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平成29年 2 月18日（土）　　日本赤十字社・別館

平成28年度赤十字飛行隊全国支隊長研修

　高橋隊長以下、全国各支隊等からの28名、日赤から 2名が出席。各支隊からは昨年度の活
動報告をはじめ、これからの活動方針や他団体との協定案などを協議しました。また、熊本地
震における救援活動の実態報告のほか、日赤年度表彰、熊本県知事表彰も行われました。

（詳細次ページに掲載）　

高橋隊長の講話
　高橋淳隊長からは、新設の滋賀支隊と近隣支隊との連携推進、山形支隊の新設計画等の紹介
と共に、安全講話として「地上の体制、上空とも、一層の安全確保をしたうえでの活動が大前
提です。私自身も含めて、己の腕の自信が過信とならぬよう、自分の行動を監視するもう一人
の自分を置く意識を持ち、無理のない、余裕のある飛行を心掛けています。隊員の皆様も、安
全第一で活動に励んでほしい」とのお話がありました。
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1 ．支隊活動の報告
　毎年行われている日赤要請に基づいた出動
及び、県・市などの防災訓練の他、隊員の日
常のフライトでも、不法投棄物の発見、通報
を行い、容疑者の逮捕に協力。また日赤に所
属する各種奉仕団体や、他団体との合同訓練
を積極的に実施するなど、各支隊において、
工夫した社会奉仕の近況が発表されました。
2 ．活動方針の確認
　支隊より提案の、日本防災士会、全日本ヘ
リコプター協議会（HCJ）との協定の可否の
件は、外部の団体よりも、日赤直轄団体との
連携活動実現が先決との意見が出され、隊長、
副隊長、運営委員らが率先して日赤と話し合
い、検討を進めて行くこととなりました。
　また、飛行隊専用VHF周波数の確保を引
続き努力していくこと、飛行隊としての各地
の場外許可取得とその情報共有化、日赤本社
並びに県支部と支隊との連絡体制のサポー
ト、支隊と本部との連絡網の確認など、今後
の活動のための話し合いを実施しました。
3 ．熊本地震・救護活動の報告
　昨年 4月、熊本地方に震度 7の大地震が発
生。熊本支隊は上空からの状況調査を開始。
その一方、南阿蘇の東海大に避難した1,200人
が孤立、水と食料が必要との依頼が入り、新
永熊本支隊長は、和歌山の田井副隊長へ連絡。
副隊長から各支隊へと出動を要請し、熊本空
港への着陸許可を熊本県、国土交通大臣との
調整により取得。救援物資満載の岡山支隊の
ジェット機及び長野、大阪、鹿児島の各支隊
のヘリが熊本空港に結集しました。ところが、
現地のグランドは陸自のヘリが着陸していて
降りられず、急遽、隣接の野球場を着陸場と
すべく地上の隊員へ連絡しましたが、携帯電
話は度々不通となり、何とかハンディにて交
信。「改めて、地上との連絡に VHF 専用無
線の必要性を痛感」とのこと。これらの活動
の結果、無事に水460リットル、バナナ100キ
ロ、パン500個が届き、「赤十字飛行隊がどこ

よりも早く、一番多く届けてくれた。心強か
った、ありがとう」の声と共に、その活動が
大きく評価される結果となりました。また、
この活動を通じ、地上体制との連携、及び、
VHF専用無線の必要性が改めて認識される
結果になりました。
4 ．表彰
　日本赤十字社社長感謝状（活動年数40年）
　　　奥貫　博……　横畑五夫　　工藤健翁　
　日本赤十字社金色有効章（活動年数20年）
　　井上義夫　　吉田　徹　　鐘尾みや子
　日本赤十字社銀色有効章（活動年数15年）
　　南　忠光　　近藤英明　　西村隆士　　
　　中本清三
　熊本県知事感謝状（熊本地震での救援活動）
　　熊本支隊　　和歌山支隊　　長野支隊　
　　大阪支隊　　岡山支隊　　鹿児島支隊

