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岩見沢駐屯地︵司
令末虞1佐︶は︑8
月10日潮︑心配され
た台風を吹き飛ばし
夏らしい快晴の下︑
﹃IL▼VEそら
ち﹄と銘打って︑岩見
沢駐屯地創立61周
年及び第12施設群
創隊39周年記念行
事を挙行した︒
今回は3年ぶりの
駐屯地開放であり式
典︑訓練展示︑戦車
等の体験試乗︑第1 1
音楽隊と岩見沢西
高校との合同コン
サート︑滝川しぶき
太鼓演奏︑曹友会に

よる子ども広場の他︑
26の近隣業者による
屋台村を開催し︑地
元の特産品等を紹介
した︒
式典の中で司令は︑
世界平和に貢献し︑
国家の存立に貢献し︑
地域の安全と安心に
貢献し地域の方々が
頼りにし誇りに感じ
る部隊となるべく精
進することを誓った︒
また︑駐屯地隊員に
対しては平素のたゆ
まぬ努力を労ったう
えで︑国民の負託に
応えるため︑熱い責
任感を持って精強化

への努力を続けるこ
と︑良き自衛官であ
ると同時に良き市民
であることを呼びか
けた︒
この日は︑事前の駐
屯地隊員一体となっ
た広報活動もあい
まって︑過去最高の3
500人を超える来
場者が訪れ︑﹁統制の
とれた式典に感動し
た︒﹂﹁駐屯地の団結
を感じる︒小規模な
がら洗練された内容
だった︒﹂﹁自衛隊が
身近になった︒﹂など
の声が聞かれた︒

隊友会岩見沢支部長
白根 謙一様

岩見沢自衛隊協力会
前道 忠夫 様

三笠市自衛隊協力会
黒田 憲治 様

父兄会岩見沢支部
桐谷 幸子 様

父兄会岩見沢支部
山下 倭子 様

岩見沢商工会議所
五十嵐 閣 様

長年のご尽力、誠にありがとうございます。

TEL（0126）45−2721
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心を一つに力を

任務完遂！
6月26日榊から7月4日廟ま

での間︑第12施設群︵群長・末
虞1佐︶は訓練検閲を受閲した︒
今検閲は︑矢臼別演習場︑然
別演習場︑釧路演習場の広域に
展開する中︑陣地構築︑障害構
成︑交通作業等各種施設作業を
実施した︒受閲に先立ち群長は
﹁端的只今︵しこん︶ の一念﹂
を保持し﹁徹底的に集中そして
堅忍持久﹂ ﹁最悪への備えと結
果の追求﹂に留意するよう要望
した︒
受開聞︑次々と付与される特
別状況に的確に対応し︑疲労国
債の中︑付与された追加任務に
も見事に対応︒群の精強性を顕
示することができた︒
今回︑北部方面施設隊内で初
めて指揮システムを野外展開し
て︑TV会議︑クロノロジー︑
掲示物等の機能を活用するとと
もに︑民生品を導入し︑位置情
報を把握する等︑上下左右の情
報・認識の共有を図り︑指揮幕
僚活動の高速化にチャレンジし
た︒
隊容検査から状況終了に至る
まで全隊員が群長統率方針﹁百
万一心﹂を具現するが如く終始︑
士気高く︑強固な団結心をもっ
て任務に取り組んでいた︒
なお︑第101施設直接支援
大隊第2直接支援中隊も︑同期
間中に中隊訓練検閲を受閲し︑
第12施設群の同行整備・故障
整備を実施して群保有車両の高
可動率維持・向上に努め︑群の
任務達成に大きく貢献した︒
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lCTを活用した作戦室

指揮所の構築（然別演習場）

演習場内の荒廃した道路を整備
（矢白別演習場）
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北紳方面総監毒見決へ

