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職 歴
Ｈ ４ 幹部候補生学校
西部航空警戒管制団西部防空管制群防空管制隊（春日）
９ 幹部候補生学校学生隊（奈良）
１１ 北部航空警戒管制団司令部防衛部（三沢）
１３ 西部航空警戒管制団西部防空管制群防空管制隊（春日）
１６ 幹部学校付（目黒）
１７ 航空幕僚監部防衛部運用課兼ねて防衛部防衛課（市ヶ谷）
１８ 統合幕僚監部運用部運用１課（市ヶ谷）
２０ 西部航空警戒管制団西部防空管制群防空管制隊長（春日）
２２ 統合幕僚監部運用部運用１課（市ヶ谷）
２４ 南西航空警戒管制隊第５６警戒群司令
兼ねて与座岳分屯基地司令（与座岳）
２５ 幹部学校付（目黒）
２６ 航空幕僚監部運用支援・情報部運用支援課演習・検閲班長
（市ヶ谷）
２７ 北部航空警戒管制団 北部防空管制群司令 (三沢）
２９ 現職

柚木だよりをご覧の皆さま、平成２９年８月１日に第３２代本部長に着任しました定免克己（じょうめん かつき）で
す。よろしくお願いします。
前任地では、第２６代本部長の深瀬空将補（北部航空方面隊副司令官）の指揮下部隊である北部防空管制群
の群司令を拝命しておりました。三沢にて補職内示、発令を受け、赴任するまでの僅かな期間に、深瀬空将補か
ら「静岡は素晴らしいところだよ！」「静岡地本はＯＢが現役職員を盛り立ててくれるアットホームな職場だよ！」「静
岡は、自分の第２の故郷と思っている。定免は幸せだな！」等々と、静岡そして地本に関することを耳にタコができ
るほど聞かされていたため、ワクワクしながら本部長に着任しました。
さて、日本を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。前職においても、その状況を肌で実感してい
ました。このような中、静岡地本を取り巻く環境も、募集適齢者の減少、有効求人倍率の上昇等により、特に募集
が厳しい状況にあります。この厳しい状況下で、地本職員は、一致団結、各課等が協力し、目標達成のため日々
奮闘しています。
今後とも、皆様の変わらぬご支援とご鞭撻をお願いし、着任の挨拶とさせていただきます。

沼津所は７月３日（月）、高校生に対する募集活動解
禁に伴い、ＪＲ沼津駅とＪＲ御殿場駅において街頭広報
を実施した。
朝７時から８時半まで、広報官と募集相談員３人が自
衛官募集案内の入ったポケットティッシュ３０００個を学
生等に配布した。地元に密着している募集相談員の協
力もあり、自衛隊を有効かつ効果的にＰＲすることがで
きた。

袋井所は７月２３日（日）、防衛大学校が実施する
オープンキャンパスに学生や保護者合わせて６５人を
引率した。
当日は、記念講堂で概要説明会が行われたほか、学
部紹介、模擬授業、学生舎の見学、学生との懇談など
も実施され、参加者は限られた時間を最大限に活用し
て学生生活への疑問を解消し、防大に対する興味関
心を更に高めている様子であった。

静岡地本は、８月５日（土）と６日（日）の２日間、清水港日の出埠頭で開催された「第７０回清水みなと祭り」におい
て広報活動を実施した。
１４年振りにブルーインパルスの飛行展示が実施されたほか、護衛艦「むらさめ」の艦艇公開、陸上・航空自衛隊
の車両や装備品の展示、航空自衛隊中部航空音楽隊による演奏、Ｔ‐４・Ｔ‐７による飛行展示、静岡・山梨・長野の
３地本と海上自衛隊横須賀地方総監部の広報ブース開設が行われ、声優の中村桜さんが護衛艦「むらさめ」の一
日艦長を務めた。
普段見ることのできない陸海空自衛隊が清水港に揃い踏みし、２日間で９万人もの来場者で賑わった。

「三嶋大祭り」で自衛隊をＰＲ
三島所は、８月１６日（水）と１７日（木）、「三嶋大祭り」
において広報活動を実施した。
市役所前に自衛隊ブースを設置し、小型トラックや自
衛隊活動のパネル展示、子供用迷彩服の試着コー
ナー、地本特製自衛隊缶バッジのプレゼントを行った。
来場者は初めて近くで見る自衛隊車両に興味を示し、
中でも家族連れは子供用迷彩服を着た我が子とともに
車両を背景に笑顔で記念撮影を楽しんでいた。

浜北所は、８月２９日（火）、今沢海岸において行われ
た海上自衛隊の「エアクッション艇（通称ＬＣＡＣ）研修」
に参加者を引率した。
研修では、隊員からエアクッション艇の任務や構造な
どの概要説明を受けた後、操縦席やローター部などを
見学した。普段目にすることのない実物のエアクッショ
ン艇を目の前に、参加者たちは興奮気味に艇体に触
れたり、写真に収めるなどしていた。

援護課は、７月１２日（水）、御殿場高原ホテルで行わ
れた「平成２９年度静岡県任期制隊員合同企業説明
会」を支援した。
当日は、県内の雇用協力企業等４３社と退職予定の
陸・海・空隊員４５人が参加し、皆真剣な表情で企業の
説明に聞き入り、退職後の次なるステージの情報を積
極的に収集していた。
また、静岡地本は退職予定隊員及び参加企業に対
する予備自衛官・即応予備自衛官制度の説明も併せ
て行い、自衛隊を退職し企業などに就職した後も引き
続き予備自衛官等として自衛隊を支えてもらえるよう同
制度の普及推進に努めた。

