


ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶྥୖ࣭ᐇᙉ㛵ࡍࡿ᳨ウ

ሗ࿌᭩

ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶

ᾘ㜵ᗇ

ࡣࡌࡵ



ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶⌧ᅾࠊᅜࡢ  ᅋయ࠾࠸࡚  ᶵࡀ㐠
⯟ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㧗㏿ᛶࡸᶵືᛶࢆά⏝ࡋࠊᩆຓ㺃ᩆᛴάືࡸᒣᯘⅆ⅏࠾ࡅࡿ✵
୰ᾘⅆάື࡞࡛ࡁ࡞ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚ࠊᅜẸࡢᏳᏳᚰࢆᏲࡿࡓࡵᚲせྍḞ
࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊᖹᡂ  ᖺࡽᖹᡂ  ᖺࡅ࡚㸰௳ࡢቒⴠᨾࡀⓎ⏕ࡋࠊᖹᡂ
 ᖺ㸱᭶㸳᪥ࡣࠊカ⦎㣕⾜୰࡛࠶ࡗࡓ㛗㔝┴ᾘ㜵㜵⅏⯟✵㝲ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡀቒ
ⴠࡋ࡚㸷ྡࡢᑛ࠸ࡀኻࢃࢀࡿ࠸࠺ࠊኚ③ࡲࡋࡃṧᛕ࡞ᨾࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡞ࠊ
Ᏻୖࡢㄢ㢟ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨾࡀᗘⓎ⏕ࡍࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡿࡣࠊᏳ☜ಖᑐ⟇ࢆᨵ
ࡵ࡚ᚭᗏࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⯟✵㛵ಀ➼ࡢᏛ㆑㛵ಀ⪅ࠊ㐠⯟ཷク
ᴗࡢ㛵ಀ⪅ࠊᾘ㜵ᶵ㛵ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮㐠⯟ᅋయ㛵ಀ⪅ࢆጤဨ࠾㢪
࠸ࡍࡿࡶࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮㛵ࡍࡿ㛵ಀ┬ᗇࡢ⫋ဨ➼ࡶ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ࡚
ࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡁࠊᖺ  ᭶ࠊᾘ㜵ᗇᮏ᳨ウࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇࢁ࡛ࡍࠋ

ࡇࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊᏳᛶࡢྥୖ⟇ࡶࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡗ࡚ࡁ
࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇ⟇ࠊ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ☜ಖ⟇ࡘ࠸࡚ࡶ
᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ㸲ᅇࢃࡓࡿ⇕ᚰ࡞᳨ウࢆ⤒࡚ࠊᮏሗ࿌᭩ࢆࡾࡲࡵࡲࡋࡓࠋ

ᮏሗ࿌᭩ᥦゝࡉࢀ࡚࠸ࡿྛᑐᛂ⟇ࡣࠊ▷ᮇⓗ࡞ᑐᛂ⟇ࡔࡅ࡛࡞ࡃ୰㛗ᮇࡢᑐᛂ
ࡀᚲせ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᅜẸࡢᏳᏳᚰࢆᏲࡿࡓࡵࠊᾘ㜵ᗇࡸྛ㐠⯟ᅋయ
┿ᦸྲྀࡾ⤌ࢇ࡛㡬ࡁࡓ࠸ࡇࡤࡾ࡛ࡍࠋ
ᮏሗ࿌᭩ࡀࠊᝒ࡞ᨾࡢⓎ㜵Ṇᐤࡍࡿࡶࠊ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢ᭦
࡞ࡿᐇ࣭ᙉࡘ࡞ࡀࡿࡇࢆᕼᮃࡋࡲࡍࠋ

ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶
ᗙ㛗 ᑠᯘ ᜤ୍

ࠕᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶྥୖ㺃ᐇᙉ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ
ጤဨྡ⡙
㸦ᩗ⛠␎࣭㡰ྠ㸧
࠙ጤဨࠚ
 ᑠᯘ ᜤ୍  ᮾி⌮⛉Ꮫ⥲ྜ◊✲㝔 ᩍᤵ㸦ᗙ㛗㸧
 ᖹᮏ 㝯   ᖇிᏛ⌮ᕤᏛ㒊⯟✵ᏱᐂᕤᏛ⛉ ᩍᤵ
 ᑠᯘ ၨ  Ᏹᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ⯟✵ᢏ⾡㒊㛛 ௵◊✲㛤Ⓨဨ ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧
 Ᏹ⏣ᕝ 㞞அ ᮾ㑥⯟✵ᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
 ⚄㔝 ṇ⨾  ୰᪥ᮏ⯟✵ᰴᘧ♫ ྲྀ⥾ᙺ ⯟✵ᴗᮏ㒊㛗
 Ṋ ⿱அ  ᇸ⋢┴㜵⅏⯟✵㝲 㜵⅏⯟✵ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗
 ᗈ℩ ඃ   ᐩᒣ┴ᾘ㜵㜵⅏⯟✵㝲 ⯟✵㝲㛗
 㕥ᮌ ᚨ⩏  ᒱ㜧┴㜵⅏⯟✵㝲 ⯟✵Ᏻ⟶⌮┘
 ⴛὠ 㞞ᘯ  ᮾிᾘ㜵ᗇഛ㒊⯟✵㝲 ཧව⯟✵㝲㛗
 㰻⸨ Ᏺ   ᶓᕷᾘ㜵ᒁᶓ࣏࣮࣊ࣜࢺ⯟✵⛉ ⯟✵⛉㛗
 ୖ Ꮥᩥ  㜰ᕷᾘ㜵ᒁ㆙㜵㒊㆙㜵ㄢ ⯟✵㝲㛗

࠙࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࠚ
 ᱵ⃝ ㍜  ᅜᅵ㏻┬⯟✵ᒁᏳ㒊㐠⯟Ᏻㄢ ဨᨻ⟇ᐊ㛗
 ஂཎ ᡯ⏕  㜵⾨┬㝣ୖᖥ┘㒊㐠⏝ᨭㄢ 㸱➼㝣బ 
 ⏣ᕝ ⚽ᶞ  㜵⾨┬㝣ୖᖥ┘㒊⯟✵ᶵㄢ 㸰➼㝣బ 
 ᒣᮧ ᬛ๎  㜵⾨┬ᾏୖᖥ┘㒊㐠⏝ᨭㄢ 㸰➼ᾏబ 
 ᒣ㷂 ᾈே  㜵⾨┬ᾏୖᖥ┘㒊┘ᐹᐁ 㸰➼ᾏబ 
 ᒸ ᅵ 㜵⾨┬⯟✵ᖥ┘㒊┘ᐹᐁ 㸱➼✵బ 
 ᑠ᳃ Ṋᙪ  ㆙ᐹᗇ⏕άᏳᒁᆅᇦㄢ ㄢ㛗⿵బ
 ➟ᓥ ༤ᾏ  ᾏୖಖᏳᗇ㆙ഛᩆ㞴㒊⟶⌮ㄢ⯟✵ᴗົ⟶⌮ᐊ 
Ᏻ㐠⯟ᑐ⟇ᐁ
 㧘ᮧ ▱Ꮥ  ᅜ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏༠㆟ ົᒁ㛗
 ᭷㈡ ᖾ  ᅜᾘ㜵㛗 ㆙㜵㜵⅏ᢸᙜಀ㛗
 ⰼᒸ ᚭ   㛗㔝┴༴ᶵ⟶⌮㒊 ᾘ㜵ㄢ㛗

࠙ົᒁࠚ
 ⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇ
ᅜẸಖㆤ࣭㜵⅏㒊㛗 ᮡᮏ 㐩
ᗈᇦᛂᐊ㛗    ᮏ㛫 ⩏
⯟✵ᑓ㛛ᐁ     ᮏ Ⓩᕬᙪ
⯟✵ಀ㛗      ⏣ ⚽ᶞ  Ẋ㇂ ⱥᙪ
⯟✵ಀົᐁ    㔠 ኴ㑻  ᶓᒣ ㈗ᖾ

ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶྥୖ࣭ᐇᙉ㛵ࡍࡿ᳨ウ 㛤ദせ⥘

 㸦㊃᪨㸧
➨㸯᮲ 㛗㔝┴ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢቒⴠᨾࢆཷࡅࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮㐠⯟ࡢᏳᛶྥୖ
ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࡳࡀ㔜せ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮㐠⯟⬟➼ࡢᛂయ
ไ➼ࠊ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇᙉࡢᚲせᛶ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗ᗘ࡞ᢏ⾡
ࢆ᭷ࡋࡓᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮᧯⦪ኈࡢ㊊➼ࡼࡾࠊ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡀ㔜せ࡞ㄢ
㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮᧯⦪ኈࡢົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⟇ᐃࢆཷ
ࡅࠊカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢά⏝⟇➼ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࣊ࣜࢥ
ࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶྥୖ⟇࣭ᐇ☜ಖ⟇ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࠊ
ࠕᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮
ࡢᏳᛶྥୖ࣭ᐇᙉ㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ㸦௨ୗࠕ᳨ウࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ

 㸦᳨ウ㸧
➨㸰᮲ ᳨ウࡣࠊᾘ㜵ᗇ㛗ᐁࡀጤკࡍࡿጤဨࢆࡶࡗ࡚ᵓᡂࡍࡿࠋ
㸰 ᳨ウᗙ㛗ࢆ⨨ࡃࠋᗙ㛗ࡣࠊጤဨࡢ㑅ࡼࡗ࡚ࡇࢀࢆᐃࡵࡿࠋ
㸱 ᗙ㛗ࡣࠊ᳨ウࢆ௦⾲ࡋࠊົࢆ⤫ᣓࡍࡿࠋ
㸲 ᗙ㛗ᨾࡀ࠶ࡿࡁࡣࠊᗙ㛗ࡀᣦྡࡋࡓጤဨࡀࡑࡢ⫋ົࢆ௦⌮ࡍࡿࠋ
㸳 ᗙ㛗ࡣࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊጤဨ௨እࡢᏛ㆑⤒㦂⪅➼ࢆ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ࡋ᳨࡚ウཧຍ
ࡉࡏࠊពぢࢆồࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

