
第３３号 中国四国防衛局広報 平成２８年８月発行

中国四国 第３３号
平成２８年７月発行

Chugoku-Shikoku

Defense Bureau

編集・発行 中国四国防衛局
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30

℡ 082-223-7109

アメリカ大統領 広島に来訪 ５月２７日

目次
１ バラク・オバマ アメリカ大統領広島訪問
２ 岩国基地フレンドシップデー
３ 感謝状贈呈

４ 「第１回艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト
（仮称）整備協議会

５ 平成２８年度中国四国防衛局発注工事に係る業務説明会
６ 岩国飛行場藻場・干潟回復調査研究委員会

７ 第62回岩国飛行場藻場・干潟回復調査研究委員会
８ 優秀工事等顕彰状授賞式
９ 岩国基地周辺「安心・安全パトロール」
１０ 感謝状贈呈
１１ 中国四国防衛局の１／四半期の動き
１２ ７月１日 幹部人事異動
１３ 職員の独り言

岩国基地到着：福田岩国市長と握手を交わすオバマ大統領

写真提供：海上自衛隊第３１航空群司令部広報室
岩国基地到着

岸衆議院議員、福田岩国市長らが出迎え



平和記念公園：献花のあとスピーチが行われました。

岩国基地での激励

格納庫内には海兵隊・空軍・陸軍とその家族、海上自衛隊員さらに基地
従業員ら約3,000人が集まったとのことです。

写真提供：広島市広報

写真提供：広島市広報

写真提供：海上自衛隊第３１航空群司令部広報室



第４０回 米海兵隊岩国航空基地 フレンドシップデー ５月５日

来場者数１７５，０００人

MV22オスプレイ
海上自衛隊 C130輸送機

平成28年4月16日に発生した熊本地震で、自衛隊は災害派遣に全力を挙げて対応しており、今年のフレンド
シップデーは、米軍岩国基地の単独開催となりましたが、開催に当たり岩国基地は、 「熊本地震で被災され
た方々に心を寄せ、支援する機会になる事を願っている。」と述べておりました。

航空機の展示スペースでは、オスプレイの中が見学できるとあって、長蛇の列ができており、米軍パイロットと
の記念撮影をしている姿も見受けられました。



中国四国防衛局 局長室にて

贈呈後の歓談
日本での思い出話しをされておりました。

平成２８年５月２３日 贈呈式が執り

行われました。

在日米陸軍 基地管理本部 呉施設管理事務所 ロバート Ｅ. ゴードン所長は、長年
に亘って提供施設の整備及び管理に従事し、施設の安定的かつ適切な運用において多
大な貢献をされました。
特に、広弾薬庫沖合の堆積物撤去については、地元の懸念を理解しつつ施設の安定
的運用のため迅速に調整を図る等、対応の早期実現へと貢献されました。



第１回 艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称）整備協議会について

岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称）の概要

平成２８年３月２２日にまち・ひと・しごと創生本部において決定

された政府関係機関移転基本方針において、防衛装備庁艦艇
装備研究所の試験評価施設について、岩国市への整備に関す
る検討を防衛省、山口県、岩国市の３者を中心に進めるため、平
成２８年度より定期的な協議を行うことになりました。
この方針を踏まえ、平成２８年６月１０日に、「第１回艦艇装備

研究所岩国海洋環境試験評価サテライト（仮称）整備協議会」が
開催されました。
協議会において、菅原局長は 、「研究機関の地方移転が、地

方創生の観点から山口県及び岩国市の「しごと」と「ひと」の好循
環につながり、国の研究機関の機能維持・向上が図られることに
なることを期待しております」と挨拶しました。
福田岩国市長からは、「整備される試験評価施設が、当市の

地域経済の活性化に大きく貢献する施設となるよう、皆様にお願
いいたします」との発言がありました。

○ 防衛装備庁艦艇装備研究所が、デュアルユース技術を積極的に活用し、今後積極的に取り組んでいく先
進的な研究分野（水中無人機など）に必要となる試験評価施設（岩国海洋環境試験評価サテライト（仮
称））について、岩国市への整備に関する検討を防衛省、山口県、岩国市の３者を中心に進めます。

○ このため、協議の場を設置し、平成２８年度より定期的な協議を行っていき、平成３３年度以降の早い段
階から順次運用することを目指します。

（一例）水中無人機分野における研究計画

※ 本計画は現時点における最短の場合の例を示して
おり、今後の状況等により変更することがあり得る。
なお、具体的な計画については、今後設置する会議
体において検討を実施する。

