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平成27年度赤十字飛行隊全国支隊長研修
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全国から支隊長が集まり、研修が行われた。（東京・芝大門の日本赤十字社で）
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赤十字飛行隊
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高橋　淳　赤十字飛行隊隊長より
行くか？どうしようか？
　　　　迷ったら、飛ばないこと。
やめましょう。悪天候では鳥も飛びません。

平成27年度赤十字飛行隊全国支隊長研修
◦高橋淳隊長の「安全第一でお願いいたします」との挨拶で開会。
◦日本赤十字社より表彰。

日本飛行連盟の飛行場
大利根飛行場	 茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷
	 　　風の強い日は花粉対策をたてて来てください。
	 　　あと数ヶ月もすると美味しい名物、蜂蜜も登場してきます。
三保飛行場	 静岡県静岡市清水区・三保半島
	 　　近くの三保の松原には源泉かけ流し温泉、
	 　　三保園ホテルがあります。日帰り入浴ができます。

◦赤十字の役割について（日本赤十字社総務局・青木英憲様）
　赤十字の歴史と現状に続き、ご自身の 3 ・11東日本大震災の出動体験を伺いました。「私た

ちは飛行機やヘリの運航について詳しく分かりません。救援活動をスムーズに進めるため
に、日ごろから、どのような活動をしていただけるのかを県支部とそれぞれの支隊が共有し、
連絡を密にしておいてください」

◦（公社）日本臓器移植ネットワークの紹介（あっせん事業部・日比野真美子様）
　臓器提供の基礎知識や臓器搬送の許容時間など、詳しくご説明いただきました。
◦副隊長より
　田井副隊長の話「臓器移植コーディネーターの連絡先を近日中に配布するので、各支隊で臓

器搬送について検討してください」
　新永副隊長・塙副隊長の提案「出動時における機長の技能について、一定の基準を設けるこ

とを皆さんと検討したいと思います」
◦ 最後に、日本飛行連盟中澤理事長から機長スキルについての話をいただき、今年度の研修を

終えました。

左から銀色有功章の村田信雄隊員、
金色有功章の金子哲支隊長、感謝状
を贈られた高橋淳隊長、金色有功章
の新永隆一支隊長。なお、当日ご欠
席された名古屋泰敏支隊長と郡場一
郎支隊長、長島定則支隊長にも感謝
状が贈られました。
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長崎支隊　2７．１１．2９（日）
　日本赤十字社九州八県支部合同災害救助訓
練及び行政・防災機関との実働共同訓練実施。
長崎支隊は早朝から機体へ通信用アンテナ及
びライブカメラ動画、静止画用の機材セッテ
ィング、電波送信確認を終え現地へ向かう。
途中も現地の無線奉仕団隊員との状況確認。
災害現場上空より現場状況を本部へ映像伝送
し上空からアマチュア無線で報告し活動終了。
今回の画像伝送は場所により本部へライブで
の伝送が不可の場合を想定し、ビデオカメラ
での保存データを伝送可能空域まで移動し保
存データを改めて伝送を計画。伝送可能空域
までのタイムロスは数分で可能。
JA3837 C172　松本高明

群馬支隊　2７．１１．８（日）
平成2７年度渋川市防災訓練
場　所：群馬県渋川市北橘総合グランド
内　容： 上空調査・非常通信訓練・画像伝送

訓練
機　体： JA027G R44　中澤　淳、塙　光一、

吉田　寛（群馬県赤十字飛行隊支援
奉仕団員）

2７．１１．2９（日）
平成2７年度前橋市総合防災訓練
場　所： 前橋市合同庁舎、市立前橋高校、市

立鎌倉中学校（群馬県前橋市）
内　容： 1 ）無線通信訓練（赤十字業務無線）
　　　　 2 ）無線通信訓練（アマチュア無線）
　　　　 3 ）場外ヘリポート離着陸訓練
　　　　 4 ） 人員・物資搬送訓練（搬送可能

