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大変残念で寂しいことですが、諸般の事情により

三保飛行場を閉鎖することになりました

長い間皆様には愛していただき有難うございました

三保飛行場の閉鎖についてお知らせ



赤十字飛行隊

令和４年４月14日(木) 令和４年度 赤十字飛行隊運営委員会を開催

本部からのお願い

令和４年度　赤十字飛行隊身分証明書
身分証明書の発行が大変遅くなっており、お詫び申し上げます。

５月中にはお送り出来るかと思いますが、できあがり次第、至急お送りいたします。

お詫び

「陸奥ふくしまラーメン」新発売!

新発売なので、知名度を上げるとともに、ウクライナへの
人道支援の啓発を行います。
初めて「ふくしま」の名称を冠するラーメンができました。
この発売を機に販売利益の一部をウクライナに人道支援
を実施します。

・「とんこつ系スープ」と「魚介系スープ」のバランス良い配
合、うま味の特徴はスルメ・パウダー !!
・スルメの旨味は文化庁がこの度認定した福島市100年
フード「いかニンジン」との相性が抜群で、このラーメンの
トッピングに最適です。
・麺は３分茹での「しこしこストレート麺」、なめらかでこしが
あり、スープとの相性も抜群。

おいしさの特徴

　販売開始時期　
4月27日「道の駅ふくしま」グランド
オープンに合わせて開始。
「道の駅ふくしま」は東北中央道・福島
大笹生インターチェンジ近く

　詳細・アクセス
道の駅ふくしま (m-fukushima.com)

商品について
●一袋（２食分）で540円（税込み）
●販売している場所
道の駅ふくしま/道の駅国見あつかしの里/
ふくしまスカイパークWingcafe/福島エア
ポートサービス福島空港店

・一袋当たり40円（売上の８％）を人道支援
として日本赤十字社を通じ支援をします。　
赤十字飛行隊として日赤へ寄付をします。
・会員の皆様、贈り物、お中元などにふくしま
ラーメンはいかがでしょうか。ご案内は後日
に行います。
・支援期間は当分の間とします。
・商品は福島支隊隊員の経営によるラーメン
製作・販売です。
※記事は原稿作成時の情報です。今後通販などもある
かもしれません。

【人道支援の方法】

「陸奥ふくしまラーメン」を食べて
ウクライナ人道支援を！

赤十字飛行隊 福島支隊員数名で設立した会社
“（株）ふくしま情報企画”が企画販売します。

Fukushima

当日はリモート参加２名と、会場出席４名の形式にて行いました。
主な議題は、故高橋隊長の偲ぶ会の日程、および空白となってい
る隊長の選定に関わる委員会としての意向確認。来年、赤十字飛
行隊結成６０周年を迎えるための企画案。以前から全国支隊長研
修でも取り上げられている、赤十字飛行隊専用周波数の導入など
の懸案事項を話し合いました。この内容に関しては、調整や調査が
必要なものもありますので、追々隊員各位へお知らせいたします。

安全共有のため、各支隊のエリアにおける無人機のフライト情報や、その他の活動情報などは、
メールで発信もいたしておりますが、アドレスが不具合となる方もいらっしゃいます。変更などされ
た場合は、忘れずに本部までご連絡をお願いいたします。

鹿児島支隊の活動が日赤ホームページに掲載されています。 
また後日アニュアルレポート（ボランティアの声）にも掲載予定です。
下記アドレスの最新トピックス３月１０日付けのコーナーをご覧下さい。
また、同じく最新トピックス４月１４日付けのコーナーには、５月５日(祝・木)に開催される青少年
赤十字創設１００周年オープニングイベントの詳細が掲載されています。このイベントはWeb 形
式(Zoom,Microsoft Teams)によって開催されます。参加希望者は事前の申し込みが必要な
のですが、本紙が出る頃は、申込期限が過ぎてしまっています。ただ、特別ゲストとして、赤十字飛
行隊福島支隊の室屋義秀隊員によるトークコーナーが行われることをお知らせいたします。

