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近畿中部防衛局広報誌
「近中くん」

近畿中部防衛局のマスコットキャラクター

生年月日：平成 19 年 9 月 1 日 ( 防災の日 )

出身：近畿中部地方

名前；近中くん (きんちゅうくん )

職業：癒し業

宝物：手作りのまが玉札

趣味：野球観戦（タイガース、ドラゴンズ、

　　　オリックス）

特技：たこ焼き、きしめんの早食い
近中くん



令和３年版防衛白書の刊行

　表紙の作画は、福井県や福岡県を基盤に活躍する墨

画アーティストの西元祐貴氏に依頼し、躍動的かつ重

厚感ある騎馬武者により防衛省・自衛隊の「力強さ」

わが国の「強固な防衛意識」を表現しています。

（画像：令和３年版防衛白書より転載）
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　防衛白書は、わが国の現状と課題及びその取り組みについて広く内外へ周知することを図り、

その理解を得ることを目的として、毎年刊行しています。

　令和３年版防衛白書は、第Ｉ部「わが国を取り巻く安全保障環境」、第Ⅱ部「わが国の安全保障・

防衛政策」、第Ⅲ部「わが国防衛の三つの柱」、第Ⅳ部「防衛力を構成する中心的な要素など」の

四部構成となっており、大きな特色として①重要な防衛省・自衛隊の活動や国際情勢を白書本文

のみならず巻頭特集や「コラム」を一層充実させ多面的に紹介していること、②即時再生可能な

多数の関連動画などを配置すること、③本冊のスリム化や特集などのブックインブック化などに

より利便性を追求したことが挙げられます。

　また今年より、米国と中国の関係などに関する節や、気候変動、環境問題に関する節が新設さ

れたほか大和堆（石川県能登半島沖の好漁場）周辺のわが国排他的経済水域における北朝鮮漁船

や中国漁船による違法操業についても新たに記述されました。

令和３年版防衛白書表紙
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潜水艦「はくげい」命名・進水式

進水を見守る竹内芳寿近畿中部防衛局長

自衛艦命名式（「はくげい」と命名）

進水する「はくげい」

島田和久防衛事務次官による支綱切断
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　清々しい秋晴れのなか、令和３年１０月１４日（木）、川崎重工業株式会社神戸造船工場（神戸市中央区）

において、平成３０年度計画潜水艦の命名・進水式が行われました。

　式典は、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら行われ、島田和久防衛事務次官や川崎重工業株式会

社の橋本康彦社長ら約１２０人の関係者が出席しました。

　潜水艦の名称は、「海象、水中動物の名、ずい祥動物の名」を付与することが標準とされており、海上自

衛隊の部隊等から募集した結果と各種の検討を踏まえ、新造された潜水艦は防衛事務次官により「はくげい

（白鯨）」と命名されました。「はくげい」は白いマッコウクジラを意味し、旧海軍や海上自衛隊でも命名実

績はありません。

　進水式においては、関係者らが見守るなか、防衛事務次官が斧で支綱を切断すると、くす玉が開くとともに、

「はくげい」は徐々に海面へと進水し、会場は盛大な拍手に包まれました。

　「はくげい」は、「たいげい」型潜水艦の２番艦であり、全長８４．０メートル、全幅９．１メートル、基

準排水量３，０００トンで、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜航性能の向上が図られています。

また、探知能力が向上したソナーや静粛性が向上した船体構造が採用されたほか、女性用寝室の確保やシャ

ワー室の通路にカーテンを設ける等、女性自衛官の勤務にも対応しています。

　「はくげい」は、今後、艦内ぎ装工事、海上公試を経て、令和５年３月頃に海上自衛隊へ引き渡される予

定となっており、契約の適正な履行を確保するために、近畿中部防衛局調達部装備課の職員が監督及び検査

業務に従事しているところです。
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部隊紹介～陸上自衛隊中部方面衛生隊　　　

 部隊の概要

野外病院の開設 防災訓練

野外手術車（大型車両内）での訓練
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　中部方面衛生隊は、兵庫県の伊丹駐屯地に駐屯する衛生科部隊で、平成１６年３月に創
隊した歴史の浅い部隊ですが、東海、北陸、近畿、中国及び四国の２府１９県から成る中
部方面隊内に所在する衛生科部隊の中心として、各種訓練や衛生科支援に従事しており、
近年では重症患者の救命率を向上させるための各種医療訓練や基盤整備に力を注いでいま
す。なかでも、令和２年３月に完成し、運用を開始したシミュレーションラボと呼ばれる
屋内訓練施設では、照明装置、音響装置、発煙装置、映像装置等を駆使した状況の演出に
加え、重症患者を忠実に再現することができる人体シミュレーターを使用して、よりリア
リティのある訓練を行うことで隊員のスキルアップを図っています。
　また、今日まで国内における大規模災害派遣や国際緊急援助隊による国外派遣、ＰＫＯ
などの国際貢献活動にも数多くの衛生科隊員を派遣し、主に医療面において活動部隊を支
援してきたほか、新型コロナウイルス感染症対策として、大阪コロナ重症センターへの看
護師等の派遣や、自衛隊大阪大規模接種センターへの医師等をはじめとする医療資格者の
支援は記憶に新しいところです。
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　　防衛施設周辺自治体の紹介（小松市）

