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はじめに 

本年度は年初から新型コロナウイルスの感染が全世界に拡大し、経済

の停滞だけでなく軍事活動などにも様々な影響・制約をもたらしつつあ

ります。これに対する中国の対応に関し、欧米、特に米国は批判を強め、

米中の対立関係はさらに悪化しています。一方で中国はこのような情勢

下においても、東シナ海や南シナ海等で挑発的な国益のみを追求する活

動を継続しています。北朝鮮も挑発的な活動を継続しており、東アジア

情勢は引き続き不安定な状況が継続しています。 

さらに厳しさを増した情勢の変化を踏まえて、本提言書においては引

き続き、中・長期的な展望に立脚し、憲法に関するものから、防衛政策、

防衛力整備、自衛隊員の処遇等に関することまで広範な課題について提

言を行っています。 

本年は、以下の１０項目の政策について提言します。 

 

１ 憲法の改正 

（１）国を防衛する実力組織を軍として憲法に明記 

憲法９条を改正し「国を防衛するための実力組織」の保持を軍

（国防軍）として明記し、その地位・役割を明らかにするよう提言

します。 

（２）軍（刑）法や軍事裁判所などの軍事司法制度の整備 

軍（刑）法を制定するとともに、その裁判を所掌する軍事裁判所

の設置を憲法に規定することを強く提言します。 

（３）緊急事態条項の整備 

憲法に緊急事態条項を整備することを強く提言します。 

（４）国民の国を守る義務の明記 

国民の国防意識を高揚させ、憲法に国を守る義務として明記するこ

とを提言します。 

 