7月27日潮︑北部方面総
監︵田追陸将︶は︑自衛隊
協力会岩見沢隊区連合会
︵会長・松野岩見沢市長︶の
要請を受け︑市内のホテル
サンプラザにて﹁北海道に
おける陸上自衛隊の将来
態勢・体制﹂と題し︑防衛
講話を行った︒
講話には協力会の他︑近
隣自治体の首長︑国会議員︑
道議会議員︑市議会議員︑
商工会議所︑地元財政課の
リーダーたる方々等約20
0名が傾聴に訪れた︒また︑
総監と岩見沢駐屯地司令
︵末虞1佐︶は共に富山駐
屯地司令の勤務経験があ
るため︑岩見沢開拓時代の
富山県移住者のご子孫も
多数出席された︒
講話では︑現下の北東ア
ジア情勢の解説に引き続
き︑今後陸上自衛隊が向
かう方向︑北部方面隊に
期待される役割等について
説明された︒聴衆からは︑
﹁厳しい国際環境︑日本を
取り巻く安全保障環境の
変化についてよく理解でき
た︒自衛隊の果たす役割は
今後一層大きくなると思
われるので︑自衛隊をとり
わけ地元岩見沢駐屯地を
しっかりと支援していきた
い︒﹂という力強い声が聞か
れた︒
講話終了後︑総監は地元
有識者の方々と懇親会に
参加し︑意見交換をされた
後︑岩見沢駐屯地修親会
主催の歓迎会に出席され
隊員を激励された︒

と語った︒

訓示では︑体育館に集
まった全隊員を総監の傍に
密集させ︑﹁﹃究極の自己犠
牲の精神を発揮する覚悟﹄
でしっかりと勤務し︑総監
要望事項でもある﹃任務即
応﹄ ﹃訓練精到﹄ ﹃地域連
携﹄の重要性を再認識する
とともに︑駐屯地隊員は今
一度原点に立ち返り︑隊
員一人一人が自律する必
要性がある︒﹂と全隊員の
目を見ながら話された︒隊
員の一人は︑﹁総監の思いを
直接聞くことができて光栄
です︒さらに覚悟をもって
日々職務に精励したい︒﹂
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7月28日潮︑岩見沢駐屯
地︵司令・末虞1佐︶は︑北
部方面総監の初度視察を
受けた︒
第336施設中隊小林2
尉が指揮する儀杖隊に迎
えられた総監は︑司令と業
務隊長から状況報告を受
け︑﹁即応態勢向上︑生活
勤務環境整備︑地域連携
に関し︑駐屯地が一体と
なって取り組んでいること
を確認した︒﹂との所見を
述べられた︒
営内巡視では隊員一人一
人に声をかけられ︑隊員が
溌刺と質問に答えている婆
に接して︑﹁各級指揮官︑
服務指導者がよく心情を
把握し明るい環境を作って
いる︒﹂と感心された︒
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8月9日出︑第は
身である第才登且準

後の大隊
氏︵帝京大学教授

講演が市内や嬰
にて行われた︒

これは︑翌日の
念行事の記念講
の安全保障八
ち位置︶﹂と
衆が会場を埋
志方氏は昭
問第102施蝕

岩見沢駐屯地
北部方面総監

あたられて

して現在も学

情勢の変化を兄

安全保障闇
かを説明す
平和協力
てきた﹁

囲む会しをか

隊長当時
方々も大勢
年前に一
笑いの撒

気であった︒ま

設大隊か
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講話には多くの方々が訪れた。
駐屯地修親全幹部との懇親会