（民間航空会社と自衛隊が共同使用する小松空港は航空機
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファンに人気のスポット）

（毎年行われる防災訓練では、小松基地の隊員が炊き出しを実施）
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　石川県小松市は、県西南部に広がる豊かな加賀平野の中央に位置し、産業都市として発展

し、南加賀の中核を担っています。当市は江戸時代から脈々と受け継がれてきた伝統芸能「曳

山子供歌舞伎」に代表されるように歌舞伎のまちとして知られ、例年５月には荘厳華麗な曳

山がまちを彩ります。さらに、二つの日本遺産に認定された「北前船」や「珠玉と石の文化」

のまちとして、魅力ある歴史と伝統を発信しております。一方で、建設機械の（株）コマツ

に代表されるように、ものづくりのまち

として栄えてまいりました。

　ものづくりの技術は、今後も未来へと

引き継がれ、本市の核となる産業として

発展していきます。

　さらに、国から「ＳＤＧｓ未来都市」

に選定され、地球に貢献できるひとづく

り・まちづくりを推進し、計画的に取り

組みを進めています。２０２４年春には

北陸新幹線が小松にやってまいります。

　本市の大きな強みでもある日本海側最

大級の小松空港との相乗効果で、新たなまちづくりのチャンスが訪れています。駅隣接の「こ

まつの杜」がリニューアルするなど、駅周辺はさらに楽しく、にぎやかな場所となります。

　来年には、新幹線駅舎がお目見えし、駅東西広場なども次々完成していきます。

　今後、全国でも稀な空港と新幹線を両方有する交通都市の強みを生かして、未来型のビジ

ネスと人が集まる楽しいまちづくりを拡大させていきます。

　本年２月に開設６０周年を迎えた航空自衛隊小松基地では、日本海側の防衛の要として国

の平和並びに国民の命を守るため、日々ご尽力いただいております。

　例年行われる「観桜会」や「納涼の夕

べ」、「航空祭」といった基地を開放して

行われるイベント等を通じて、多くの市

民との交流が図られています。また、防

災訓練における炊き出しや市の一大イベ

ントである春の「お旅まつり」、秋の「ど

んどんまつり」など各種イベントにおい

ても広くご協力をいただいており、市民

との輪はますます広がっています。
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〇先任曹長交代式
 米陸軍経ヶ岬通信所からの紹介

〇新先任曹長からのご挨拶

カイル・Ｒ・バセット新先任曹長

交　代　式　の　様　子
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　経ヶ岬からご挨拶申し上げます。私は第１４ミサイ