 㸦௵ᮇ㸧
➨㸱᮲ ጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊጤკࡢ᪥ࡽᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ࡲ࡛ࡍࡿࠋ

 㸦ົᒁ㸧
➨㸲᮲ ᳨ウࡢົᒁࡣࠊᾘ㜵ᗇᅜẸಖㆤ࣭㜵⅏㒊㜵⅏ㄢᗈᇦᛂᐊ⨨ࡃࠋ

 㸦㞧๎㸧
➨㸳᮲ ࡇࡢせ⥘ᐃࡵࡿࡶࡢࡢࠊ᳨ウࡢ㐠Ⴀ㛵ࡋᚲせ࡞㡯ࡣࠊᗙ㛗ࡀᐃࡵࡿࠋ


   㝃 ๎
 ࡇࡢせ⥘ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸶᭶  ᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ
 

㛤ദሙ㆟ෆᐜ

  ➨ۑᅇ
ᖹᡂ  ᖺ㸶᭶  ᪥ Ỉ  ୰ኸྜྠᗇ⯋➨㸲ྕ㤋 㝵 ㆟ᐊ
㆟ෆᐜ 
ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶྥୖ⟇ࡢ᳨ウࡘ࠸࡚
z ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳ☜ಖࡢᚭᗏ≧ἣㄪᰝཬࡧࣄࣜࣥࢢ⤖ᯝ
z ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳ☜ಖ⟇
z 㛗㔝┴ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ᨾక࠺Ᏻᑐ⟇ࡢ᳨ウ
㸦࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ືែ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢά⏝㸧
z ᶵ㛵࠾ࡅࡿᏳᑐ⟇ࡢྲྀ⤌㸦ࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺඹ᭷ࠊ&50 ◊ಟ㸧

➨ۑ㸰ᅇ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ Ỉ  ㎰ᯘỈ⏘┬୕␒⏫ඹ⏝㆟ᡤ㆟ᐊ
㆟ෆᐜ 
㸯 ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇ⟇ࡢ᳨ウࡘ࠸࡚
z 㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ
z ┦ᛂ༠ᐃࡢᡭⷧ࡞ᆅᇦࡢゎᾘ
z ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇ⟇
㸰 ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖ⟇➼ࡢ᳨ウࡘ࠸࡚
z カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛ➼ࡢ᭷ຠά⏝ཬࡧຠᯝⓗ࡞⬟ຊ☜ㄆ᪉ἲ➼
z ᧯⦪ኈ㣴ᡂ㺃☜ಖࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウ࡛ࡢㄢ㢟㺃ᑐᛂ⟇ᑐࡍࡿලయⓗྲྀ⤌

➨ۑ㸱ᅇ
ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸰᪥ 㔠  ㎰ᯘỈ⏘┬୕␒⏫ඹ⏝㆟ᡤ㆟ᐊ
㆟ෆᐜ 
㸯 ࠕᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウ࡛ࠖࡢㄢ
㢟࣭ᑐᛂ⟇ಀࡿලయⓗྲྀ⤌ࡘ࠸࡚
z ᧯⦪ኈ㣴ᡂ㺃☜ಖࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウ࡛ࡢㄢ㢟㺃ᑐᛂ⟇ᑐࡍࡿලయⓗྲྀ⤌
㸰 Ᏻᛶྥୖ⟇ࡢ᳨ウࡘ࠸࡚
z ࣇࣛࢺࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࠊࢥࢵࢡࣆࢵࢺ࣎ࢫࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡢᦚ㍕ࡘ࠸࡚
z ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ືែ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗ᗘࡘ࠸࡚
z ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱࡢά⏝ࡘ࠸࡚
z ィჾ㣕⾜ࡘ࠸࡚
㸱 ᳨ウሗ࿌᭩㦵Ꮚࡘ࠸࡚

➨ۑ㸲ᅇ
ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥ 㔠  ㎰ᯘỈ⏘┬୕␒⏫ඹ⏝㆟ᡤ㆟ᐊ
㆟ෆᐜ 
᳨ウሗ࿌᭩ࡘ࠸࡚


ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶྥୖ࣭ᐇᙉ㛵ࡍࡿ᳨ウሗ࿌᭩
┠ḟ
ࡣࡌࡵ
➨㸯❶ ᳨ウࡢ⫼ᬒ➼
㸯 ᳨ウタ⨨ࡢ⫼ᬒ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯
㸰 ࣥࢣ࣮ࢺཬࡧࣄࣜࣥࢢࡼࡿᚭᗏ≧ἣㄪᰝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸰
➨㸰❶ Ᏻᛶࡢྥୖ
㸯 ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ືែ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸲
㸰 ࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺࡢඹ᭷࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳
㸱 㹁㹐㹋ࡢᑟධ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸳
㸲 㸰ே᧯⦪యไࡢᑟධ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸴
㸳 ࣇࣛࢺࣞࢥ࣮ࢲ࣮࣭࣎ࢫࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡢᦚ㍕࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸯㸵
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第１章

ー操縦士の養成・確保策を主なテーマとし、上記状況調査から見えてきた現状
の課題について整理を行い、課題解決への取組について検討を行うこととした。

２

アンケート及びヒアリングによる再徹底状況調査
(1)

概要

消防防災航空隊における現状の安全管理体制及び航空消防防災体制に
ついての把握並びに、課題抽出を目的とし、全ての消防防災ヘリコプター
運航団体1に対しアンケート及びヒアリングによる調査を実施した。
アンケートは、「消防防災ヘリコプターによる山岳救助のあり方に関す
る検討会報告書」（平成 24 年消防庁）の提言内容の実施状況及び航空消防
防災体制について調査項目を定め、確認を行った。ヒアリングについては、
アンケートへの回答に至る理由及び各運航団体の実態把握を行った。

(2)

実施時期

ア

アンケート
平成 29 年４月 27 日から５月 19 日まで

イ

ヒアリング
平成 29 年５月 24 日から６月 14 日まで

(3)

調査結果

安全確保策の現状
ア

消防防災航空隊の組織、人員等

全ての運航団体において、運航管理を統括する運航管理責任者等が配
置されている。こうした職員は、航空隊基地ではなく、遠隔の本部庁舎
等にて勤務する運航団体が多い。

1

兵庫県消防防災航空隊及び神戸市航空機動隊は共同運航につき、集計上１団体とし
た。
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ᅗ  㜵⅏⯟✵㝲ࡢ⤌⧊ᅗ୍
⤫ᣓ⟶⌮⪅䠄༴ᶵ⟶⌮┘䠅

㐠⯟⟶⌮㈐௵⪅䠄ᾘ㜵ಖᏳㄢ㛗䠅
㐠⯟ᇶᆅᖖ㥔⪅
㐠⯟㈐௵⪅䠄⯟✵䝉䞁䝍䞊㛗䠅

㜵⅏⯟✵㝲

㐠⯟ᣦ⪅䠄⯟✵㝲㛗䠅

᧯⦪ኈ

㝲㛗

ᩚഛኈ

㝲ဨ

㐠⯟⟶⌮ဨ


 㐨┴ᗇ⟶ㄢ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊⟶ㄢ㸧ࠊ⯟✵ࢭࣥࢱ࣮㸦⯟✵㝲ᇶᆅ㸧ཬࡧ
ᶵ㛗ࡢᏳ㐠⯟ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌
Ᏻ㐠⯟ࡢྲྀ⤌ࡋ࡚ࠊฟື๓ᚋࡢࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢཬࡧࢹࣈ࣮ࣜࣇ
ࣥࢢࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓ㐠⯟ᅋయࡀከᩘ࡛࠶ࡗࡓࡇࡽࠊࣄࣜࣥࢢࡼࡾࠊ
㐠⯟ᅋయᑐࡋᐇ≧ἣࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊୗᅗࡢ
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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ᅗ㻝㻚㻞
䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾ᐇ≧ἣ

ᅗ㻝㻚㻟
䝕䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾ᐇ≧ἣ
䛟䛧䛺䛔
㻝ᅋయ䠄㻝㻚㻤䠂䠅

ᮅ䜔カ⦎䛾䜏ᐇ
㻠ᅋయ䠄㻣㻚㻠䠂䠅

㐠⯟ᚋᐇ
㻡㻟ᅋయ䠄㻥㻤㻚㻞䠂䠅

䛶䛾ฟື䛻ᐇ
㻡㻜ᅋయ䠄㻥㻞㻚㻢䠂䠅

ᅗ㻝㻚㻠
䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾ཧຍ≧ἣ
≉ᐃ䛾䜽䝹䞊䛾䜏
㻡ᅋయ䠄㻥㻚㻞䠂䠅

䜽䝹䞊ဨ
㻝㻠ᅋయ䠄㻞㻢㻚㻜䠂䠅

ṧ␃ົ⪅
ྵ䜑䛯ဨ
㻟㻡ᅋయ䠄㻢㻠㻚㻤䠂䠅


㸺ࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢ┬␎ࡢ㸼
ฟື๓䛾䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾䜢䚸ฟື㏵ୖ䛷䛾ᶵෆ䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾䛻᭰䛘䛶䛔䜛䚹
カ⦎䛻䛿ฟື๓䝤䝸䞊䝣䜱䞁䜾䜢⾜䛳䛶䛔䜛䛜䚸⅏ᐖฟື䛿䚸ฟື䜎
䛷䛾㛫▷⦰䜢ඃඛ䛧䚸┬␎䛧䛶䛔䜛䚹
ฟື䜎䛷䛾‽ഛ䜢ศᢸ䛧䛶⾜䛖䛯䜑䚸୍㒊䛾⪅䛾䜏䛷ᐇ䛧䛶䛔䜛䚹


