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次期輸送機（ＸＣー２）試作１号機納入式
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次期輸送機（ＸＣー２）試作１号機納入式

前日の雨も上がり、さわやかな青空が広がる平成２２年３月３０日（火）、航空自

衛隊次期輸送機（ＸＣー２）試作１号機の納入式が岐阜基地に隣接する川崎重工業

（株）岐阜工場において行われました。

当日は、防衛大臣をはじめとする防衛省関係者のほか約３００名の関係者が参列

する中、主催者側の川崎重工業社長が挨拶後、防衛省装備施設本部長への目録

贈呈に続き、北澤防衛大臣が祝辞を述べました。その後、今回の開発に携わった

岐阜防衛事務所の監督官と今後同機を試験運用する岐阜試験場長に花束贈呈を

行った後、関係者によるテープカットが行われました。

北澤防衛大臣、岡崎装備施設本部長、齋藤統合幕僚監部運用部長等によるテープカット
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東海防衛支局広報 平成２２年５月号

ＸＣ－２は、現在国内で活躍しているＣ－１輸送機の後継機として開発され

た航空自衛隊の次期輸送機であり、飛行速度、航続距離、貨物搭載量のいずれ

も現在の輸送機を大幅に上回る性能を有し、海外での任務を含む様々な任務に

対応することが期待されています。開発にあたっては、技術的なハードルが高

く、大小様々な課題を解決するために、設計部門や工作部門及び品質保証部門

のプロフェッショナルたちと、各工程、各部位の品質確認を丹念に実施した東

海防衛支局岐阜防衛事務所の担当官の献身的な努力がありました。

今後、技術研究本部が航空自衛隊飛行開発実験団とともに、岐阜基地におい

て技術実用試験を行うことになります。

格納庫からロールアウトしていくＸＣ－２

屯 年

山口１尉 藤井試験場長
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て技術実用試験を行うことになります。
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久居駐屯地開設５８周年記念行事

山口１尉 藤井試験場長

４月２５日（日）陸上自衛隊久居駐屯地にお

いて開設５８周年記念行事が行われ、隣接する

訓練場で観閲式及び音楽演奏、訓練展示が披露

されました。また、８７式偵察警戒車等の装備

品展示や戦車等の体験搭乗などが行われるとと

もに、駐屯地内では自衛隊の活躍の様子をパネ

ルやビデオで紹介したり、所属部隊の隊員たち

による、伊勢うどん、焼き鳥などの模擬店も出

店され、来場者は普段見られない自衛隊の姿を

堪能していました。

東海防衛支局は、基地周辺対策事業を紹介す

るパネルを展示するとともに、自衛隊による海

賊対処等のパンフレットを配布しました。
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稲羽ふれあいセンター竣工式

航空自衛隊岐阜基地の南西に位置する稲羽地区にコミニュティ供用施設「稲羽ふれ

あいセンター」が竣工し、３月１９日（金）多数の来賓を迎え記念式典が行われ、東

海防衛支局からも支局長が参加し、祝辞を贈りました。

ふれあいフェスタin松坂

５月８日（土）好天の中、三重県松阪港において自衛隊三重地方協力本部が主催

した艦艇広報に、海上自衛隊の掃海艇「のとじま」「すがしま」「つのしま」の三

隻が来港し、一般公開及び体験航海を行いました。また、埠頭では、ＰＡＣ－３等

の装備品展示や南極の氷体験、手旗信号講習などのイベントが行われ、集まった子

供たちも楽しそうに参加していました。

東海防衛支局は、このイベント会場のブースに海賊対処のポスターを設置するな

ど、来場者に海賊対処等のパンフレット等を配布しました。

稲羽ふれあいセンター竣工式

三重県大原川の障害防止対策工事が完成

航空自衛隊岐阜基地の南西に位置する稲羽地区にコミニュティ供用施設「稲羽ふれ

あいセンター」が竣工し、３月１９日（金）多数の来賓を迎え記念式典が行われ、東

海防衛支局からも支局長が参加し、祝辞を贈りました。

この施設は、各務原市が当省の補

助を受け、岐阜基地周辺の民生安定

施設整備事業として平成２０年度か

ら実施したもので、その概要は、稲

羽地区における自治会活動、教養講

座、サークル・ボランティア活動な

どに利用されるコミニュティセン

ター（集会施設）と、稲羽市民サー

ビスセンター（市出張所）からなる

複合施設となっており、自然豊かな

地域環境に溶け込むようシンプルな

デザインの施設となりました。

ふれあいフェスタin松坂

５月８日（土）好天の中、三重県松阪港において自衛隊三重地方協力本部が主催
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の装備品展示や南極の氷体験、手旗信号講習などのイベントが行われ、集まった子

供たちも楽しそうに参加していました。

東海防衛支局は、このイベント会場のブースに海賊対処のポスターを設置するな

ど、来場者に海賊対処等のパンフレット等を配布しました。

本事業は、航空自衛隊白山分屯基地

の設置運用等により三重県の管理する

大原川に流出する土砂を防止・軽減す

るため、県が当省の補助を受け障害防

止対策事業として平成１９年度から砂

防ダム等の建設を実施したものです。
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小牧基地第８格納庫及びＣ－１３０Ｈ

４月２３日小牧基地において、空中給油・輸送機の整備を行うための第８

格納庫及び空中給油・受油機能が付加されたＣー１３０Ｈ輸送機の披露行事

が行われました。

改修されたＣー１３０Ｈ輸送機は、今後、ＵＨ６０Ｊ救難ヘリへの空中給

油及びＫＣー７６７空中給油・輸送機からの燃料受油を行うための実用試験

を開始します。

平成２２年度 自衛官等 募集案内

資格 受付期間
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℡　０５２－３３１－６２６６ ℡　０５８－２３２－３１２７ ℡　０５９－２２８－４７２２

高卒（見
込含）21
歳未満の
者

募集種目 試験期日 合格発表

航空学生

一般曹候補生

男子

女子

18歳以上
27歳未満
の者

18歳以上
27歳未満
の者

18歳以上
27歳未満
の者

8月1日～
9月10日

8月1日～
9月10日

8月1日～
9月10日

年間を通
じて行っ
ておりま
す。

2次 10月7～14日

受付時にお知らせし
ます。

9月26日～29日

最終11月10日

1次 9月23日
2次 10月16～21日
3次 11月13日

～12月16日

1次 9月18日

   1 次      10月8日
2次 （海）11月8日

        （空）11月4日
 最終 23年1月21日

1次 10月1日

〒　４５４－０００３ 〒　５０２－０８１７ 〒　５１４－０００３

愛知県名古屋市中川区松重町３－４１

試験時にお知らせし
ます。

11月12日

自衛隊愛知地方協力本部 自衛隊岐阜地方協力本部 自衛隊三重地方協力本部

自衛官候補生

岐阜県岐阜市長良福光２６７５－３ 三重県津市桜橋１丁目９１

　 注：平成２３年３月高等学校卒業予定者又は中等教育学校卒業予定者の受付については、
　　　　文部科学・厚生労働省から示された期日以降実施します。       
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＊詳細は、地方協力本部にお問い合わせ下さい。