儀伎隊を巡閲

総監訓示

地元有識者に対し防衛講話
岩見沢駐屯地初度視察

壷諒蒜

物流
それは 慮まごころ のネットワM夕

本社 守や綿々1楼 岩見沢帝栗沢町最上朋は・9
TEL O126・45・2792 FAX O126−45−3053

（札幌／札幌北／苫小牧／仙台／福島／関東／中部／大阪）
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★転 出★
︻第12施設群︼
群本部
2佐 松木 信孝︵南恵庭駐業・南恵庭︶
本部管理中隊
2曹 杉浦 広行︵105施器・南恵庭︶
第335施設中隊
1尉 角
慎哉︵北海道防衛局・帯 広︶
第312施設器材中隊
曹長 奥村 篤広︵13施隊・幌 別︶
曹長 渋田 啓之︵北施隊付・南恵庭︶
︻第2直接支援中隊︼
3佐 工藤 垂人︵札幌地本・札 幌︶
3尉 近藤 責紀︵北後支・島 松︶
︻岩見沢駐屯地業務隊︼
2佐 堀田 浩一︵真駒内駐業・真駒内︶
1尉 坂本 和代︵札幌病院・豊 平︶
曹長 藤田 繁樹︵北海道補給処・早 来︶
2曹 大久 里意︵北海道補給処・島 松︶
︻第345会計隊岩見沢連絡班︼
1曹 戸村 博幸︵北海道補給処・島 松︶
3曹 石川 準基︵374会計・鹿 追︶
︻第314基地通信中隊岩見沢派遣隊︼
1曹 矢守 佳宏︵314基適中・滝 川︶
1曹 中西 幸作︵314基適中・真駒内︶
︻第120地区警務隊岩見沢連絡瑳︼
1曹 鹿川 正尚︵120地区警務
★転 入★
︻第12施設群︼
群本部
2佐 森田 勝彦︵304施隊・出 雲︶
本部管理中隊
1尉 小塚
修︵11施隊・真駒内︶
1曹 酒井 瑞穂︵105施器・南恵庭︶
第335施設中隊
曹長 富田
智︵13施隊・幌 別︶
第336施設中隊
3曹 山本 雅文︵丘珠駐業・丘 珠︶
第312施設器材中隊
2曹 松尾 彰史︵札幌地本・江 別︶
︻第2直接支援中隊︼
1尉 相澤 浩一︵13施隊・幌 別︶

◆
●

◆●
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H26．8．12入籍
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H26．8．8入籍

337施中 小野田3曹
妻 なつみさん

軌雄心竹椚粗い由1．稲．jp邦12鵬は5／
髄：フリ肘〃ドリンク 二才洲ル》2、500

302坑中 櫻田3曹
妻 ひとみさん

加ner 柴 田

来

302坑中 護摩堂3曹
妻 梢さん
H26．9．6入籍

岩見沢市2粂西17日
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H26．7．9

︻岩見沢駐屯地業務隊︼
2佐 舟田 昭夫︵北方総監部・札 幌︶
3尉 上村 信行︵11後支隊・真駒内︶
曹長 石川 陽一︵7特連・東千歳︶
曹長 佐藤 真司︵11偵・真駒内︶
2曹 三浦
修︵北海道補給処・島 松︶
3曹 佐藤 恭子︵1高特群・東千歳︶
︻第345会計隊岩見沢連絡球︼
2曹 倉内 美樹︵函館地本・函 館︶
︻第314基地通信中隊岩見沢派遣隊︼
曹長 桐山さとみ︵101基シ過大・札 幌︶
1背 高屋敷 亙︵314基適中・滝 川︶
︻第120地区警務隊岩見沢連絡瑛︼
1曹 山ノ井淳治︵120地区警務・真駒内︶
302坑中 菅原2曹
長女 芽生（めい）ちゃん．

302坑中 鈴木3曹
三女 宰音（ねね）ちゃん
H26．8．12

れん津濁りで▲・戯紋捗でもいか押
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︻第12施設群︼

1等陸尉へ
本吉 直也︵群本部︶
坂根 永司︵群本部︶
山崎 正人︵群本部︶
小森 一平︵群本部︶
2等陸尉へ
三浦
等︵群本部︶
小林 棋孝︵336施中︶
伊部 太起︵337施中︶
伊藤仲之佑︵302坑中︶
3等陸尉へ
奥田 浩一︵302坑中︶
准陸尉へ
池田 隆一︵337施中︶
陸曹長へ
工藤 義浩︵本管中︶
中山 智揮︵336施中︶
1等陸曹へ
政氏
顕︵337施中︶
近迫 真人︵312施器中︶
中村 好文︵302坑中︶
2等陸曹へ
片倉 利幸︵本管中︶
川島 竜介︵342施中︶
小柳 秀治︵302坑中︶
3等陸曹へ
横尾
武︵本管中︶
嶋田
賢︵336施中︶
花田 亮平︵336施中︶
前田 年輪︵337施中︶
阿部 裕太︵337施中︶
伊藤 清也︵342施中︶
︻第2直接支援中隊︼
2等陸尉へ
野村 宣仁
陸曹長へ
斎藤 信一
1等陸曹へ
高橋 雅人
竹本 貴光
︻岩見沢駐屯地業務隊︼
陸曹長へ
佐々木勝美