重量＆数量の確認、連絡調整引
渡し等）

　　　　 5 ）情報収集訓練
機　体：①  JA729A R44 中澤　敦、吉田　寛

（群馬県赤十字飛行隊支援奉仕団）
　　　　②  JA01CG R44 湯本正一、塙　光

一、木村悟史（群馬県赤十字無線
奉仕団）

　今回は、関東平野北西縁断層帯を震源とす
る地震を想定し、市職員、自治会、その他日
赤群馬県支部をはじめとする関係各機関およ
び「災害時等情報提供に関する協定」を締結

している赤十
字飛行隊群馬
支隊が一体と
なった訓練が
行 わ れ ま し
た。ヘリコプ
ター 2 機を使
用し、前橋市
上空にて情報

収集を行った後、訓練会場場外ヘリポートか
ら前橋市危機管理室職員および無線通信要員
を乗せ、市内の災害支援拠点や市施設の状況
偵察、情報収集を行いました。昨年に引き続
き前橋市の訓練方針通り、より実践的で有効
な訓練を行うことができました。
2７．１2．１０（木）　日赤群馬県支部「赤十字飛
行隊群馬支隊＆NEXUS連携訓練」
場　所：Ｄステーション前橋南店駐車場
 （群馬県前橋市）
　　　　Ｄステーション安中店駐車場
 （群馬県安中市）
　　　　Ｄステーション館林店駐車場
 （群馬県館林市）
内　容： 1 ）無線通信訓練（赤十字業務無線）
　　　　 2 ）無線通信訓練（アマチュア無線）
　　　　 3 ） 場外ヘリポート離着陸訓練（Ｄ

ステーション各店駐車場）
　　　　 4 ） 人員・物資搬送訓練（搬送可能

重量＆数量の確認、連絡調整引
渡し等）

機　体：①  JA927A R44 中澤　敦、辻　佳英
（群馬県赤十字飛行隊支援奉仕団）

　　　　②  JA01CG R44 湯本正一、塙　光一

　今回は、首都直下型地震を想定し災害支援
活動に関する協定を締結している NEXUS

（株）の店舗の駐車場を場外離着陸場とし、赤
十字飛行隊群馬支隊のヘリコプター 2 機を使
用し、日赤群馬県支部と行政、地域住民等と
の連携を検証する目的で、Ｄステーション前
橋南店から関東上空にて情報収集を行いなが
らＤステーション安中店および館林店駐車場
へ支援要員と支援物資を搬送しました。群馬
県アマチュア無線赤十字奉仕団員の協力によ
り、デジタル通信用アマチュア無線機を使用
し、上空から撮影したデジタル写真を関東各
地の地上局へ伝送しました。なお、Ｄステー
ション館林店では、近隣の住民多数が訓練会
場に見学に訪れ、赤十字飛行隊の活動につい
て紹介し、機体の見学をしていただきました。
東日本大震災発災後もそうであったように、
発災後しばらくは公共の飛行場やヘリポート
は民間機の利用が制限されてしまいます。今
後も今回の訓練のように身近な駐車場等を臨
時場外離着陸場とした災害救護訓練をさらに
発展させていけるよう安全確保、技量アップ
を目指していきたいと思います。
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　日本全国の赤十字飛行隊

　クラブハウスで、その日の訓練について新永支隊長が説明
していた。「大規模地震が発生し、長崎空港および周辺が孤立。
長崎支隊から救援物資を届けてほしいと要請があり、これに
応じます。また、天候不良を想定し IFR での運用とします。」
　さっそく情報調整担当の菅聖隊員（5１歳、陸単、計器、
JAPA理事＝会社経営）を中心に、気象やトラフィックの情
報を確認。フライトコーディネーター担当の三好恒紀副
支隊長（62歳、陸単、ヘリ、計器、教証、JAPA・GA委員
＝パラから自作機まで、飛ぶものは何でも好き）が、隊員の
現状技量や機体を検討し、機長を選任し機体を指示。この日
の地上支援担当原田茂隊員（6１歳、陸単2０００時間＝元自衛
隊ATC管制官）は、救援物資の調達、陸送について説明する。

　 2月１１日（建国記念日）に飛行隊の訓練が行われる熊本支
隊を訪ねた。クラブハウスは、熊本空港の小型機駐機場に隣
接し、並んだ 2台のトレーラーをウッドデッキでつなぐ機能
的な造りだ。