２ 安全保障法制の充実；グレーゾーン事態に応ずる法的整備等 

（１）警戒監視の任務化 

「警戒監視」を自衛隊法第６章の「自衛隊の行動」として規定する

ことを強く提言します。その際、事態認定に確実に寄与するように、



「海上における治安の維持に影響を及ぼすおそれのある船舶（外国の

軍艦、公船を含む）に対する質問権」を規定することを提言します。 

（２）海上警備行動時の権限強化 

自衛隊法第９０条と同等の武器使用権限を規定するよう提言する

とともに、ネガティブリスト方式のＲＯＥを整備し、ＲＯＥを活用し

て事態をコントロールしていく体制を整備するよう提言します。 

（３）新たな状況に対応する対領空侵犯措置等の充実 

無人機、洋上の艦船から発進するヘリコプター・戦闘機、巡航ミサ

イルといった各種飛翔体によるあらゆる形態の領空侵犯にも柔軟か

つ切れ目なく対応できる体制を整備するとともに、適切な対処要領を

策定し、事態をコントロールしていく体制の整備を提言します。 

また、バシー海峡方面から西太平洋に進出する航空機に対し、関係

国との情報交換をはじめとする連携を視野に入れた総合的な対応体

制について検討を推進するよう要望します。 

（４）自衛隊と他機関との連携等 

ア 平時、グレーゾーン事態そして有事における司令塔たる官邸を強

化し、官邸が輸送力調整、空域・電波周波数配分等の合理的な統制

ができるよう体制及び権限を強化するための検討を提言します。強

化された官邸と関係省庁間のシミュレーションを実施し対応能力

向上を図るとともに、実働部隊である自衛隊と警察、海上保安庁及

び消防との連携や相互運用性向上を推進することを提言します。 

イ 政府全体でのシミュレーションを数種の事態シナリオで実施し、

有事の際の自衛隊の行動に係る地域とそれ以外の地域を分けて指

定することの是非、役務等使用の緩和や自衛隊の行動を円滑にする

民間空港・港湾の使用、弾薬・燃料の輸送・貯蔵等の適用除外等、

必要な法的措置を講ずることを提言します。 

（５）グレーゾーン事態における新たな権限を自衛隊に付与する法制の

枠組み 

近年、大綱にもあるように、国際社会においては戦争には至らない

紛争が大半を占めるようになり、平素から軍を含め様々な手段で国家

間の競争が恒常的に行われています。 

 わが国においても、防衛出動を発令するには至らないものの、警察



力や海上保安庁だけでは十分な対応が取れないという事態（グレーゾ

ーン事態）に対して、国際法上許容される範囲で適切に対応すること

が必要となっています。 

 政府・防衛省の努力によりグレーゾーン事態において自衛隊が対応

できるよう法整備や運用面での改善がなされています。 

 しかしながら、現状の法制では権限の段差が存在し、事態認定の適

時性や現場でのタイムリーな対応に限界があります。場合によっては、

海上警備行動や治安出動等に従事する隊員が一方的に被害を受ける

事態を招く恐れがあります。 

 平時における限定的な自衛権の行使を前提として、「グレーゾーン

事態における新たな権限を自衛隊に付与する法制の枠組み」について

も様々な観点から検討を深められることを要望します。 

 

３ 日米同盟及び安全保障協力の強化 

（１）日米安全保障条約の改定検討 

安保条約を現在の安保環境の変化に対応させるとともに、米軍と

共同作戦を立案したり、現場で作戦を調整する自衛官にとって、条

約上の権利・義務が明確であることが重要であるため、日米安全保

障条約の改定について検討するよう提言します。 

（２）「日米防衛協力のための指針」の更なる実効性の確保指針という 

ア 米国は中露を競争者として捉え、常時競争状態にあるという認

識の下、軍の活動を含めた様々な対応をとりつつあります。平時

から同盟国として如何に協力していくのかについて、自衛隊と米

軍の共同について協議を進めることを提言します。 

イ 柔軟に選択される抑止措置等の立案推進を提言するとともに、

省庁及び自治体等との事前協議枠組みの整備を要望します。 

ウ 新たな領域である電磁波についても追加して明記することを提

言します。 

エ 米軍との連接性・相互運用性を確保したＩＡＭＤ体制を構築す

るため、同盟調整メカニズムにおいて協議を推進することを要望

します。 

オ 沖縄県米軍基地を自衛隊と共同使用するための枠組みの締結や



更なる弾薬の貯蔵所要に対応するため、日米地位協定に基づき開催

される、日米合同委員会における協議の推進を要望します。 

（３）国際平和協力活動等における在り方の検討 

   冷戦後のＰＫＯは国際人道法を守る交戦主体であると告示され、

積極的に一般市民を保護する活動へとシフトしてきています。この

ような情勢下我が国の国際協力は限界に達しています。このような

態様のＰＫＯ活動への参加の可否や参加する場合の参加態様に応じ

た権限に係る法制等ＰＫＯの在り方の検討を速やかに行うことを強

く提言します。 

 

４ 防衛力の強化 

（１）防衛諸施策の推進 

ア 宇宙領域については政府全体として統合的・戦略的に体制を整備

することを提言します。 

イ サイバー領域では、「官民サイバー連携包括協定（仮称）」の締結

を提言するとともに、国家安全保障戦略に平時・有事の官民の役割

を明確化することを提言します。 

また、米国サイバーＣｏE（Center of Excellence）に代表され

るようなサイバーセキュリティに関する産官学連携拠点を構築する

ことを提言します。 

ウ ＡＩ、ビッグデータ、量子コンピュータ技術等デュアルユース

技術に関するデュアルユース戦略を策定することを要望します。 

  併せて、構成品の各技術をシステム統合できる技術力構築の推

進を要望します。 

（２）着実な防衛力の整備 

平時からグレーゾーン事態への対応、武力侵攻事態等各種の事態

に対処できる質と量の防衛力を速やかに構築するため、着実な防衛

予算の増額を強く提言します。また、領域横断作戦能力強化、大規

模災害対応等における陸領域の見直しを実施するとともに、検討の

途についたばかりの宇宙・サイバー・電磁波領域に係る予算を新た

に確保し、要すれば中期防衛力整備計画の見直しを行い、持続性・

強靭性のある防衛体制を構築することを提言します。 

また、最小限の専門的知見や技術の維持・継承に必要な範囲に限る



とされた大規模な陸上兵力を動員した事態への備えについては、そ

の見極めは極めて難しく、慎重な判断が必要です。特に、一度失われ

た作戦・戦闘能力を含めた専門的知見や技術の回復には長時日を要

するため、効率化・合理化を図りつつも、いかなる事態にも適切に対

応し得る防衛力を構築するよう提言します。 

 