࢘ ⯟✵ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧ㐨┴ᗇ⟶ㄢ㸦ᾘ㜵ᮏ㒊⟶ㄢ㸧ࡢ㐠⯟≧ἣࡢᢕ
ᥱせ㡿
⟶ㄢࡣ┴ᗇᗇ⯋➼ᡤᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇാࡢ⯟✵㝲ࡽࡢ㟁ヰࡸ࣓࣮
ࣝࡼࡾࠊ㐠⯟≧ἣࡢᢕᥱࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ┴ᗇᗇ
⯋➼࠾࠸࡚ࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ືែ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ࡚㣕⾜≧ἣࢆᢕ
ᥱࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡶከ࠸ࠋ
㐠⯟㛵ࡍࡿሗ࿌࣭㐃⤡ࡣ⅏ᐖฟືࡢࡳ⾜࠸ࠊカ⦎ཬࡧ㏻ᖖ㐠⯟
࠾࠸࡚ࡣ┬␎ࡍࡿ㐠⯟ᅋయࡀከ࠸ࠋ
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࢚ ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟㛵ࡍࡿつ⛬࣭せ⥘࣭࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢ⟇ᐃ≧ἣཬ
ࡧⅬ᳨ࡢᐇ≧ἣ㸦㢖ᗘࠊయไ㸧
࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟㛵ࡍࡿつ⛬࣭せ⥘࣭࣐ࢽࣗࣝ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
࡚ࡢ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᨵṇᮇࡘ࠸࡚ࡣࠊᨾࢆཷࡅ࡚⾜࠺ሙྜࡸࠊᶵయ᭦᪂➼ྜࢃ
ࡏ࡚ᐇࡍࡿሙྜࡀከ࠸ࡀࠊ㛗ᮇ㛫ࢃࡓࡾⅬ᳨࣭᭦᪂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
㐠⯟ᅋయࡶ࠶ࡿࠋ

࢜ つ⛬࣭せ⥘࣭࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢつᐃ≧ἣ
ฟືᡭ㡰ࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣ  ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡋࠊฟືᡭ㡰ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡶࠊỴᐃᶒ⪅ࡀᅾࡢ
Ỵᐃࣉࣟࢭࢫࡀࠊ᫂☜࡞ሙྜࡀከ࠸ࠋ
άືṆࡢỴᐃᇶ‽ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣ  ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧ࠊฟື
ࡢỴᐃᇶ‽ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣ  ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛࠶ࡿࠋྛ᧯⦪
ኈࡢᢏ㔞ࡢ㐪࠸ࡸኳೃࡢ᥎⛣࡞ࡢせᅉࡼࡾࠊࡇࢀࡽࡢᇶ‽ࢆ୍ᚊ
ᩘ್࣭᫂ᩥࡍࡿࡇࡣ㞴ࡋ࠸ࡢពぢࡀከ࠸ࠋ
ฟືỴᐃᶒ⪅ࡢ╔௵ᚋᩍ⫱ࡢ㡯┠ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣࠊ ᅋయ㸦⣙
㸣㸧࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㡯┠

つᐃᅋయᩘ䠄ྜ䠅

䐟

⥭ᛴ㐠⯟䛾ฟືᡭ㡰

㻟㻣䠄㻢㻥㻚㻜䠂䠅

䐠

㣕⾜๓䚸㣕⾜㏵ୖ䚸⌧ሙ䛻䛚䛡䜛Ᏻ⟶⌮䛾
䛯䜑䛾䝏䜵䝑䜽㡯

㻟㻜䠄㻡㻡㻚㻢䠂䠅

䐡

ฟືỴᐃᶒ⪅䛻㐠⯟䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜔
⤒㦂䜢せồ䛩䜛ⱝ䛧䛟䛿╔௵ᚋ䛾ᩍ⫱㡯┠

㻝㻢䠄㻞㻥㻚㻣䠂䠅

䐢

άືṆ䛾Ỵᐃᇶ‽

㻞㻝䠄㻟㻤㻚㻥䠂䠅

䐣

ᐈほⓗ䛻ุ᩿䛷䛝䜛䜘䛖䛺ฟື䛾Ỵᐃᇶ‽

㻞㻥䠄㻡㻟㻚㻣䠂䠅
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࢝ Ṛゅ㒊ศࡢぢᙇࡾࡢᐇ≧ἣཬࡧつᐃ≧ἣ
㣕⾜୰ࡢṚゅ㒊ศࡢぢᙇࡾࡘ࠸࡚ࡣࠊࡰ࡚ࡢ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚
యไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋࠊ࣍ࣂࣜࣥࢢ୰ࡢᩆຓάື ᩆຓ㝲ဨࡢᢞධ
➼ ࠊぢᙇࡾᚲせ࡞ேဨࢆ༑ศ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㐠⯟ᅋయࡸࠊぢ
ᙇࡾせ㡿ࡘ࠸࡚࣐ࢽࣗࣝࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㐠⯟ᅋయࡀ࠶ࡿࠋ࣎ࢫࣉ
ࣟࢩ࣮ࢪ࣮ࣕ㸦Ⓨၐᡭ㡰㸧ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣయࡢ⣙༙ᩘ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
࢟ ࡢᩆ㞴ᶵ㛵㸦㆙ᐹࠊ⮬⾨㝲➼㸧ࡢ༠ຊయไࠊᙺศᢸ➼
ከࡃࡢ㐠⯟ᅋయࡀࠊฟື㛵ಀᶵ㛵㐃⤡ࢆྲྀࡾ࠶ࡗࡓࡾࠊᢸᙜ⪅
㆟ࢆᐃᮇⓗ㛤ദࡋࡓࡾࡍࡿ࡞ࠊⰋዲ࡞㐃ᦠࢆᅗࢁ࠺ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ༠ຊయไࡸᙺศᢸࢆ᫂☜ࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣ  ᅋయ㸦⣙
㸣㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࢡ ᒣᓅᩆຓάື≉ࡋࡓ࣐ࢽࣗࣝᩚഛ≧ἣ
 ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࠾࠸࡚ࠊఱࡽࡢᩆຓ࣐ࢽࣗࣝ୰ࠊᒣᓅᩆຓ
ࡢάືせ㡿ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊᒣᓅᩆຓ≉ࡋࡓ࣐ࢽࣗࣝࢆ
⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣࠊ ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛࠶ࡿࠋᒣᓅᩆຓ≉ࡋ
ࡓ࣐ࢽࣗࣝࢆྵࡵࠊᒣᓅᩆຓࡢάືせ㡿ࢆᐃࡵ࡚࠸࡞࠸㐠⯟ᅋయࡣࠊ
 ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛࠶ࡿࠋ
ᅗ㻝㻚㻡 ᒣᓅᩆຓ䝬䝙䝳䜰䝹⟇ᐃ≧ἣ

≉䛧䛯䝬䝙䝳䜰䝹᭷䜚
15ᅋయ䠄27.8䠂䠅
⟇ᐃ䛧䛶䛔䛺䛔
23ᅋయ䠄42.5䠂䠅

ᩆຓάື䝬䝙䝳䜰䝹䛾୍㒊䛻ྵ䜣䛷䛔䜛
16ᅋయ䠄29.7䠂䠅
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ࢣ Ỉ㞴ᩆຓάື≉ࡋࡓ࣐ࢽࣗࣝᩚഛ≧ἣ
 ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࠾࠸࡚ࠊఱࡽࡢᩆຓ࣐ࢽࣗࣝࠊỈ㞴ᩆຓࡢ
άືせ㡿ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊỈ㞴ᩆຓ≉ࡋࡓ࣐ࢽࣗࣝࢆ⟇
ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣ  ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛࠶ࡿࠋỈ㞴ᩆຓࡢάືせ㡿
ࢆᐃࡵ࡚࠸࡞࠸㐠⯟ᅋయࡣࠊ ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㻝㻚㻢 Ỉ㞴ᩆຓ䝬䝙䝳䜰䝹⟇ᐃ≧ἣ

⟇ᐃ䛧䛶䛔䛺䛔
14ᅋయ䠄25.9䠂䠅
≉䛧䛯䝬䝙䝳䜰䝹᭷䜚
33ᅋయ䠄61.1%)

