な名物を求
めて旅をしたいと思います。

防衛省専門職（英語）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（高卒者）

私が航空自衛隊で勤務して良かった事

一般職（大卒程度）

英語で日本と世界をつなぐ架け橋に
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所属：航空幕僚監部防衛部防衛課防衛班

オフタイムの過ごし方
専門用語も含め英話のリスニングに苦手意識があるため、平
日は少しでも英語に触れるようにしています。そこで身に付け
た表現を仕事で上手く使えたときは嬉しいです。
また、休日は家族と過ごすようにしています。東京で生活す
るのは初めてなので、見るものすべてに興味が引かれます。当
分の間、観光客気分で東京周辺を周遊することになりそうです。
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キャリアパス（一般職）

係員級
選抜研修

係長級
選抜研修

管理職
選抜研修
教官

課長

課長

補佐

班長

係長

専門官

主任

係員

一般職（大卒程度）

航空自衛隊の事務官等に係るキャリアパスの一例です。昇格、人事異動、研修などを通
じ、計画的かつ継続的な管理を行います。優秀者は、各種選抜研修を経て上級の職に抜
擢されることとなります。また、省内他機関や他省庁への出向の機会もあります。防衛
事務官等として航空自衛隊でスタートを切った方々が、内部部局をはじめとする防衛省
の他の機関や他省庁でたくさん活躍しています。

■課長級

組織や上司の方針に基づいて、具体的
な方策・計画を立案することや事務事業
を実施します。
また、部下隊員の育成及び活用を効果
的かつ適切に行うことが求められます。

組織方針に基づき、管轄する組織の状
況を踏まえた実施計画を立案します。所
管する事案について適切な説明を行うと
ともに、関係者と調整を行い、合意を形
成しながら業務を遂行することが求めら
れます。

防衛省専門職（英語）

省内他機関・他省庁等

一般職（高卒者）

機関交流・出向

■班長級

■部長級
組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行
います。責任者として、コスト意識を持って適切な判断・運営を行うことが求められます。
航空幕僚監部人事教育部補任課職員人事管理室長（部長級）
採用：昭和 59 年度初級（一般職（高卒者）相当）

■係員級

■係長級

先輩からの OJT や職域に応じた研修
を受講しつつ、業務に必要な知識・技術
を習得します。職務を積極的かつ効果的
に取り組むことが求められます。
※

※OJT（On the Job Training）：職場で実務を通じ
て行う職業教育

27

担当業務に必要な専門的知識・技術を
習得し、問題点を的確に把握し課題に対
応することや、計画的に業務を進め、係
員の業務を含めた担当業務全体の確認を
行うことが求められます。

▶▶▶メッセージ
私は現在、航空自衛隊で勤務する事務官等
の人事管理全般を総括する仕事に携わってい
ます。航空自衛隊は、高速で飛行する航空機
の運用を主体とする任務の特性上、組織全般
を通じて業務処理プロセスが合理的でスマー
トな点が魅力と感じています。航空自衛隊で
明日を担う皆様と一緒に勤務できることを大
変楽しみにしています。
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キャリアパス〔防衛省専門職（英語）〕
航空自衛隊における防衛省（専門職）試験採用者のキャリアパスの一例です。昇格、人
事異動、研修などを通じ、計画的かつ継続的な管理を行います。優秀者は、各種選抜研
修を経て上級の職に抜擢されることとなります。また、省内他機関や他省庁への出向の
機会もあります。

主任

管理職
行政事務

❹

陸上
自衛隊
行政事務

管理職選抜研修
出向
外務省

行政事務

❸

専門官
行政事務
兼 教官

❷

出向
内閣府

係長級選抜研修
教官

教官

統合幕僚
監部
渉外事務

係員級選抜研修
❶

現在、航空幕僚監部人事教育部教育課において、主に航空自
衛官の米空軍への派遣に係る米空軍省との調整及び予算要求業
務並びに航空自衛隊全体の米国委託教育事業の予算要求の取り
まとめを実施しています。航空幕僚監部において予算要求業務
に携わるのは２回目です。英語を使いつつ、予算要求業務の経
験も活かしながら、楽しく業務を実施しています。

