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関東西部地区飛行連絡会関東西部地区飛行連絡会

平成平成２２２２年度定例会年度定例会

２２２２．７．．７．７７（（水水））



会の流れ会の流れ
会長挨拶 １３００～１３１０

参加者の紹介 １３１０～１３３０

飛行状況の紹介

（米空軍、海上、航空自衛隊、東京消防庁）

１３３０～１４４５

休憩 １４４５～１５００

飛行状況の紹介（民間各団体） １５００～１６００

情報及び意見交換 １６００～１６４５

連絡等 １６４５～１６５０

懇親会（基地クラブ） １７１０～１８３０



会長あいさつ会長あいさつ

航空自衛隊入間基地

航空総隊司令部飛行隊司令



本日の出席者本日の出席者
（参加者の紹介）（参加者の紹介）

※※ 新規参加団体新規参加団体



1. ＵＳＡＦ 374th Airlift  Wing OSS 横田基地

2. 陸上自衛隊 東部方面航空隊本部 立川飛行場

3. 東部方面管制気象隊基地隊

4. 航空学校宇都宮校 北宇都宮駐屯地

5. 海上自衛隊 下総教育航空群 下総基地

6. 航空自衛隊 偵察航空隊 百里基地

7. 第１航空団 浜松基地

8. 中部航空警戒管制団 入間基地

9. 航空総隊司令部飛行隊

10. 第２輸送航空隊

11. 入間管制隊

12. 飛行点検隊

13. 入間ヘリコプター空輸隊

官公庁等



1. 東京航空局保安部管制課 東京都千代田区

2. 警視庁航空隊立川飛行センター 立川飛行場

3. 東京消防庁航空隊 〃

4. 川崎市消防航空隊 東京ヘリポート

5. 東京都調布飛行場管理事務所 調布飛行場

6. 埼玉県警察航空隊 入間基地

官公庁等



1. エクセル航空株式会社 調布飛行場

2. アイベックスアビエイション株式会社

3. セコム株式会社航空サービスグループ

4. 朝日航空株式会社

5. 川崎航空株式会社

6. 共立航空撮影株式会社

7. アジア航測株式会社

8. 日本エアロテック株式会社

9. 東京航空株式会社

10. 本田航空株式会社 本田飛行場

11. 朝日航洋株式会社 新木場（川越ＨＰ）

12. 新日本ヘリコプター株式会社 東京ヘリポート

13. アカギヘリコプター株式会社

14. 中日本航空株式会社 東京ＨＰ、佐久市

民間航空会社



1. 日本航空機操縦士協会（JAPA） 東京

2. 日本滑空協会

3. ＮＰＯ法人 ＡＯＰＡ－ＪＡＰＡＮ

4. 日本学生航空連盟 妻沼滑空場

5. 日本グライダークラブ 板倉滑空場

6. 長野市グライダー協会 長野市滑空場

7. 静岡県航空協会 富士川滑空場

8. 日高スカイクラブ 日高市

飛行団体等



司会者の自己紹介司会者の自己紹介
• 氏名

–西村 亨（山口県宇部市出身）
• 所属

– 航空総隊司令部飛行隊 支援飛行隊
兼ねて、隊本部 安全班長

• 機種
– Ｆ－１、Ｆ－１５
– Ｔ－１Ａ、Ｔ－２、Ｔ－３、Ｔ－４、Ｔ－７、Ｔ－３３Ａ
– Ｕ－４（ＧＬＦ４ｓｐ）

• 資格
– ＣＡＢ：事業用操縦士（陸単＆陸多）
– 操縦教育証明



よろしくお願い致しますよろしくお願い致します



会発足の経緯会発足の経緯

空中衝突、異常接近の危険性

関東西部地区の低高度

混雑した飛行状況

運航関係者同士による情報交換、
意見交換、対策が必要



場を作る

会運営のねらい会運営のねらい

情報、意見交換 １段階

問題点の把握 ２段階

自主的対策 ３段階

飛行安全

それぞれ各団体等の飛行経路等の説明を
継続していくことで相互理解を深める。

今年度（第
８回目）の
重点目標

継続
実施



飛行状況の説明飛行状況の説明

1. 航空自衛隊 入間管制隊
2. 航空自衛隊 中部航空警戒管制団
3. ＵＳＡＦ横田 第３７４作戦支援中隊

4. 海上自衛隊 下総航空教育群
5. 東京消防庁 航空隊

6. ＮＰＯ法人 ＡＯＰＡ－ＪＡＰＡＮ
7. 中日本航空株式会社
8. 調布空港協議会（航測委員会）
9. 日本学生航空連盟



情報及び意見交換情報及び意見交換



質疑応答質疑応答



連絡等連絡等

１ 連絡先等の確認

２ 出門要領

（出門時に入門証を回収いたします）

３ 懇親会

第１厚生センター ２階 談話室



次回もよろしくお願いいたします次回もよろしくお願いいたします
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