　日本赤十字社のホームページ 　https://www.jrc.or.jp/　

※ふくしまスカイパークには、貸出車両（アクア）があります。
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三保飛行場
M i h o  A i r p o r t

昭和４４年４月、静岡県の許可を得て、三保場外離着陸場（以下、「三保飛行場、三保」という）を開設しました。令
和４年３月末日まで当社団が占有管理をしていましたが、令和４年４月１日から、静岡県の管理となりました。三保
飛行場は５３年の長きに亘り、赤十字飛行隊やクラブ員の活動基地として、又緊急時の不時着場として運用をして
きました。開設当初は台風などの影響も少なく、高潮などの被害もあまりありませんでした。しかし、段々と海岸線
の自然変化などによる悪影響で、台風時には滑走路にたびたび砂が上がるようになり、その後始末には大変苦労し
てきました。古き良き時代の三保のままでしたら、現在でも訓練に活用できたと思いますが、現状ではヘリと無人機
なら降りられるといった状況です。そんな三保のこれまでの出来事を振り返ってみます。

昭和５０年代～ 昭和５９年

平成の頃～

昭和５４年

昭和５７年

陸上自衛隊の不具合発生機による整備作業など。
UH1,OH1に協力。
大型台風襲来、１２月～２４年１月まで大変な復旧作
業となる。地元消防署の強力なお力添えや、会員の協
力が無ければ難しい復旧作業でした。

この頃になると、ドクターヘリの緊急搬送や、コミュー
ター機の予防着陸などが増えました。また、無人航空
機が大いに注目され出した頃で、試験飛行が活発化し
てきました。
固定翼と無人機との組み合わせによる実験飛行など
も行いました。

防衛省からの依頼で、イレギュラー時における、空自
関係機体、警察車両の受け入れを依頼されることもあ
りました。また滑走路だけでなく、エプロンでは、駐
機がないときの隙間を利用して、消防署のホース延長
訓練や体力錬成に活用。

平成２３年 平成３０年代

令  和 ～

昭和53年頃の駐機場、燃料補給エリア
案内板に”名勝”の二文字

地元少年達の招待飛行、静岡県の水難事故防止飛行
パトロールの業務委託、これは平成１１年まで継続し
ました。初期パトロールではセスナ１７２でマイクを使
用して海難防止のPR飛行、県警からの依頼による国
道の渋滞関係の放送など、平均すると年間約１００
回、１２０時間超。その他、静岡県防災訓練や県災害
地の調査飛行、県内の産業開発のための飛行などもあ
りました。赤十字飛行隊員の訓練飛行も年間を通じて
行い、平均飛行回数は１２００回、飛行時間は１０３５
時間。実機も多く駐機していた頃は結構な回数を飛ん
でいました。

赤十字飛行隊の初代源田実隊長の時に、三保で赤十
字飛行隊大演習が実施される。（令和３年１１月本紙
に詳細記事あり）
同年、陸上自衛隊東部方面総監部による自衛隊災害
派遣に伴う飛行(ＨＵ１－Ｂ)に協力

固定翼に加え、ロビンソンのヘリコプターの訓練が開
始。まだ自家用といえば飛行機が主流の頃。ヘリコプ
ターが少ない頃でしょうか？毎月前半１５日はヘリコプ
ターに特化していた頃で、地元だけでなく、栃木、東
京、愛知、京都からと、遠隔地からも訓練に通ってくる
会員もいらっしゃいました。

防潮堤の工事が始まり、現在の位置にエプロン、クラ
ブルームを移転。同時に滑走路も一通りのリニューア
ル舗装をし、現在に至っています。駐機や飛来機も賑
やかな頃ですから、航空祭も開催。三保漁協の協力も
あって、”羽衣の松”で地曳き網を、釣った魚は飛行場
でバーベキュー。地元民との親睦も深めました。

