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■駐屯地周辺清掃活動

 ３等陸曹から陸曹長までの陸曹と呼ばれる自衛隊員で構

成される別海駐屯地曹友会では、地域交流の一環として、

年２回駐屯地周辺の清掃奉仕活動を実施し
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■地域活動、サークル活動指導
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平成２７年度は、通所介護
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 また、自衛隊等からの地域への協力だけでなく、地域や自治体

で、共通の課題の解決に向けて、より具体性のある取り組みが行な

合があります。

 本町においては、次の取り組みが行なわれています。
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た、自衛隊等からの地域への協力だけでなく、地域や自治体が自衛隊に協力すること

で、共通の課題の解決に向けて、より具体性のある取り組みが行なうことが可能となる場

自衛隊に協力すること

うことが可能となる場

自衛隊に協力すること

うことが可能となる場

自衛隊に協力すること

うことが可能となる場



 

■ノーザン・レ

 北部方面隊等による災害対処能力向上と即応体制の充

実を目的に実施された災害対処演習に対し、本町

街地部と海岸地域

からの避難者

練が実施されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

■大規模災害時等における派遣隊員の留守家族支援

 別海駐屯地の隊員が、大規模災害等に係る被災地に派

遣された場合、隊員とその家族の負担を軽減するため、

留守家族に対する福祉支援を行なう協定を取り交わし、

働きやすい環境の醸成に取り組んでいます。

 

 また、留守家族に対する支援は、別海町自衛隊協力会

や、自衛隊退職者及び予備役自衛官で構成される隊友会

別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。

 

 

 

 

■ノーザン・レスキュー

北部方面隊等による災害対処能力向上と即応体制の充

実を目的に実施された災害対処演習に対し、本町

街地部と海岸地域の自治会組織が協力し、孤立した海岸部

避難者輸送や

練が実施されました。

■大規模災害時等における派遣隊員の留守家族支援

別海駐屯地の隊員が、大規模災害等に係る被災地に派

遣された場合、隊員とその家族の負担を軽減するため、

留守家族に対する福祉支援を行なう協定を取り交わし、

働きやすい環境の醸成に取り組んでいます。

また、留守家族に対する支援は、別海町自衛隊協力会

や、自衛隊退職者及び予備役自衛官で構成される隊友会

別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。

スキュー2015 

北部方面隊等による災害対処能力向上と即応体制の充

実を目的に実施された災害対処演習に対し、本町

の自治会組織が協力し、孤立した海岸部

輸送や避難生活を想定した食料炊き出し訓

練が実施されました。 

■大規模災害時等における派遣隊員の留守家族支援

別海駐屯地の隊員が、大規模災害等に係る被災地に派

遣された場合、隊員とその家族の負担を軽減するため、

留守家族に対する福祉支援を行なう協定を取り交わし、

働きやすい環境の醸成に取り組んでいます。

また、留守家族に対する支援は、別海町自衛隊協力会

や、自衛隊退職者及び予備役自衛官で構成される隊友会

別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。

 

北部方面隊等による災害対処能力向上と即応体制の充

実を目的に実施された災害対処演習に対し、本町

の自治会組織が協力し、孤立した海岸部

避難生活を想定した食料炊き出し訓

■大規模災害時等における派遣隊員の留守家族支援

別海駐屯地の隊員が、大規模災害等に係る被災地に派

遣された場合、隊員とその家族の負担を軽減するため、

留守家族に対する福祉支援を行なう協定を取り交わし、

働きやすい環境の醸成に取り組んでいます。

また、留守家族に対する支援は、別海町自衛隊協力会

や、自衛隊退職者及び予備役自衛官で構成される隊友会

別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。

北部方面隊等による災害対処能力向上と即応体制の充

実を目的に実施された災害対処演習に対し、本町では、市

の自治会組織が協力し、孤立した海岸部

避難生活を想定した食料炊き出し訓

■大規模災害時等における派遣隊員の留守家族支援

別海駐屯地の隊員が、大規模災害等に係る被災地に派

遣された場合、隊員とその家族の負担を軽減するため、

留守家族に対する福祉支援を行なう協定を取り交わし、

働きやすい環境の醸成に取り組んでいます。 

また、留守家族に対する支援は、別海町自衛隊協力会

や、自衛隊退職者及び予備役自衛官で構成される隊友会

別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。

北部方面隊等による災害対処能力向上と即応体制の充

では、市

の自治会組織が協力し、孤立した海岸部

避難生活を想定した食料炊き出し訓

■大規模災害時等における派遣隊員の留守家族支援 

別海駐屯地の隊員が、大規模災害等に係る被災地に派

遣された場合、隊員とその家族の負担を軽減するため、

留守家族に対する福祉支援を行なう協定を取り交わし、

また、留守家族に対する支援は、別海町自衛隊協力会

や、自衛隊退職者及び予備役自衛官で構成される隊友会

別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。別海支部などの組織においても、安否確認や生活相談に関する支援協定が結ばれています。 


