
大地隊ニュース２０１８ ２０１８年１月 

年始行事 

 平成３０年１月９日（火）、大湊地方総監部において、年頭訓示を行いました。 

 年始に際し大湊地方総監が隊員に対し、「北方警備の要として、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、警戒監視はもとより、大規模災
害対処、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、安全だるまに今年１年の部隊安全と任務完遂を誓い開眼点睛。むつ市の
兵主神社において、安全祈願も行いました。 

 また、大湊航空基地では、哨戒ヘリと救難ヘリによる新年の初訓練飛行を行い、部
隊の団結心を向上させるとともに、今年の飛行安全に向けて決意を新たにしました。 



第４０回定期演奏会 

 平成３０年１月２０日（土）、青森市のリンクステーションホール青森において、大湊音楽隊に
とって一年間の訓練の集大成である「第４０回定期演奏会」を開催しました。 

 第１部では、まもなく開催される平昌オリンピック、そして、２０２０年東京オリンピックでの日本
人選手の活躍を祈念し、「オリンピック～頂への挑戦～」と題し、「オリンピック・スピリット」、歌劇
「蝶々夫人」から「ある晴れた日に」、「この道」、「パリの喜び」の４曲を披露。第２部は、４０回を
定期演奏会にちなみ、「４０ｔｈメモリアル」と題して、「アルメニアン・ダンス・パートⅠ」、本邦初演
となる石毛里佳氏 作曲「艦（ふね）の記憶～第４０回定期演奏会記念委嘱作品～」、「クワイエッ
ト・モーメント」、「富士山～北斎の版画に触発されて～」の４曲を披露しました。 

 その後も鳴り止まないアンコールを求める拍手に応え、海上自衛隊で２人目となるヴォーカリス
ト中川３曹（横須賀音楽隊）が「望郷じょんがら」、「リンゴ追分」、「津軽海峡冬景色」を唱歌、行進
曲「軍艦」を演奏し、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１７回冬の下北半島 食の祭典 

 平成３０年１月２７日（土）・２８日（日）、むつグランドホテルにおいて、むつ商工会議所
主催の「第１７回冬の下北半島 食の祭典」が行われました。 

 毎年恒例の「食の祭典」では、下北半島の食文化と特産物を紹介する等、下北半島の
郷土料理、地場産品の販売やステージイベントなどが行われています。  

 今年は新たに、海上自衛隊大湊基地に在籍する艦艇等のレシピ提供店舗による   
大湊海自カレーの特別販売、むつ市が新たなご当地グルメとして目指す航空自衛隊第
４２警戒群で作られている鶏の唐揚げ「sora空（そらから）っ!」が無料配布されました。 

 海上自衛隊大湊総監部も本イベントに併せて、海上自衛隊広報コーナーを設置し、多
くの方に制服の試着体験や海上自衛隊入隊に関する説明を行いました。  



米海軍三沢基地ＣＰＯＡとのスキー交流会 

２０１８年２月 

 平成３０年２月２日（金）、釜臥山スキー場において、大湊海曹会（１７名）は、米海軍三
沢基地ＣＰＯＡ（１７名）とスキー交流会を行いました。 

 参加者は、それぞれスキーやスノーボードで思い思いのシュプールをゲレンデに刻み
「海辺のダウンヒル釜臥山スキー場」を堪能しました。 

 夕刻には、会場をホテルに移し懇親会を行い、参加者もその頃にはすっかり打ち解け
会話もはずみ、より一層親睦を深めることができました。 

 この交流会は、平成１６年頃から夏のネブタ交流会と合わせて毎年実施しており、昨年、
ＪＡＮＡＦＡ（日米ネービー友好協会）から友好親善、相互理解に貢献したとして評価され
感謝状を頂いています。 