高橋隊長より賞状を受け
取る鹿児島・剥岩支隊長

　同、長野・寺本隊員

5 ．その他
　赤十字飛行隊の活動の理解及び認知を広
め、協力を得るために、機関紙AERONCA
の配布先の拡大、ホームページの内容等、
必要な見直しを行う。

熊本県知事感謝状を手にする
左から、和歌山・田井、大阪・並河、一人おいて
岡山・寺岡、熊本・新永の各支隊長

平成28年度 赤十字飛行隊全国支隊長研修
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平成28年度赤十字飛行隊出動実績　　平成28年 4 月～ 29年 3 月31日

NO. 月日 支隊 訓練タイトル 実施内容 JA 機種 機数 飛行
時間 人員

1 4.29 愛媛 二宮忠八翁飛行記念大会 地元における祝賀飛行 3828 CR172K 1 1 +00 4
3907 BE-F33 1 1 +00 3
3803 FA200 1 1 +00 3

2 4.30 福島 スカイアグリ2016 福島復興大臣、県知事、市長の原発周
辺復興上空調査飛行は上空ガスト成分
が含まれ、機体の揺れが想定できたた
め中止。募金活動は実施し、日赤福島
県支部へ 5 / 9 、義援金送金。

3821 C172P 1 6

3 5.8 長崎 平成28年度諫早市総合防災訓練 赤十字無線奉仕団との非常無線通信・
情報収集訓練

3837 C172 1 悪天
中止

3

4 5.18 長崎 平成28年度長崎県総合防災訓練 赤十字無線奉仕団との非常無線通信・
情報収集訓練

3837 C172 1 悪天
中止

3

5 5.15 群馬 第10回赤城山トレイルランニング・
レース

アマ無線の情報伝達含む上空パトロール
山岳登山マラソンに伴う競技者の安全
確認のため

729A R44 1 6 +00 1
01CG R44 1 6 +00 2

6 5.29 大阪 大阪支隊と赤十字バイク奉仕団との
合同訓練

千葉県柏市・布施ヘリポート 110C R66 1 1 +00 10

7 6.19 群馬 群馬県渋川市溝呂木（自治会）自主
防災訓練

日赤群馬、無線奉仕団緊急物資運搬訓練 01CG R44 1 2 +35 1

729A R44 1 2 +35 2
8 7.24 札幌 第29回札幌ページェント 編隊飛行…　ローパス 2回 3832 C172N 1 1 +00 2
9 8.20 大阪 ヘリコプター＆防災・防犯フェステ

ィバル2016
生地着陸、機体展示 110C R66 1 6 +00 2

10 8.28 栃木 栃木県・さくら市総合防災訓練 医薬品空輸投下、調整会議への出席　 3500 C172K 1 1 +00 2
11 9.25 福島 山形空港フェスティバル 耐空検査が延びたことにより、フライ

トを実施できなかったため、両空港に
てフライト SIM ブースのサポートを
行った。

4196 ソカタTB 9 1 1
12 10.2 福島 庄内空港フェスティバル

13 10.1 陸上自衛隊立川駐屯地・防災航空祭 生地着陸、機体展示 4030 PA46-310P 1 6 +00 1
003R R44 1 6 +00 3

14 9.3 群馬 平成28年度群馬県総合防災訓練 応急用無線局開設訓練 01CG R44 1 0 +45 2
729A R44 1 0 +45 2

15 9.17 長野 平成28年度長野県支部合同災害救護
訓練

被災地域の状況などの情報提供 350Y AS350B 2 1 0 +55 2

16 10.2 群馬 平成28年度日本赤十字社群馬県支部
災害救護訓練

被害状況調査、無線通信訓練 01CG R44 1 2

17 10.23 本部 平成28年度府中市総合防災訓練 防災用品展示、飛行隊活動紹介パネル
展示

1 5 +00

18 10.25 愛媛 愛媛県特攻戦没者慰霊追悼式典 慰霊編隊飛行 3828 CR172K 1 4
3907 BE-F33 1 3
3803 FA200 1 2

19 10.29 本部 海上自衛隊下総航空基地開設57周年
記念行事

式典参加 3 +00 1

20 10.30 群馬 平成28年度原町赤十字病院災害救護
訓練

被害状況調査、無線通信訓練 01CG R44 1 3 +00 2

21 10.30 福井 平成28年度福井県総合防災訓練 物件投下は地形の安全上行わず、上空
進入・通過飛行のみ実施

3931 C172P 1 中止 2

22 11.13 群馬 平成28年度渋川市防災訓練 調査、無線通信訓練 01CG R44 1 0 +25 2
23 11.2 群馬 J-DINS&FM西東京連携訓練 アマ無線、ラジオ局との連携訓練 729A R44 1 1 +10 1