（３）宇宙･サイバー・電磁波領域における能力の獲得･強化 

ア 宇宙領域において、防衛省は運用主体として維持管理、情報収集・

分析ができる体制を整備するよう提言します。 

イ 多国間で連携した宇宙状況把握（SSA）体制の構築、スペースデ

ブリ除去及び小型衛星の活用等による宇宙システム全体の機能保

証の強化、ホステッド・ペイロード等友好国との宇宙システムの共

同使用に加え、SSA能力を具備する我が国衛星を保有の上で衛星の

対妨害・秘匿通信能力の向上、サイバー防護能力の向上を提言しま

す。 

ウ サイバー領域については、サイバーセキュリティの技術シーズを

把握することによる運用ニーズと関連企業の技術の整合、平素から

の情報共有、人材の育成・交流、研究開発、運用等における協働態

勢を確立することを提言します。 

エ 電磁波については、関連するネットワーク先進技術を獲得すると

ともに、電子戦及び電磁波（電磁スペクトラム）管理に係る体制を

早期に整備することを提言します。 

オ 領域横断作戦については、単に複数の領域を横断して作戦する

のみでなく、新たな領域を含め、あらゆる領域の機能を有機的か

つ最も効果的に組み合わせ、多数のジレンマを敵対者に突きつけ

るという作戦の考え方に進化しています。先ず、領域横断作戦に

対する認識を自衛隊全体で統一しておく必要があります。次に、

統合任務部隊指揮官等により一元的に指揮することが求められる

領域横断作戦において、統合任務部隊・司令部編成の時機・適否

を含め、中央における統合司令部の新設の速やかな検討の開始と

ともに、改めて検討が必要です。さらに、あらゆる領域の機能を

同期（クロスドメインシナジー）させて発揮するための、指揮統

制システム開発し構築する必要があります。そして、領域横断作



戦を効果的に実施できる指揮統制要員の教育・養成も必要です。

こうした施策を推進するための検討を急ぎ始めることを要望しま

す。 

（４）従来の領域における能力の強化 

ア 海上交通の保護には、「我が国生存と国家活動継続のための海上

物流の維持」と、「米軍来援基盤の維持」という側面があります。

米軍の来援を確実とする我が国の防衛努力として、米機動部隊等

が活動する海空域の脅威を確実に低減するため、特に対潜戦・防

空戦能力を中心とする海上交通の保護能力の一層の強化を提言し

ます。 

イ Ｆ-３５Ｂの導入にあっては、防空態勢全体における位置づけを

明確にした着実な体制整備の推進と特に艦艇からの運用にあって

は、海・空防衛力の特徴を相互に高めるよう自衛隊一体となった

体制整備の推進を提言します。 

ウ 官邸等国家機関、原発等重要インフラの他、自衛隊の基地・駐屯

地、米軍基地、加えて空港及び港湾等多数の重要な施設等の防護に

当たっては、自衛隊、警察及び海上保安庁等の関係機関が相互に情

報共有ができるネットワークシステムを整備し、各組織の能力等に

応じて役割分担し共同対処できるよう提言します。 

また、東シナ海で作戦するための基盤となる第 1列島線に陸上自

衛隊を配置することにより、地対艦誘導弾や中距離対空誘導弾等に

よる海・空作戦への火力支援、海・空作戦基盤の防護支援、補給整

備等の支援を可能とし、米海軍の来援や米陸軍・海兵隊の展開も容