ᩆຓάື䝬䝙䝳䜰䝹䛾୍㒊䛻ྵ䜣䛷䛔䜛
7ᅋయ䠄13.0䠂䠅


ࢥ 㐣ཤࡢᨾࡸࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺ║ࢆ࠾࠸ࡓ◊ಟ➼ࡢᐇ≧
ἣ
ࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺ║ࢆ࠾࠸ࡓ◊ಟࢆࠕᐇࡋ࡚࠸ࡿࠖᅇ⟅ࡋ
ࡓ㐠⯟ᅋయࡣ  ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࢇࡢ㐠⯟ᅋయࡀ
ࢹࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢ࡛ࡢࡾ㏉ࡾࡔࡅ࡛⤊ࢃࡾࠊࢆグ㘓࣭✚ࡋࠊࡑ
ࡢᚋࡢ◊ಟά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣᑡ࡞࠸ࠋ
ࢧ ฟືỴᐃᶒ⪅ࡢฟືỴᐃࡢุ᩿
࡚ࡢ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࠊᶵ㛗ࡢࡳࡢุ᩿ጤࡡࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
⯟✵㝲ࢫࢱࢵࣇ➼ࡽࡢຓゝࢆཧ⪃ࡍࡿ࡞ࠊ」ᩘࡢ⪅ࡀฟືỴᐃࡢ
ุ᩿㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊุ᩿ᇶ‽ࡸฟືỴᐃࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭ
ࢫࡀ᫂☜࡞ࡇࢁࡀከࡃࠊࡲࡓࠊฟືỴᐃᶒ⪅ࡣࠊࠕ㣕ࡪࠊ㣕ࡤ࡞࠸ࠖ
ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡿࡢࡳ࡛ࠊุ᩿㛵ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
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ࢩ ฟືỴᐃᶒ⪅ࡢࠊྛ᧯⦪ኈࡢ࣍ࣂࣜࣥࢢᩆຓカ⦎ࡢᐇ⦼ཬࡧฟືᐇ⦼
ࡢᢕᥱ≧ἣ୪ࡧ⅏ᐖฟືཬࡧカ⦎࠾ࡅࡿᶵ㛗㑅ᐃࡢᫎ≧
ἣ
᧯⦪ኈࡢ࣍ࣂࣜࣥࢢᩆຓカ⦎ࡢᐇ⦼ཬࡧฟືᐇ⦼ࢆᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟
ᅋయࡣࠊ ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧ࠊᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸㐠⯟ᅋయࡣ  ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᐇࡋ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣࠊ⮬㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ከࡃࠊ
ጤク㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ᑡ࡞࠸ࠋ
⮬㐠⯟ᅋయ࡛ࡣࠊ⟶⌮⫋ࡢ❧ሙࡢ᧯⦪ኈࡀᢏ⬟⟶⌮ࢆ⾜࠸ࠊฟື
ࡸカ⦎ࡢᶵ㛗㑅ᐃ࣍ࣂࣜࣥࢢᩆຓカ⦎ࡢᐇ⦼ཬࡧฟືᐇ⦼ࢆᫎࡋ
࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡀከ࠸ࠋ
⮬㐠⯟ᅋయ
11ᅋయ䠄84.6䠂䠅

ᅗ㻝㻚㻣 ᧯⦪ኈ䛾ᐇ⦼ᢕᥱ≧ἣ
ᅗ㻝㻚㻠㻚㻣 ᧯⦪ኈ䛾ᐇ⦼ᢕᥱ≧ἣ

ᐇ䛧䛶䛔䜛
㻝㻟ᅋయ䠄㻞㻠䠂䠅

ᐇ䛧䛶䛔䛺䛔
㻠㻝ᅋయ䠄㻣㻢㻑㻕
ᐇ䛧䛶䛔䛺䛔
41ᅋయ䠄75.9䠂䠅

ጤク㐠⯟ᅋయ
2ᅋయ䠄15.4䠂䠅
ᐇ䛧䛶䛔䜛
13ᅋయ䠄24.1䠂䠅


ࢫ 㐠⯟ุ᩿ࡢពᛮỴᐃࡢࠊᶵ㛗௨እࡢ⪅ࡢ㛵
ጤク㐠⯟ᅋయࢆ୰ᚰࠊ ᅋయ㸦⣙ 㸣㸧࡛㐠⯟⟶⌮せဨ  ࢆ㓄⨨ࡋ
࡚࠸ࡿࠋጤク㐠⯟ᅋయࡘ࠸࡚ࡣࠊࢇࡀጤクዎ⣙ࡢ୰࡛㐠⯟⟶⌮
せဨࡢὴ㐵ࢆ᮲௳ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⚃ఇ᪥࡛ࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
P1F

2

P

ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆᏳ㐠⯟ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ⯟✵ᶵࠊ⯟✵ಖᏳタࠊ↓⥺タཬࡧẼ㇟㛵ࡍࡿ
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第２章

安全性の向上

ヘリコプターは、その高速性と機動力により、地上からは接近困難な場所にお
いても消防力の投入を可能とさせ、各地域の安全安心に大きく貢献している。同
時に、主な活動が高高度で行われ、少しの判断ミスや不安全行動が、重大事故に
つながる危険を伴うことも事実である。
今回行った調査結果から見えてくる、各消防防災航空隊の安全管理意識の高
さは、こうした事実を十分認識している証拠ともいえるが、更なる安全性の向上
に向け、改善の余地があると思われる点について、以下のとおり検討を行った。
１

ヘリコプター動態管理システム
(1)

ヘリコプター動態管理システムの常時活用
ヘリコプター動態管理システム1は、ヘリコプター位置情報の通信機能、
メッセージ送受信機能、災害場所等の地点登録機能を有し、広域応援時に
おけるヘリコプターの効果的運用を目的とし、消防防災ヘリコプターへの
配備が進んできた。
ヘリコプター動態管理システムは、機上装置からヘリコプターの位置情
報を送信する間隔を 20 秒から 3,600 秒の範囲で設定することが可能とな
っており、間隔が短いほど、リアルタイムに近い位置情報が地上端末上で
表示される仕組みとなっている。運用状況については、通信間隔が短くな
れば通信費用も増えることから、災害出動時のみの使用に制限していたり、
飛行の目的によって通信間隔を切り替えたりする等、一様ではない。
運航団体にとっては通信費の負担が増えることになるが、ヘリコプター
動態管理システムの配備・運用状況及び機能を勘案すると、各運航団体が
システムを常時起動し、航空隊基地においてヘリコプターの正確な動態監
視を徹底することで、以下の点において通常運航時も含めた安全性向上が
見込まれることから、運航種別を問わず、積極的に常時活用する必要がある。

➣ 気象情報をはじめとする、運航又は活動に影響する情報を適宜機体側
へ送信することで、危険回避につながる。
➣ 機体側に緊急事態が生じた際に、システム上に表示される軌跡データ
から、機体位置が推測可能となり、迅速で効率的な捜索救難活動につな
がる。

1

イリジウム衛星通信を利用して、機体に搭載した装置からヘリコプターの位置情報を送信することで、
地上端末を設置している災害対策本部や航空隊基地においてリアルタイムに機体の動態を把握することが
できるシステム。平成 29 年度中に全消防防災ヘリコプターへ搭載されることになっている。
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(2)

ヘリコプター動態管理システムの高度化
ヘリコプター動態管理システムの常時活用により、安全管理体制の向上
が見込まれる点は、前述のとおりである。当システムは、ヘリコプターの
効率的な運用を目的として配備が進められてきたところであるが、今後の
技術の進展と併せ、安全性向上を含めた機能の追加を検討していく必要性
は高い。
特に、操縦面に特化した事後検証については、ほとんどの運航団体にお
いて実施されていない現状を踏まえると、安全性向上の機能として、飛行
時の機体状況の可視化が考えられる。機体の角度や速度等の情報を元に、
飛行後の運航面の振り返りに活用できるという点で、安全性向上への効果
が期待できる。

２

ヒヤリ・ハット事例の共有
ほとんどの運航団体が、活動終了後のデブリーフィングにおいて、活動時に
見られた危険行動の検証を行い、対策を講じることで、事故の未然防止に努
めている。しかし、それらをヒヤリ・ハット事例として記録・蓄積し、共有・
伝承している運航団体は少ない。個々の運航団体の中だけでは、蓄積される
事例数が限られ、潜在危険予測訓練への活用が難しいことが、一つの原因と

考えられる。
つまり、ヒヤリ・ハット事例の共有体制を支える最大の要素は事例数の確保
と言える。よって、何らかの方法により、消防防災の全運航団体で認知した事
例を吸い上げ、共有できる仕組みが必要と考えるのは妥当である。
事例数の確保を図るには、提出元の秘匿性確保や非懲罰の徹底を行う等、事
例の提出に際して、運航団体や操縦士の抵抗感を無くす仕組みも整えていか
なければならない。
また、事故のあらゆる芽を摘んでいくためには、集まった事例を、過去の教
訓として活用していくことを、各運航団体が念頭に置く必要がある。
３

ＣＲＭの導入
ＣＲＭ2（クルー・リソース・マネジメント）は、航空技術が飛躍的に発達
し、航空機事故が大幅に減少したとされる 1970 年代以降、横ばいで推移する
航空事故の約 80%が、人的要因（ヒューマンエラー）によるものであるとい
うＩＡＴＡ（国際航空運送協会）の調査結果を背景に、民間航空会社を中心に

2 クルー・リソース・マネジメント（Crew Resource Management）は、チームメンバーの力を結集し
て安全運航を達成するために、対人関係や協調性などを専門的技術として訓練で身につけさせ、チームの
業務遂行能力を向上させること。

- 15 －15 －

第２章

浸透していった経緯があり3、自衛隊や海上保安庁等、安全な任務遂行の目的
で取り組んでいる防災機関も多い。
消防防災航空隊の中にもＣＲＭに着目し、自衛隊出身の操縦士が習得した手
法を基に、部隊の活動効率の向上や事故防止の取組としてすでに取り入れてい
る運航団体もあるが、全体としては少ない。また、ほとんどの運航団体が、部
隊内のコミュニケーションを重視し、互いの意見の尊重に努めていることが確
認されたが、このような意思疎通を明確な手法として確立するにはいたってい
ない。
このことから、消防防災航空隊全体として安全性向上を図る上で、ＣＲＭの
導入は有効と考えられ、手法の確立に向けて、考察と工夫が求められるところ
である。
ＣＲＭの効果を最大限に活かすためには、搭乗する者全てが、その概念を統
一的に認識する必要がある。また、ＣＲＭは日々、研究が重ねられ、進歩して
いくものであることから、継続的な研修が必要になる。
以上を念頭に置き、消防防災航空隊へのＣＲＭ導入に向け、研修の手法、研
修機会の設定、受講対象者の選定について、今後さらに調査・研究をしていく
必要があると言える。
４