平成２９年度大地隊スキー競技 

 平成３０年２月１４日（水）、釜臥山スキー場において、大湊地方隊スキー競技を行い
ました。 

 競技は、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チームで競われました。種目は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、奮闘しました。 
 結果は、「２５空・大空分チーム」が昨年の雪辱を晴らし、見事優勝を飾りました。  

 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３０年２月１９日（月）から２１日（水）までの間、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、厳しい冬の環境下での捜索救助の向上に努めました。 



30.2.21災害派遣出発 

 平成３０年２月２１日（水）、大湊地方隊は、平成３０年２月２０日（火）に発生した米空
軍三沢基地所属Ｆ－１６戦闘機による小川原湖への燃料タンク投棄事案において、三
村青森県知事からの災害派遣要請（拡散している燃料油等の回収）を受け、情報収集、
燃料回収に隊員を派出しました。 



30.2.22災害派遣活動 

 大湊水中処分隊が、小川原湖において情報収集、燃料回収における準備作
業を実施しました。 



30.2.23災害派遣活動 

 大湊水中処分隊が、小川原湖において浅海用音響測探装置（ＭＢＥＳ）によ
る捜索を実施しました。 



30.2.24災害派遣活動 

  大湊水中処分隊隊は、湖底にある目標物確認のため極寒の中潜水作業を
実施し、燃料タンクらしきものの残がいを回収しました。 



30.2.25災害派遣活動 

   大湊水中処分隊は、昨日に引き続き水温１℃の厳しい環境下で潜水作業を

実施し、燃料タンクの残がいを回収しました。２日間で燃料タンクの残がい、破
片を全体の約８０％回収しました。 



30.2.27災害派遣活動 

  災害派遣隊員は、現地を訪れた米軍三沢基地ジョーブ司令官の激励を受け
ました。 



30.2.28災害派遣活動 

 大湊水中処分隊は、結氷する小川原湖の寒さをものともせず潜水作業を実
施しました。 



２０１８年３月 

30.3.3災害派遣活動 

  大湊水中処分隊は、天候回復後、小川原湖での燃料タンクの捜索を再

開しました。これまでに燃料タンクの残がい、破片を全体の約９４％回収し
ました。 



30.3.4災害派遣活動 

  大湊警備隊は、目視による湖底の潜水確認作業を終了し、金属製の底
引き網での回収作業の準備を行いました。 

 ３．５以降、この底引き網を使用し、日米共同での湖底の砂・泥に埋没し
た可能性のある破片の回収作業を実施する予定です。 



30.3.5災害派遣活動 

 大湊警備隊は、三沢の米空軍施設部隊と共に金属製の底引き網での回
収作業（湖底の砂・泥に埋没した可能性のある破片）を行いました。 



30.3.6災害派遣活動 

  大湊警備隊は、昨日に引き続き三沢の米空軍施設部隊と共に金属製の

底引き網での回収作業（湖底の砂・泥に埋没した可能性のある破片）を行
いました。 



30.3.7災害派遣活動撤収 

 平成３０年３月７日（水）、大湊地方隊は、三村青森県知事からの撤収要
請を受け、先月２１日（水）から１５日間実施した小川原湖での燃料油等回
収活動を米軍に引き継ぎ、撤収しました。 



緊急登庁支援に係る体験訓練 

 平成３０年３月３日(土)、「大湊レクリエーションセンター」において、大湊地方隊
の隊員２０名が緊急登庁支援に係る体験訓練を行いました。 

 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。 
 本訓練は一時預かりを希望する隊員、家族(子供)が、施設の環境や保育担当
隊員に慣れることを目的に行ったものです。 



平成２９年度ノルディックコンペティション 

 平成３０年３月１３日（火）、大湊基地内屋外訓練場において、「平成２９年度大
湊ノルディックコンペティション」を行いました。 

 「ノルディックコンペティション」は、１チーム６名からなる部隊対抗のタイムリ
レーであり、大湊在籍部隊計１５チームで争われました。 

 選抜選手達が、厳冬期のスキーによる体力錬成での成果を十分に発揮する中、
「総監部Ａチーム」が優勝し、晩冬のノルディックコンペティションは盛況の中、終
了しました。  



