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HAPPY NEW YEAR

昨年は大変御世話になりました
本年もどうぞよろしくお願いいたします
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新年明けましておめでとうございます。
2020年のコロナ・パンデミックは歴史上、未曾有の出来事でした。
中国、武漢で何やらわからない病気が出ていると言う記事が出て、そのうち、ダイヤモンド・
プリンセス号の事件が有り、徐 に々みんなの中の警戒感が増して行きました。

軽飛行機やモーターグライダー、ピュアグライダーなどのコクピットは「密」そのものです。
感染防止のため我 も々ある時期、訓練飛行を全面的に中止しました。現在は、マスクの着
用、体温計測、こまめなコクピット内の消毒などの対策を行いながら、飛行しています。

そろそろ、ワクチンも視野に見えてきました。しかし、COVID-19が解決したとしても、他に、
潜在的に日本の超高齢化の問題ということも続いています。私自身、いつのまにか73歳に
もなり、もうすぐ後期高齢者になります。新聞などの事故の記事で、パイロット二人がどちら
も70過ぎと言うことを読むと、どんなジジイが乗っていたんだと、自分の年齢を棚に上げ
て、そう思ってしまいます。車の運転にしても、大半の人は運転技術に自信を持っていると
思います。しかし、現実には、アクセルとブレーキを踏み間違え、アクセルを目一杯踏み続
ける様な事故が絶えません。

その人がベテランであればあるほど、周辺の人達は注意がしづらく、できないものです。
私自身、10年程前に心臓の異常が有り、フライトから降りました。その時の気持ちは、助け
られた。良かったというものでした。私も長年、お山の大将で飛んでいました。ですから、私
が歳のせいで何かミスしても、誰も注意をしてくれる人がいないのです。こんな事態だけは
避けたいと思っていました。ですから、心臓の問題で、降りられる事ができた時、良かった
と、そう思えたのです。

これから、高齢のパイロットが増え続けます。その個 の々人たちのどこに線を引くかなど、そ
れぞれの団体で考えなければならないと思います。若い人が航空に興味を抱き、裾野が
広がっていくのが最も理想的ですが、なかなか難しそうです。ただ、飛んではいなくても、ベ
テランの経験談やアドバイスはいくらあっても困りません。安全な飛行ができるよう、いつ
でも若い人達を見守る力は残しておいてください。

それにしても、今年はもう少し楽しく飛べる年にしたいですね。そのためにも、当社団が管
理する飛行場の運営、さらなる整備や航空安全の講習会の開催など、なお一層努力して
参ります。
どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

今年のお正月は皆様どのようにお迎えになられたでしょうか。私は今年白寿です。

これまでの自身を振り返ると、長いキャリアから来る思い込みなども、その皺の中に埋もれ

ているかもしれません。例年の私なら、初フライトで静岡県富士川に行ったりしていました

が、昨年から続くこの状況では移動もままならずで、目下自粛中です。もっとも、常に心配、

不安視されてしまう年齢になったので、自粛を継続して、大人しくしている方が周りからは

好評みたいです。

さて、皆さんもこのような状況下で、久しぶりのフライトという機会がありませんか。

こんなときこそ一層身を引き締めましょう。身につけた基本技量を保ちつつ、安全飛行のた

めのアップデートは頻繁に。ご自身で最新情報を調べる、講習会へ参加する、またこの号

にもエアセーフティに関する頁は必ず掲載されています。当たり前、分かっていると思って

いても、あらためて参考としたり、仲間うちで話し合ったりしてみてください。案外と新たな

ご自身の工夫が生まれたりするものです。

メッキが剥がれるのは容易い、中身が大事。
今年も常に腕を磨き中身を充実させていきましょう。

一般社団法人日本飛行連盟

年頭挨拶

理事長　中澤  愛一郎
一般社団法人日本飛行連盟名誉会長

赤十字飛行隊隊長　髙橋　淳



赤十字飛行隊

愛媛支隊

松山空港を離陸し、愛媛県西条市で行われる愛媛県特攻戦没者慰霊式典において上空を飛行。
4機編隊の予定でしたが、3機で実施しました。JA3803のバッテリーが弱っており、何とかエンジンは
かかりましたが、安全サイドで考えて、不参加としました。会場では主催者側から自粛要望が出ていた
のにもかかわらず、大勢の慰霊者が来られていました。皆様の思いが届き、平和が続くことを祈ります。
なお、JA3803はバッテリーを交換しました。現在、鹿児島で耐検リフレッシュ中です。ハンドマイク
も新品に代えて、万全になる予定です。