２人操縦体制の導入
２人操縦体制を導入している運航団体の多くが、機長に不測の事態が発生し

た時への備えや、計器類の操作補助によって機長の負担を軽減できることを主
な理由に挙げている。また、同じ操縦士の目線で飛行中の周囲監視が行えるこ
とも、安全管理上、非常に大きな効果があるという見方が強い。これに対し、
２人の操縦士が搭乗することで、積載重量の兼ね合いから、活動隊員数、活動
可能高度及び時間の制限につながる懸念を抱く運航団体も多い。
しかし、操縦かんを握る操縦士が空間識失調4に陥る場合や体調不良となる
場合等、人命に危険を及ぼす致命的な事故につながりかねない事態への備えは、
何よりも優先されるものである。
資料３（P.86）で示すとおり、過去の重大インシデント及び多くの死傷者が
発生した消防防災ヘリコプターの事故において、１人操縦体制の運航団体の割
合が高いという事実も看過するべきではない。
また、第４章で後述するとおり、ＯＪＴによって業務を遂行しつつ、若手操
縦士の養成を行っていく必要があるが、養成期間中の操縦士であっても、操縦

3

村上耕一[1997]『機長のマネジメント』産業能率大学出版部
操縦者が自分又は操縦している航空機の姿勢、位置、運動状態（方向、速度、回転）などを客観的に把
握できなくなる状態。

4
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する機種の型式限定資格を有していれば、不測の事態において操縦を交代する
ことに支障はない。
したがって、各運航団体においては、今後の操縦士の養成・確保も見据えな
がら、２人操縦体制を導入することによって、より一層、運航の安全を確保し
ていく必要がある。
５

フライトレコーダー・ボイスレコーダーの搭載
フライトレコーダー等については、航空法5に定めるとおり、最大離陸重量
が 3,180 キログラムを超え 7,000 キログラム以下の航空運送事業の用に供す
る回転翼航空機、又は最大離陸重量が 7,000 キログラムを超える全ての回転
翼航空機について、それぞれ規定の飛行データや操縦室内音声データを記録
する装置として搭載等が求められている。
消防防災ヘリコプターは自家用運航であり、航空運送事業ではないことか
ら、これらの装置は 7,000 キログラムを超える機体及びメーカーの標準装備
となっている機体へ搭載されているのが現状である。
フライトレコーダー・ボイスレコーダーの搭載により、事故時には機体の飛

行記録及び音声記録を読み出し、解析することが可能となる。しかし、現行の
消防防災機に積載することは、積載重量の観点から、活動高度・時間に影響を
与え得ること、多額の費用が生じることが懸念される。また、追加搭載の実績
が少ないため、不測の工期が発生する可能性も考えられる。
また、その有効性は事故の未然防止ではなく、主に事故後の原因究明を通じ
たその後の安全性の向上にあるものと言える。
しかしながら、事故の原因究明と運航団体の運航再開の迅速化が期待できる
点では、非常に大きな効果が期待できる。また、長期的な観点から見れば、航
空安全に寄与するものと言え、フライトレコーダー・ボイスレコーダー積載の
必要性は高い。
加えて、原因究明における必要から、フライトレコーダー・ボイスレコーダ
ーを機体の標準装備として製造・販売するメーカーが増えつつあることにも注
目すると、各運航団体の次期ヘリコプターの機体更新等を機に、これらの装置
の搭載を図っていく必要性は高い。
６

消防防災航空隊の組織、人員等
(1) 航空隊基地への運航責任者の配置
全ての運航団体で、運航管理を統括する運航管理責任者等を配置してい
る。航空安全管理監などの、安全管理業務に特化した職員を配置している

5

航空法第 61 条及び航空法施行規則第 149 条
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運航団体もある。一方で、航空隊基地に、運航管理責任者等を補佐する運
航責任者（航空センター長又はそれと同等の職）が常駐せず、県庁庁舎等
での定期的な会議や巡視により、航空隊の運営管理を行っている運航団体
もある。
基地に常駐する運航責任者は、県庁庁舎等で勤務する運航管理責任者へ、
運航状況に係る報告連絡を行うほか、客観的な立場から部隊の管理・監督
をしており、組織の運営上、重要な役割を担っている。
人員確保の課題もあるが、航空隊基地への運航責任者の配置は、組織の
連絡体制や職員管理の面からも非常に重要と言える。
(2)

航空隊基地への運航管理要員の配置

委託運航団体では、委託契約に運航管理要員の派遣を含んでいることが
多く、要員は概ね確保されている現状であるが、祝休日に配置が困難にな
る場合もある。自主運航団体の多くは、専任の運航管理要員を配置してお
らず、残留する職員に対する同業務の指定が不明確な場合がある。
消防防災における運航管理要員は、航空法上、配置する義務が生じるも
のではない。しかし、基地で得られた気象情報や、活動に必要な情報を適
宜機体側へ伝達できる点で、運航管理要員は安全管理上、非常に重要な役
割を果たしていると考えられることから、各運航団体においては、こうし
た要員の配置に努める必要がある。
７

航空センター及び道県庁主管課（消防本部主管課）の運航状況の把握
緊急出動前に、道県庁主管課（消防本部主管課）責任職あてに電話又はメ
ールにより、飛行状況の把握を行っている運航団体が多い。また、道県庁主
管課（消防本部主管課）において、ヘリコプター動態管理システムを活用し、
飛行状況を把握している運航団体も多い。
しかしながら、こうした連絡は緊急出場時のみに限られ、訓練、通常運航
時については、省略する運航団体が多い。
主管課による運航状況の常時把握は、組織として、万事への即応体制を整
える上で不可欠である。このことから、各運航団体は、運航種別にかかわら
ず、飛行時は道県庁主管課（消防本部主管課）への連絡を行うなど、規程等に
基づいた飛行状況の把握を徹底する必要がある。

８

出動決定権者による各操縦士の技能管理
多くの委託運航団体では、操縦士の技能管理を運航受託会社が行っており、
団体自らが、操縦士の技能管理を行っているケースは少ない。
操縦士の実績把握・技能管理については、操縦に関する、安全確実な活動水
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準を見極めるための重要な要素であり、運航団体の適切な出動可否判断につな
がるものである。
第４章でも後述するように、安全確保を図る上でも、運航主体として操縦士
の技能管理を行う手法について、検討を行う必要がある。
９

ブリーフィングの実施

ほとんどの運航団体で、出動前のブリーフィングにより、運航及び活動時の
安全確認が行われているが、要請から出場までの時間短縮を図る中で、飛行前
ブリーフィングを省略又は一部省略して出動する運航団体がある。
飛行前のブリーフィングは、活動方針や緊急時の手順を、部隊で確実に共有
する取組であり、飛行中の安全管理に直結するものと言える。
出動までの時間短縮を図り、ブリーフィングを省略することは、不安全行動
につながる可能性もあることから、災害・訓練などの飛行種別にかかわらず、
当該活動に携わる職員全員による飛行前のブリーフィングを徹底する必要が
ある。
10

死角部分の見張り
飛行中の死角部分の見張りについては、ほぼ全ての運航団体で体制が整って
いるが、ホバリングしての救助活動中(救助隊員の投入中)に、見張りに必要な
人員を十分に確保できていない運航団体が見受けられる。
救助活動中における樹木等への機体の接触が墜落事故につながった事例も
あることから、安全管理を重視し、救助活動中は十分な見張り体制を確保する
必要がある。

11

シミュレーターの活用

フルフライトシミュレーター及び飛行訓練装置（ＦＴＤ）は、実機では実施
が困難な緊急操作の訓練が可能となることから、これらの活用は、操縦面での
安全性向上を図る上で、非常に有効と考えられる。
また、後述の計器飛行証明の取得・維持にも有用なものであり、消防防災に
おける需要も高い。
しかしながら、日本国内におけるシミュレーターの配置数は限られており、
運航団体の希望や計画どおりに活用できていないのが現状である。
また、運航団体の保有する機種に合致するシミュレーターが配置されている
海外へ出向かなければならず、操縦士の長期不在や、高額の費用負担が生じる
といった課題もある。
以上の現状及び課題を踏まえると、運航団体によるシミュレーターの活用に
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むけ、国からの財政措置や、配備のあり方について、引き続き検討を進めてい
く必要がある。
12

計器飛行
計器飛行により、有視界飛行が困難な夜間や悪天候下においても飛行が可能

となり、大規模災害発生時における広域応援の迅速化を図ることができる。ま
た、飛行中の急な天候変化により、有視界飛行が難しくなる事態においても、
計器飛行へ切替えることで、危険地帯からの避難行動が可能となり、安全性向
上の面からも有効性は高い。
こうした利点から、消防防災ヘリコプター操縦士は計器飛行証明の資格取得
が望まれるところであるが、前述のとおり、シミュレーターが潤沢に配置され
ていない現状において、資格維持に必要な飛行時間の確保が困難であることや、
多額の費用が必要となるということが課題となっている。
以上のことから、計器飛行の定着に向けた取組については、今後の計器飛行航
路や訓練環境の整備状況にも留意しながら、引き続き検討していく必要がある。
13

ヘリコプターの運航に関する規程・要綱・マニュアル等の整備
(1) 点検・見直し

ヘリコプターの運航に関する規程・要綱・マニュアル等については、全て
の運航団体において策定されており、事故が発生した場合や機体更新時等に
見直しを行う場合が多い。
しかし、長期間にわたり点検・見直しを行わず、規程内容が実態とかい離
している運航団体もある。
こうした運航団体については、今回の長野県消防防災ヘリコプターの事故
を契機として、点検・見直しを行う必要がある。
(2) 意思決定プロセス
出動可否の判断については、全ての運航団体において、最終的に出動決定
を行う者が規程等で明確化されている。機長のみの判断に委ねることなく、
航空隊スタッフ等からの助言を参考にするなど、複数の者が出動決定の判断
に関わっている。
しかし、その際の意思決定プロセスが明らかになっていない又は、出動決
定権者が休務の場合の意思決定プロセスが定められていない運航団体が多
数認められた。
意思決定プロセスは、出動決定権者が根拠を持って責任ある判断を行うた
めに必要なものであることから、こうした運航団体については、規程等で定
める必要がある。
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(3)