平成２９年度調理コンテスト 

 平成３０年３月１５日（木）、大湊基地内において、「平成２９年度調理コンテスト」
を行いました。 

 本コンテストは、大湊地方隊給養員（食材の管理及び調理作業に従事する隊
員）の調理技術及び献立作成能力の向上を図るとともに、「食文化の継承」を目
的として始めたものです。 

 本年度は「地産地消」をテーマとし、参加した１２部隊が限られた予算内で献立
を工夫しコンテストに臨みました。 

 当日は、書類審査により選抜された上位３部隊が実際に料理を提供、特別審査
員として招待したむつ市副市長等３名を含む３５名による実食審査が行われ、「ジ
ンギスカン丼」を作った掃海艇「いずしま」が最優秀部隊として選ばれました。 



２０１８年４月 
練習艦隊大湊入港 

 平成３０年４月１５日（日）、大湊港に練習艦隊（司令官：海将補 泉博之）（練習艦『かしま』、
『しまゆき』、護衛艦『まきなみ』）が入港しました。 

 練習艦隊には今年３月１７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２００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
「今日から大湊も、みなさんの故郷の一つになる。滞在期間が、みなさんの人生にとって大切な
日々になるよう祈っている。」と歓迎の挨拶をいただいた後に、 

泉練習艦隊司令官が「日本中を回り、乗員は海上での生活を通じて、たくましく成長している。北
の方々の厚い人情を感じたい」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、１７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。 



平成３０年度前期消防署勤務潜水員に対する研修支援 

 平成３０年４月１８日（水）～４月２０日（金）、大湊基地内屋内訓練プール及び大湊
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、地域の防災態勢向上に寄与することを目的として行っ
ています。 

 期間中、参加者は、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。 



第７１回憲法記念下北駅伝競争大会 

 平成３０年５月３日（木）、むつ市陸上競技協会主催による「第７１回憲法記念下北駅伝競
走大会」が開催されました。 

 海上自衛隊大湊チーム（男子３チーム、女子１チーム）は、一般・高校男子の部（計２３
チーム ６区間２２．９ｋｍ）と女子の部（計１２チーム ５区間９．７ｋｍ）に参加しました。 

 当日は冷たい雨が降る中、多くの方々からの声援を頂き、各チームの選手達はそれに応
えるべく懸命にタスキをつなぎ、力走しました。 
 海上自衛隊大湊チームも今回は優勝は逃したものの健闘し（海上自衛隊大湊Ａ ４位、海
上自衛隊大湊Ｂ １３位、海上自衛隊大湊Ｃ １９位、女子の部 ７位）、晩春のむつでの駅伝競
走大会は幕を閉じました。 

２０１８年５月 



第２９次隊派遣海賊対処行動水上部隊帰国行事 

 平成３０年６月３日（日）、海上自衛隊大湊基地において、第２９次隊派遣海賊対処
行動水上部隊帰国行事を行いました。 

 昨年１２月に、ソマリア沖・アデン湾での海賊に対する警戒や監視等の任務のため
出港した護衛艦「せとぎり」は、第３０次隊に任務を引き継いだ後、 
約６ヶ月ぶりに定係港である大湊に入港しました。 

 入港後、第７護衛隊司令（森山１等海佐）から帰国報告を行い、大湊地方総監（中西
海将）が小野寺防衛大臣の訓示を代読、その後、自衛艦隊司令官（山下海将）が訓示
し、派遣隊員を労いました。 

