


はじめに 
 わが国の予備自衛官制度は、1954（昭和29）年7月1日に陸上自衛
隊発足と共に創設され、2014（平成26）年に６０周年を迎えました。
その間、1997（平成9）年度には即応予備自衛官制度、2001（平成
13）年度には予備自衛官補制度が導入(以下３つの制度を総称して
「予備自衛官等制度」と呼びます。)され、皆様の深いご理解・ご協
力をいただきながら、発展してきました。 
 今後も安全保障の観点から、将来を見据えた予備自衛官等制度の
拡充・改善を図り、国民の皆様の期待と信頼に応えて参ります。 
 このパンフレットにより、皆様に予備自衛官等制度に対するご理
解を深めていただければ幸いです。 

予備自衛官制度創設６０周年記念式典（26.8.25）【グランドヒル市ヶ谷】 
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内閣総理大臣からのメッセージ 

 平成２６年８月２５日、予備自衛官制度創設６０周年を記念し、グランドヒル市ヶ谷
において陸上幕僚長主催による、予備自衛官制度創設６０周年記念行事を行いました。 
 記念式典に、安倍晋三内閣総理大臣からメッセージが寄せられ、予備自衛官に対する
敬意と感謝の思いが伝えられました。 



予備自衛官 即応予備自衛官 予備自衛官補 

導入年度 昭和２９年度 平成９年度 平成１３年度 

有事の際の 
役   割 

第一線部隊が出動した時
に、駐屯地の警備及び後
方地域での任務等に就き
ます。 

第一線部隊の一員として、
現職自衛官とともに任務
に就きます。 

なし 

招集区分 

●防衛招集 
●国民保護等招集 
●災害招集 
●訓練招集 

●防衛招集 
●国民保護等招集 
●治安招集 
●災害等招集 
●訓練招集 

●教育訓練招集 

平時における 
（教育）訓練 
日    数 

５日間／年 
※方面総監が特に必要と
認める場合、６日間以上
の訓練に参加可能 

３０日間／年 

●一般 

 ５０日間／３年 
●技能 

 １０日間／２年 

員   数 ４６，０００人 ８，０７５人 ４，６００人 

処 遇 等 

●予備自衛官手当 
 4,000円／月 
●招集訓練手当 
 8,100円／日 

●即応予備自衛官手当 
 16,000円／月 
●訓練招集手当 
 14,200円～ 
    10,400円／日 
●勤続報奨金 
 120,000円／１任期 

●教育訓練招集手当 
 7,900円／日 

雇用企業 
給 付 金 

なし 
42,500円／月・人 
（年額：510,000円） 

なし 

任用(採用) 
までの流れ 

わが国を防衛するための予備自衛官等制度 

 国家の緊急事態に当たっては、大きな防衛力が必要です。しかし、その防衛力を日頃から保
持することは効率的ではありません。このため、普段は、必要最小限の防衛力で対応し、いざ
という時に急速に集める事ができる予備の防衛力が必要となります。多くの国でも、いざとい
う時に急速に戦力を増強するシステムを取り入れています。 
 わが国においては、これに相当するものとして、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛
官補の３制度を設けています。 

予備自衛官補 

主として自衛官 
未経験者 

予備自衛官  

元自衛官 予備自衛官補 

即応予備自衛官  

予備自衛官 
（元自衛官出身）  

元自衛官 

選考 
教育 
訓練 選考 選考 

志願 
試験 



予備自衛官 

予備自衛官制度 

 防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令を受けて自衛官となり、第一線の部隊
が移動した後の駐屯地警備、後方支援、第一線部隊の補充等、避難住民の救護・誘導等、災害
救助活動の任務にあたります。 