出動可否の判断基準の数値化・明文化
出動可否の判断基準を数値化・明文化することについて、各操縦士の技量

の違いや天候の推移などの要因により、一律に数値化・明文化することが必
要以上の活動制限につながるとの考え方もあるが、出動決定権者が根拠を持
って責任ある判断を行うためには、地域特性を考慮した、出動可否の判断基
準や活動停止の決定基準等が必要であり、規程等で明確にする必要がある。
(4)

出動決定権者の着任後教育
出動決定権者への着任後教育については、項目を定めて実施している運航

団体は少ない。
出動決定権者が行う航空隊の運用判断には、航空分野の専門知識を含めた
多岐にわたる知識が必要であることから、必要な項目を検討し、着任後研修
が確実に実施される体制を構築する必要がある。
(5)

山岳救助活動及び水難救助活動に特化したマニュアルの整備

山岳救助活動及び水難救助活動などの活動種別ごとに特化したマニュア
ル（全般的な救助活動マニュアルに含まれる場合を含む。）については、山
岳救助で６割弱、水難救助で７割強の団体で整備できているが、他の運航団
体については未整備となっている。
山岳救助活動や水難救助活動には、活動を行う上でそれぞれ特有の留意
事項があり、広域応援等で管轄区域以外の地域に出場することも考えられる
ことから、各運航団体の地域事情に関わらず、山岳救助活動や水難救助活動
を行う上で必要な事項について、マニュアル等で明確にする必要がある。
(6)

隊員降下中の見張り・ボイスプロシージャー
飛行中の死角部分の見張りについては、ほぼ全ての運航団体で体制が整っ
ているが、隊員降下中の見張りについてマニュアル化が図られていない運航
団体や、ボイスプロシージャー（発唱手順）が定められていない運航団体が
ある。
見張り要員の配置やボイスプロシージャーは、事故防止を図る上で非常に
重要な項目であることから、こうした項目を定めていない運航団体について
は、必要な項目について検討を行い、マニュアル等で明確にする必要がある。
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୍ᐃࡢ⯟✵ᾘ㜵ຊࡢ⥔ᣢࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟ᶵయᩘࡀ㸯ᶵࡢ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊ㐠⯟ྍ⬟
࡞ᮇ㛫୰ࠊࡢ㐠⯟ᅋయࡢᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᛂࢆཷࡅࡿࡣ⥲ࡌ࡚
ከ࠸ࡣゝ࠼ࡎࠊᴫࡡ⯟✵ᾘ㜵ࡢ㟂せࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⪏✵᳨ᰝ
➼ࡼࡿ㐠⯟⬟ᮇ㛫୰ࡣࠊ⯟✵ᾘ㜵ࡢ㟂せࢆ‶ࡓࡍࡇࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࡽࠊᏳᐃࡋࡓ⯟✵ᾘ㜵ຊࡢ☜ಖྥࡅࠊ┦ᛂయไࡢᙉࠊ㛵ಀ
ᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉཬࡧྛ┴ෆ㸰ᶵ௨ୖࡢ㐠⯟యไࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸯 ┦ᛂయไࡢᙉ
ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㓄ഛ≧ἣࡣᮏ❶ෑ㢌グ㍕ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࢇࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ㐠⯟ࡍࡿ㐠⯟ᅋయ㛫ࡢ┦ᛂ
༠ᐃᇶ࡙ࡃ⿵యไࡀ⠏ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㞄᥋ࡍࡿ㐠⯟ᅋయ㛫࡛⯟✵ᾘ㜵
ຊࡀ⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ⪏✵᳨ᰝᮇࡢ㔜」ࢆ㑊ࡅࡿㄪᩚࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀ
ከ࠸ࠋ
┦ᛂ༠ᐃࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ㐠⯟ࡍࡿ㒔㐨┴┦㛫ཪ
ࡣᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ┦㛫࡛⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀከࡃࠊྛᆅᇦ࠾࠸࡚」ᩘࡢ㐠
⯟ᅋయࡼࡗ࡚ᗈᇦⓗ⥾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆᨻ௧
ᣦᐃ㒔ᕷࡢࡳࡀ㐠⯟ࡍࡿᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊᙜヱᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᛂ
ࢆᙜヱᗓ┴ෆࡢࡢᆅᇦࡀཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᗓ┴ୗࡢᛂ༠ᐃࡀ⤖ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ⮬ࡽ㐠⯟ࡋ࡞࠸ᗓ┴ࡀࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉ
ࢱ࣮ࢆ㐠⯟ࡍࡿ㏆㞄ࡢ┴ࠊ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࡲࢀ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᾘ
㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ㐠⯟ࡍࡿᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡣࠊ㏆㞄㒔㐨ᗓ┴ࡢᕷ⏫ᮧฟື
ࡍࡿ᰿ᣐ࡞ࡿ༠ᐃࢆ᭷ࡍࡿࡇࡶࡲࢀ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ⌧≧ࡽࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢࡳࡀ㐠⯟ࡍࡿᗓ┴
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࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡀฟື⬟࡞ࡿ㝿ࠊᙜヱᗓ┴ෆࡢࡢᆅᇦ࠾ࡅࡿ⯟✵
ᾘ㜵ຊ✵ⓑࡀ⏕ࡌࡿ⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⯟✵ᾘ㜵ຊ☜ಖࡢぢᆅࡽࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓ✵ⓑᆅᇦࢆᇙࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢ
ࡳࡀ㐠⯟ࡍࡿᗓ┴ࡣࠊࡢᗓ┴ࡽࡶᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡼࡿᛂࢆཷࡅ
ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊ༠ᐃࡢ⥾⤖ࡼࡿᛂయไࡢᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᗓ┴ࡢ㝈ࡽࡎࠊ┦ᛂయไࡀᡭⷧ࡞ᆅᇦ࠾ࡅࡿᛂ
యไࡢᐇດࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᾘ㜵⤌⧊ἲᐃࡵࡿᾘ㜵ࡢ┦ᛂࡢព⩏ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊࡢᕷ⏫ᮧᛂ
ฟືࡍࡿᙜࡓࡾࠊᚲࡎࡋࡶఱࡽࡢ༠ᐃࡀᚲせ࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ
ᛂฟືࡢ✀㢮ཬࡧᑐ㇟༊ᇦࠊᛂせㄳࡢ᪉ἲࠊᛂせࡍࡿ⤒㈝ࡢ㈇ᢸ༊ศࠊ
ᣦ௧ࡢලయⓗ᪉ἲࠊච㈐㡯➼ࢆ࠶ࡽࡌࡵᐃࡵ࡚࠾ࡃࡇࡣࠊ㎿㏿࡞┦
ᛂࢆᅗࡿୖ࡛ࡣྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽゝ࠼ࡤࠊᛂฟືࡢ௳ᩘࡀ୍᪉ࡢᅋయ೫ࡿሙྜࡣබᖹឤࡀ⏕ࡌ
ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ༠ᐃ⥾⤖㝿ࡋ࡚ࡣࠊ๓㏙ࡢฟື⤒㈝ࡸච㈐㡯➼ࡘ࠸
࡚ࠊ࠶ࡽࡌࡵᅋయ㛫࠾࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊㄪᩚࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᾘ㜵ᗇ࠾࠸࡚ࡶࠊ┦ᛂయไࡢᐇྥࡅࡓാࡁࡅࢆࠊ㛵ಀᆅ
᪉බඹᅋయᑐࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸰 㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ
๓㡯ࡢᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆಖ᭷ࡍࡿ㐠⯟ᅋయ㛫ࡢㄪᩚຍ࠼ࠊከࡃࡢᆅ
ᇦ࠾࠸࡚ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴㆙ᐹࡢ㛫࡛ࠊ⪏✵᳨ᰝᮇࡢ㔜」ࢆ㑊ࡅࡿㄪᩚࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྛᶵ㛵࡛ཷಙࡋࡓせㄳෆᐜࡸሙᡤࡘ࠸࡚ࠊ┦ࡢ⯟✵㝲
㛫࡛ሗඹ᭷ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿ➼ࠊ᪉ࡢ㓄៖ࡼࡾⰋዲ࡞㛵ಀࡀ⠏ࡅ࡚࠸ࡿሙྜ
ࡀከࡃࠊࡇࢀࢆ᭦ᙉᅛࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ྛᶵ㛵ࡢㄪᩚ࣭ᕤኵࡣࠊࡼࡾ☜ᐇࠊ㛗ᮇⓗྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸
ࡶࡢゝ࠼ࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊ༠ᐃࡸぬ᭩➼ࡼࡾ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆ
ᙉ࣭᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᾘ㜵ᗇ㛵ಀ┬ᗇࡢ㛫࡛ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊ
ྛ㐠⯟ᅋయ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡀᙉ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏
యไࡢᐇᙉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸱 ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇ⟇
๓㏙ࡢࠕ┦ᛂయไࡢᙉࠖཬࡧࠕ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉࠖຍ࠼ࠊᾘ㜵
㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟ᶵయᩘࡀ㸯ᶵࡢ㐠⯟ᅋయᶵయࢆቑ㓄ഛࡍࡿࡇࡀࠊ
⯟✵ᾘ㜵ຊࡢ᭦࡞ࡿᏳᐃࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࡣࠊᶵయࡢ㉎ධࡸ⥔ᣢ⟶⌮ಀࡿ⤒㈝㈇ᢸࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡿࠋࡲ
ࡓࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢቑ㓄ഛࡼࡗ࡚㐠⯟せࡍࡿேဨ☜ಖࢆ⪃࠼࡞ࡅ
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ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊḟ❶࡛㏙ࡿ࠾ࡾࠊᚋணࡉࢀࡿ࣋ࢸࣛࣥ᧯⦪ኈࡢ㔞
㏥⫋ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡶࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡿࠋ
ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢቑ㓄ഛࡢᡭẁࡋ࡚ࠊᾘ㜵⤌⧊ἲ➨ 50 ᮲ࡢᅜ᭷㈈
⏘➼ࡢ↓ൾ⏝ࡼࡿᾘ㜵ᗇ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㓄ഛࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࠕ⥭ᛴᾘ㜵
ຓ㝲ಀࡿᅜ᭷㈈⏘➼ࡢ↓ൾ⏝㛵ࡍࡿせ⥘࡛ࠖᐃࡵࡿ࠾ࡾࠊᾘ㜵ᗇ࣊
ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ⥔ᣢ࣭㐠⯟⤒㈝ࡣ㓄ഛࡉࢀࡿ㐠⯟ᅋయࡀ㈇ᢸࡍࡿࡇ࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ⮬ᩚഛᅋయྠᵝࠊ㈈ᨻ㠃ཬࡧேဨ☜ಖࡢ㠃࠾࠸࡚ࠊࡁ࡞㈇ᢸࡀ⏕
ࡌࡿࡇ࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇࡽࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢቑ㓄ഛࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᆅᇦ࠾ࡅ
ࡿ⯟✵ᾘ㜵ࢽ࣮ࢬࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊࠕ┦ᛂయไࡢᙉࠖཬࡧࠕ㛵ಀᶵ㛵ࡢ
㐃ᦠᙉࠖࡼࡿຠᯝࢆぢᴟࡵ࡞ࡀࡽࠊேဨ☜ಖࡢ㐍ᤖཬࡧ㈈ᨻⓗ࡞ᐇ⌧ྍ⬟
ᛶ↷ࡽࡋྜࢃࡏࠊྛᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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➨㸲❶ ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖ
 