 任務を完遂し、無事帰国した隊員達は、久しぶりの家族等との再会に喜び合ってい
ました。 

２０１８年６月 



直木賞作家・安部龍太郎氏 大湊地方総監部訪問 

 平成３０年６月５日（火）、作家・安部 龍太郎氏が下北半島での取材及び研修のため、大
湊地方総監部を訪問されました。 

 前日は、函館港から大湊港まで、水中処分母船「ＹＤＴ０２」での乗船取材が行われ、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。またその際、洋上を航行中（護
衛艦「はまぎり」・「ちくま」）の第１５護衛隊（司令 小幡１佐）から発光信号による和歌（※１）
が送られ、それに対し入港後、安部氏から第１５護衛隊司令へ返歌（※２）が手交されました。 

 当日、指揮官を含む隊員に対し「『十三の海鳴り』と北の水軍～津軽海峡航海を終えて
～」と題し講話していただき、その後、大湊基地内及び下北半島等の史跡を丹念に取材さ
れました。 
 
※１ 「渡島（おしま）から 天龍翔ける仏浦（ほとけうら） 三将率い 海防に燃ゆ」 
 解釈：「渡島（函館）から来られる安部龍太郎氏に仏が浦沖でお会いし、 
     ３人の指揮官（艦）を率いつつ、海防の任に新たに燃えいています。」 
 補足：「天龍翔ける」、「燃ゆ」は、安部氏の著書「天馬、翔ける」、「信長燃ゆ」、 
     「薩摩燃ゆ」にかけております。 
※２ 「日の本は 海神嘉（わだつみよみ）す国ぞかし 護れ勲（いさお）し ちくま はまぎり」 
 第一解釈：「日本という国は、海神が好んでおられる国ですよ。ちくま、はまぎりの 
        乗員の方々、勇気をふるって功をたてる姿勢を護り続けてください。」 
 第二解釈：「日本という国は、海神が好んでおられる国ですよ。ちくま、はまぎりよ、 
        勇気をふるって功をたてる乗員たちを護ってくださいね。」 



第３９回清掃登山 

 平成３０年６月１０日（日）、釜臥山とその周辺で、むつ市ロータリークラブ等が主催す
る第３９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等１７０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地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。 



『マリンフェスタｉｎ大湊』開催 

 平成３０年６月３０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。 



大湊地方隊「災害派遣訓練」 

 平成３０年７月１２日（木）、海上自衛隊大湊基地内において、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。 

 大湊地方隊は、常に災害などに備え訓練を重ねており、今後も国民の安心・安全の
ため、あらゆる事態に迅速に対応できる万全な即応態勢を維持して参ります。 

・多用途支援艦「すおう」による車両等搭載・輸送・卸下訓練（１１日・１２日）【青森港～函館港】 

・災害派遣器材取扱訓練                ・災害救助物品緊急出庫訓練 

・洋上における捜索・救助訓練              ・揚陸支援船接岸訓練 

２０１８年７月 



・西日本豪雨被災地への派遣要請に備え、即応態勢の入浴支援設備を搭載した車両 

・協力団体による隊員家族等安否確認訓練            ・通信展開訓練 

・応急救護訓練                      ・野外給食訓練 



第３１回海上自衛隊水泳大会地方大会 

 平成３０年７月１８日（水）、海上自衛隊大湊基地内の訓練プールにおいて、「第３１
回海上自衛隊水泳大会地方大会」を行いました。 

 同大会は、大湊地方隊の警備区である北海道及び青森県に所在する部隊から約
２４０名が参加し、５０メートル自由形や平泳ぎ、４００メートル複合リレーなど計２４種
目で競いました。 

 各種競技優勝者は、９月に舞鶴教育隊（京都府）で行われる海上自衛隊水泳大会
に大湊地区代表として出場します。 



サマースクール（隊内生活体験） 

 平成３０年７月２５日（木）～７月２７日（金）、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、北海道・青森・岩手・福島の中学・高校生２８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、規則正しい生活を送る中、普段見ることのない隊員の訓練の
様子や曳船による湾内クルーズなど貴重な体験をしました。 