易にするため、同地域に所在する自衛隊の駐屯地・基地の抗堪化、

戦力の空白となっている主要な島嶼への部隊の配置又は機動展開で

きる地域の確保の施策を推進するとともに、第 2列島線に位置する

島嶼に対しても長期的な強化施策を検討することを提言します。 

エ スタンド・オフ防衛能力を強化について、九州から南西諸島の列島

線をカバーできる長射程のロケットの早期の導入及び気象・海象の影

響を受けにくく火力を安定的に発揮できる地上発射型の長距離・高速

飛翔かつステルス化した対空・対艦誘導弾の装備化の推進を強く提言

します。 

また、拒否的抑止と実効的な対処を担保したスタンド・オフ防衛

能力の整備を提言します。併せて、実効的運用のための戦術運用上

のセンサー、ネットワークを並行して整備することを提言します。 



オ 総合ミサイル防空能力(IAMD)の強化について、ミサイル防衛に係

る各種装備品に加え、防空のための各自衛隊が個別に運用してきた

各種装備品を指揮統制ネットワークで一元的に運用する新たな

IAMD体制構築を強力に推進することを提言します。 

併せて、巡航ミサイル対処用の高出力レーザーや電子戦兵器など

の非運動エネルギー兵器に関しては、米国の先進技術開発事業への

日本の防衛産業の参入を促進し、早期の装備化を日米共同で推進す

ることを提言します。 

カ 万が一先制攻撃を受けた場合、敵基地のミサイル及び関連指揮統

制システムを減殺する反撃の手段として、例えば精度の高い弾道ミ

サイル等「自衛反撃能力」をわが国が保有することを提言します。 

 キ 機動・展開能力について、迅速な機動展開能力（空中機動等を含

む）、持続性ある火力・機動打撃力（遠距離～近距離の統合火力運

用能力を含む）、広域な島嶼部における指揮統制能力・情報収集能

力等強化のための各種の施策を講ずることを強く要望します。 

また、基地への依存度が高い航空戦力の弱点を克服し、周辺国の

海洋進出能力の拡大に対応するため、要時・要域に戦力を投射する

能力（空中給油機・輸送機の機動能力）の向上を提言します。 

（５）持続性・強靭性の強化 

ア 後方支援体制は、補用部品の不足や整備器材の老朽化等が進行

する深刻な状態にあり、慢性的な人員不足でもあります。所要の

後方予算の確保、マンパワーの確保等、強靭な後方支援体制を再

構築することを提言します。 

イ 民間飛行場等特定公共施設の使用を可能にし、脆弱である太平

洋側を含む航空作戦基盤を拡大し、各種港湾の使用を含めた海上

作戦基盤の整備についても推進するとともに、空港・港湾施設の

整備を領土保全のための国家事業として推進することを強く要望

します。 

ウ 民間防衛態勢も含め各種検証により機動運用部隊転用後の防衛

態勢について能力評価を実施し、必要な機能強化等を実施してい

くことを強く提言します。 

エ 未知の感染症流行下等において自衛隊が的確に対応するため以



下の隊務運営基盤の整備を強く要望します。 

  ・ 司令部等内のリモートワークできる通信機器等の整備、 

  ・ 空調設備、部屋の拡張等事務室、営内環境の整備 

  ・ 司令部、初動対処部隊、衛生部隊等へのワクチン優先接種 

  ・ 自衛隊病院の感染症対策設備の強化 

・ タイベックス・マスク等装備品の増加配備 

 