 ከࡃࡢ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚㇏ᐩ࡞㣕⾜⤒㦂ࢆᣢࡘ᧯⦪ኈࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
㧗㱋ࡸ㌿⫋ࡼࡾࠊ᧯⦪ኈࡢ☜ಖࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡶ࠶ࡿࠋ
ᢏ㔞࠶ࡿ᧯⦪ኈࡢᩘࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇཬࡧࠊ㧗㧗ᗘ࡛ࡢ࣍ࣂࣜࣥࢢ࡞ᾘ
㜵㜵⅏ᴗົ㧗࠸ᢏ⾡ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊⱝᡭ᧯⦪ኈࡀ༶ᡓຊ࡞ࡿ
ࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࡇࡽࠊᢏ㔞࠶ࡿ᧯⦪ኈࡢ☜ಖࡣࠊ㐠⯟ᅋయࡀ┤㠃ࡋ࠺ࡿㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᧯⦪ኈࡢᢏ㔞☜ಖࡣࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᐃࡋࡓ㐠⯟ࠊᏳ࡞ά
ືࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࠊィ⏬ⓗᢏ㔞࠶ࡿ᧯⦪ኈࢆ㣴ᡂ
ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊ௨ୗࡢྲྀ⤌ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸯 ົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠά⏝
࣋ࢸࣛࣥ᧯⦪ኈࡢ㔞㏥⫋ࡀぢ㎸ࡲࢀࠊ㣕⾜⤒㦂ࢆ✚ࡴሙ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ⸆
ᩓᕸ➼ࡢᴗົῶᑡࡀ⥆ࡃ୰ࠊẚ㍑ⓗ㧗࠸ᢏ⾡ࡀồࡵࡽࢀࡿᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ
࣮᧯⦪ኈ➼ࢆຠ⋡ⓗ㣴ᡂ࣭☜ಖࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᅜᅵ㏻
┬⯟✵ᒁࢆົᒁࡋࠊ㛵ಀ┬ᗇ㸦⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇࠊཌ⏕ປാ┬ࠊᅜᅵ㏻┬㸧ࠊ
Ꮫ㆑⤒㦂⪅ࠊᴗ⏺㛵ಀ⪅ࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡞ࡿ᳨ウጤဨࡀ㛤ദࡉࢀࠕᾘ㜵࣭㜵⅏
࣊ࣜ᧯⦪ኈࡢົせ௳ཬࡧカ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ㸦௨ୗࠕົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡀࡾࡲࡵࡽࢀࡓࠋ
ົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ᪂ࡓᾘ㜵㜵⅏ᴗົᚑࡍࡿ᧯⦪ኈࡢල
యⓗ࡞ົせ௳ཬࡧ௵⏝カ⦎ࠊ᪤ᚑࡋ࡚࠸ࡿ᧯⦪ኈࡢᐃᮇカ⦎ࡢ☜ㄆ㡯
┠ࢆᐃࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࢆຠ⋡ⓗ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ࢞
ࢻࣛࣥゝ࠼ࡿࠋ
➨㸯❶㸰㸦㸱㸧ࢩ࡛♧ࡍ࠾ࡾࠊ᧯⦪ኈࡢカ⦎࣭⅏ᐖฟືࡢᐇ⦼ᢕᥱࡸᢏ⬟
⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㐠⯟ᅋయࡣࠊయࡢ⣙ 㸦 ᅋయ㸧ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
࠺ࡋࡓᢏ⬟⟶⌮ࡣࠊ⮬㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ᧯⦪㈨᱁ࢆᣢࡘ
୍ᐃࡢ㝵⣭ࡢ⫋ဨࡀࠊࡇࢀࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ
୍᪉࡛ࠊጤク㐠⯟ᅋయ࡛ࡣጤクዎ⣙࠾࠸࡚ࠊ୍ᐃ௨ୖࡢ⥲㣕⾜㛫ࢆ᧯⦪
ኈࡢὴ㐵᮲௳ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ㐠⯟ᅋయ⮬ࡽࡀὴ㐵ࡉࢀ࡚ࡃࡿ᧯⦪ኈࡢᢏ
⬟⟶⌮ࢆ⾜ࢃ࡞࠸⤖ᯝ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡋࡋࠊ᧯⦪ኈࡢᢏ⬟ࡣࠊᏳ㐠⯟┤⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊάືሙᡤࡢ≉ᛶ
ࡸ㞴᫆ᗘ↷ࡽࡋྜࢃࡏࠊ㐺ษ࡞ฟືྍྰุ᩿ࡸάື᪉㔪ࡢỴᐃᙳ㡪ࢆ
࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ㐠⯟ᅋయ⮬ࡽࡀࡇࢀࢆ⟶⌮ࡍࡿࡇࡣࠊ⤌⧊ࡋ࡚
Ᏻ㐠⯟ࢆ☜❧ࡍࡿୖ࡛ࠊ㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡲࡓࠊ᧯⦪ኈࡢᢏ⬟⟶⌮ࡣࠊᅾ⡠ࡍࡿ᧯⦪ኈࢆຠ⋡ⓗ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠸࠺
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㊃᪨ࡶྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ௨ୖࡢࡇࡽࠊᚋࡢᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࠊᾘ㜵㜵
⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳ㐠⯟ྥࡅࠊົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆά⏝ࡍࡿࡇ
ࡣࠊ୍ࡘࡢ᭷ຠ⟇ゝ࠼ࡿࠋ
  ࡲࡓࠊົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐃࡵࡿ௵⏝カ⦎ཬࡧᐃᮇカ⦎ࡢ☜ㄆ㡯┠
ࡘ࠸࡚ࡣࠊカ⦎ᐇᚋ⬟ຊ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࡢࡢࠊồࡵࡽࢀࡿ฿㐩Ỉ‽ࡣྛ㐠
⯟⪅ࡼࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᙧ㧁ࡍࡿᜍࢀࡶ࠶ࡿࠋᆅᙧࠊẼೃࠊ⅏ᐖ
ែᵝ➼ࡢᆅᇦ≉ᛶࢇࡀࡳ࡞ࡀࡽࠊᾘ㜵㜵⅏ᴗົ⯡ồࡵࡽࢀࡿྛᢏ⬟
ࡢ฿㐩Ỉ‽ࢆ࡛ࡁ࠺ࡿ㝈ࡾ᫂☜ࡍࡿࡇ࡛ࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࠊࡼࡾຠᯝ
ⓗ᧯⦪ኈࡢ⬟ຊ☜ㄆࢆ⾜࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᏳࡀᢸಖ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸰 ࠕᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ᧯⦪ኈ㣴ᡂ࣭☜ಖࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ࠾
ࡅࡿㄢ㢟ࡢලయⓗྲྀ⤌
  㸰ே᧯⦪యไࡼࡿ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ
   ࠕᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡢ࠶ࡾ᪉㛵ࡍࡿ᳨ウࠖ
ሗ࿌᭩࠾࠸࡚ࠊ⤒㦂ࡢὸ࠸᧯⦪ኈࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡃほⅬࡽࠊ㹍㹈㹒ࢆά⏝
ࡋࡓ㸰ே᧯⦪యไࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠺ࡓࢃࢀࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡋࠊ㸰ே᧯⦪యไࡣ⮬㐠⯟ᅋయ㝈ࡽࢀࠊ㐠⯟ᅋయࡢ⣙㸱
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㸯ே᧯⦪యไࡢ㐠⯟ᅋయࡢከࡃࡀࠊ㸰ே᧯⦪యไ
ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡼࡗ࡚ࠊᑟධྥࡅ࡚ලయⓗ࡞
᳨ウࢆ⾜࠺࠸ࡓࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᮏ❶ෑ㢌ࡢ࠾ࡾࠊ᧯⦪ኈ㊊ࡣ࡚ࡢ㐠⯟ᅋయࡀᢪ࠼࠺ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
࣋ࢸࣛࣥ᧯⦪ኈࡢ㔞㏥⫋ࡀᮏ᱁ࡍࡿ๓ࠊḟࢆᢸ࠺᧯⦪ኈࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸
ࡃࡇࡣࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟ࢆ☜ಖࡍࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㐠⯟ᅋ
యẸ㛫ᴗ⪅ࡀࡶྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊጤク㐠⯟ᅋ
య⮬ࡽࡀࠊ⮬ᅋయࢆྵࡵࡓᚋࡢᾘ㜵㜵⅏ᴗົࢆᢸ࠺᧯⦪ኈ㣴ᡂࢆᛕ㢌⨨
ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊ㸰ே᧯⦪యไࡼࡗ࡚ࠊ⤒㦂ࡢὸ࠸᧯⦪ኈࢆ࣋ࢸࣛࣥ᧯⦪ኈ
ྠࡉࡏࠊᴗົࢆ㐙⾜ࡋ࡞ࡀࡽ⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➨㸰❶࡛㏙ࡓ࠾ࡾࠊᶵ㛗 ࡢែࡀⓎ⏕ࡋࡓࡢഛ࠼ࡸࠊ
ィჾ㢮ࡢ᧯స⿵ຓࡼࡗ࡚ᶵ㛗ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿ࡞ࠊᏳ☜ಖࡢ㠃ࡽ
ࡶ㸰ே᧯⦪యไࡢᚲせᛶࡣ㧗࠸ࠋ
௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊ୰㛗ᮇⓗࡣࠊᢏ㔞࣭⤒㦂
ࢆ㌟ࡘࡅࡓ㸰ே᧯⦪యไ⛣⾜ࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚ィ⏬ࢆᐃࡵࠊ㹍㹈㹒
ࢆά⏝ࡋࡓ㸰ே᧯⦪యไࡼࡾⱝᡭ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ㐠⯟ࡢᏳ☜ಖࢆᅗࡗ
࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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第４章