「まさかりレガッタ第２０回記念大会」 

 平成３０年７月２９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「第２０回まさかりレガッタ」が開催されました。 

 本大会は、年齢、経験、男女などによって９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９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、種目別の「ごった煮ヤングレース」で
大湊警備隊チーム、「ごった煮ひよっこレース」では、大湊システム通信隊チームが
それぞれ優勝しました。 



第４６代大湊地方総監離任式 

 平成３０年７月３１日（火）、海上自衛隊大湊基地において、第４６代大湊地方総監
（海将：中西 正人）の離任式を行いました。 

 中西総監は参列した隊員らに対し最後の訓示を行った後、大湊音楽隊の演奏に
合わせ、約３００名の隊員や来賓に見送られながら、思い出深い大湊基地を後にし
ました。 



第４７代大湊地方総監着任式 

２０１８年８月 

 平成３０年８月２日（木）、海上自衛隊大湊基地において、第４７代大湊地方総
監・酒井 良海将（前職：海上幕僚監部防衛部長）の着任式を行いました。 

 酒井総監は、「海上自衛隊の取り巻く環境は決して生易しいものではなく、時とし
て歯を食いしばりながら苦難に立ち向かうことがある。 

それ故に「潮気」を持って与えられた任務を実直かつメリハリを持って実施し、苦境
にある時こそ海軍伝統のユーモアの精神を忘れず、大湊地方隊の任務遂行に全
力に取り組んでほしい」と訓示しました。 



大湊ネブタ祭り 

 平成３０年８月３日（金）～５日（日）、今年で１３３周年を迎えるむつ市の伝統行事
「大湊ネブタ祭り」が開催されました。 

 各町内会の人形ネブタとともに、海上自衛隊からも「安倍泰成 九尾の狐を見破
る」を題材に迫力あるネブタで出陣しました。 

また、１２台のネブタが連なった合同運行では、勇壮な「はやし」と艶やかな流し踊り
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参ります。 



中学生の職場体験学習 

 平成３０年８月２７日（月）・２８日（火）及び３０日（木）・３１日（金）、むつ市内を中心とし
たむつ下北地域の中学校が行う職場体験学習に協力しました。 

 本学習は、職業体験を通じて多くの人との関わりから社会へ出るうえでの大切なことを
学び、今後の進路選択に活かすことを目的に行われています。 

 参加した中学生計３４名は、各部隊の職場を体験する「全般コース」と医師や看護師の
職場を体験する「病院コース」に分かれ、普段見ることのない訓練等の見学や体験をし、
仕事内容等について活発に質問していました。 



防衛副大臣視察 

２０１８年９月 

 平成３０年９月２日（日）、山本朋広防衛副大臣が海上自衛隊大湊基地を視察さ
れました。 

 山本防衛副大臣は、１万トンドック及び入渠中の護衛艦「おおよど」、その後、護
衛艦「はまぎり」の視察を行いました。 

多用途支援艦「すおう」 北海道へ災害派遣 

 平成３０年９月６日（木）、海上自衛隊大湊地方隊は、北海道胆振地方を震源とす
る震度７の地震発生に伴い、多用途支援艦「すおう」に救援物資を搭載し、北海道苫
小牧港へ向けて出港させました。 



掃海艇「いずしま」苫小牧港を出港 

 平成３０年９月１４日（金）、掃海艇「いずしま」は、９月７日（金）から実施している
「北海道胆振東部地震」における入浴支援等の活動を防衛省チャーター船「はく
おう」に引き継ぎ、苫小牧港を出港しました。 

「むつ市総合防災訓練」への参加 



 平成３０年９月２７日（木）、むつ市脇野沢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隊を含む陸・海・空自衛隊も参加しま
した。 