５ 人的基盤の強化 

（１）国家全体としての人的資源の効果的な分配 

第一線部隊の充足を向上するとともに、宇宙・サイバー・電磁波領

域の新たな要員を純増するための人的資源を確保するために、国家全

体として人的資源の効果的な育成・分配を検討するため、国家安全保

障戦略に『国としての人的基盤の強化』を加え方針を示すよう強く提

言します。 

また、自衛官・警察、消防、海上保安庁等公安職公務員の試験時期

の調整等による採用広報における改善、さらには新規採用及び基礎教

育を一括実施する制度等を検討することについて提言します。 

（２）任務の多様化･国際化等に対応する人的防衛力の確保、育成等  

  ア 少子高学歴化への対応、安全保障教育の導入、民放のＣＭ活

用、陸・海・空の特性に応じた曹士人員充足モデルの変更といっ

た採用基準・募集枠の見直し等の独自の各種募集施策の充実に加

え、地方自治体等による募集事務の確実な履行を提言します。 

  イ 新領域を含む多様な分野における優秀な人材の育成・運用のた

め、任用制度の見直し、教育態勢の改善・強化を提言します。 

  ウ 米国のＲＯＴＣ※に類似した制度（ＪＲＯＴＣ（仮称））の創

設についての検討を提言します。 

    ※ＲＯＴＣ(予備役将校訓練課程)：米国の特定の大学に設置さ

れた将来の陸海空軍及び海兵隊の将校を養成する教育課程。 

エ 自衛隊の各部隊・機関に定員のある事務官等は、自衛官と同じ

く有事所要を基準とする人的基盤であり、自衛隊の特殊性を考慮

して、定員合理化の廃止を要望します。 

（３）平時及び有事における元自衛隊員の有効活用 



防衛省・自衛隊の退職自衛隊員に活用に関する方針、適用範囲な

どの明確化が喫緊の課題であり、そのもとで退職自衛隊員組織を含

めた関係機関・組織による検討組織を立ち上げ懸案事項を解決しな

がら、施策を具体的に速やかに推進していくことを提言します。 

また、退職自衛隊員は有事における専門性の高い分野に限らず、

平時においても経験や知見を活かした隊員募集、補給・整備等の後

方業務、射場や演習場管理、訓練・演習時における指導・評価要

員、大規模震災発生時の駐屯地・基地の維持管理などにも有効に活

用できるものと考えます。これらの分野も含めた退職自衛隊員を活

用する業務などの検討や、有事も念頭においた再任用や予備自衛官

制度との整合を提言します 

   元自衛隊員の有効活用のためには、意思のある者の登録に合わせ、

専門職域、経験等に関する情報に関するデータベースの整備やこれ

らを用いて防衛省・自衛隊に紹介する制度や機能・組織化の整備も

必要となります。また、高度な専門知識を有する自衛隊員について

は、その能力の活用有効の観点から、退職後も含めた人材管理が必

要であり、人材情報管理、「適格性」の継続保有のための審査のあり

方等を基準化することも重要です。これらは元自衛隊員の有効活用

の基盤であり、早急に検討していただくことを提言します。 

（４）隊員の処遇等の改善施策の推進 

ア 自衛官等の職務の特性に鑑み、給与制度や処遇等に関する代償

機能を一般職国家公務員制度から独立して担保する人事院相当の

代償機関及び国家公務員法に相当する「自衛隊員法（仮称）」の創

設の検討を強く提言します。 

イ 再就職支援の充実のため、部内資格の国家資格認定、実務経験の

認定、公務員・警察職員等への優遇採用、援護対象者の年齢要件の

見直し等、雇用と年金の接続を図る施策を提言します。その際、定

年延長の実施に伴い、今後数年間は、現在より高齢化した退職自衛

官の再就職の援護態勢を構築・強化する必要があります。 

また、防災・危機管理部門担当者等としての採用推進、教育機関

の職員等としての活用、奨学金の給付等自衛官の進学支援を要望し

ます。 

ウ 宿舎整備については、宿舎料の引き上げ抑制、基地、駐屯地近傍



への集約整備を提言します。 

エ 家族支援専門官の全駐（分）屯地・基地への配置、関係部外団体

との連携強化等、国としての体制整備を強く提言します。 

オ 自衛官等の各種手当等について、以下を強く提言します。 

・ 艦艇を拠点として活動する自衛官に対する手当の新設 

・ 水陸両用の諸活動を行う自衛官に対する手当の充実強化 

・ 地域手当の支給範囲の見直し 

・ 特地官署指定基準の抜本的見直し等の総合的な処遇の見直し 

・ 災害派遣等手当の見直し（家畜伝染病予防法関連作業負担大） 