係長

基礎知識を学ぶ研修（②）や、職種に応じた専門的知識の習得のための研修（④）があります。

Present

統合幕僚会議事務局（現統合幕僚監部）において渉外業務を担当し、主に統合幕僚会議議長（現統合
幕僚長）等と在日米軍及び諸外国軍の高官との交流に係る調整等の業務を実施しました。このときに学
んだ国際儀礼や英文レターの書き方は、その後も外国の方と関わる様々な業務で役立っています。

②教官業務

航空自衛隊幹部学校において英語教官として勤務し、将来上級指揮官となる幹部自衛官の学生に対し
て英語や国際儀礼を教育しました。また、座学だけではなく、学生とともに在日米空軍との交流やアジ
ア太平洋地域の空軍大学学生等との多国間セミナーを実施しました。

③ＰＫＯに関する業務

内閣府国際平和協力本部事務局に出向し、イスラエルにおいて、当時国連兵力引き離し監視隊（ＵＮ
ＤＯＦ）に派遣されていた自衛隊の部隊との連絡調整業務を実施しました。国際平和協力業務の円滑な
実施に資する業務に現場で関わることができ、貴重な経験となりました。

部隊勤務へ
（次年度４月以降）
▼

防衛省合同 新任事務官等
初任研修 ❷ 特別講習
（市ヶ谷基地） （奈良基地）
❶
航空自衛隊
職域研修
導入教育
❸
（入間基地）
（市ヶ谷基地）
４月

５月

①４月
①４月

６月

７月

８月

❹ 幹部特技課程（芦屋基地、浜松基地等）

９月 10 月 11 月 12 月 １月

２月

３月

４月

５月

６月

防衛省専門職（英語）

①渉外業務

採用
（4/1）
▼

一般職（高卒者）

係員

一般職大卒程度試験採用者は、航空幕僚監部（市ヶ谷）において初度勤務（おおむね１年半）
となります。この期間は、教育研修の期間であり防衛省・航空自衛隊の事務官等として必要な

防衛省合同初任研修（市ヶ谷基地）
航空自衛隊導入教育（市ヶ谷基地）

防衛省の全機関の採用者が一堂に会する
合同初任研修終了後、航空自衛隊の導入教
育があります。航空自衛隊で勤務する上で
の心構えや１年目の流れをお伝えします。

②６月～７月

新任事務官等特別講習（奈良基地）

幹部候補者としての心構えや航空自衛隊で働く上で必要な基礎知識を習得します。この
講習期間中、部隊研修等も用意されています。

④広報文化業務

外務省に出向し、オーストラリアの在パース日本国総領事館において広
報文化担当領事として、日本の政策の広報、日本文化を紹介するイベント
の企画・実施、ＪＥＴプログラム※に係る業務、姉妹都市交流等を行いま
した。外国の方々に日本への関心・理解を深めてもらうための業務であり、
大変やりがいがありました。
日本食紹介イベント
※語学指導等を行う外国青年を日本に招致する事業
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一般職（大卒程度）

（オーストラリアにて）

採用１年目の教育等について

この期間は、同期とともに知識を蓄え、様々なことを経験し、２年目以降の実務の場で発揮し
てもらうことになります。このようなシステムは、航空自衛隊独自のものです。２年目以降の
配属先については、夏頃に実施する職域研修（③）と本人の希望と適性を踏まえ、決定されます。

所属：航空幕僚監部人事教育部教育課
採用年度：平成８年度
趣味：音楽鑑賞

キャリアパスの一例

人財育成〔一般職（大卒程度）試験からの採用者〕

（オーストラリアにて）
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人財育成〔一般職（高卒者）試験からの採用者〕
採用後の教育等について
③７月

