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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

 本日の例会 （3月3日 第３6回）通常例会（クラブ協議会）                   担当：三役 

第３5回（通算2４１5回）通常例会報告 

日時：2016年2月25日（木）12：25～13：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 例会場 

プログラム：通常例会 

担当： 国際奉仕委員会 

進行：ＳＡＡ・プログラム委員会 春木 仁 委員 

四つのテスト：健康委員会 浅利 美恵子 委員長 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

 本日は、航空自衛隊第2航空団司令兼

千歳基地司令の安藤 忠司様をお迎えし、

2月最後の例会を行う事となりました。

安藤様には国防を担い、公務、大変お忙

しい中ありがとうございます。 

  

 昨年12月27日にて千歳市における交

通事故による死者は300日間「ゼロ」を

記録いたしました。死者「ゼロ」はまだ更新中であり、昨年の3月

2日から続いている記録だと思います。積雪も残り1ヶ月で融けて

無くなります。車の運転は、「急がず」、「あせらず」、「あわて

ず」、交通ルールを守り、ゆとりのある運転をお願いします。 

  

 本日の例会、よろしくお願いします。 

会長挨拶（沼田 常好 会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１６年3月3日 

第32号 （通算22８3号） 

    ～3月は水と衛生月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

お客様紹介（紹介：大西 信也 副会長） 

１．航空自衛隊第2航空団司令兼千歳基地

司令の安藤 忠司 様、本日の卓話よろしく

お願いします。 

  

２．当初3月10日の予定でありましたク

ラブ協議会を、3月3日の例会にて行いま

すので各委員長は準備をお願いします。 

  

３．本日の例会後、この会場におきまして第16回理事会を開催し

ますので、理事の方々の出席をお願いします。 

講師紹介：牟田 裕一 副委員長  

 

 本日の講師は航空自衛隊第2航空団司令兼

千歳基地司令 空将補 安藤 忠司 様で

す。 

  

※牟田副委員長よりご紹介された安藤空将

補の主な経歴です。 

  

・階級：空将補 

・平成元年3月 防衛大学校卒業 

・平成17年4月 第3航空団第8飛行隊長 

・平成21年9月 航空幕僚監部人事教育部補任課人事第1班長 

・平成22年8月 幹部学校付（スタンフォード大フーバー研究所） 

・平成23年8月 航空幕僚監部総務部庶務室長 

・平成24年4月 北部航空方面隊司令部防衛部長 

・平成25年3月 統合幕僚監部運用部運用第1課長 

・平成27年3月 現職 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

 

ゲスト卓話講師 

 航空自衛隊第2航空団司令兼千歳基地司令 空将補 安藤 忠司 様 

～テーマ「航空自衛隊及び千歳基地の概要」～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆さんこんにちは。千歳RCの例会にお招きいただきありがとう

ございます。本日は「航空自衛隊及び千歳基地の概要」につきまし

て分かりやすくまとめて参りました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。  

 

 

 

 

  

 

 

 

 平成元年に防衛大学を卒業して27年になりますが、その間、25

ポスト、転居24回で引っ越しばかりでした。学生パイロットの時

はF15に乗りたかったので、「初任地は千歳」と言っておりました

が、小松基地でF4ファントムに乗せられまして、その後25年以

上、希望が叶わなかったのですが、昨年3月、やっと千歳基地司令

として着任することができました。パイロットとして各地を転々と

しておりましたが、スライドの青色で記載しているところは航空自

衛隊ではない勤務先です。陸上自衛隊の朝霞での勤務をはじめ、

色々と経験をさせていただきました。  

 

 

 

 

 

 
 本日のお客様は、航空自衛隊第2航空団司令兼千歳基地司令 空将

補 安藤 忠司様です。  

国際奉仕委員会卓話 
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出席率 

今回：62.1％（  2月25日＝36／58 実数） 

確定：93.1％（  2月  4日＝54／58､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 

１．沼田 常好 会長 ①本日、第2航空団司令 安藤様、お忙しい中ありがと

うございます。本日の例会よろしくお願いします。②2月6日千歳市町内会

連合会50周年行事が無事終了いたしました。 ２．大西 信也 副会長 安藤

千歳基地司令、ようこそいらっしゃいました。卓話よろしくお願いいたしま

す。3月4日は2空団へ警備犬の検診に参ります。 ３．藤本 敏廣 PC 2月

28日に46回目の結婚記念日を迎えます。 ４．春木 仁 会員 先週、北洋銀

行千歳はまなす会でタイを訪問してきました。参加していただきましたメン

バーの方、ありがとうございました。 ５．前田 浩志 会員 妻の誕生日にお

花をいただきありがとうございました。 ６．川端 清 PC ①安藤司令よう

こそ。本日はよろしくお願いします。②先日、千歳民報に写真が出ました。

「そなえーる」で防災訓練に参加して、自助、共助を教わってきました。 

７．大澤 雅松 会員 2月6日、高校そして大学ともに先輩でご同業の太田英

昭 東京千歳会会長を単独インタビューして2月8日の千歳民報に掲載するこ

とができました。 ８．村田 研一 PC 北洋銀行千歳はまなす会でタイの北

洋銀行を視察してきました。ついでにゴルフをしてきました。 ９．牟田 裕

一 会員 安藤司令、本日の卓話よろしくお願いします。 １０．腰越 くり

子 会員 ①2月18日のアストラル夜間移動例会にご協力いただきありがと

うございました。②本日欠席ですみません。親睦活動委員の皆様、よろしく

お願いします。 １１．喜多 康裕 会員 楽天市場のショップ オブ エリアを

ニトリやルタオと並んで2年連続で受賞しました。大澤代表、千歳民報での

掲載ありがとうございました。 １２．南雲 州治 会員 はまなす会旅行を

もって、東南アジアゴルフツアーを終了いたしました。合計22ラウンドで

した。 

  