平成３年、パナマ船が座礁。事務所内に緊急対策本部
が設けられ、海上保安庁、警察ヘリなど日毎の飛来で
無線対応など、おおわらわだったと聞いています。
（この頃の事務所はトレーラハウスではなく、日赤献
血車の廃車となった初代バスを再活用。現在は拡幅車
タイプの２代目）

このように三保では、当社団だけでなく、災害時の防災情報の
収集にヘリコプターを有効活用する観点から公共機関の依頼に
も応えてきました。国土交通省中部地方整備局が管轄の防災ヘ
リコプター、第三管区海上保安本部、静岡県警察航空隊、静岡市
消防航空隊などの機関は被害の拡大防止、復旧のための迅速な行
動且つ、安全航行の確保が重要です。そうした緊急時の作業が迅
速に行えるよう、微力ながら協力もしてきました。

風致地区にある三保飛行場は、名勝地保護のため、細かな県条例が
多々あります。県だけでなく、文化庁、文部省文化課など何かに於いて
様々な許可が必要であり、難儀な事もありました。また、自然災害など
にも大変苦慮しながらも、できる限りの手を尽くし運用してきました。
飛行場が県管理に変ることで、今後どのような運用が為されていくの
か、今迄とは違う景色になるのか？など追々分かってくるでしょう。そ
の頃にまたレポートでもお送りできればと思っています。

これまで、三保をベースにフライトされてきた会員の皆様、長い間飛
行場に親しんで頂きましてまことに有難うございました。

最初の事務所　元・日航(JAL)の2階建てトレーラーとし
て、ジェット機を客用から荷物用に変更するとき外した椅
子等の収納に使ったもので、わざわざ大阪・伊丹空港か
ら東名を使って引っ張ってきた。大改造したのでちょっと
見ではわからないが、よく見ると下に車輪がついている。

初代のバス
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令和4年6月18日付施行

航空機の装備品等に係る航空法改正
令和４年６月１８日付にて施行の航
空法改正で、航空機に装着可能な
装備品及び部品の扱いが大きく変
更になります。

これまで、便利な存在であった予備
品証明制度は廃止となり、基準適合
証明の無い部品及び装備品は、修
理改造検査での装着も不可能にな
ります。

また、重要装備品の制度は無くな
り、全ての装備品等が対象となりま
すので、それらの交換の際は注意
する必要があります。

●装備品等　・・・　航空機の装備品及び部品をいう
●法改正以降、装備可能な装備品等の概要
・装備品等の製造及び検査の認定を受けた者が製造し、航空法の基準への適合を確認した装備品等
・航空機の製造及び検査の認定を受けた者が製造し、航空法の基準への適合を確認した装備品等
・修理又は改造の認定を受けた者が修理又は改造し、航空法の基準への適合を確認した装備品等
・その他国土交通省令で定める装備品等（航空法施行規則第23条の19及びサーキュラー No.1-502参照）

出典：航空局 予備品証明制度廃止に関する説明会資料
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旋回中の高翼機の横方向視界

機体の視界と死角を考慮した機外の見張りが必要

高翼機と低翼機のファイナルへの同時進入
（ 互いに見えないことがある位置関係 ）

　国土交通省のウエブサイト「小型航空機の安全情
報」の第3項　基本に忠実な操作の実施に、「慣れに
よらない、基本操作の励行」とともに、「航空機の形状
から生ずる特有の死角等を考慮した見張り」との記載
があります。
　小型機の空中衝突は、日本でも過去には何件かの
事故例があり、また、最近では、北関東において、小型
機が関わる空中接近の発生事例があります。
　空中衝突が、悲惨な結果を招くことは言うまでもな
く、その防止のためには、他機の飛行状態への警戒と
共に、機外の確実な見張りが必要です。
　今回は、そのような見張りについて、高翼機と低翼
機の、視界と死角の問題を改めて考えてみたいと思い
ます。