 訓練は台風の上陸に伴い、むつ市に「大雨特別警報」が発表され、この影響で
土砂崩れや河川の増水が発生していることを想定し実施されました。 

 本訓練を通じ、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。 

「市民とのふれあいコンサート」 



 平成３０年９月３０日（日）、十和田市民文化センター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。 

 今回のふれあいコンサートでは、「音楽で振り返る平成の３０年」と題し、第１部
は、今上天皇陛下のご成婚パレード時に作曲、演奏された「祝典行進曲」を始め、 
東日本大震災の復興を祈願して作曲された「A Song for Japan」などを演奏。第２
部では、ディズニーリゾート開園３５周年にあたりリニューアルされた「It's a small 
world」や、サッカーワールドカップの日本代表応援曲として使用された「Samba de 
Aida」などを演奏しました。また、間もなく終わりを告げる平成の３０年間での変化

を感じていただくために、第１部、第２部ともに、平成の様々な出来事などのスラ
イド写真を曲と共に映写し、聴衆の心を魅了しました。 

 その後も鳴り止まないアンコールの拍手に応え、「花は咲く」、行進曲「軍艦」、
「由緒ある砲兵中隊」をお贈りし、コンサートは大盛況のうちに幕を閉じました。 



ロシア海軍艦艇函館港入港 

２０１８年１０月 

 平成３０年１０月４日（木）、函館港にロシア太平洋艦隊所属の海軍艦艇３隻が入
港し、このうちミサイル巡洋艦「ヴァリャーグ」が港町埠頭に接岸しました。 

 今回の入港は、在函館ロシア総領事館創設１６０周年を記念し、親善のため訪問
したものです。 

 停泊中は、ホストシップとして入港した護衛艦「はまぎり」乗員等とスポーツ交歓行
事などで相互理解と友好を深めました。また、６日（土）には、両艦で一般公開を行
い、雨にもかかわらず多くの方に来ていただきました。 



「第１６回国民の自衛官 表彰式」 

 平成３０年１０月１０日（水）、東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷で、フジサンケ
イグループ主催の「第１６回国民の自衛官 表彰式」が行われました。 

 この表彰式は、国際活動や災害派遣などで著しい功績のあった自衛官を顕彰する民
間では唯一の自衛官表彰制度で、平成１４年度から始まりました。 

 今回、大湊在籍部隊から「大湊水中処分隊」と「護衛艦はまぎり 榎田１曹（現 大湊造
修補給所）」が選ばれ表彰されました。 



自衛隊記念日行事 

 平成３０年１０月２６日（金）、海上自衛隊大湊基地において、自衛隊記念日行事を行
いました。 

 当日は秋晴れの中、大湊地方総監から永年勤続２５年を迎えた隊員に対し、表彰を
行いました。 

 その後、隊員や多くの来賓が参列する記念式典では、北海道知事代理、青森県知事
代理から祝辞を賜り、引き続き、大湊地方総監より日頃からの海上自衛隊に対して御
支援御協力をいただいている各団体や個人に対し、感謝状の贈呈等を行いました。 



遠洋練習航海を終え、護衛艦「まきなみ」大湊に入港 

２０１８年１１月 

 平成３０年１１月２日（金）、護衛艦「まきなみ」が遠洋練習航海の任務を終え、大湊に入
港しました。 

 護衛艦「まきなみ」は、今年５月２１日（月）練習艦「かしま」と２隻で、一般幹部候補生課
程を修了した初級幹部約１９０名を乗せ横須賀を出港。約６ヶ月の世界一周の航海を終え、
日本に無事帰国しました。 

 １０月３０日（火）には入港した横須賀で帰国行事が行われ、本日、定係港（母港）である
大湊に入港、出迎えに来た家族等と久しぶりの再会を喜びました。 



平成３０年度青森県原子力防災訓練 

 平成３０年１１月１１日（日）、海上自衛隊大湊地方隊は、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に行われていま
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、避難のため東通村から訓練
に参加した村民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。 



