
全国の在日米軍基地で広報担当等として働く7人の従業員に各基地の
魅力を聞きました。

在日米軍基地の紹介
Introduction of USFJ Installations

第35戦闘団 広報部
社会関係（連絡）専門職
外 舘　泰 明さん

在日米軍司令部 秘書職
大 槻　真 弓さん

東京から約643㎞離れた青森県三沢市に位置
しています。主に米空軍、米海軍、そして航空
自衛隊が、基地を共同で使用しています。

在日米海軍厚木航空施設 司令部 秘書職
秋 元　信 子さん

東京の西の端に位置し、奥多摩の麓、都心からおよそ40㎞の
ところにあり、「在日米軍」、「第5空軍」、「第374空輸航空団」
の司令部が置かれている他、多数の部隊が所在しています。

正門を入り左手に建つ、マッカーサー元帥の銅像。
周りには多くの桜の木が植えられ、春には見事な
花が咲きます。

毎年夏に開催される盆踊りでは、司令官
らが太鼓を叩き、盆踊りダンサーズとし
て米軍関係者、家族らが練習を重ねた
盆踊りを披露しお祭りを盛り上げます。

神奈川県綾瀬市と大和市に位置し、面積約500万㎡、
滑走路約2.4㎞を有し在日米海軍運用の重要な任務
を担っています。

基地内の仕事や日米交流イベントを通し、日米の文
化的差異を直接体感することができます。

米海兵隊岩国航空基地政務・地域対策室 社会関係（連絡）専門職
國 清　光 博さん

1973年から実施される「フレンドシップデー」は20万人以
上が集まる岩国一大イベント。航空機の展示や航空ショー、
アメリカ本場のハンバーガーやピザなど、多くの方々に楽し
まれています。

基地の運用に関係する仕事から、日米交流イベント、日本政府
や地元行政との調整に至るまで、民間にはない仕事に携わる機
会が多くありとても刺激的です。
また、米軍基地は子育て支援の福利厚生が充実し、働きやすい
環境がある点も、共働きの家庭には大変心強いです。

米海軍横須賀基地司令部 民事部 軍渉外民事職
清 水　美 弘さん

明治から昭和にか
けて建造されたド
ライドックなど、貴
重な近代化遺産が
残されています。

米海軍横須賀基
地司令部。横須賀
鎮守府時代の建物
を使用しています。

米海軍横須賀基地に入港する5千
人を超える乗組員を擁する空母ロ
ナルド・レーガン。

厚木と横須賀において長年にわたり日本政府及び近隣市町村との折衝や地域
との問題解決、地域との交流イベント等の企画立案、実施に携わっています。

三沢基地と地元コミュニティとの橋
渡し役となり、軍人と地域の方 と々が
良い関係性を築くことができるよう
活動しています。

日米同盟強化や地域の平和と安定のために尽力するチームの一員として、
日々成長しながら貢献できるとてもやりがいのあるお仕事です。

ケヴィン　クレサリックさん

川 田　英 夫さん

在日米陸軍司令部 広報室
副広報室長

技術報道専門職

アメリカ第7艦隊に所属する空母ロナルド・レーガンなど13隻
の艦船が配備されている米国外最大の海軍施設です。軍
事的支援だけでなく、家族が日本での暮らしを快適に送れ
るよう、多岐にわたる生活支援をしています。

「友好広場」にある大きな木はクリスマ
スが近づくと、たくさんのライトで装
飾されます。点灯式には多くの子供た
ちが集まり、大いに盛り上がります。

キャンプフォスターでは年に1回、日本人従業員
感謝デーが開催されます。普段は基地に入れな
い家族や友人に米軍基地内の職場の環境や同
僚を紹介、理解してもらえるので好評です。 ハンガー（格納庫）

桜満開の”Risner Circle”と基地司令官の建物

毎年春に開催される桜まつりでは、軍楽
隊が演奏をしてお祭りを盛り上げます。

在日米陸軍司令部の建物ー通称リトルペンタゴン

地域社会との親睦を図る
ため、「日米友好祭」などの
開放行事を行っています。

在日米軍司令部は統合軍司令部で､日米
同盟の強化や、日米防衛関係に影響を
及ぼす事柄の調整を行っています。

第374空輸航空団はイン
ド・アジア太平洋地域に
おける唯一の空輸航空団
として空輸支援を行って
います。

全国の各5方面隊を毎年回り、自衛隊広報との
調整、共同活動の計画や実施に取り組んでい
ます。有事に備える日米共同訓練を通して、日
米同盟の重要性を実感しています。広報室は多
くの部隊の支援無しでは活動できないので、
皆様のご協力にはとても感謝しております。