１．予備自衛官とは 

 
予備自衛官手当 
月額：４，０００円 
 
２，５，８，１１月の３ヵ月毎支給されます。 
ただし正当な理由のない訓練不出頭の場合、 
手当の支給は停止されます。 

訓練招集手当 
日額：８，１００円 
 
５日間訓練に出頭すると 
４０，５００円支給されます。 

手当総額 ８８，５００円／年 

招集旅費、被服及び食事 
 
招集中に必要な被服が貸与され、
訓練出頭のための往復旅費及び
食事が支給されます。 

災害補償 
 

公務に起因する負傷、
疾病、障害又は死亡
の場合の災害補償は、
自衛官と同様に実施
されます。 

防衛招集 
国民保護等招集 
災害招集 

民間人としてそれぞれの職業に従事し、企業な
どの一員として勤務しつつ、年間５日間の訓練
に参加します。 

自衛官としてわが国の
防衛等に貢献します。
また災害招集等で社会
に貢献します。 

普段は・・・ いざという時は・・・ 

２．予備自衛官の処遇 



応 募 

資 格 

対
象
者 

○ 自衛官として１年以上勤務した者（自衛官候補生としての期間を含む。）で、 

 退職時の階級に応ずる年齢未満の者（海上自衛官、航空自衛官を含む。） 

○ 職種により一部の自衛官は、採用年齢が異なります。（音楽科、警務科等） 

階級 ２佐 ３佐 １尉 ２尉 ３尉 准尉 曹長 １曹 ２曹 ３曹 士長 １士 ２士 

年齢 
５７歳 

未満 
５６歳未満 

５５歳 

未満 
３７歳未満 

採 用 

○本人の志願に基づき、選考により採用します。 

○採用時に階級、職種、特技及び訓練招集部隊が指定されます。 

○採用者には、採用決定次第、本人に採用通知（辞令書の交付）をします。 

身 分 非常勤の自衛隊員（非常勤の特別職国家公務員）です。 

任 用 期 間 １任期：３年（継続任用も可能です。）上限年齢：最終継続任用は６１歳未満 

３．予備自衛官の応募資格等 

４．日程調整の一例 

雇用企業等 自衛隊地方協力本部 

訓練招集部隊 

 訓練招集出頭 
協力要請   

指定の日時に出頭 

予備自衛官 

休暇申請・許可 

訓練招集日程等 
の調整 

訓練出頭の調整 

訓練出頭可能 
時期の調整 

訓練招集命令書 
の交付 

 年間複数回設定された訓練から、勤務の状況等により都合の良い時期を選んで出頭する
ことが可能です。 



５．５日間訓練の一例 

１
日
目 

５
日
目 

出頭 
被服等交付 
着隊式  
健康診断 等 

野外衛生 
体育訓練 
基本教練 等 

武器訓練 
・射撃予習 
・射撃検定 

特技に応じた 

職種訓練又
は職務訓練 

精神教育 
・防衛講話 
・制度教育 
表彰、離隊式 

２
日
目 

３
日
目 

４
日
目 

着隊式 

射撃予習 

救急法 

射撃検定 

特殊武器防護 

永年勤続者表彰 

被服等交付 

精神教育 

基本教練 体育訓練 

予備自衛官の訓練日程のポイントは？ 
○ 訓練は５日間連続で出頭することが望ましいですが、仕事の都合等やむを得ない場 
 合は、２回に分割して出頭することが可能です。 
○ 訓練は主として土日を含む日程で設定されます。  



６．特別な招集訓練（６日間以上）の一例 

 従来の５日間訓練のほか、６日間以上の招集訓練の枠組みを導入することとし、日米共
同方面隊指揮所演習や方面隊実動演習等への参加が可能となりました。 

日米共同方面指揮所演習（通訳） 方面隊実動演習（被拘束者取扱） 

７．防災訓練に参加する予備自衛官 

８．予備自衛官１日間訓練 

 予備自衛官は、災害招集に備え、各地で防災訓練に参加しています。 
 そして、その技能は、身近な社会生活の中で活かされています。 

沖縄防災訓練 近畿府県合同防災訓練 

 自衛隊を退職して１年未満で採用された場合は、初年度出頭は各地方協力本部等で実
施する『１日間訓練』のみです。仕事や職場環境に慣れる時間を十分に取り、次年度以降
の『５日間訓練』出頭へ向けて準備できます。 

制度教育 服務指導 



即応予備自衛官制度 

１．即応予備自衛官とは 

 防衛力の基本的な枠組みの一部として、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集
命令及び災害等招集命令を受けて自衛官となり、あらかじめ指定された部隊において、常
備自衛官と同様の任務にあたります。 

２．即応予備自衛官の処遇 

即応予備自衛官手当 
月額：１６，０００円 
 

２，５，８，１１月の３ヵ月毎支給。 
ただし正当な理由のない訓練不 
出頭の場合、手当の支給は停止 
されます。 

訓練招集手当 
日額：１４，２００円(2尉) 