01CG R44 1 1 +10 1
24 11.27 群馬 平成28年度前橋市総合防災訓練 被害状況調査 729A R44 1 0 +50 1

01CG R44 1 0 +50 1
25 12.8 愛媛 九軍神慰霊祭 慰霊飛行 3828 CR172K 1 1 +20 3

3907 BE-F33 1 1 +20 3
合計 34 61+40 83

緊急出動　28.4.15 ～ 4.20熊本地震救援活動
和歌山、長野、大阪、岡山、鹿児島、熊本支隊がヘリ、ビジネスジェット機などにより空撮、救援物資調達、搬送。
熊本支隊は地上にて給水、給油活動も行った。
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内海沿岸でサメが発生し、人がサメに襲われる被害もあり、「サメ
をやっつける」という事になりました。現代でこれをするとどこか
の団体からたたかれそうですが、小型船安全協会と連携し、毒を含
ませた肉塊に針をつけ、ワイヤーで固定したブイを船舶から投下し
て、航空機で監視し、浮いてきたサメを回収するというものでした。

ちなみに成果はゼロでした。
　民間航空再開40周年を記念し「空の日」と改称されてから、松山
空港でもイベントが開かれるようになり、我々も子供たちへの遊覧
飛行、PCフライトシュミレーター、松山エアモデラーズクラブ、松山ラジコ
ンクラブにも協力をお願いし、展示を行っています。予算もありませんので、
あまり派手なことはできませんが、予算イコール子供達が喜ぶではないと、感
じていますので、今後の航空業界の発展の為にも助力となれるよう、新しいこ
とも考えていこうと思っています。

子供たちの笑顔に浄化されています。
　愛媛県が輩出した偉大な航空人に玉虫型飛行機でライト兄弟よりも先に動

日本全国の赤十字飛行隊38支隊
2分隊 愛媛支隊� 文・写真　吉野浩三　

　我々のベースは松山空港です。愛媛県松山は三方を山
に囲まれた平野の中心部に市街地があり、その中心の小
高い山に松山城があります。日本最古の歴史を誇る道後
温泉を有し、街には明治時代の列車を復元した「坊っち
ゃん列車」が走っています。四国最大の人口を有する国
際観光文化都市ですが、近代的な町並の中にも古い建
物、史跡も残っており、ゆっくりとした情緒あふれる街
です。

みかんだけではありません！
　愛媛支隊は昭和52年に現支隊長でもある米山徹朗が
活動を開始し、人道的な業務に無償で協力することを目
的として、機体 3機で医療輸送、海上パトロール、戦没
者慰霊飛行、記念行事展示飛行、ヨットレース支援監視
飛行等を行っています。ライセンシーのメンバーは10名
で会社経営者、会社役員、会社員、自営業など職種はさ
まざまです。また無線などのサポートをしてくれる
方々、大勢に支えられています。

支隊長85歳です！
　赤十字飛行隊の話からはそれますが、1992年には瀬戸

力飛行に成功した二宮忠八翁。初の神風特別攻撃隊の「敷
島隊」の隊長として特攻された関軍神がおられます。愛媛支
隊は、記念行事展示飛行、戦没者慰霊飛行を行い、現在で23
回となりました。今後も、感謝の気持ちを持って、続けてい
ければと思います。

毎回、緊張してやってます。
　防災意識が浸透し始めた現在では各県に防災ヘリ、警察ヘリ、ドクターヘリの配備が進み、
海上保安庁、自衛隊ヘリの大型化により、大量の物資輸送が可能となってきました。よって、
愛媛支隊の活動も監視飛行や慰霊飛行が主となっています。災害は注意喚起、啓発等により、
減らすことは出来ますが、自然が相手ですので、必ず起こります。訓練をし、いざという時の
奉仕活動に備える為、物件投下訓練は何度も実施しております。赤十字飛行隊より支給された
5個プラス、愛媛支隊で製作した10個を使用し、赤十字愛媛支社の総合訓練での投下訓練も行
いました。連携体制や、安全管理等の、スキルを向上させる事が出来る様、日々努めます。