・ 引越し支援策の拡充 

・ 退職自衛隊員独自の年金制度（年金の優遇策）、団体年金制度等 

各種優遇制度 

カ 予備自衛官制度の充実のため、以下を提言します。 

・ 予備自衛官手当の増額 

・ 雇用企業給付金制度の対象、期間等に対する更なる拡充 

・ 「登録予備自衛官制度（仮称）」の導入の検討 

・ 自営業を営む即応予備自衛官の事業所得損失の補填措置の検討 

・ 予備自衛官補の技能区分の拡大、特に語学職域の種別の拡大 

・ 予備自衛官訓練センターや新しい装具の充当 

・ 予備自衛官雇用企業に対する入札加点制度（建設業のみ）の拡充 

キ 栄典・礼遇に関し以下を提言します。 

・ 叙勲対象者の数的拡大とより上位等級への位置づけ 

・ 危険業務従事者叙勲制度開始前の退職者への叙勲対象者の拡大 

・ 防衛功労章の更なる拡充（付与機会、部隊功労章の拡充） 

・ 統合幕僚長の認証官への位置づけ 

・ 賞じゅつ金の増額等の検討 

・ 民間の協力者（団体）への褒章の拡充（対象・授与数増加） 

・ 退職後の防衛省・自衛隊等への貢献を考慮した叙勲の実施 

ク 働き方改革においては任務遂行を第一義とした業務の見直し、

リモートワークの推奨（ＩＴ等の活用）、代替要員の確保等を提言

します。 

また、２４時間対応の庁内託児所の整備、自治体との保育の協定



締結、厚生センター等における各種基盤整備を提言します。 

（５）戦闘における殉職者の追悼 

   「戦死者」の国家レベルの英霊顕彰、追悼を強く提言するととも

に、遺骨収集における輸送支援、旧陸海軍墓地、追悼施設等の維持

協力を要望します。 

   

６ 技術基盤の強化 

技術基盤の強化を、大綱に示された技術基盤の強化の方針及び２０１

９年に防衛省から出された研究開発ビジョンの方向性に沿って進めて

いくことは当然ですが、軍事技術の進展が戦闘様相を大きく変える可能

性のあるものであり、特にゲームチェンジャーとなり得る最先端技術を

始めとする重要技術については、海外を中心にその動向を十分にモニタ

ーし、取り込んでいく必要があるという点に留意する必要があります。

一方で我が国の優れた技術については、これを活かし、政府全体として

防衛装備につながる技術基盤を強化していく必要があるという点にも

十分留意する必要があります。これらを踏まえて、特に、以下の具体的

項目について、提言します。 

（１）将来戦闘機の開発 

将来戦闘機の開発に関しては最重要案件として、政府一丸となっ

て官民の総力を結集し、事業を強力に推進する体制を速やかに構築

することを強く提言します。 

また、航空機を開発、運用する多国間の枠組みを主導するために

は、多国間で共有可能な耐空証明制度を防衛省として早期に構築す

ることを提言します。 

（２）戦闘車両等の開発 

無人の戦闘車両にも目を向ける必要がある一方、一定の防護力を

有する車両の意義は不変であるため、各車両等の研究開発及び保有

について継続すべきです。戦闘車両等の開発に関しては、高いレベ

ルにある国内開発を重視し、可動率を維持・向上させるとともに、

戦闘車両等の技術継承が可能となる事業の推進を強く要望します。 

（３）戦闘ヘリ等の開発 

各国において将来ヘリコプターの研究開発が進められています

が、専守防衛下彼我混交の戦場において正確・精密な火力戦闘を求



められることは将来においても不変であり、戦闘ヘリコプターはも

とより無人機戦闘ヘリコプターに係る研究開発及び保有について継

続すべきです。 

 

７ 装備調達の最適化 

（１）FMS(Foreign Military Sales※)管理体制の強化 

  装備品全体を統括する部署の設置と各担当部署の横断的な連携の

強化、米国における情報収集、プログラム管理、対米交渉等の機能

の強化等FMS管理体制のあり方の検討を提言します。 

※ FMS：米国が武器輸出管理法に基づいて、友好国に対して有償で

行う軍事援助 

（２）契約・調達制度の改善 

契約手続きの簡素化、企業の利益率の見直し、随意契約・企画提案

型入札の拡大、長期契約における企業リスクの低減等の継続的な制度

改善を強く提言します。 

（３）艦船建造における契約方式の見直し 

かつての随意契約方式に基づく「オール日本としての建艦体制」の

復活が必要であり、引き続き抜本的な見直しを強く提言します。 

 