～１０，４００円(１士) 
が支給されます。 
※細部「４即応予備自衛官の 
 訓練招集手当」 

手当総額：約５０万～６０万円/年 

招集旅費、被服及び
食事 
 

招集中に必要な被服が貸与さ
れ、訓練出頭のための往復旅
費及び食事が支給されます。 

災害補償 
 

公務に起因する負傷、疾病、
障害又は死亡の場合の災
害補償は、自衛官と同様に
実施されます。 即応予備自衛官 

勤続報奨金 
 

 １任期を良好な成績で
勤務すると、勤続報奨金
として 

１２０，０００円が 
支給されます。 

防衛招集 
国民保護等招集 
治安招集 
災害等招集 

民間人としてそれぞれの職業に従事し、企業
などの一員として勤務しつつ、年間３０日間
の訓練に参加します 

速やかに出頭し、自衛官と
してわが国の防衛等に貢献
します。また災害救援等で
社会に貢献します 

普段は… いざという時は… 



応募資格 

対象者 
自衛官としての勤務期間が１年以上の者で（自衛官候補生の期間を含む。）退職
後１年未満の元陸上自衛官又は陸上自衛隊の予備自衛官で採用されている者。
かつ、それぞれの階級に応ずる年齢未満の者 

階 級 ２尉 ３尉 准尉 曹長 １曹 ２曹 ３曹 士長 １士 

年 齢 ５１歳未満 ５０歳未満 ３２歳未満 

採 用 

○本人の志願に基づき、選考により採用します。 

○採用時に階級、職種、特技及び自衛官となって勤務する部隊が指定されます。 

○採用者には、採用決定次第、本人に採用通知（辞令書の交付）をします。 

身 分 非常勤の自衛隊員（非常勤の特別職国家公務員）です。 

任 用 期 間 
１  任  期：３年（継続任用も可能です。） 

上限年齢：最終継続任用は、２尉～１曹 ５１歳未満、２・３曹 ５０歳未満 

３．即応予備自衛官の応募資格等 

４．即応予備自衛官の訓練招集手当 

５．訓練日程等の調整要領 

階 級 日 当 階 級 日 当 

２等陸尉 １４，２００円 ２等陸曹 １２，６００円 

３等陸尉 １３，７００円 ３等陸曹 １１，３００円 

准陸尉、陸曹長及び１等陸曹 １３，２００円 陸士長及び１等陸士 １０，４００円 

即応予備自衛官の訓練日程調整等のポイントは？ 
○ 年度及び３ヶ月毎の訓練計画を早期に通知し、事前に調整します。 
○ 企業等の勤務態勢や急な業務の都合に、できる限り対応しています。 

雇用企業等 自衛隊地方協力本部 

指定部隊 

指定の日時に出頭 

即応予備自衛官 

出頭状況確認 訓練出頭の調整 
休暇申請・許可 

訓練招集命令書の交付 

訓練招集に応ずることが 
できない場合の申し出書等 

訓練出頭可能時期の調整 

制度広報、給付金支給手続 

訓練日程、出頭予定日等の 
連絡調整 

※予備自衛官補からの任用者を除く 



６．訓練の一例 

Ａ
タ
イ
プ 

Ｂ
タ
イ
プ 

Ｃ
タ
イ
プ 

Ｄ
タ
イ
プ 

Ｅ
タ
イ
プ 

Ｆ
タ
イ
プ 

精神教育 
特殊武器防護等 

２日間 

体力検定 
小火器射撃 
格闘訓練 等 

２日間×３回 

特技訓練等 

２日間×４回 

班レベルの 
部隊訓練 

４日間×１回 

小隊レベルの 
部隊訓練 

３日間×２回 

中隊レベルの 
部隊訓練 

４日間×１回 

             必要日数（Ａ～Ｆタイプの日数×回数）＝３０日 

         ※訓練は、主として土、日曜日を中心に設定されています。 
       ※複数の訓練パターンから選択できます。 

陣地攻撃訓練 

射撃予習 体力検定 

接敵訓練 

ヘリボン訓練 

障害処理訓練 

指向性散弾取扱訓練 

リペリング訓練 

８７ＡＴＭ射撃 

精神教育 特殊武器防護 

個
人
と
し
て
の
訓
練
（
各
個
訓
練
） 

部
隊
と
し
て
の
訓
練
（
部
隊
訓
練
） 

迫撃砲訓練 



即応予備 
自衛官 

雇用 
企業 

申 

請 
※

支
給
要
件
確
認
書
類
提
出 

※即応予備自衛官が 
所属する部隊 

招
集
訓
練
参
加 

雇用関係 
※支給要件による 

給付金支払い 
１人あたり、 

月額：42,500円 
（年額510,000円） 
 ※年４回（３ヵ月分毎） 
 に分けて振込で支給 

支給要件は？ 
１ 即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。 
 ・ １週間の所定労働時間が３０時間以上であること 
 ・ １年以上引き続き雇用されることが見込まれること 
２ 即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、勤務免除扱い 
 とする等の措置を講ずることによって、人事考課上不利益な取扱をしないこと。 
３ 即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即応予備自衛官制度等の周知に努め 
 ていただくこと。 
※１：雇用企業として、支給要件を満たさなくなった場合には支給されません。 
※２：申請を受けた月から、支払金額が発生します。 