海中を搭載したセンサ等により周囲の状況を認識・判断して自立
で航行する無人機に関する研究

会議体を設置、
年２回程度開催

設置条件
経費具体化

水中無人機分野に関する研究

長期間水中航走を行うことが可能となる大型の長期運用型無人水中航走体等に関する研究

H28

予算要求～試験評価施設設置 運用（試験評価）

H29～H32 H33～順次 ※ 当該施設については、艦艇装備研究所と
の研究協力等により、大学や他の研究機
関の活用も可能。将来的には、当該地域
が水中無人機などの試験評価の集積地
となる可能性。

試験評価に使用する装置の例

大型恒温水槽（温度試験） 大型モーションテーブル（傾斜試験） シミュレーター（模擬環境試験）



平成２８年度中国四国防衛局発注工事に係る業務説明会

中国四国防衛局は、４月１１日（月）、岩国商工会議所４階ホールで開催された「平成２８年度中国四国防
衛局発注工事に係る業務説明会」（主催：岩国商工会議所建設業部会）に、紅林調達部長らが出席し、多く
の地元建設業者の方々に対し、２８年度の発注予定工事や制度の改正について説明を行いました。
当局では２６年度より、総合評価落札方式において、参加資格要件等を共通化できる複数工事の発注が
同時期に予定されている場合に、競争参加申込者からの技術資料の提出を一つのみのとし、技術審査・評
価を一括して実施する一括審査方式を試行し、競争参加申込者の負担軽減を図っているところですが、２７
年度には、一括審査方式の場合の入札保証金の取扱いの緩和や特定建設工事共同企業体で参加する場
合の事務負担を軽減するなど入札参加環境を改善すべく取り組んでおります。
説明会では、冒頭、福田岩国市長から挨拶があり、これまでの中国四国防衛局による各種施策の結果、
地元業者の受注拡大に向けた効果は大きい旨発言がなされ、長野岩国商工会議所会頭からは説明会参
加業者に対して、受注意欲を高めてもらいたい旨、発言がなされました。

説明会の様子（説明者：紅林調達部長）

冒頭挨拶（岩国市長）



第６２回 岩国飛行場藻場・干潟回復調査研究委員会開催

岩国飛行場藻場・干潟回復調査研究委員会

本委員会は、岩国飛行場滑走路の沖合移設埋立事業において、山口県知事等から「藻場及び干
潟が一部消滅することから、専門家の指導、助言を得て、本埋立計画地周辺海域において、最大
限、新たな藻場及び干潟の造成に努めるとともに、藻の定着状況及び干潟の形成状況を計画的に
監視する等により極力維持に努めること」との意見を受けて、「岩国飛行場藻場・干潟回復検討
報告（平成１４年９月）」の取りまとめを行っているものです。

平成２８年６月２１日（火）岩国国際観光ホテルにおいて、

第６２回岩国飛行場藻場・干潟回復調査研究委員会が開
催されました。

当日は、大雨警報が出されるなかでの開催となり、現地
調査は河口域の濁りと増水に伴い、中止となりました。

当日の会議では、第６１回議事録の承認をいただい

た後、平成２８年１月から同年４月までの環境調査結
果等の説明を行い、各項目毎に委員の方々から御意
見・御指導いただき、引き続き回復状況等を調査する
こととなっております。

会議の最後に、次回開催日程の調整がなされ、今
年１０月下旬を目途に開催を予定することとなりました。

委員会の審議概要は、中国四国防衛局ＨＰに掲載さ
れておりますので御参照ください。

当日の錦帯橋河川の状況



平成２８年度優秀工事等顕彰状贈呈式

中国四国防衛局は平成２８年７月４日、広島市中区の広島合同庁舎で平成28年度優秀工事・
優秀業務顕彰式を開いた。本年度の顕彰者は、優秀工事17社、優秀工事技術者１３人、優秀業
務１社、優秀業務技術者３人で、紅林昌調達部長からそれぞれに顕彰状が贈呈された。
本制度は同局発注した工事・業務のうち、平成27年度に完成したものの中から、工事・業務成
績評定や現場における創意工夫並びに施工努力等を総合的に評価し、他の模範とするにふさ
わしい工事・業務を選び、その請負者並びに技術者を顕彰するというもの。今回で７回目を数え
る。
なお、顕彰を受けると総合評価方式で加点されるなどのインセンティブが付与されることとなる。