８ 産業基盤の強靭化（防衛産業の維持・育成） 

（１）適正な予算の確保と国産化の推進 

十分な防衛予算の確保により、国内の防衛生産・技術基盤の維持･

育成を図るとともに、可動率向上のための維持整備費・中長期的視

点の研究開発費、新たな領域等（宇宙、サイバー、電磁波）予算を

確保し、現状や将来の課題に対応することを提言します。 

さらには装備品の国産化を推進するとともに、FMS 調達について

も、国外企業のパートナーとしてＦＭＳ契約装備品の一部国産化や

オーバーホール修理が国内でも実施可能な枠組み作りを推進するこ

とを提言します。 

（２）防衛装備品の国外移転 

防衛装備移転三原則の下、装備品の海外移転を政府一体となって

推進するため、米国のFMSやIMET※を参考とした体系的かつ効率

的な体制の構築を提言します。この際、民間社員の活用、優れた民



生技術の活用制度、海外のセキュリティー基準への対応等のための

企業に対する対策経費支援等枠組みの構築を提言します。 

  ※ IMET(International Military Education and Training): 米の

同盟国及び友好国の軍関係者に、米教育機関などへの留学、研修

の機会を提供する制度 

（３）官民協力のあり方の見直し 

労働人口の減少及び過去から拡大しない工場施設規模制約等の環

境に鑑み、官が持つメリット（敷地、保全、在庫の保有に係るコスト

など）と民が持つメリット（技術力、柔軟な契約能力、ＯＢの受け入

れ可能性など）を適切に組み合わせることで、従来の官民、いわゆる

契約上の甲と乙という関係を超えた、これからの環境に合致する官民

の役割分担の見直しを提言します。 

 

９ 海洋状況把握（MDA）体制の構築（情報機能の強化） 

統合的なMDA 体制確立のため、合成開口レーダーやAIS（自動送信

される船舶情報）受信機搭載の衛星や無人機、AI による画像分析技術

の活用も視野に入れた情報収集・分析体制の構築とともに、関係機関と

の情報共有システムの整備や国際連携の推進、様々な手段（衛星、無人

機、哨戒機等）からの情報を組み合わせたニア・リアルタイムな状況認

識のためのMDA 体制整備を強く提言します。 

 

10 防衛力を支える要素 

（１） 地域コミュニティーとの連携 

ア 政府主導による国民保護に係るシナリオのシミュレーションを

所要の自治体参加の下行い、政府と自治体の計画の整合性を図る

とともに、自治体の国民保護計画に基づく、自治体、自衛隊、警

察等の参加する実動訓練を推進することを提言します。 

イ 関係部外機関等との連携強化のため、駐屯地・基地に部外連絡

協力室を整備するとともに、連絡要員等には元自衛隊員を活用

し、併せて活動基盤を整備することを提言します。 

ウ 国境離島等僻地の駐屯地･基地等及び地域の生活環境を改善

し、その維持、活性化を図る施策を講ずるよう要望します。 

（２）知的基盤 



  ア 大学等への安全保障・国防に関する学部開設、防衛セミナーの

充実並びに国家公務員及び地方公務員の採用試験における出題を

提言します。 

また、自衛官や自衛官 OB 等による講話等の積極的な活用を提言

します。 

  イ 米国の Defense Science Board(DSB)や RAND研究所や MITRE 

研究所などが指定されている Federally Funded Research and 

Development(FFRDC)等の制度を参考にしつつ、我が国独自の安全

保障の在り方にとって重要なシンクタンク等を創設することを強

く要望します。 

 （３）文書管理制度等の防衛省の特性に基づく適用除外 

   自衛隊の行動に関する文書については自衛隊の歴史的な価値を有

する資料であり、自衛隊の歴史資料を将来の戦術・作戦及び戦略研

究並びに教育訓練に反映させるとともに、将来の学術的な検証を踏

まえて適切に保存する等、一般の行政文書管理とは区別する必要が

あります。文書等の保管・開示業務についても、隊員の安全や保全を

十分に確保するという観点を踏まえた情報公開制度に改善するなど、

文書管理に関する抜本的な改善を提言します。 

 

おわりに 

この提言が、今後の防衛体制の構築や、隊員の任務遂行・勤務環境等の

改善にとって少しでも貢献できれば幸甚に存じます。 

本政策提言は、隊友会、偕行社、水交会及びつばさ会の４団体合同で作

成する政策提言の５年目となり、各会の自衛隊ＯＢとしての知見を総合

して作成することができました。今後ともさらに提言項目を洗練させ、

防衛体制の強化に資するよう、また、自衛隊がより活動し易くなるよう、

支援して参る所存です。 

防衛大臣を始め自衛隊員各位が今後益々ご活躍・ご発展され、さらに

深く国民の負託に応えられますよう、我々一同心から祈念いたします。 

 

令和２年１０月 