支給要件の確認要領は？ 
１ 支給要件を確認するため、申請時において所要の書類を提出していただきます。 
 ・雇用保険被保険者証の写し又は雇用契約書、雇入れ通知書、就業規則、賃金台帳等 
 ・休暇措置等を確認し得る書類又はその写し 
２ 地方協力本部担当者が、支給要件の確認をさせて頂きます。 

７．即応予備自衛官雇用企業給付金 

地方 
協力 
本部 

指定
部隊 

 即応予備自衛官を雇用
する企業等の負担等に報
いるとともに、即応予備
自衛官として安んじて訓
練及び災害等招集に出頭
できる環境を整えていた
だくため、即応予備自衛
官雇用企業給付金制度を
設けております。 

雇用企業とは？ 
 即応予備自衛官を雇用する法人そ
の他の団体及び自家営業主 
（国・地方公共団体及び公共法人は
除きます） 
※即応予備自衛官本人が自家営業主
の場合は、支給対象となりません。 



予備自衛官補制度 

 予備自衛官補制度とは、主として自衛官未経験者を予備自衛官補として採用し、所定 
の教育訓練を経た後、予備自衛官として任用する制度です。 

１．予備自衛官補とは 

３．予備自衛官補の処遇 

 教育訓練招集手当 
 日額：７，９００円 
 教育訓練に応じると手当が 
 支給されます。 

支給総額（税込） 
一般・・・３９５，０００円/３年 
技能・・・ ７９，０００円/２年 

招集旅費、被服及び食事 
 
招集中に必要な被服が貸与され、
訓練出頭のための往復旅費及び
食事が支給されます。 

災害補償 
 

公務に起因する負傷、
疾病、障害又は死亡
の場合の災害補償は、
自衛官と同様に実施
されます。 予備自衛官補 

志願票提出後、各地で
実施される採用試験を
受験します。 

一般は３年以内に５０日、技能
は２年以内に１０日間の教育訓
練に参加し、必要な知識・技能
を修得します。 

予備自衛官補制度のポイントは？ 
○ 予備自衛官補の期間中は、教育訓練招集に応じる義務のみを有します。 
 防衛招集や災害招集などに応じる義務はありません。 
○ 一般（後方地域での警備要員や後方支援等を実施する予備自衛官になるコース）と 
 技能（後方地域での医療従事者、語学要員等の予備自衛官になるコース）があります。 
○ 教育訓練のすべてを修了すると、予備自衛官に任用され、階級（一般：２等陸士、 
 技能：２等陸佐～３等陸曹）が指定されます。  