優秀工事
岩国飛行場(H25)駐機場(B)雨水排水整備
工事

（株）ガンシン

岩国飛行場（Ｈ２６）低層住宅（1工区）新設
建築工事

安本建設（株）

岩国飛行場（Ｈ２６）低層住宅（２０工区）新設建築
工事

（株）にしき

岩国飛行場（Ｈ２５）郵便局新設建築工事

（株）太昭組

岩国飛行場（Ｈ２６）低層住宅（３工区）新設
建築工事

森本建設（株）

岩国飛行場（Ｈ２６）低層住宅（２１工区）新
設建築工事

（株）大島組

岩国飛行場(H25)将校宿舎新設土木工事

（株）藤川興業所

岩国飛行場（Ｈ２５）車両整備管理棟等新
設機械工事

（株）大嶋商会

岩国飛行場(H25)売店等新設土木工事

ユタカ工業（株）
岩国飛行場(H25)売店等新設土木工事

（株）ナルキ
岩国飛行場(H25)愛宕山(住宅地区)敷地造成工事

日栄興業(株)
善通寺（２５）庁舎改修等建築その他工事

（株）高岸工務店

呉（２５）吉浦工場新設等建築その他工事

大之木建設(株)
岩国飛行場（H25）給水整備工事

山陽建設工業（株）
１術校（26）宿舎改修設備工事

塩田工業（株）
日本原（25）隊舎改修電気その他工事

東海電機（株）

呉外（２７）宿舎外壁改修建築工事

宮本塗装工業（株）
優秀業務

見島外（２６）庁舎新設等建築設計

（株）長野総合建築事務所

優秀工事・業務技術者
岩国飛行場（H24）売店等新設機械工事

大成設備（株）中国支店

監理技術者・現場代理人 中塚敏幸

岩国飛行場（H24）売店等新設機械工事

大成設備（株）中国支店
主任技術者 松塚慶亮

岩国飛行場（H23）整備格納庫（B）新設電気工事（その1）

（株）中電工
現場代理人 折本洋

岩国飛行場（H23）整備格納庫（B）新設電気工事（その1）

栗原工業（株）中国支店
主任技術者 首藤忠輔

岩国飛行場(H26)愛宕山地区橋梁新設工事

広成建設(株)
監理技術者 森岡優

岩国飛行場(H25)駐機場(B)雨水排水整備工事

五洋建設(株)中国支店
現場代理人 井澤広志

岩国飛行場（Ｈ２６）低層住宅（１工区）新設建築工事

井森工業（株）
現場代理人 星出卓美

岩国飛行場（Ｈ２６）低層住宅（２０工区）新設建築工事

（株）松村組 広島支店

監理技術者・現場代理人 小林大造

岩国飛行場（Ｈ２６）低層住宅（３工区）新設建築工事

新成建設（株）

監理技術者・現場代理人 池田秀一

岩国飛行場（Ｈ２５）車両整備管理棟等新設機械工事

大成温調（株）広島営業所
監理技術者・現場代理人 坂井和彦

呉（25）吉浦桟橋新設機械その他工事

（株）東海テック
監理技術者・現場代理人 平山浩司

岩国飛行場(H25)愛宕山(住宅地区)敷地造成工事

松尾建設（株）
監理技術者 平山浩司

善通寺（26）庁舎改修等電気その他工事

三笠電機（株）
監理技術者 西成篤志

岩国飛行場（Ｈ２５）売店等建築工事監理業務

(株)大建設計 広島事務所
担当技術者 猪島智

岩国飛行場（Ｈ２５）短期宿泊施設等建築工事監理業務

（株）阿波設計事務所
担当技術者 村橋利彦

岩国飛行場（H23）整備格納庫（A）等新設設備工事監理業務

(株)産研設計 広島事務所
担当技術者 浦山賢二

優秀工事業者記念撮影

優秀工事技術者記念撮影 優秀業務・技術者記念撮影



７月６日 岩国基地周辺「安心・安全共同パトロール」

７月６日（水）「安心・安全共同パトロール」を実施しました。
当該パトロールは、相互の防犯意識の向上を図ることを目的に行っており、当日は、岩国市長をはじめ山

口県、中国四国防衛局長及び米海兵隊岩国航空基地司令官さらに川下地区及び麻里布地区の防犯パト
ロール隊の皆さんにも御協力いただき実施しました。参加者は約７０名でした。

川下地区でのパトロール開始前に挨拶をされる福田岩国市長、菅原中国四国防衛局長、ブシェー米海兵隊岩国航空基地司令官

川下地区パトロール隊の皆さんと共にパトロール開始

麻里布地区パトロール隊の皆さんと共にパトロール開始

スーパー防犯灯の説明をブシェー司令官にされる福田岩国市長



７月７日 米軍岩国基地航空基地司令官へ感謝状を贈呈

感 謝 状

アメリカ合衆国海兵隊大佐
ロバート Ｖ・ブシェー 殿

貴官は平成二十五年七月在日米海兵隊岩国航空基地司令官に就任以来米軍再編に伴う艦載機移転に係る工事等諸
問題の処理また基地従業員の労務管理の円滑な実施さらには岩国基地周辺自治体等からの要望に真摯な態度で対応し地域
友好の輪を拡げ市民等との融和に努められました
今般離任されるに当たり貴官の在任中の功績を称えるとともに当局に寄せられた支援に対し衷心より感謝の意を表します