302坑中 作田3曹
長女 奈々美（ななみ）ちゃん
H26．7．15
302坑中 石井2曹
長女 結乃（ゆの）ちゃん
H26．8．28

＿＿●◆

員のほうに分があった
と見ました︒その後︑
群第4科長の締めの乾
杯で懇親会を閉じまし
たが︑今回の隊友会行
事も︑会員及び駐屯地
所在隊員との親睦・相
互理解を深めたものと
思います︒公私ともに
お忙しい中︑大会に参
加し盛り上げていただ
きました︑駐屯地各部
隊の現職隊員の皆様に
は深く感謝しておりま
す︒
次の予定は﹁ボーリ
ングかな・・・・・・
？﹂楽しみにしていて

ミ畠＿雪㍉ 這キミ享真空…三黒蓬‡圭葦

岩見沢支部

事務局：岩見沢商工会護所内

−6−

︻7月19日︼

岩見沢支部恒例の親
睦パークゴルフを北村
中央公園ヘルシーパー
ク場で行いました︒
今回は日程が市内外
でのパークゴルフ大会
と重なったため会員の
参加が昨年より若干減
りましたが︑駐屯地か
ら業務隊長堀田2佐を
はじめ群の科長︑中隊
長︑群・各中隊の要職
にある先任上級曹長等
現職隊員が参加してい
ただきました︒
パークゴルフでは︑
他の大会では見られな
い厳しさの欠けるワイ
ワイとした和やかな雰
囲気の中で楽しんでお
りました︒
今回の成績は︑
優 勝 開藤重則さん
第2位 坂田茂俊さん
第3位 阿部 誠さん
でした︒
引き続き行われた懇
親会では︑支部長︑業
務隊長の挨拶の後︑今
回参加会員の中での年
長者︑川東さんの乾杯
で始まり︑新会員の増
川さん︑松井さんが﹁
現職隊員が参加してい
ただくのに出ないわけ
にはいかない！﹂と役
員とともに参加しまし
た︒懇親会の中で行わ
れたカラオケ歌合戦は
現職隊員とともに大変
盛り上がりましたが︑
元気溌刺とした現職隊

自衛隊退職者雇用協議会

を図るべく楽しく有意
義なひと時を過ごして
いただいたものと思い
ます︒ご参加いただき
ました皆様に改めて御
礼申し上げます︒
隊友会は︑今年度も
担当地域市民等と岩見
沢駐屯地の架け橋とし
て︑相互の理解を深め
防衛意識の普及高揚に
努めるとともに︑駐屯
地の諸業務等に対する
協力・支援︑事業計画
の実行による会の活性
化及び基盤の充実強化
を図り︑会員相互の親
睦と相互扶助を深めて
会の魅力化に努めて参
ります︒
駐屯地司令 末庚1佐による講話
懇親会には多数の方々のご参加を
いただき、交流・親睦を深めた。

︻4月18日︼
平成26年度隊友会岩
見沢支部定期総会を開
催しました︒
昨年度の事業報告︑
今年度の事業計画を参
加会員の審議を得て︑
賛成多数で可決されま
した︒なお︑会員から
の意見が3件あり︑役
員会で再検討審議し︑
今年度の事業計画に反
映して会員多数の参加
による︑よりよい隊友
会に発展させていきた
いと思います︒
総会後︑第12施設群
長兼ねて岩見沢駐屯地
司令末虞1佐から﹁自
衛隊及び岩見沢駐屯地
の将来について﹂ の講
話をしていただき︑世
界情勢の中での現在の
自衛隊の任務の複雑さ
と重要性を再認識しま
した︒
懇親会には末虞1佐
をはじめ︑現職隊員33
名の他︑自衛隊協力会
岩見沢隊区連合会会長
・岩見沢市長 松野
哲氏︑衆議院議員 渡
辺孝一氏︑岩見沢市議
会議長 伊澤幸信氏︑
岩見沢商工会議所会頭
五十嵐 閣氏︑岩見沢
市議会議員 峰 泰教
氏︑新党大地北海道10
区支部長 浅野貴博氏
等要職にあられる多数
の皆様のご参加をいた
だき︑隊友会岩見沢支
部会員との交流︑親睦

EL：0126叫22−3445

T

閤

支部長：五 十 嵐

広報「いわみざわ」
平成26年9月
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