職域研修（入間基地）

により、職務に対する知識を習得し、概ね１年後に術科学校（④）において職種に関する専門
的知識の習得を図ります。
採用
（4/1）
▼

ＯＪＴを実施しつつ
実務開始
▼

幹部特技課程（芦屋基地、浜松基地等）

❹

２年目（３ヶ月程度）
初級特技員課程
（芦屋基地）

採用後
３年目
▼
初級事務官等講習
（十条基地、
入間基地、
浜松基地等）

❺

防衛省合同初任研修（市ヶ谷基地）

防衛省の全機関の採用者が一堂に会する研修です。防衛省で
働く上での心構えや、安全保障に関する基礎的な知識、社会人
としてのマナー講座等の教育を受けます。

防衛省専門職（英語）

③を踏まえ、決定した職域に係る専門的な知識の習得を
行います。
課程終了後、その道のプロフェッショナルとして自信に
満ちて仕事に邁進していきます。

①４月

採用された
❸ 部隊での
OJT

採用後
２年目
▼

一般職（高卒者）

新任事務官等
防衛省合同
講習
❶ 初任研修
❷
（採用された
（市ヶ谷基地）
基地等）

④ 12 月～６月

一般職（大卒程度）

防衛事務官等として携わる仕事の種類（職域）を決定するにあたり、基地で勤務する各
職域の先輩からそれぞれの職域の説明を受けます（右下写真）
。左下写真は、職域の説明を
受けた後、補給や調達業務を通じ取得した物品等を保管する倉庫を見学しているところで
す。この研修後、希望する職域を人事へ申告します。職域は秋頃に決定します。

航空自衛隊への一般職（高卒者）試験採用者は、直接基地等で採用され、採用後すぐに新任
事務官等講習（②）を受講します。その後、それぞれ配置された職場でのＯＪＴ（実務教育）
（③）

②新任事務官等講習（採用された基地等）
①～④以外の期間（市ヶ谷基地）
※
航空幕僚監部での OJT（実務教育）
航空自衛隊の中枢であり、航空自衛隊全体を俯瞰できる
環境で勤務（研修）します。
航空自衛隊の政策・企画立案から運用までの流れを間近
で勉強することができるとともに、自身の目標となる先輩
も見つけていただきたいと思います。
※OJT（On the Job Training）：職場で実務を通じて行う職業教育
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航空自衛隊の組織や任務、航空自衛隊で勤務する上での心構
えや作法等、初級係員として必要な知識や技能を習得します。

③

採用された部隊での OJT

職場の先輩からの OJT を通じ知識の習得を行いつつ、部隊の
即戦力として勤務します。
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航空自衛隊における男女共同参画への取組
④２年目（３ヶ月程度） 初級特技員課程（芦屋基地等）

一般職（大卒程度）

OJT を通じた実践的な知識に加え、規則体系等を多面的に学
ぶことで更なる知識の深化を図ります。

航空自衛隊は、任務の特殊性を考慮しつつ、これまで以上に、全ての隊員を
対象とした男女共同参画推進のための各種施策に積極的かつ効果的に取り組
むため、「女性隊員の活躍推進のための取組」
、「育児・介護等の両立支援に
係る取組」、
「働き方改革」及び「意識改革」の４つを柱として具体的な施策
を実施しています。

「育児・介護等の両立支援に係る取組」
⑤初級事務官等講習（十条基地、入間基地、浜松基地等）

一般職大卒程度試験の採用者と同様、防衛省合同初任研修を４月に受講し、航空自衛隊の事
務官として必要な知識と技能を学ぶため、航空自衛隊独自の講習（新任事務官等特別講習）を
６月に受講します（Ｐ 30 参照）。その後もさ
らなるスキルアップのための研修機会があり
ます。
「語学教育業務」に従事する教官は、必要な
教育技術を学ぶため、航空自衛隊独自の教育
を受講、さらに、米空軍が実施する英語教官
のための教育課程を受けるため米国に留学す
ることもあります（右写真参考）。「渉外業務」
に従事する事務官は、民間語学学校の通訳コー
スを受講するなど、通訳・翻訳を学ぶ機会が
あります。
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「働き方改革」
航空自衛隊は、育児・介護により勤務時間に制限がある隊員を含む全ての隊員が最大限に能
力を発揮出来るよう、業務の効率化等による働き方の見直しを行います。
【実施事項】
♦職場における改革
♢部隊等の実情に合った働き方見直し
♢勤務管理及び休暇取得状況の適切な管理
♢年次休暇：年間平均取得率 15 日以上
♦働く時間と場所の柔軟化
♢早出遅出勤務の一層の活用推進
♢フレックスタイム制の導入（28 年７月導入）
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防衛省専門職（英語）

人財育成〔防衛省専門職（英語）からの採用者〕

【実施事項】
♦休暇の取得推進等
♢育児休業：男性 13％以上
♢子の看護のための特別休暇 100％
♢特別休暇：
「Child Care ７」
（配偶者出産特別休暇（2 日）及び育児参加特別休暇（5 日））
の普及及び取得率 100％
♦育児休業取得者及び配偶者同行休業者の代替要員の確保
♦保育の確保
♢庁内託児施設の整備（28 年 4 月、入間基地「J キッズスカイ入間」開園）
♢緊急登庁支援施策の推進
♦隊員の育児・介護等の事情に配慮した異動