平成二十八年七月七日

中国四国防衛局長 菅 原 隆 拓



４月

１日 人事異動
１１日 平成２８年度中国四国防衛局発注工事に係る業務説明会
２１日 呉弾薬整備補給所整備場落成式
２３日 小松島航空基地開隊５１周年記念行事出席
２４日 第１４旅団創隊及び駐屯地開設記念行事出席

５月

５日 岩国航空基地フレンドシップデー
9日~20日 会計実地検査
１７日 広島県防災会議幹事会出席
２０日 山口県防災会議出席
２２日 高知駐屯地記念行事出席
２３日 米陸軍 基地管理本部 呉施設管理事務所長ﾍ感謝状贈呈
２４日 第１４旅団創隊及び駐屯地開設記念行事出席
２８日 高梁川総合水防演習出席
〃 第６５回掃海殉職者追悼式参列
２９日 美保基地航空祭出席
３０日 広島県防災会議出席

６月

１日 鵜飼い遊覧安全運航祈願祭出席

〃 中国四国地区自衛隊協力団体長会議出席
１０日 艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト(仮称)整備協議会(第１回)
１２日 国家公務員採用一般職試験
２１日 岩国飛行場藻場・干潟調査研究委員会

１日 人事異動
４日 優秀工事等顕彰状贈呈
６日 岩国基地周辺 安心安全パトロール
８日 米海兵隊岩国航空基地司令官へ感謝状贈呈

中国四国防衛局１／四半期の動き等

平成28年4月16日に発生した熊本地震により被災され、さらに6・７月の豪雨により被害を受けられた
方々へ心よりお見舞い申し上げますと伴に、一日も早い復興を願っております。

中国四国防衛局職員一同

７
月
８
日
ま
で

フレンドシップデー 第６５回掃海殉職者追悼式 美保基地航空祭
岩国飛行場藻場・干潟調査

研究委員会

感謝状贈呈
在日米陸軍 呉施設管理所長

感謝状贈呈
米軍 岩国基地司令官

優秀工事等顕彰状贈呈式 岩国安心安全パトロール



７月１日付けで中国四国防衛局企画部長を拝命い
たしました宮川です。

中国四国地方は、海も山もあり自然豊かで歴史も
ある人情に厚いすばらしい土地であると伺っており
ます。このような地にあります防衛施設と関係地方
公共団体や地元の皆様との調和を図るため全力を
尽くす考えです。

中国四国地方の勤務は初めてとなりますので皆
様方にご教示頂くことも多々あるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします

人事異動（平成２８年７月１日）幹部紹介

職員の独り言
私は、28年4月1日付けで、東北は宮城県から転勤してきました。
こちらでの仕事は、様々な防衛行政に関する対応窓口のため、毎日緊張しながら仕事をし
ています。

様々な方からの問い合わせ等がありますが、特に地域住民の皆様が、米軍や自衛隊が行
う様々な訓練等により生じる、不安や迷惑・疑問等に、少しでもご理解頂けるよう丁寧に対応
して参りますので、どうか宜しくお願いいたします。
(ちょっと訛りがありますので、聞き取りにくいかも知れません。そんなときは遠慮無く聞き直し
てください。)

東北から出てきて、慣れない土地での勤務で、ストレスが溜まることもありますが、そんな時は、仕事を放りだして、日
本酒に酔いしれています。東北は酒所として有名ですが、中国四国地方にも、美味しいお酒が沢山あり、飲み過ぎるこ
ともしばしば・・・（ストレスのせい？） 最近は、行きつけの「お好み焼きやさん」を見つけて、常連さんと和気あいあい
楽しい夜を過ごしています。・・・(^^;)
また、海釣りが趣味で、釣った魚でまた一杯・・・お誘い待ってま～す。(^^)

今後とも防衛行政にご理解とご協力をお願いいたします。

企 画 部 長

７月１日付で企画部長から総務部長に転任しまし
た伊藤賢です。

中国四国防衛局は中国四国地方の９県を管轄し
ています。管内には自衛隊施設や米軍施設が多数
所在しており、大きな事業も進んでいます。

これまで培った地域の皆様方との信頼関係を継
続しながら、引き続き諸問題の解決に全力を尽くし
て取り組んで参ります。よろしくお願いいたします。

伊 藤 賢 宮 川 均

調達部 調達計画課長

白 幡 伸 明

総 務 部 長