　先ずは、高翼機の場合、水平直線飛行中は良いも
のの、主翼の死角により、旋回を始めてしまうと、旋回
方向の見張りが出来なくなります。従って、旋回を始め
る前に、進んでいく方向の見張りを確実に行っておく意
識が必要です。
　低翼機の場合は、このようなことは無く、旋回方向の
視界は常に確保されていますが、主翼の存在のため
に、横の下方を見ることは出来ません。
　私の場合、操縦ライセンス取得段階から、その後も
ほとんどすべてが低翼機で、その見張りに慣れていた
ため、後にグライダー曳航の高翼機で飛ぶようになっ
たときは、見張りに苦労しました。
　低翼機であれば、ロールインの後も、進んでいく方向
を継続して見張ることが出来ますが、高翼機ではそれ
が出来ません。写真はその状況です。このようなことが
あるため、多くのグライダーが滞空中の空域に曳航の
場合等は、非常に神経を使いました。

　また、高翼機と低翼機の死角のため、低翼機が上
方で、高翼機が下方に位置している場合は、互いに見
えない位置関係になることがあります。
　米国等では、着陸進入中、このような位置関係での
空中衝突事例があります。下の図がその例です。

　このようなことがありますので、常に、機体の死角を
意識し、見えない範囲に他機がいる危険性を考慮し
た上で、見張りを行うことが必要です。
　空中衝突は絶対に回避しなければなりません。この
ことを改めて認識した上で、機体の視界と死角を考
え、意識を持って見張りを行うことが必要です。

奥貫　博

通常パターンで進入の高翼機（下側）

ショート・アプローチの低翼機（上側）

主翼に隠れて互いに見えない
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●日本飛行連盟の飛行場
三保飛行場は長年お疲れ様でした。リタイアは残念ですが、ここ大利根はいつ
も元気に活動しています。富士山は見られないけど、様々な機体とそれに似
合った笑顔がたくさん見られます。笑顔と安全運航をこれからも続けます。

P４－５をご覧下さい。

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 刊 紹 介

　長い歴史のある「日本航空機全集」の
2022年版が発行されました。本書は、日本
に在籍する航空機を、大型のT類、小型の
N類、ヘリコプター、自衛隊機に大別し、各
型式別に写真、性能諸元データ、登録番
号が記載されております。巻末には登録航
空機一覧として、JAナンバーのリストを収
録し、型式、製造番号、定置場、所有者、
登録・所有年月日、さらに備考において、
リース機などの場合など、実際の使用者が
どこの会社かも分かるように編纂されてお
ります。また、JAナンバーにアルファベット
を採用する機体が増加し、どのカテゴリー
か分からない例が多いことから、アルファ
ベットを登録記号に採用した機体は、別
途、リストが掲載されております。グライ

日本航空機全集2022

発行／鳳文書林出版販売㈱
〒105-0004　東京都港区新橋３－７－３

Tel 03-3591-0909   Fax 03-3591-0709  
E-mail info@hobun.co.jp

Information

ダーについては、登録記号と定置場、所有
者、登録・所有年月日のリストが掲載され
ています。これにより、JAナンバーを所有
する日本のすべての航空機が本書でカ
バーされていることになります。
　コロナの影響もあり、旅客機では多くの
機体が抹消されております。最新の日本の
航空事情を知るためにも本書をお勧めし
ます。また、パソコンやスマホで羽田、成
田、横田などのATCを容易に聞くことがで
きる時代になりました。さらにフライト・
レーダーにより、世界中の民間航空機の運
航状況を茶の間で知ることも可能な昨今
です。こうした場合も本書がお手元にあれ
ば、機体の詳細が判明するため、より便利
に有効にお使いいただけるでしょう。

定価　8,030円（税込）

JFAサ ンロ
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