２．予備自衛官補から予備自衛官になるまで 

予備自衛官として、年間５日間
の招集訓練に参加する他、いざ
という時は自衛官として国防等
の任務に就きます。 

予備自衛官補になるには… 予備自衛官補に採用されると… 教育訓練を修了すると… 



４．予備自衛官補の採用資格等と採用試験等 

５．教育訓練場所及び教育訓練招集部隊 



６．教育訓練の一例 

段階

タイプ

課目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

第１段階
（５日間×４回）

第２段階
（５日間×４回）

第３段階
（５日間×２回）

予備自衛官補（一般）

精神教育・服務・体育

基本教練

武器訓練及び射撃

戦闘
訓練

野外
勤務

格闘

通信

特殊
武器
防護

野外
衛生
及び
救急法

３年以内に５０日
（Ａ～Ｊタイプ）の

教育訓練を実施

実弾射撃

注：第１段階での「C、D」及び第２段階での「E～H」は、順番に関係なく履修できます。

戦闘
訓練

戦闘
訓練

野外
勤務

野戦
築城

段階

タイプ

課目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

第１段階
（５日間×４回）

第２段階
（５日間×４回）

第３段階
（５日間×２回）

予備自衛官補（一般）

精神教育・服務・体育

基本教練

武器訓練及び射撃

戦闘
訓練

野外
勤務

格闘

通信

特殊
武器
防護

野外
衛生
及び
救急法

３年以内に５０日
（Ａ～Ｊタイプ）の

教育訓練を実施

実弾射撃

注：第１段階での「C、D」及び第２段階での「E～H」は、順番に関係なく履修できます。

戦闘
訓練

戦闘
訓練

野外
勤務

野戦
築城

予備自衛官補（技能）

２年以内に１０日
（技１、技２）
の教育訓練を実施

段階

タイプ

課目

技１ 技２

第１段階
（５日間×１回）

第２段階
（５日間×１回）

精神教育・服務・体育

基本教練

武器訓練及び射撃

野外勤務

特殊武器防護・野外衛生等

職務訓練

実弾射撃

予備自衛官補（技能）

２年以内に１０日
（技１、技２）
の教育訓練を実施

段階

タイプ

課目

技１ 技２

第１段階
（５日間×１回）

第２段階
（５日間×１回）

精神教育・服務・体育

基本教練

武器訓練及び射撃

野外勤務

特殊武器防護・野外衛生等

職務訓練

実弾射撃



７．教育訓練等風景 

辞令書交付式 基本教練 

体育訓練 

歩哨訓練 

射撃予習 戦闘訓練 

行進訓練 

ガス体験 

 教育部隊のある駐屯地に起居し、各回５日間連続して教育訓練に参加することにな
ります。 



企業の皆様方へ 

 予備自衛官等制度を円滑に運営するためには、企業等の皆様のご理解とご協力が不可欠
です。国家防衛のために、あるいは地域社会のために、予備自衛官等が安んじて招集（教
育）訓練に出頭できるようご配慮の程よろしくお願いします。 

●予備自衛官等が休暇等で招集（教育）訓練に出頭できるよう、ご配慮下さい。 
●予備自衛官等が心おきなく招集訓練等に出頭できるよう、留守間の業務調整にご配慮下さい。 

具体的には・・ 

 

 即応予備自衛官を雇用する企業様に対しては、雇用に伴う負担に報いるともに、即応
予備自衛官が安心して訓練及び災害等招集に出頭できる環境を整えて頂くため一定の支
給要件が満たされていれば、即応予備自衛官雇用企業給付金を給付できる制度を設けて
います。※ １人あたり月額４２，５００円（年間５１０，０００円）支給 
 

国をまもる事への 
貢献 

わが国の防衛に貢献できる 

地域社会への貢献 
災害派遣に参加させることによ
り、地域社会へ貢献できる 

 

企業ＰＲ・イメージアップ 
自衛官らしく颯爽とした動きは、 

企業のイメージアップ 

職場の活性化 
元気の良い予備自衛官の存在

は、職場の活性化に 

人材育成 
自衛隊のノウハウは、会社で

の人材育成の参考に 

１．お願い 

２．予備自衛官等を雇用するメリット 

３．予備自衛官等協力事業所表示制度(仮称)について 
平成27年度より予備自衛官等協力事業所表示制度（仮称）を導入します。 



 平成２３年の東日本大震災における災害招集において、延べ２，１７９人の即応予備自衛官
が捜索活動や生活支援活動を、延べ４４１名の予備自衛官が、米軍との通訳支援や駐屯地業
務隊の増強要員として任務を行いました。 

通訳支援 給油支援 警衛支援 

４．東日本大震災で活躍した予備自衛官等 

５．雇用企業主等訓練研修等の実施 

予備自衛官 

即応予備自衛官 

捜索活動 生活支援 

 予備自衛官等雇用企業主様等による部隊研修や訓練研修等を実施し、予備自衛官等制度
に対する一層の理解及び協力の促進を図っております。 

雇用企業主等訓練研修 



雇用企業主様の声 

１．予備自衛官雇用企業様の声 
三星運輸株式会社 
代表取締役社長  中川 寿一  様 
  
 弊社は、昭和１１年に北海道網走郡津別町で中古トラック 
を譲り受け創業して以来、お得意様各位のご協力・お引き立 
てをいただきながら、現在では北海道内に６営業所、車両台 
数約170台、従業員数140名を有している貨物自動車運送業者 
です。 
 自衛隊出身の職員が、過去も含め50名を超えており、現在 
も4名の予備自衛官に現場で活躍して頂いております。 
 事業の特性上、繁閑の差が非常に激しい業界ですので、予備自衛官の訓練は閑散期
に充てて貰える様に配慮して頂いており、大変助かっています。 
 弊社の現在の本社所在地は、北海道網走郡美幌町にあり、過疎による労働人口の減
少が顕著な地域で、特殊技能を必要とする運転手さんを確保するのが困難な地域でも
あります。 
 幸い、当美幌町には美幌駐屯地があり、前述したように古くから自衛隊出身者を雇
用してきた関係で、今日でも多くの特殊免許を習得されている人材を輩出して頂いて
いますので、事業者として大変に助かっております。 
 この様に自衛隊の存在は、本来業務の重要性と共に、地方においては、教育された
貴重な人材を提供して頂く事で、その地域の経済やインフラを守る貴重な資源となっ
ています。 
 駐屯地のある町に生まれた者として、今後も予備自衛官が招集訓練に参加できるよ
うに配慮しながら、日本の国防の為に側面から協力させて頂こうと考えております。 