ル防衛中隊の新しい先任曹長として着任した、カイル・

Ｒ・バセット先任曹長です。当地で勤務できることを

嬉しく思います。私はテキサス州出身で、セントラル

テキサスカレッジで一般教養を学びました。ハイキン

グそして文化や歴史ある新たな場所を訪れることが好

きです。ここ京丹後に住む機会に恵まれ、幸運に感じ

ています。日本に着任以来、皆様からとても歓迎され

ていると実感し、また京丹後は非常に美しい地域であ

ると感じております。引き続き日米の友好関係を構築

し京丹後地域の皆様との関係をより深めていくことが

できればと楽しみにしております。開かれたコミニュケーション、透明性、そして力を合わ

せ協力することこそが、地域の皆様との関係を強固なものにするための最善の方法と考えて

おります。第１４ミサイル防衛中隊の新先任曹長として、日本の防衛と京丹後の皆様との関

係を守る任務に全力を尽くして参ります。

　第１４ミサイル防衛中隊 ケント・Ｗ・スコービー先任曹長（離任）とカイル・Ｒ・バセット

先任曹長（着任）の交代式が９月９日、京都府京丹後市の米陸軍経ヶ岬通信所にて行われま

した。 
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局長感謝状贈呈（ダイキン工業株式会社）

ダイキン工業株式会社ってどんな会社なの？

感 謝 状 贈 呈 澤端正人特機事業部長（前列中央左）と竹内芳寿局長（前列中央右）

 = =

　最先端の空調テクノロジーを通じて暮らしに “ 空気で答えを出す会社 ” をキャッチフレーズに活動し

ている企業、ダイキン。皆様もよくご存じの通り、ダイキン工業株式会社は、本社を大阪府大阪市に置き、

世界１００ヵ所以上に生産拠点を展開、世界１６０ヵ国以上の国々で製品を販売する全社売上げ２兆円

を誇るグローバルな空調機器、化学製品メーカーで、家電売場でよく見かける会社です。

　でも、実は会社の発足は防衛装備品の製造からなのです。

　少し解説すると、防衛省関連部門である特機部門は１９２４年（大正１３年）大阪金属工業所（ダイ

キン工業株式会社の前身、昭和３８年社名変更）の設立当初の航空機部品等の製造に端を発し、複座戦

闘機、当時としては画期的な潜水艦冷房用フロンガスの製造、戦後米軍特需による砲弾の製造を経て、

昭和３２年より防衛庁の砲弾受注を開始し現在に至っています。

　日本はもちろん、世界でもトップクラスの設計能力を持つ会社として日本の防衛に多大な貢献をして

頂いております。また、平成８年より開始した民需事業の製品は、在宅酸素医療の現場において大きく

貢献するとともに、近年のコロナ禍において大きく注目を集めています。

　令和３年１１月１日（月） 、ダイキン工業株式会社の澤端正人特機事業部長に近畿中部防衛局

長から感謝状を贈呈しました。

　同社は、昭和３２年から現在に至るまで、永年にわたり火砲弾薬を安定的に供給しており、そ

の卓越した技術と不断の努力をもって、陸上自衛隊の機動打撃能力の向上に寄与する戦車砲用演

習弾を開発するとともに、陸海自衛隊の契約履行に対し高度な品質管理体制を構築維持されまし

た。高度な品質管理体制の構築は、近畿中部防衛局が実施する監督及び検査業務の効率化に貢献

するとともに戦車砲用演習弾の開発は、我が国の陸上防衛力の強化に大きく寄与したことからそ

の極めて大なる功績を称えて深く感謝の意を表したものです。
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（住所）

〒５４０－０００８

　大阪市中央区大手前 4丁目 1-67

 　近畿中部防衛局

　　広報編集委員会（報道官気付）

（電話・FAX）

 　　   TEL　06-6945-4953　

　　　FAX   06-6910-5669

（メールアドレス）

　goiken-kc@ext.kinchu.rdb.mod.go.jp

■ ご意見・ご感想等 ■
　

　本誌についての皆様のご意見・ご感想などがありましたら、
何でも結構ですのでお聞かせ下さい。皆様方のご意見を参考に
させていただき、より良い誌面作りを目指していきたいと思っ
ております。

夜間及び休日の緊急連絡先

　近畿中部防衛局では、防衛省の地
方拠点としての役割を果たすため、
国民の皆様から防衛行政全般にわた
る緊急の連絡、情報提供に対応でき
る体制を確保しております。

TEL・FAX 06-6945-5381

近畿中部防衛局からのお知らせ

       KINKI　CHUBU   
  　  2021 年  通算 74 号
     　    令和 3年 12 月発行

　　  近畿中部防衛局
　　  広報編集委員会
 ℡　06-6945-4953
 URL   https://www.mod.go.jp/rdb/kinchu/

自衛隊地方協力本部は、自衛隊を志す方やご協力・ご支援をいただける皆様への窓口です。 

富山地方協力本部 
076-441-3271 
https://www.mod.go.jp/pco/toyama/ 

石川地方協力本部 
076-291-6214 
https://www.mod.go.jp/pco/ishikawa/ 

福井地方協力本部 
0776-23-1910 
https://www.mod.go.jp/pco/fukui/ 

滋賀地方協力本部 
077-524-6446 
https://www.mod.go.jp/pco/shiga/ 

登録＆ 
いいね︕ 
 

よろしく 
お願いします︕ 

京都地方協力本部 
075-803-0820 
https://www.mod.go.jp/pco/kyoto/ 

大阪地方協力本部 
06-6942-0541 
https://www.mod.go.jp/pco/osaka/ 

兵庫地方協力本部 
078-261-9777 
https://www.mod.go.jp/pco/hyogo/ 

 
 

奈良地方協力本部 
0742-23-7001 
https://www.mod.go.jp/pco/nara/ 

和歌山地方協力本部 
073-422-5116 
https://www.mod.go.jp/pco/wakayama/ 

地方協力本部だより 

自  衛  官  募  集  案  内 
 
 
 
 

※ 詳しい情報は、上記の各地方協力本部にご確認ください。 

募 集 種 目 応 募 資 格 受 付 期 間 試 験 期 日 合 格 発 表 

自衛官候補生 １８歳以上 
３３歳未満の者 

年間を通じて
行っています。 

受付時にお知
らせします。 

試験日にお知
らせします。 

京都の自衛隊情報はココからチェック！ 

イベント・説明会・採用試験情報 
各種SNSも逐次更新中! 
和歌山地本 検索 

うめの助 かきの助 みかんの助 

Twitter Facebook 今話題の情報を 
     随時発信中！ 
フォローお待ちしています。 

まもるやで！インスタ・ツイッターやってるで！ 
お役立ち情報とか載せてるから見てな～ 

自衛官の紹介動画も絶賛公開中や！ 
HP・YouTubeで見られるで～今すぐ検索や！ 

自衛隊石川地方協力本部 
マスコットキャラクター 「 としぼう 」 

Twitter、Instagramでは県内のイベントや 
応募企画を発信してるよ！ぜひフォローしてね♪ 

Twitter Instagram 

TwitterやInstagramで 
福井地本をフォローすることで、 
最新イベント、コンテンツ情報を 
受け取れます！ 

Twitter Instagram 

←このマークが
目印！ 

ホームページ YouTube Twitter Facebook Instagram 

❅ 
❅ 
❅ 
❅ ❅ 

❅ ❅ 
❅ 