災害は来てほしくないが、必ず来る。

次回は佐賀支隊です。

米
山

日
野

上
野

高
木檜

垣

岡

吉
野

上
岡

米山徹朗（85）運搬機械製造会社　相談役
上岡良久（68）建築設計事務所代表
小泉　孝（63）砕石会社社長
吉野浩三（48）会社員
高橋　浩（48）航空写真家
岡　　功（48）不動産会社代表
日野健治（47）自動車販売会社代表
上野雅樹（45）介護老人ホーム経営
高木啓行（45）機械部品製造会社代表
檜垣直彦（38）税理士事務所代表
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計画した空間で撮る（その ２） 近代航空㈱
羽　田　往　哉

目的の位置に何とか着けて貰うのです。
　特にこの船は空撮するには豪く小型で、波
と風の影響を受けて大きく揺れています。撮
影ポイントに入っても船が傾いていてはシャ
ッターを切れません。傾いた船に乗りたいと
は誰も思いませんよね。クライアントから要
求された絵柄はすべて押さえて帰らないと、
仕事は終わりません。お尻の下100フィート
は地獄です。撮影指示は間違えても、操縦の
ミスは許されないのです。優れた技量と経験
を持ったパイロットでないと怖くて乗ってい
られません。この船の写真は荒れた天気が逆
に作用して、水面の白波と水平線が大海原を
想像させる結果になったと思います。
　ベストアングルはお客様のところに納品さ
れ、補備のカットですが、苦労が報われた 1
枚になったと思いました。

　前回は高い高度から撮影した紅富士をご紹
介いたしました。今回は低高度で撮影した一
枚です。
　シートライアル（試運転）
　航空写真の撮影で最も緊張を強いられる撮
影の一つが船舶撮影です。洋上で目的の船を
見つけ出すまでは安心できません。もしも発
見出来なかったら経費は自己負担になってし
まうからです。このカーフェリーは相模湾の
伊豆半島近くの海域で程なく見つける事が出
来ましたが、水面の白波で想像出来ると思い
ますが、強烈な南風が吹き荒れていて飛行機
の誘導には大変な思いをしました。「右舷の
前に200フィートで入って」とパイロットに
要求しても直ぐには入れません。風が強いの
で機体をコントロールするのが大変なので
す。三舵はもちろんパワーの調整も駆使して

Sea trial
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着陸復行 奥　貫　　　博

　着陸復行は、安全な着陸が出来ないと判断
した場合に、着陸を取りやめて再上昇する飛
行のことです。安全確保には必須の技量なの
ですが、長い間その練習をしていないことに
気が付くことがあります。
　私の場合、モーターグライダーでは、ダイ
ブとスロットルの持ち替えが必要な場合等が
あり、勝手が違いますから、少々練習をしま
したが、飛行機については、もう十年以上も
着陸復行の練習をした覚えがありません。
　思い返してみれば、着陸復行の技量が最も
身に付いていたのは、初ソロに出る前の、操
縦練習段階であったと思います。その頃は、
タッチアンドゴー訓練と共に、着陸復行も繰
り返し実施していましたから、躊躇なく、確
実に着陸復行を実行する判断と技量が身につ
いていました。
　着陸復行では、低速、低高度での飛行状態
において、航空機の飛行を正確に管理する操
作が必要になります。また、その失敗は事故
に直結する恐れがありますから、安全かつ確
実な実施のためには、練習等によって、常に
その技量を維持しておくことが必要です。
　実際、日本国内の小型飛行機の事故例を見
ましても、以下のような、着陸復航の失敗に
よる事故が発生しています。
◦着陸復航中の失速からの墜落
◦方向維持不良による滑走路逸脱等
◦バウンド、ポーポイズ等による擱座
　着陸復行は、接地寸前、あるいは接地段階
の速度からの加速及び上昇が必要になります
が、この状態の飛行は、揚力は大きいものの、
抗力も極めて大きい状態にあるため、フルパ
ワーを入れても、通常の離陸滑走のような加
速は得られません。
　従って、先ずは、姿勢及び方向を維持して
加速を待ち、それから上昇に移行するのです
が、一般的に、失速速度の30％増（1.3Vs）
以下の速度領域は、主翼の抗力が極めて大き
くなる傾向がありますので、日頃乗る機体に
ついては、この1.3Vs の速度をチェックして
おき、それ以下の速度は要注意として、特に
慎重な操縦を心掛けることが必要です。
　接地不良によるバウンドやポーポイズから