一般職（高卒者）

採用後、３年以上の事務官等に対し、航空自衛隊の事務官等としての資質の向上を図る
とともに、一般係員として必要な知識や技能を取得します。

航空自衛隊は、育児・介護等を担う隊員を含む全ての隊員が、性別等にかかわらず、ワーク
ライフバランスを実現可能な勤務環境を整備します。特に、男性隊員の家庭生活への関わりを
積極的に推進します。

～育児休業・配偶者同行休業を取得した職員を紹介～
所属：航空幕僚監部人事教育部補任課
採用年度：平成９年度

“It's my life” ～これは、採用１年目の私が、上司から今後働き続
ける上で大切にしてほしいことと言われ、ノートに書き留めた言葉
です。当時は全く分からなかったのですが、２０年以上経った今、
その意味をひしひしと感じています。２度の育児休業、育児時間、
そして育児が落ち着いてきた頃に、夫の海外転勤が決まり、配偶者同行休業も取得させていた
だきました。その度に、職場に迷惑がかかるのではと心配しつつ、自分で主体的に決定しない
と後悔する、という考えで有り難く制度を利用させていただきました。そのため、可能な限り
子供と向き合えたという実感、また夫の希望をサポートし、職場では得られない経験ができた
という満足感を得ることができました。復職後は、現在の職場で、
職員の人事管理に関することや人事発令の発出等、幅広い業務を担
当しています。自分らしい人生の選択をする、そんな私を快く支え
てくれた家族や職場のために、今後は私が誰かを支える立場になっ
ていきたいと思います。
ぜひ一緒に働く機会があることを願っています。

航空自衛隊の障害者雇用の促進
航空自衛隊は、障害者雇用を推進しています。
障害をもつ隊員（常勤・非常勤）が全国の基地で勤務しています。

に応じて決めていきます。
【勤務時間】
１日７時間 45 分で週５日勤務（土、日、祝
日休）
※フレックスタイム制、早出遅出勤務あり

【設備整備】（市ヶ谷基地の例）
・点字ブロック設置
・エレベータ改修
・多機能トイレ化（オストメイト対応）など
※勤務地によって設備状況は異なります。
【定着支援】
・日常的に業務を共にする隊員による相談
・職業生活相談員による相談
・部外カウンセラーによる面談
【福利厚生】
・食堂、コンビニエンスストア等売店、診療
所等、カウンセラーによる面談
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所属：航空幕僚監部人事教育部補任課職員人事管理室
採用年度：平成31年度（障害者雇用（係長級））

“ It ' s my lif e ! ”

・各種データ入力や統計データの集計業務
・各種資料整理などの行政事務
・出勤簿、休暇簿の管理などの庶務業務
※具 体的な業務内容は、経験や障害の状態

障害者雇用

（東京都市ヶ谷基地）

職種：人事

（障害者雇用で勤務する事務官の一例）
【職務内容】

ジ
先輩メッセー

職種：人事

「障害を持つ隊員が能力を発揮できる職場づくりを推進」
私の仕事
現在の部署で、障害者雇用と再任用の業務に携わっています。障害者雇用で
は障害者の採用業務に携わるとともに全国で勤務する障害者がやり甲斐をもっ
て働き続けるための定着支援を推進しています。再任用業務では新規採用予定
者や任期更新者の手続きを行っています。
私はいわゆる中途視覚障害者ですが、自分を含め障害を持つ隊員が能力を発
揮できる職場づくりに少しでもお手伝い出来ればと考え、定年退職を目前に控
えていた民間企業から転職し、障害者職業生活相談員として障害者雇用に従事
していること、自分と同年代である定年後も働く意欲と能力のある隊員の再任用業務に携わってい
ることにやりがいを感じていす。また、年に数回休暇を取り、孫に会うため長男一家が駐在している
バンコクを訪問することで、第２の人生を有意義に過ごすことが出来ています。
所属：南西航空方面隊司令部総務部人事課
（沖縄県那覇基地）
採用年度：平成31年度（障害者雇用（係員級））
職種：人事