福島交通株式会社 
代表取締役社長 武藤 泰典  様 
  
 弊社は、福島県中通リ(国道４号線・東北本線沿い)を主な営 
業エリアとした地方鉄道・乗合バス・貸切バスを主要とした会 
社で、１００年以上に渡り福島県民の足として地域の皆様に親 
しまれてまいりました。また、関連４社で形成する福島交通グ 
ループの中核企業でもあります。 
 現在弊社で働く自衛官経験者の方は、即応予備自衛官４名を含み４０名程です。
自衛隊にて教育訓練された団体行動や基本となる動作や礼節を持って、常に運転士
の模範として活躍しております。招集訓練の際は、運行管理者と参加日程の調整を
行い、特別休暇等を使って参加をしています。現在在籍している即応予備自衛官は
震災後に入社された方々ですが、災害派遣を経験しており、招集の際は活躍できる
方々ですし、弊社としても可能な限り協力をさせて頂きます。 
 末筆ではございますが自衛官の皆様が益々ご活躍されますことをご祈念いたしま
す。 

２．即応予備自衛官雇用企業様の声 



１．予備自衛官の声 

「予備自衛官として」 
自衛隊岐阜地方協力本部  
予備３等陸曹 五島 健策 
  
 いざという時は、自衛官として国民の皆様の役に立ちたい 
と思い、予備自衛官に志願して１４年目になります。この間 
５日間訓練の参加に当たり、会社の上司、同僚から温かいご 
理解があり訓練出頭のため勤務を調整していただいていることに、心から感謝して
おります。それだけに５日間訓練では、より多くのことを学び取るため、課目の一
つ一つに対し一瞬でも無駄にできないと真剣に取り組み、学び得たことを社会や会
社において活かしていくことが、予備自衛官の任務の一つであると考え頑張ってい
ます。 
 今後、予備自衛官を目指す皆さん、仕事との両立に不安を感じている方がいるの
であれば心配は無用です。勤務先の理解を得ることは、大変かも知れませんが、強
い意思があれば多くの方のバックアップにより、両立は可能だと思います。また、
社会と自衛隊の架け橋となる予備自衛官制度は、私達の人生にとって大きなプラス
になることは間違いありません。 

「即応予備自衛官として」 
第１９普通科連隊重迫中隊 
即応予備２等陸曹 永尾 貴広 
 
 私は、予備自衛官の５日間訓練参加中に即応予備自衛 
官制度について詳しく説明を受けました。年間３０日間 
の招集訓練があると聞いて、仕事をしながら本当に出頭 
できるのか不安でしたが、現職の頃のようなより充実した訓練をしたいと思い
志願することを決意し、平成２１年３月に採用されました。 
 年間３０日間の招集訓練への参加は職場にとって負担だと思いますが、理解
し応援してくれる上司や同僚への感謝の気持ちを忘れずに、頑張っていきたい
と思います。 
 約６年間、即応予備自衛官として、自衛隊に関する知識だけではなく、様々
な仕事をしている多くの仲間から色々なことを学ぶ事ができました。これから
も即応予備自衛官制度を通してできた仲間を大切にするとともに、自分が得た
ものを後輩に引き継いでいきたいと思います。 

予備自衛官等の声 

２．即応予備自衛官の声 



１．政府広報インターネットテレビ 
   （内閣府大臣官房政府広報室所管） 

 予備自衛官制度創設６０周年の節目を迎え、新聞、ネットＴＶ、雑誌等の各種メディアに取り上げら
れ、大きな反響がありましたので、ここで紹介します。 

制度広報 

●予備自衛官制度の意義等 ●予備自衛官へのインタビュー ● 国 民 へ の メ ッ セ ー ジ 

２．政府広報オンライン 
   （内閣府大臣官房政府広報室所管） 

 訓練取材や予備自衛官本人の状況などの取材映像をまじえつつ、ナレーション等でわか
りやすく制度を説明。陸上幕僚長の激励メッセージも収録されています。 

 政府広報のＨＰで予備自衛官等制度等について、一般国民を対象にＱ＆Ａ方式でわかり
やすく紹介しています。 

制度の概要 

予備自衛官 

即応予備自衛官 
予備自衛官補 

訓練及び６０周年 

 ＦａｃｅｂｏｏｋなどのＳＮＳを通じて不特定多数の若年層にアプローチでき、予備自
衛官制度普及の有効な広報ツールとなりました。 

掲 載 日：平成２６年６月２６日（木）（２年間視聴可能） 
タイトル：～いまこそ、あなたの、その力を！～ 
       平成２６年 制度創設６０周年 知ってください！予備自衛官制度 