※2月18日夜間移動例会のニコニコBOXは19,000円でした。ご協力いた

だきました皆様、ありがとうございました。 

本日のニコニコＢＯＸ   12名   19,000 円  

※自己紹介の後、たくさんのスライドを交え、内容の濃い卓話と

なりましたが、非常に分かりやすいご説明をいただきました。以

下、ご説明いただきましたポイントを記載します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．航空防衛力の意義 

・空には警察機関がない。したがって、航空自衛隊が平時から有    

事まで対応している。 

・領空の主権を守ることができる唯一の防衛力であり、非常に意

義がある。 

  

２．航空自衛隊の任務 

・「自衛隊の任務」は自衛隊法第3条で定められている。 

・自衛隊が実施可能な「行動」は自衛隊法第6章に定められてい

る。自衛隊は自衛隊法に記載してある「行動」しか遂行できな

い。 

・本来任務ではないが遂行している業務がある。それは自衛隊法

第8章「雑則」に定められている。例えば国賓等の輸送は、国の機

関からの依頼により特輸隊が行っている。オリンピックに対する

支援も行っている。ブルーインパルスが空に五輪を描いた例があ

る。 

 

３．航空自衛隊の編成・組織 

・航空幕僚監部の下に5つの機能別組織（メジャーコマンド）があ

る。 

・「航空総隊」は作戦をする部隊。「航空支援集団」は作戦を直

接支援する部隊。「航空教育集団」は教育をする部隊。「航空開

発実験集団」は試験や開発をする部隊。「補給本部」は物を買っ

たり配ったりのロジスティックを行っている部隊。 

 

４．航空総隊 

・「航空総隊司令官」、「航空総隊司令部」は横田基地にある。 

・航空総隊司令官の下は4つの航空方面隊等から成っている。それ

ぞれの方面隊は「戦闘機部隊（航空団）」、空を監視する「航空

警戒管制部隊」、「地対空誘導弾部隊（高射群）」から成ってい

る。 

・「戦闘機部隊」は北部、中部、西部、南西の4つの区域に分かれ

ており、それぞれの区域には原則として2つの航空基地がある。最

近は沖縄に第9航空団ができた。 

・「航空救難部隊」の本来の目的は、自衛隊のパイロットが戦闘

や訓練時に緊急脱出をした場合に助けに行く部隊である。災害派

遣や遭難者救出にも出動している。全国10ヶ所に基地がある。 

 

５．航空支援集団 

・作戦を支援する「航空支援集団」は「輸送航空隊」、「航空保

安管制群」、「航空気象群」、「飛行点検隊」、「特別航空輸送

隊」 

・「輸送部隊」のC-1輸送機は古くなってしまったので、間もな

くC-2という新しい輸送機に更新する。C-1の部隊は入間と美保

の2ヶ所。C-130Hはプロペラ機で世界中で使われているベスト

セラーの輸送機であり小牧の部隊。同じく小牧のKC-767は、輸

送機としてもつかえる空中給油機で、戦闘機に給油することがで

きる。政府専用機は千歳にある。 

 

６．千歳基地の概要 

・北海道の航空自衛官は約4千人。 

・新千歳空港は昭和63年に運用が開始され、原則官民分離となっ

たが航空交通管制業務は航空自衛隊が担当。 

・滑走路は相互使用協定を締結しており滑走路に不具合が発生し

た場合には、調整により相互利用が可能となっている。昨年3月、

新千歳空港の滑走路に鹿が紛れ込んだ時は、民間機が千歳基地の

滑走路を使用した。 

 

※安藤様のご説明の後、質疑が行われ、航空自衛隊への一層の理

解を深めることができました。  

 

 

※最後に沼田会長より本日の卓話に対する謝辞をいただきまし

た。安藤様、ご多忙の中、とても分かりやすいスライドと丁寧な

ご説明をいただき誠にありがとうございました。この講話によっ

て、千歳RC会員一同、航空自衛隊千歳基地が更に身近に感じるこ

とができました。  

 

～詳しくはホームページをご覧下さい～  

第16回理事会開催報告 

 平成28年2月25日（木）13時30分よりANAクラウンプラザホテル千歳

例会場において、第16回理事会が開催され理事10名が出席しました。 

  

今回の審議事項は次の3点です。 

 ① 3月のプログラムについて 

 ②  臨時総会開催について 

 ③ プログラム変更について 

上記、審議事項についての結果は以下のように決まりました。 

  

① 3月のプログラムについて 

・3月3日 通常例会（臨時総会）と当初の予定では3月10日のクラブ 

 協議会を1週間繰り上げて行う  担当：三役 

・3月10日 通常例会 会場変更 食事：11階 アストラル 例会 

 11階 会議室 担当 SAA・プログラム委員会  例会は、3月3日から 

 変更 会員卓話 小畑 彰 会員（親睦活動委員会 副委員長） 

・3月17日 夜間移動例会（駒そば亭）担当 親睦活動委員会・健康委員会 

・3月24日 通常例会 担当：青少年奉仕・ローターアクト委員会 

 部外講師 北海少年院 院長 一柳 光司 様 演題「明日につなぐ」 

 例会後 ≪理事会≫ 

・3月31日 繁忙休会 

  

② 3月3日 臨時総会開催について 

 千歳ロータリークラブ細則第5条 「入会金及び会費」の改正について審議

する。 

  

③)プログラム変更について 

・4月4日㈪ 社会参加「セーフティコール」を4月11日㈪に変更する。 

・4月14日早朝例会（千歳駅からＡＮＡクラウンズホテル間の清掃）を 

 4月17日に変更する。 