「つながりを通して」
私の仕事
私は人事課に配属され、主に人事記録業務に携わっています。また、採用業務
を経験したことにより、自分の働きが基地機能を円滑に運用できることに役に立っ
ていると実感できるため、責任感を持って仕事に望むことが出来ます。
私は聴覚に障害があり、手話を使わず勤務しているため、口型が同じだったりす
ると読み間違いや解釈の食い違いが起きたり、専門用語の文字確認などの困難が
あります。しかし、現在の職場では筆談や様々な対応で分け隔てなく接してくれます。
周りの職員の方々の理解に助けられながら、私自身も成長出来る環境です。
航空自衛隊は、人と人とのつながりを大切にする職場であり、助け合う気持ちを大切にしている職場で
もあると強く感じています。
今後は１つの基地に留まることなく、他の基地に転勤してたくさんの職員と出会い、あらゆる知識を吸収
し、日本の空を守る組織の一員として活躍することを目指しています。
一緒に人々とのつながりを大切にしながら働いてみませんか。
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採用 FAQ
Q

MEMO

最初の配属について教えてください。

配属は、基本的に航空自衛隊全体の事業、要員計画をもとに決定いたします。ただし、一
般職（大卒程度）試験からの採用者は、市ヶ谷にある航空幕僚監部に、一般職（高卒者）試
験からの採用者は、受験した区分の地域内の部隊等に配属が決定されます。
A

Q

航空自衛隊で勤務したいのですが、特別なスキルは必要ですか？

この試験に合格していれば、基礎的素養は十分に満たしています。航空自衛隊で勤務する
防衛事務官等には様々な種類の仕事がありますので、あなたに向いた仕事もきっと見つかる
はずです。まずは、航空自衛隊の業務説明会等に足を運んでください。詳しい話をしましょう。
A

Q

航空自衛隊で採用になったとしても、防衛省の他の機関に異動することは可能ですか？

可能です。本人の希望と組織側の要請が一致することが前提となりますが、防衛事務官等
として航空自衛隊でスタートを切った方々が、内部部局をはじめとする防衛省の他の機関で
たくさん活躍しています。
A

Q

異動や転勤について教えてください。

航空自衛隊では、職員自らがキャリアプランについて考える機会、また上司や人事部署へ
キャリアプランを伝える機会として、年に１度「経歴管理等調査」を実施しております。自
分の希望を伝えることができ、本人の適性や職種の求人状況、要員配置を考えながら、適財
適性な異動を行っています。また、省内他機関への異動や他省庁への出向なども、本人の希
望に応じた異動の仕組みもあります。チャレンジ精神旺盛で、
意欲ある人財には、
幅広いフィー
ルドで活躍していただきます。
A

Q

女性の採用について教えてください。

航空自衛隊で勤務する防衛事務官等の３割は女性です。男女共同参画を推進しており、女
性職員が色々な職場で多岐に渡って活躍しています。もちろん、それを支援する各制度（育
児休業や、時短勤務など）を利用して結婚・出産後も活躍している職員も数多くいます。
A

Q

ＯＢ・ＯＧ訪問や職場見学等は可能ですか？

採用に当たって公正を期すため、OB・OG 職員の紹介・お問い合わせならびに職場見学に
つきましても、個別の対応は行っておりません。本パンフレットをご覧いただくとともに、
定期的に開催する業務セミナーにも是非ご参加ください。また、基地見学等を実施すること
もあります。その場合は、採用 HP に案内を掲示させていただきます。
A

本パンフレットはこちらから
ダウンロードできます！！

職場の雰囲気（自衛官・事務官が協力して業務を
遂行しています。
）
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31 年度新規採用者
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●ＪＲおよび地下鉄市ヶ谷駅、
四ッ谷駅徒歩約 10 分
●地下鉄曙橋駅（都営新宿線）
徒歩約５分

市ヶ谷橋

防衛省

雪印
メグミルク
本社
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中
央
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・総
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Ｊ

至池袋
至駒込
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四ツ谷駅

麴町
永田町

赤坂見附駅
至新宿

四ツ谷
駅

至神保町
至新宿

至新宿

駅
谷
ヶ
市

正門

至有楽町

国会
溜池山王 議事堂前

至赤坂

Japan Air Self-Defense Force
防衛省 航空幕僚監部
人事教育部 補任課 職員人事管理室

〒 162-8804 東京都新宿区市谷本村町５番１号
TEL：03-3268-3111（代表） 内線：60278
URL：https://www.mod.go.jp/asdf/

至日比谷
至東京

航空自衛隊の情報はこちらから‼