当日は人数制限をしながら下記の訓練が行われました。

令和２年度府中市防災訓練

防災意識の高い小学校。朝早くから先生、生徒も積極的に参加

赤十字飛行隊パネル展示

東日本大震災で被災活動に赴いたとき、
寒さ対策でホカロンは”肩甲骨”の間に貼るのが

一番効果的であった(府中警察署・談)
お試し下さい。

令和2年１０月１８日（日） 府中市南町小学校

この訓練は、災害や防災に対して理解を深め、防災意識
の向上を図るとともに、府中市をはじめとする防災関係
機関と市民との連携強化を図ることを目的として実施さ
れました。
赤十字飛行隊は府中警察署と同じブースで、災害救護
活動のパネル展示を行いました。他には実践さながらの航空自衛隊府中基地の救出救助の演習、
府中消防署・府中消防団による消防放水などの演習が行われました。参加機関の相互協力と、地
域住民の主体的な取り組みによる自助・共助を基本とした訓練は、防災知識の習得と災害時にお
ける行動力のレベルアップを高める有意義な一日となりました。

群馬支隊 11月1日（日） 渋川市溝呂木自治会第8回自主防災訓練

内 容 赤十字飛行隊ヘリコプターJA310H(調査飛行～情報収集訓練)
渋川市アマ無線非常通信協議会(市役所本部とテスト通信)
参集訓練(避難・誘導・情報収集)
自治会指揮の確認
赤十字防災セミナー

JA3828
JA3601
JA3907

C172
FA200
F33

米山徹朗、 上岡良久、 髙橋  浩
上野雅樹、 太田  機
日野  健、 清水裕廸、 吉野浩三

調布飛行場
安全講習会

令和2
年度

昨年9月28日に「調布市文化会館たづくり」大会議場に
て標記講習会が開催されました。
これは調布飛行場をベースとする航空機使用事業会社、
駐機者関係者を対象としたもので、当社団も参加いたし
ました。講演は国土交通省航空局安全部運航安全課小
型機安全対策官・田中義人氏「小型機の安全対策につい

て」同じく航空機安全課課長補佐、池田博文氏の「小型航空機の安全情報について」、東京都港
湾局離島港湾部航空保安担当課長・村田謙一氏による「調布飛行場運航安全情報トピック」でし
た。航空機に係わる安全対策や注意事項、関連情報などがこの講習を通して、航空安全への認識
を更に深めるものとなりました。
なお、航空局ウエブサイトには、安全確保を要請する文書、各種リーフレットなどの新着情報が随
時アップされています。ご自身のメルアドを登録しておけば、メールマガジンが送信され、常に最
新の情報が分かります。まだの方は是非アドレスの登録をしてください。情報の中には、専門分野
向けもありますが、例えば整備士向けであっても、操縦士の皆様もチェックして「自分の機体でこ
んな不具合があった」など小さなことでも気になる点があれば、積極的に利用して、整備士やサイ
トに報告することをお勧めします。全ての関係者があらゆる情報をチェックし、正しい知識と注意
点を知ることで事故の再発防止を。

メルアド手続き詳細はこちら

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000012.html

10月25日（日）愛媛県特攻戦没者慰霊追悼式典（感染拡大防止のため、非公募）
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近年の小型航空機による

事故状況概要

　小型航空機の安全対策として、航空安全講習会開催、特定操縦技能審査義務化等の取組
が進められてきましたが、H27(2015)年以降小型航空機の事故が頻発し、また空港周辺で
小型機が墜落し、死者を含む被害が発生しています。
　国民の安全・安心に多大な影響を与えている状況にあり、小型機の更なる安全確保に向け
た抜本的対策が必要です。

　この図は、国土交通省航空局安全部運航安全課の、令和２年度調布飛行場安全啓発講習
会の資料「小型航空機の安全対策について」の、「近年の小型航空機による事故状況概要」の
部分を、抜粋により紹介するものです。

尚、AERONCA誌11月号の6ページにて、「大事故は低空飛行と雲の中」の注意喚起をしましたが、運輸安全
委員会から、ダイジェスト第34号（令和2年(2020)11月発行）「VFR機の雲中飛行等に関する事故」が発行さ
れています。以下のURLからダウンロード出来ますので、ご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/jtsb/bunseki-kankoubutu/jtsbdigests/pdf/jtsbdi-No34_all.pdf

が喫緊の課題

安全意識の徹底 

操縦技能・知識の向上

事故等の未然・再発防止
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ヘリコプターの災害対応活動には細心の注意が必要