学生が

を見学

藤枝所は、８月１８日（金）に実施された「青少年富士総
合火力演習研修」に学生を引率した。
午前中の演習訓練では、１０式戦車や対戦車ヘリコプ
ターなどが繰り広げる迫力ある訓練の様子を見学し、参
加者たちはその動きと音に圧倒されていた。また、昼食
には自衛隊員が訓練時などに食べる携行食の中華丼を
体験喫食した。
午後からは、普通科部隊の宿営地で８９式装甲戦闘車
を見学するとともに、機甲科部隊の宿営地では各種戦
車や隊員が生活しているテントなどを見学した。学生た
ちは、めったに見ることの出来ない装備品の細部や隊員
の宿営地を興味深く見学し、実際に演習に参加している
隊員の説明に熱心に聞き入っていた。

富士所は、８月１９日（土）と２０日（日）、富士市産業
交流展示場で行われた「キッズジョブ２０１７」で広報活
動を実施した。開会式には静岡地本部長も出席し、２
日間で約９０００人の来場者が訪れて大盛況となった。
自衛隊は「働く車体験エリア」において、第３４普通科
連隊が高機動車を展示するとともに、静岡地本が子供
用迷彩服試着コーナーの開設と自衛隊版の特製缶
バッジの作成・配布を行った。
普段目にすることのない自衛隊の車両に目を輝かせ、
迷彩服を試着して高機動車に乗り込むと敬礼を真似し
て楽しそうに記念撮影をする子供たちや、缶バッジを
身に着け嬉しそうに家族に見せる子供たちが多く見受
けられた。

７月２７日（木）、本部庁舎前において「平成２９年度前期定期表彰」を実施した。受賞者は以下のとおり。

第４級賞詞（職務遂行）
募 集 課 陸 曹 長 早川 延慶
沼 津 所 陸 曹 長 山田 弘隆
三 島 所 ２等陸曹 青島 祐二

第４級賞詞（車両無事故）

第５級賞詞（職務遂行）
センター
三島所
静岡所
センター

陸曹長
陸曹長
２等空曹
２等陸曹

佐野 繁
小川 靖史
大村 有希
佐藤 隆也

袋 井 所 陸 曹 長 渡辺 義之
センター 陸 曹 長 佐野 繁
袋 井 所 ２等海曹 佐々木 毅

募集課は、８月３０日（水）、陸上自衛隊武山駐屯地第１１７教育大隊、朝霞駐屯地
女性自衛官教育隊及び航空自衛隊防府南基地航空教育隊第１教育群への入隊引
率業務を実施した。
陸上・航空自衛隊の自衛官候補生男女合わせて１２人が、自衛官としての第一歩
を踏み出す決意を胸に元気な姿で各入隊先引率官の元へ集合し、各基地・駐屯地
へ向け出発した。

▽目黒・陸上自衛隊幹部学校研究課長
１等陸佐 根本 博之（本部長）
▽市ヶ谷・統合幕僚監部副報道官
２等空佐 原田 範朗（募集課長）
▽北千歳・第７１戦車連隊
１等陸尉 津波 伸樹（総務課）
▽静浜・第１１飛行教育団
空 曹 長 石部 恭浩（募集課）
▽横浜・神奈川地方協力本部
１等海曹 松下 永樹（浜北所）

▽本 部 長 １等空佐 定免 克己
（三沢・北部防空管制群司令）
▽総 務 課 ３等陸佐 松浦 文俊
（朝霞・研究本部）
▽募 集 課 ３等陸佐 土屋 竜也
（板妻・第３４普通科連隊）
▽浜 北 所 ２等陸尉 福島 英明
（滝川・札幌地方協力本部）
▽募 集 課 １等陸曹 武藤 哲也
（富士・東部方面輸送隊）
▽センター １等陸曹 坂 武平
（朝霞・東部方面後方支援隊）
▽総 務 課 ２等陸曹 杉澤 裕司
（駒門・駒門駐屯地業務隊）
▽広 報 室 ２等空曹 田中 剛仁
（岐阜・第２補給処）

募集課 １等陸尉
古本 豊（８．３０）

広報室 陸曹長
海野 裕史（９．２）

静岡地本 10、11、12月主要行事予定
10月
1日…自衛官候補生試験
7～9日…一般曹候補生2次試験
13日…総監への隊務報告
13～17日…予備自5日間訓練(駒門)
14日…防医大(看)1次試験
15日…エアフェスタ浜松2017
27～31日…予備自5日間訓練(板妻）
28,29日…防医大(医)1次試験
29日…航空観閲式
31日…沼津３中音楽会
(東部方面音楽隊)

11月
1日…永年勤続表彰
2日…本部長感謝状贈呈式
4日…大道芸ＷＣ青年部
イベント
4,5日…防大1次試験
7日…静岡県指揮官会議
11日…殉職隊員追悼式(板妻)
17,18日…タミヤフェア
18日…自衛官候補生試験
24～28日…予備自5日間訓練
(板妻)

12月
3日…方面隊創立記念行事
5日…方面業計1次指示
退官行事(海老岡准尉)
8～12日…予備自5日間訓練
(滝ヶ原)
9,10日…みちのくフェスタ！
16日…自衛官候補生試験