クラブハウスでのブリーフィング

熊本空港小型機駐機場で出発前の点検

いざ熊本空港を出発

長崎支隊に支援物資を渡す

　航路決定やブリーフィングを行い、１１時１5分長崎空港に
向け離陸、菅機長と新永副操縦士との息はぴったり、手順
に沿った慎重なフライトだ。IFR なので遠回りだが、45分
後に長崎に到着し訓練を終了した。
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熊本支隊� 文・写真　阿部　正実　

次回は長崎支隊です。

無事訓練を終えた隊員たち

　この日参加できなかった松村徹隊員、木之内均隊員
も含め、総勢 6人で赤十字飛行隊の活動を担っている。また、
この支隊では 4人が特定操縦技能審査員だ。
　同隊は、阪神淡路大震災や東日本大震災でもミルクなど支
援物資を届けた実績がある。新永隆一支隊長（52歳、陸単、
ヘリ、計器＝飛行隊副隊長・会社経営）によれば、常に「自

分たちで完結できる支援」を考えていると言う。また、「支

隊では失敗を恥じずに皆に伝える雰囲気があり、これが事故

を未然に防ぐ環境になっている」との言葉も頼もしい。日赤
熊本県支部や県からの要請の受付など、対外的な調整は支隊
長が窓口を務める。地上で活躍するGROUND	TEAMも創
設され、これは、飛行隊活動に賛同した企業や個人が参加し、
食料や医薬品など物資の提供や輸送などを行う組織だ。これ
らの運営については一般社団法人くまもと飛行隊を設立し、
事務手続きや連絡調整に当たっている。

　協力企業：九建グループ、FrontierVision、自然と未来（株）
　熊本支隊の充実したHP：http://rcs-kumamoto.com/いざ熊本空港を出発

長崎支隊に支援物資を渡す

　航路決定やブリーフィングを行い、１１時１5分長崎空港に
向け離陸、菅機長と新永副操縦士との息はぴったり、手順
に沿った慎重なフライトだ。IFR なので遠回りだが、45分
後に長崎に到着し訓練を終了した。
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航空機の耐空性の維持 奥　貫　　　博

　河川敷のグライダークラブで、曳航用の飛
行機やモーターグライダー等の運航と整備を
手伝っていますが、決して恵まれた飛行環境
ではありませんので、機体の耐空性の維持に
は、特に気を使っています。
　耐空性の維持には、安全の確保と、運航の
確保の両面があります。要は、飛びたいとき
に、安全に飛べることが必要な訳で、また、
それが最小限の手間とコストで実現できるの
が理想ですから、その実現のためには、日常
の取り組みが重要と言う訳です。
　整備実施の側としては、各種情報、器材、
資材等を備え、整備管理と整備作業の実施に
は万全の備えをしていますが、耐空性の維持
には、運航する側からの情報が必要です。
　航空機が空を飛ぶには、耐空証明書と運用
限界等指定書が必要ですが、耐空証明書には、

「…法律並びに指定した用途及び運用限界に
従って、これを整備し、及び運用するときは、
耐空性を有することを証明する。」と記載さ
れています。
　即ち、耐空性の維持には、整備作業の実施
は当然のこととして、「運用限界に従った運
用」の部分が特に重要です。
　その運用限界は飛行規程の第 2 章に記載さ
れていて、対気速度限界、運用運動速度、重
量重心、動力装置運転限界、制限荷重倍数限
界超過、フラップ、脚の操作速度等、様々な
ものが定められています。その運用限界に従
うのは、飛ばす側の話ですから、限界からの
逸脱等の情報は、全て整備をする側に伝わら
なければ、耐空性の維持は出来ません。
　また、飛行時間や回数毎の実施が定められ
ている整備作業、及び、ハードランディング
等の特別点検等の情報も、整備の側に伝えて
実施を管理していただく必要があります。
　運航者に送付される耐空性改善通報の適用
確認についても、整備の側に伝えられなけれ
ばなりませんし、機体メーカーからの技術通
報等や、マニュアル類の改訂情報等について
も、同様です。確実な整備の実施には、運航
側からの各種情報が欠かせないのです。
　機体の状態を良好に保つための保守整備に