掲 載 日：平成２６年５月２８日（水）（２年間掲載） 
タイトル：有事の際、国を支える力になる！『予備自衛官制度』 

http://www.gov-online.go.jp/index.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/2.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/2.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/2.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/2.html
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/2.html


 予備自衛官制度の現状と課題について女性一般公募予備自衛官を特集し、東日本大震災
で初めて災害招集され注目を集めた予備自衛官に、若い女性が志願する現状と、課題につい
て掲載されました。 

３．新聞掲載 

インタビュー取材 

訓練取材 

４．ＭＡＭＯＲ掲載 
 予備自衛官制度６０周年を記念し、『予備自衛官制度全般』『６０年のあゆみ』を中心に特集
が組まれ、『２０代の予備自衛官』の座談会、『技能公募予備自衛官』『予備自衛官雇用企業
主』のインタビュー記事が掲載されました。 

新 聞 社：読売新聞社 
掲 載 日：平成２６年１１月７日夕刊（金） 
タイトル：「予備自衛官 若い女性増」 

掲 載 号：平成２６年１２月号 
タイトル：予備自衛官制度・創設６０周年！ 
     ～いざというときに国防の一端を担う「非常勤自衛官」たち～ 

新聞記事 

ＭＡＭＯＲ表紙 技能公募予備自衛官 
インタビュー 

一般公募予備自衛官座談会 

取材受けした茂村予備士長 



地 方 協 力 本 部 郵便番号  所 在 地 電話番号

札　幌 060-0004 札幌市中央区北4条西15丁目1 011(631)5474 http:// www.mod.go.jp/pco/sapporo/

函　館 042-0934 函館市広野町６－25 0138(53)6241 http:// www.mod.go.jp/pco/hakodate/

旭　川 070-0902 旭川市春光町国有無番地 0166(59)1002 http:// www.mod.go.jp/pco/asahikawa/

帯　広 080-0024 帯広市西14条南14丁目４ 0155(27)0822 http:// www.mod.go.jp/pco/obihiro/

青　森 038-0861 青森市長島１丁目３－５　青森第２合同庁舎内 017(776)1594 http:// www.mod.go.jp/pco/aomori/

岩　手 020-0021 盛岡市中央通３丁目４－11 019(623)3236 http:// www.mod.go.jp/pco/iwate/

宮　城 983-0842 仙台市宮城野区五輪１丁目３－15　仙台第３合同庁舎内 022(295)2611 http:// www.mod.go.jp/pco/miyagi/

秋　田 010-0951 秋田市山王４丁目３－34 018(823)5404 http:// www.mod.go.jp/pco/akita/

山　形 990-0041 山形市緑町１－５－４８　山形地方合同庁舎 023(622)0711 http:// www.mod.go.jp/pco/yamagata/

福　島 960-8162 福島市南町86 024(546)1920 http:// www.mod.go.jp/pco/fukushima/

茨　城 310-0011 水戸市三の丸３丁目11－９ 029(231)3317 http:// www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

栃　木 320-0043 宇都宮市桜５丁目１－13　宇都宮地方合同庁舎内 028(634)3385 http:// www.mod.go.jp/pco/tochigi/

群　馬 371-0805 前橋市南町３丁目64－12 027(221)4471 http:// www.mod.go.jp/pco/gunma/

埼　玉 330-0061 さいたま市浦和区常盤４丁目11－15　浦和合同庁舎内 048(831)6043 http:// www.mod.go.jp/pco/saitama/

千　葉 263-0021 千葉市稲毛区轟町１丁目１－17 043(251)7151 http:// www.mod.go.jp/pco/chiba/

東　京 160-0022 新宿区新宿６丁目27-30　新宿イーストサイドスクエア５Ｆ 03(3235)5560 http:// www.mod.go.jp/pco/tokyo/

神奈川 231-0023 横浜市中区山下町253-2 045(662)9475 http:// www.mod.go.jp/pco/kanagawa/

新　潟 950-8627 新潟市中央区美咲町1丁目１－１　新潟美咲合同庁舎１号館内 025(285)0510 http:// www.mod.go.jp/pco/niigata/

山　梨 400-0031 甲府市丸の内１丁目１番１８号　甲府地方合同庁舎内 055(253)1591 http:// www.mod.go.jp/pco/yamanashi/

長　野 380-0846 長野市旭町1108　長野第２合同庁舎内 026(233)2108 http:// www.mod.go.jp/pco/nagano/

静　岡 420-0821 静岡市葵区柚木366 054(261)3151 http:// www.mod.go.jp/pco/sizuoka/

富　山 930-0856 富山市牛島新町６－24 076(441)3271 http:// www.mod.go.jp/pco/toyama/

石　川 921-8506 金沢市新神田４丁目３－10　金沢新神田合同庁舎内 076(291)6250 http:// www.mod.go.jp/pco/ishikawa/