の着陸復行の失敗による事故も多いのです
が、大きな機首上げの姿勢でバウンドした機
体は、急激に速度を失い、姿勢も、方向も、
不安定な状態になる傾向があります。そのよ
うな状況では、速度を失わないうちに、速や
かにフルパワーにするとともに、姿勢と方向
の維持に細心の注意を払うことが必要です。
　また、着陸トリム状態からのフルパワー操
作は、一般に、大きな機首上げの傾向になり、
対処が遅れると失速に至ることがあります。
機首が上がらないように、しっかりと押え、
トリムを離陸位置に戻す手順が必要です。
　着陸復行は、「待ったなし」の判断と操作
が必要です。チェックリストを見ている余裕
はありません。安全な運航のためには、その
手順を確実に身に付けていることが必要で
す。また、いざという時に躊躇なく実行でき
るよう、着陸復行に備える意識が必要です。
　高性能機での着陸復行の失敗による失速墜
落等の事故も発生しています。高性能機への
移行の場合、着陸復行においては、より早く、
正確な判断や操作の実行が求められますか
ら、安全確実な着陸復行の技量が身に付くま
で、十分に練習を重ねておく必要があります。
　着陸復行が必要な状況なのに、そのまま着
陸してオーバーランで大破といった事故例も
発生しています。日頃慣れ親しんだ機体の場
合においても、特定操縦技能審査の機会等を
利用した、着陸復行技量の維持が必要です。
安全確実な着陸復行技量の維持により、飛行
安全の確保を目指しましょう。

安全確実な着陸復行の技量を維持しましょう
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◦年間スケジュール◦
月　日 曜 日 内　　　容 会　　　場
３ 月 ９ 日 木 駿河湾周辺空域飛行情報連絡協議会 航空自衛隊・静浜基地
４ 月15日
悪天時は
22日に　
延期　　

土 横田基地カンファレンス 福生・横田米軍基地

第15回下総航空基地周辺飛行安全会同
　平成 8年から引き続き今年で第15回目となる下総航空基地周辺飛行安全会同が、 2月 2日に
海上自衛隊下総基地で開催されました。下総基地の周辺には民間飛行場や場外離着陸場が多
く、多数の機体がフライトしています。そのため、管制圏及び近くの通過は、年間で約2700機
にも及ぶとのこと。この状況から、基地と民間双方の航空交通情報の交換と共有が重要との認
識で、開催されているものですが、皆様の関心は大きく、今回は総勢約80名の参加でした。
　細部では、通信設定関係の話が多く、自衛隊共通の126.2MHz でのコンタクトでは、リード
バック等の重要性、及び、機種が分かる情報があると助かるとの話もありました。以下はその
例です。
Shimofusa…tower…JA1234.
JA1234…Shimofusa…tower…go…ahead.
JA1234…Cessna172,…10nm…NE…of…airport…
proceeding…to…KK-4,…request…
　機種の情報は、セスナ、ビーチ、パイパー、
モーターグライダー、コプター（ヘリコプタ
ー）、等の一般的なものが良いとのこと。
　右の図は下総のVFR機出発・進入経路で
すが、流山ポイント1500ft 等は、特に待機
する機体が多いので、TCAとコンタクトし
て、情報を得てくださいとのことでした。
　その他、近傍の利根川で活動する防災航空
隊関係の飛行や、航空法に追加されたラジコン飛行活動との情報交換の例等の話もあり、有意
義な情報の共有が出来ました。

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
	 　　	1 ～ 2 月は風が強い日が続きました。その中でも数日、暖

かい日もあり、飛行場も少しですが色づいてきました。飛
行場でお待ちしています。

三保飛行場	 静岡県静岡市清水区三保・三保半島
	 　　	三保飛行場は清水港の入り口にあり、目の前を富士山バッ

クに大型クルーズ船が通過します。今年は17隻が寄港予定
です。