ついては、整備士の資格が無くても、パイロ
ットが実施可能な、「軽微な保守」として扱
われる作業があります。機体の簡単な部品の
交換、清掃、腐食管理、異物管理及び、注油
等の作業がそれに該当します。
　上の写真は、3000時間点検の機体の機内で
すが、清掃、腐食管理、異物管理、注油等が
行き届いていれば、長い時間飛んでいる機体
でも、耐空性は良好に保たれるものです。
　この逆を考えてください。床下は靴からの
泥やホコリやらで汚れ放題、筆記具、コイン、
外れて脱落したネジなどの落下異物があっ
て、各部に錆が見られ、操縦系統等は、潤滑
油切れ、というのでは、飛行安全上も穏やか
ではありません。特に、汚れは、腐食発生の
元になり、整備作業や部品交換等の、余計な
費用が発生することは避けられないでしょ
う。　
　航空機の耐空性維持の基本は、情報管理と、
その結果に基づく必要な保守整備作業等の実
施と言うことが出来ますが、その前に、機体
を良好な状態に保っておくことが重用です。
　野外駐機であれば、鳥の巣の対策などの問
題もありますし、水分や、汚れの影響による
劣化や腐食発生は深刻な問題になります。　
　年に一度の耐空検査整備に任せるのではな
く、日頃から機体を良好な状態に保つように
心掛け、実行していただければ、耐空性の維
持、即ち、安全と、運航の確保に、大きな効
果があるというものでしょう。

清掃、腐食管理、注油、は耐空性維持の基本
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こっちの空はつーらいぞ～♪　その １ 文・イラスト
	 阿　部　紀　子

港の風が弱いのに、わざわざ南西側に近接す
るスタジアムの風下の乱気流の中、短距離離
陸で大揺れしながら青い空へと舞い上がった。
　その後、何とか無事帰路につき、あと少し
というところで出発地は相変わらず南西風が
強いことを確認、すると試験官から「右のタ
イヤがパンクしているのに気付いた。どうし
ますか？」と質問された。右からの横風で右
タイヤパンクとは「おおっ、なんて面白い質
問だ！」と私は思ったが、受験生は「RWY17
で、パンクした右タイヤから接地させて何と
か左ラダーで頑張る」というようなことを答
えた。試験官「本当に大丈夫？」　受験生「大

丈夫ですっ！」
　それ以上、試
験官は何も聞か
なかったが、き
っ と 私 と 同 様

「 あ あ、 怖 い 」
と 思 っ た だ ろ
う。私だったら、
左脚から降ろせ
る飛行場へダイ
バートするのだ
が。
　そうこう言っ

ているうちに、飛行場目前となり、荒れたフ
ァイナルへと沈んでいく。それまで強い横風
経験のほとんどない彼だが「何とかするだろ
う」と信じながらも私の両手は五郎丸選手の
ようになっていた。そして、しっかりしたウ
ィング・ローで、右のタイヤから接地し、煽
られそうになりながらもその体勢のまま長く
走って無事停止させた。機体から降りて、試
験官と教室へ向かいながら「右タイヤがパン
クしていなくて、本当に良かったですね」と
互いの無事を喜んだのであった。
　「合格」を聞いてホッとしたのもつかの間、
たくさんの課題をもらって。。。
 5 月号につづく。

　去年の夏は熱い事業用訓練の日々であっ
た。海外でライセンスを取得している操縦コ
ースの大学生 9 名を短期間・短時間で CAB 
C'K に合格させるというミッションだ。 6 月
の梅雨のさなかに訓練が始まり、その 2 週間
後には実地試験申請は完了していた。
　彼らは勿論、日本でのフライトは初めてだ
が、授業で学んできたのだからと期待してい
た知識方面が、ふたを開けてみれば壊滅的で
あ っ た。 そ し て 教 え る 側 は、C172S 型 の
G1000グラスコックピットでの受験も、こん
な多人数も初めて、事業用訓練も久しぶり、
そしていまだガラ携を持つアナログな私は、
必死に G1000マ
ニュアルを読ん
で質問を考えな
がら臨むという
怒涛の訓練。
　教官「Ａ君、
最低安全高度と
は？」　 学 生 Ａ