福　井 910-0019 福井市春山１丁目１－５４　福井春山合同庁舎内 0776(23)1910 http:// www.mod.go.jp/pco/fukui/

岐　阜 502-0817 岐阜市長良福光2675-3 058(232)5191 http:// www.mod.go.jp/pco/gifu/

愛　知 454-0003 名古屋市中川区松重町３－41 052(331)6266 http:// www.mod.go.jp/pco/aichi/

三　重 514-0003 津市桜橋１丁目９１ 059(225)0531 http:// www.mod.go.jp/pco/mie/

滋　賀 520-0044 大津市京町３－１－１　大津びわ湖合同庁舎内 077(524)6446 http:// www.mod.go.jp/pco/shiga/

京　都 604-8482 京都市中京区西ノ京笠殿町３８　京都地方合同庁舎内　 075(803)0820 http:// www.mod.go.jp/pco/kyoto/

大　阪 540-0008 大阪市中央区大手前４－１－67　大阪合同庁舎２号館内 06(6942)0543 http:// www.mod.go.jp/pco/osaka/

兵　庫 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通１－４－３　神戸防災合同庁舎内 078(261)9779 http:// www.mod.go.jp/pco/hyogo/

奈　良 630-8301 奈良市高畑町552　奈良第２地方合同庁舎内 0742(23)7001 http:// www.mod.go.jp/pco/nara/

和歌山 640-8287 和歌山市築港1丁目14-6 073(422)5116 http:// www.mod.go.jp/pco/wakayama/

鳥　取 680-0845 鳥取市富安２-89－４　鳥取第１地方合同庁舎内 0857(23)2251 http:// www.mod.go.jp/pco/tottori/

島　根 690-0841 松江市向島134-10  松江地方合同庁舎内 0852(21)0015 http:// www.mod.go.jp/pco/shimane/

岡　山 700-8517 岡山市北区下石井１－４－１　岡山第２合同庁舎内 086(226)0361 http:// www.mod.go.jp/pco/okayama/

広　島 730-0012 広島市中区上八丁堀６－30　広島合同庁舎４号館６Ｆ 082(221)2957 http:// www.mod.go.jp/pco/hiroshima/

山　口 753-0092 山口市八幡馬場814 083(922)2325 http:// www.mod.go.jp/pco/yamaguchi/

徳　島 770-0941 徳島市万代町3-5　徳島第２地方合同庁舎内 088(623)2220 http:// www.mod.go.jp/pco/tokushima/

香　川 760-0062 高松市塩上町３丁目11－５ 087(831)0231 http:// www.mod.go.jp/pco/kagawa/

愛　媛 790-0003 松山市三番町８丁目352－１ 089(941)8381 http:// www.mod.go.jp/pco/ehime/

高　知 780-0061 高知市栄田町２－２－１０　高知よさこい咲都合同庁舎内 088(822)6128 http:// www.mod.go.jp/pco/kochi/

福　岡 812-0878 福岡市博多区竹丘町1丁目12番 092(584)1881 http:// www.mod.go.jp/pco/fukuoka/

佐　賀 840-0047 佐賀市与賀町２－18 0952(24)2291 http:// www.mod.go.jp/pco/saga/

長　崎 850-0862 長崎市出島町２－25　防衛省合同庁舎内 095(826)8844 http:// www.mod.go.jp/pco/nagasaki/

大　分 870-0016 大分市新川町２丁目１番３６号　大分合同庁舎内 097(536)6271 http:// www.mod.go.jp/pco/oita/

熊　本 860-0047 熊本市西区春日２丁目１０－１　熊本地方合同庁舎Ｂ棟内 096(297)2050 http:// www.mod.go.jp/pco/kumamoto/

宮　崎 880-0901 宮崎市東大淀２丁目１－39 0985(53)2643 http:// www.mod.go.jp/pco/miyazaki/

鹿児島 890-8541 鹿児島市東郡元町４－１　鹿児島第２地方合同庁舎内 099(253)8920 http:// www.mod.go.jp/pco/kagoshima/

沖　縄 900-0016 那覇市前島３丁目24－3-1 098(866)5457 http:// www.mod.go.jp/pco/okinawa/
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※予備自衛官等制度でご不明な点は、最寄りの自衛隊地方協力本部へお問い合わせください。 
また、「予備自衛官制度ホームページ」も是非ご覧下さい。 