青森県内消防署勤務の潜水員に対する研修支援 

 平成３０年１１月２０日（火）～２２日（木）の間、大湊基地内訓練プール及び大湊港におい
て、下北地域等の消防の潜水員２０名に対し、大湊警備隊水中処分隊が潜水研修支援を
行いました。 

 本研修は、海上での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、地域の防災態勢の充実に寄与することを目的として行っていま
す。 

 期間中、参加者はスノーケル泳法や捜索・救助法など各種訓練に励み、能力の向上と相
互の連携強化を図ることができました。 



大湊海友会「クリスマスコンサート」 

２０１８年１２月 

 平成３０年１２月８日（土）、海上自衛隊大湊基地内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「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」等を披露、会場
は大盛況のうちに幕を閉じました。 



第１９回海上自衛隊ハンドボール大会大湊地方大会 

 平成３０年１２月１０日（月）、海上自衛隊大湊基地内レクリエーションセンター体
育館において、「第１９回海上自衛隊ハンドボール大会」の大湊地区大会を行い
ました。 

 本大会はトーナメント方式で、青森・北海道地区の陸上部隊、艦艇部隊、航空
部隊それぞれの選抜８チームで争われました。 

 試合は各チームの熱戦が繰り広げられる中、八戸チーム同士の決勝となり、
「八戸Ａチーム」が接戦を制し、来年２月に行われる海自大会への出場を決めま
した。 



青森県立むつ養護学校での音楽演奏鑑賞会 

 平成３０年１２月１１日（火）、青森県立むつ養護学校において、近隣の福祉施設を
含む生徒等約２５０名に対し、大湊音楽隊が音楽演奏鑑賞会を行いました。 

 鑑賞会では音楽を身近に感じてもらえるよう演奏だけではなく、演奏に合わせて生
徒にダンスを踊ってもらうなど、たくさんの方に楽しんでいただきました。 

 演奏終了後、各施設代表者から花束の贈呈が行われ、その後、大湊海曹会から
代表の生徒に対しクリスマスプレゼントの贈呈を行いました。 



除雪隊編成式 

 平成３０年１２月１２日（水）、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。 

大湊地区家族支援講演会及び保育担当隊員による 
子供一時預かり習熟訓練 

 平成３０年１２月８日（土）、大湊基地内レクレーションセンターにおいて、家族支
援講演会及び子供一時預かり習熟訓練を行いました。 

 本講演会では、部外講師の方からの講演を通じ、防災・育児関連のさまざまな
情報を得るとともに、留守家族の家族支援の重要性の理解と確認をしました。 

 また、講演会に合わせた子供一時預かり訓練では、保育担当隊員の保育の技
能向上を計りました。 



 同月１４日（金）、むつ市の柳町ひまわり保育園において、大湊地方隊の隊員１２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、
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。 

 このような研修等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ける受け入れ態勢を構築しています。 

大湊地方隊先任伍長交代行事 

 平成３０年１２月１７日（月）、大湊地方隊先任伍長の交代式を行いました。 

 大湊地方隊の隊員等が整列する中、前先任伍長の山下勇海曹長が大湊地方総監（酒井
良海将）に先任伍長識別章を返納し、その後、総監から新先任伍長の尾崎昌志海曹長に
同識別章が授与されました。 

保育担当隊員による保育施設研修 



大湊地方総監部幕僚長交代 

 平成３０年１２月１８日（火）、前幕僚長 大力政富海将補の見送りを行いました。 

雪が降りしきる中、大力海将補は海上幕僚監部装備計画部長として新任地に向け大湊
を後にしました。 

 １２月２０日（木）、新幕僚長 近藤奈津枝海将補が統合幕僚監部首席後方補給官から
大湊地方総監部に着任しました。 



安全だるま満願点睛 

 平成３０年１２月２０日（木）、大湊地方総監部庁舎において、大湊地方総監と大
湊地方隊各指揮官等が今年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９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。 