「家が密集して
いるところでは
…」　 教 官「 Ｂ
さん、その前に
条 文 が あ る よ
ね？」　学生Ｂ「……」　教官「では、今すぐ
覚えて！」
地上ではこんな調子であったが、さすがうち
の息子たちと同じゲーム世代、コンピュータ
ーの扱いは私よりも余程速く、オーラルも十
分とは言えないが何とか形になってきて、天
候も機材も教官も大した不具合なく、受験へ
と進んだ。
　 7 月の上旬には 1 人、 2 人と合格し、私の
担当する 3 人目となった。なぜかこの訓練生
たち、受験当日に限って台風の影響で風が強
いとか、何かあって一筋縄ではいかない。そ
の日も南西風がガスト30？近く吹く中、
RWY17で離陸した。これから向かう福島空

©紀
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◦年間スケジュール◦
月　日 曜 日 内　　　容 会　　　場

３ 月～ ４月中 大利根 ･ 三保両場外申請期間 継続の方は忘れずに申請してください
４ 月 ２ 日 土 高橋淳名誉会長・トークライブ 新宿ロフト
４ 月15日 金 高橋淳名誉会長・安全講話 陸自・北宇都宮駐屯地
6 月 日本飛行連盟総会 航空会館
6 月19日 日 北宇都宮駐屯地基地祭 陸自・北宇都宮駐屯地

� O B 便り�

Ｏ B 会員の大竹さんからお便りを頂きました。今年はご夫婦で傘寿、喜寿、金婚式と
トリプル記念の年にあたるそうです。お元気そうなそのご様子を一部抜粋・紹介します。

『宇宙航空医学入門』が発行されています。
JAXA、航空自衛隊航空医学実験隊、大学医学
部、エアラインなどに所属し、宇宙飛行士、自
衛隊パイロット、旅客機の乗客の健康管理など
に関わっている、その道のエキスパートのドク
ター諸氏により執筆。航空心理学・航空薬学・
航空心理学・宇宙医学・臨床航空医学で構成さ
れており、ドクターやドクターパイロット向け
であっても、空間識失調、航空身体検査証明、
騒音からくる難聴などの内容は一般パイロット
諸氏にも大いに参考となる一冊。

　定価　本体価格 3,400円＋税
　お問い合わせ／鳳文書林出版販売
　TEL：03-3591-0909　FAX：03-3591-0709

　下総航空基地周辺飛行安全会同が 2 月 5 日（金）千葉県・下総航空基地で開催され、関東一
円の空に携わる人たちが集まり、活発な意見交換が行われた。
　民間側の意見として、下総と交信する際の周波数126.2が厚木や入間などとかぶり、間違え
や混乱をきたしやすいという問題が提起され、周波数を違えるなどの対策を取ってほしいとの
要望が出された。
　下総基地からは、想定される首都直下型地震での位置づけや訓練などが伝えられた。また、
陸自東部方面管制気象隊第一派遣隊からは、昨年の台風18号の際、下総ヘリポートに局地空域
情報提供所（123.45いばらきアドバイザリー）を設置10日間で374機をコントロールしたこと
が報告された。

　私の思い出は日飛連のお世話によりホノルルでセスナを手配してもらい、デリンハムに
行ったこと。グライダーでノースショワーより山脈に吹く斜面上昇流に乗り、いつまでも
飛行を続けられたことでした。今でももう一度と恋しくなることがあります…。さて、昨
年末にはかつて活動の拠点としていた旧藤沢飛行場跡地が懐かしくなり、セスナで飛んで
いきました。しかし住宅が密集していて確認はできず、赤十字飛行隊のマークをつけたパ
イパーやチェロキーでパトロール飛行した思い出の湘南海岸や江ノ島上空を何回も旋回。
帰路は三浦半島の城ヶ島経由で竜ヶ崎へ戻りました。こんな風に思い出フライトもしてい
ます。皆様もお元気で ‼ 茨城県・大竹　祥一　