昨今は、赤十字飛行隊出動におけるヘリコプターの
重要性が増してきた状況にあり、飛行作業実施要領に
おいても、ヘリコプターによる出動の項の内容改定によ
り、安全確保の充実が図られてきました。
また、最近の出動では、地上等の他の防災活動との
連携活動も多くなっている状況にあり、ヘリコプターの運
航においては、それらすべての人々等を見渡した安全
運航体制の確保が必須となっています。
赤十字飛行隊の活動は、法規及び諸規則に従った
厳正な運航と、隊員の技量に支えられて、創設以来無
事故の状況ですが、今後もこれを継承し、続けていく必
要があります。
一方、ここ数年は、防災ヘリコプター等の事故が多い
傾向にあり、多くの犠牲者を伴う大事故が継続して発生
している状況にあります。
そのようなことから、日本におけるヘリコプターの事故
の発生状況を見直し、改めて、事故の防止について考
えてみたいと思います。
下の表は、最近２０年間の国内のヘリコプター事故を

まとめてみたものです。

これまでの事故の件数を見ますと、年間平均５件弱の
ヘリコプターの事故が発生していることになりますが、そ
れぞれの事故は、決して単純な原因によるものではなく、
事故調査報告書を見てみますと、事故に至る何らかの
要因の関与が多いようです。
事故の発生の防止には、それらの要因の内容に目を
向け、その要因が事故に関与しないよう、手を打っておく
ことが有効です。
赤十字飛行隊でのヘリコプターの出動においても、過
酷な状況の中での活動になることが考えられますので、
その際に確認し、実施すべきこと及び、注意事項等は、
全て、飛行作業実施要領の、「ヘリコプターによる出動」
の項に具体的に記載されています。
この内容を理解し、必要な人たちに伝え、確実に実行
することが安全の確保につながります。
結局のところは、日頃から機体の整備には万全を期

し、ヘリポート以外に着陸の場合は、安全な離着陸が可
能な場所であることを事前に確認の上、地上の支援者
や防災関係者等には、実施事項及び危険防止のため
の注意事項を確実に伝え、天候、風向風速、視程等に
は十分に注意を払って無理をせず、定められた諸元を
守って運航する。また、緊急時の手順を含め、飛行規程
の手順を再確認して、必要な知識と技量は常に身に着
けておく。といった基本的事項に従うことが必要というこ
とに尽きます。安全確保のためには、この内容を全員で
再確認し、徹底しておくことが必要です。

奥貫　博

2000年-2020年のヘリコプター事故

離着陸・オートローテーション関係
物輸・荷吊り関係
機材の故障及び対応不良関係
送電線・樹木・海面等への接触
防災・捜索・救難等
ホバリング関係
視程不良、雲中等
ヘリ特有の特性に起因するもの
燃料欠乏に起因するもの
同乗者に起因するもの
空中操作不良
飛行前の確認不良
空中衝突

件数
19
12
12
12
8
8
8
4
4
2
2
1
1
93件

％
20
13
13
13
9
9
9
4
4
2
2
1
1

100%計

国内のヘリコプター事故の発生状況
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●日本飛行連盟の飛行場
新年おめでとうございます。皆さんお正月はどうでしたか？初大利根、見渡せば来る
人思い思いのウイルス対策を工夫されています。昨年から引き続きのご協力、感謝で
す。大利根は多種多様な人・機体で実にカラフル。常駐依頼の問い合わせも来ます
が、整備機などの都合もあって、枠というディスタンスを取っておかないといけないの
で、なかなかご要望にお応えができません。悪しからずご了承のほど。いろんな(珍・妙)
人に、いろんな機体。今年も元気に飛行場通いがスタートしました。

昨年は「富士山の日フェスタ2020」(2月23日は富士山の日)も中止となりました。今
年はどうなりますか。ここは３密の心配は無用。しかし滑走路点検などコンデイション
の維持には苦労続きです。最近は災害時に役立つ・使える無人機テストなどの際に、
場内点検にも一役かってもらっています。その中の一つである無人機が「JAXAはや
ぶさ2カプセル」の回収業務の関係でオーストラリアに出かけていました。帰ってきた
ら飛行性能の向上を目指すことでしょう。三保も維持向上に頑張ります。

Airport

大利根飛行場
茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷

三保飛行場
静岡県静岡市清水区三保・三保半島

新年、頭の体操

古い写真。一目で分かった方は相当の通か、長い間飛び続けている人か？ 正解は次号。

これだけではわかりにくいか? この滑走路はどこか?

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
去年は例の三文字がはびこってもう、本当にうんざりしました。しかし強敵はなかなか収まりそうにもありません。それぞれの環
境、立場でひとり一人が感染対策を続けるしかないか・・と感じています。お陰様で、なぜか事務局はいつも元気です。これも
長く支えて下さっている会員皆様をはじめ、関係各所の温かなご支援があればこそと、心から感謝申し上げます。
どうぞ皆様も、油断せずにそして元気な毎日を送れますように・・。心からお祈りいたします。

事務局一同

JFAサ ンロ