私たちの日本国を守るために、日米同盟に基づいて日本国
に存在しているリトル・アメリカが私の職場です。司令官と副
司令官はこのリトル・アメリカの市長と副市長であり、彼らの
多忙な任務が円滑に進むよう、先を見越したサポートをする
ように常に務めております。
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神奈川県座間市と相模原市にまたがり、在日
米陸軍司令部、在日米軍陸軍基地管理本部
などが所在し、在日米陸軍の中枢です。キャンプ

座 間
キャンプ
座 間

毎年度実施している基地内のイベント
・日米親善スプリングフェスティバル（3月下旬または4月上旬）
・ヨコスカフレンドシップデー（8月上旬）
・ヨコスカみこしパレード（10月）
・日米親善歴史ツアー（春2回、秋2回開催）

毎年度実施している
基地内のイベント
・日米親善桜まつり
 （3月下旬または4月下旬）
・独立記念日フェスティバル
 （7月上旬）
・日米親善盆踊り
 （8月上旬または中旬）
・オクトバーフェスト
 （9月下旬または10月上旬）

・日米親善春祭り（毎年4月末）
・日米親善盆踊り（毎年8月中旬）

毎年度実施している基地内のイベント

https://twitter.com/fleact_yokosuka

https://twitter.com/USARJ_PAO

https://www.cnic.navy.mil/regions/cnrj/installations/cfa_yokosuka.html

https://www.misawa.af.mil

https://www.yokota.af.mil

https://www.usarj.army.mil/

富 村　浩 子さん
サービス大隊本部 社会関係（連絡）専門職

キャンプフォスター（瑞慶覧）とその周囲の市町村、地域団体
との連絡、調整に携わっています。上司である基地司令官や、
協力してもらっている兵隊、また、地域の関係者の方々は
任期ごとに交代していくので様々な出会いがあります。米軍
関係者と地域のボランティア活動に携わることで日米両方に
喜んでもらえるので調整した者としてとても達成感があります。

沖縄には海兵隊基地が点在しています。その
中でもキャンプフォスター（瑞慶覧）は人口が
最も多く、兵隊、その家族などが約9,000人おり、
日本人従業員は約1,600人が勤務しています。
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日米絆リレーマラソンでは、老若
男女、年齢を問わず、多くの方々
が様々なコスチュームを着て参
加し、好評を得ました。

厚木海軍飛行場
はこんなところ！

三沢飛行場はこ
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エルモ本部並びに支部及び分室では、全国の在日
米軍で働く従業員の雇入れ、提供、労務管理、給与
及び福利厚生に関する業務を行っています。

その他、エルモホームページにも紹介記事を掲載しています。
https://www.lmo.go.jp/recruitment/index3.html

主な在日米軍基地とエルモ
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嘉手納飛行場
キャンプ瑞慶覧
牧港補給地区
キャンプ・ハンセン
トリイ通信施設
嘉手納弾薬庫地区
キャンプ・コートニー
キャンプ・シュワブ
普天間飛行場
キャンプ・シールズ

横田支部
横田飛行場
ニューサンノー米軍センター
赤坂プレス・センター
多摩サービス補助施設

横須賀支部
横須賀海軍施設
横浜ノース・ドック
池子住宅地区及び海軍補助施設
吾妻倉庫地区
鶴見貯油施設

座間支部
キャンプ座間
厚木海軍飛行場
相模総合補給廠
相模原住宅地区
富士営舎地区

本部

日米絆リレーマラソンでは、老若
男女、年齢を問わず、多くの方々
が様々なコスチュームを着て参
加し、好評を得ました。

厚木海軍飛行場
はこんなところ！

三沢飛行場はこ
んなところ！

岩国飛行場はこ
んなところ！

横田飛行場はこ
んなところ！

横須賀海軍施設
はこんなところ！

キャンプ座間は
こんなところ！

キャンプ瑞慶覧
はこんなところ！

photos by 374 AW/PA

https://www.usfj.mil/
https://twitter.com/USFJ_J
https://www.facebook.com/USForcesJapan.J

USFJ

USFJ
USFJ

エルモ本部並びに支部及び分室では、全国の在日
米軍で働く従業員の雇入れ、提供、労務管理、給与
及び福利厚生に関する業務を行っています。

その他、エルモホームページにも紹介記事を掲載しています。
https://www.lmo.go.jp/recruitment/index3.html

主な在日米軍基地とエルモ
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