(2)

操縦士の増加策・財政措置

前項の２人操縦体制の推進には、より多くの消防防災ヘリコプター操縦
士を確保していくことが不可欠である。
委託運航団体では、委託契約において、派遣される操縦士数を定めており、
自主運航団体は、採用条件を満たす者を操縦士職として採用（中途採用）し
ていることがほとんどである。しかし、２人操縦体制の推進にあたり、必要
な操縦士数を確保できない可能性もあることから、いずれの運航形態をと
る運航団体においても、自主養成を一つの有効策として検討する価値はあ
る。
自主養成は、運航団体において採用した職員から選抜した者を、自組織の
操縦士として養成していく方法である。上記の運航委託や中途採用とは異
なり、運航団体の精神を理解する者から選考し育成できることから、離職率
の低下が期待できる。また、運航団体自ら計画的な養成が可能となり、操縦
士の安定した確保が図られると考えられる。
しかし、自主養成において、消防防災ヘリコプターの操縦に必要な全ての
資格取得経費を、運航団体が負担する必要がある。加えて、資格取得の過程
で、養成対象者が棄権する可能性も否定できない。
以上の点を踏まえると、現行の操縦士確保の方法を継続しながらも、必要
に応じて、自主養成による操縦士の養成・確保に取り組めるよう、各運航団
体は操縦士希望者の選抜要領や養成計画を検討しておくことが賢明と言え
る。
また、消防庁においては、自主養成や、前項の２人操縦体制の実施に伴っ
て運航団体に求められる多額の人材育成費への国の財政措置、その他の養
成方法を幅広く検討していく必要もある。
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➨㸳❶ ࡲࡵ

ᾘ㜵㜵⅏⯟✵㝲࠾ࡅࡿᏳ⟶⌮ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ≉ᛶࡸ⤌⧊య⣔
ࡼࡿᕪ␗ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⥲యⓗぢ࡚ࠊᙉ࠸Ᏻ⟶⌮ព㆑ࡢࡶᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋࡋࠊᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡿⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁᨾ㜵Ṇ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᒣᓅᩆຓάື㝈ࡽࡎࠊ㏻ᖖ㐠⯟ࡶྵࡵࡓどⅬࡽࠊᏳ⟶⌮ࢆぢ
ࡘࡵ┤ࡍᮇࡀ᮶࡚࠾ࡾࠊ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇ࣭ᙉࢆぢᤣ࠼ࠊ௨ୗࡢⅬ
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࠋ

㸯 Ᏻᛶྥୖ⟇
  ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ືែ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡢᖖά⏝ཬࡧ㧗ᗘ
࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ືែ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢຠᯝⓗ࡞㐠⏝ࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋࠊᏳᛶྥୖࡢࡓࡵࠊ㐠⯟✀ู
㛵ࢃࡽࡎࠊᖖ㉳ືཬࡧ㏻ಙ㛫㝸ࡢ▷⦰ࢆ⾜࠸ࠊྛ㐠⯟ᅋయ⮬ࡽᆅୖഃ࡛⮬
ᅋయ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟≧ἣࢆᖖᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㣕⾜ࡢᶵయ≧ἣࡢྍどࡣࠊ㣕⾜ᚋࡢ㐠⯟㠃ࡢࡾ㏉ࡾࡶά⏝ࡀ࡛
ࡁࠊᏳᛶྥୖࡢຠᯝࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᚋࡢᢏ⾡ࡢ㐍ᒎేࡏࠊᏳᛶྥ
ୖࢆྵࡵࡓᶵ⬟ࡢ㏣ຍࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺࡢඹ᭷
㐣ཤࡢࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺࢆ✚ࡋඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᨾ㜵
Ṇᑐ⟇ࡘ࡞ࡀࡾࠊ⤌⧊ࡋ࡚ࡢᏳ⟶⌮ព㆑ࡢ㔊ᡂࡶຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ
ࡇࡽࠊບ⾜ࡍࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊඹ᭷ࡢ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㜵ᗇࡀ
య࡞ࡾ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  㹁㹐㹋ࡢᑟධ
㒊㝲ෆ࠾ࡅࡿពᛮ㏻ࡸࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡྥୖࡢࡓࡵࠊ㹁㹐㹋ࢆ✚ᴟⓗ
ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋྛ㐠⯟ᅋయࡢ㹁㹐㹋ᑟධྥࡅࡓ◊ಟࡢᡭ
ἲ➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⥅⥆ⓗ◊✲ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  㸰ே᧯⦪యไࡢᑟධ
   ᧯⦪ࢇࢆᥱࡿᶵ㛗⏕ࡌࡿ ࡢែࡢഛ࠼ࡣఱࡼࡾࡶඃඛࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊィჾ㢮ࡢ᧯స⿵ຓࡼࡗ࡚ᶵ㛗ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇࡽࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡣ㸰ே᧯⦪యไࢆᑟධ
ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ୍ᒙࠊ㐠⯟ࡢᏳࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᚋ㏙㸱(2)ࡢ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡶྜࢃࡏࠊྛ㐠⯟ᅋయࡀィ⏬ⓗᑟධࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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  ࣇࣛࢺࣞࢥ࣮ࢲ࣮࣭࣎ࢫࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡢᦚ㍕
ࣇࣛࢺࣞࢥ࣮ࢲ࣮࣭࣎ࢫࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡣࠊᨾࡢཎᅉ✲᫂ࡢ㎿㏿ࠊ㛗
ᮇⓗ࡞⯟✵Ᏻࡢ㈉⊩࠸ࡗࡓほⅬࡽࠊᶵయ᭦᪂ྜࢃࡏ࡚ᦚ㍕ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ᾘ㜵㜵⅏⯟✵㝲ࡢ⤌⧊ࠊேဨ➼
  ⯟✵㝲ᇶᆅࡢ㐠⯟㈐௵⪅ࡢ㓄⨨
ᐈほⓗ࡞❧ሙࡽ⯟✵㝲ࢆ⟶⌮࣭┘╩ࡍࡿ㐠⯟㈐௵⪅㸦⯟✵ࢭࣥࢱ࣮㛗
ཪࡣࡑࢀྠ➼ࡢ⫋㸧ࡣࠊ࡞⤌⧊యไࢆᵓ⠏ࡍࡿୖ࡛ࠊࡁ࡞ᙳ㡪ຊ
ࢆᣢࡘࡇࡽࠊ⯟✵㝲ᇶᆅࡢ㓄⨨ࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ⯟✵㝲ᇶᆅࡢ㐠⯟⟶⌮せဨࡢ㓄⨨
㐠⯟⟶⌮せဨࡣࠊẼ㇟ሗࡸάື㛵ࢃࡿሗࢆ㐺ᐅᶵయഃఏ㐩ࡍࡿ
㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊᖖ㓄⨨ࡍࡿࡼ࠺ࠊேဨࡢ☜ಖࢆᅗ
ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᑓ௵⪅ࡢ㓄⨨ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊົ᪥ࡈẼ㇟
ሗࡢᢕᥱࡸ㐠⯟ᣦ♧࡞ࡢ㐠⯟⟶⌮ᴗົࢆᐇྍ⬟࡞⫋ဨࢆ᫂☜ᣦᐃ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟㛵ࡍࡿつ⛬࣭せ⥘ࡢᩚഛཬࡧᚭᗏ
࡚ࡢ㐠⯟ᅋయࡣࠊᅇࡢ㛗㔝┴ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᨾࢆዎᶵ
ࡋࠊ௨ୗࡢⅬ␃ពࡋࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟㛵ࡍࡿつ⛬࣭せ⥘ࡢⅬ᳨㺃ぢ
┤ࡋࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋつ⛬ෆᐜᐇែࡀ࠸㞳ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ㐺ษ࡞⤌
⧊㐠Ⴀࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺ᨵṇࡋࠊࡇࢀࡽࢆ㑂Ᏺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫ
ฟືྍྰ࡞ࡢពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࡣࠊฟືỴᐃᶒ⪅ࡀ᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚㈐௵
࠶ࡿุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊつ⛬➼グ㍕ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊฟືỴᐃᶒ⪅ᅾࡢពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࡘ࠸࡚ࡶࠊつ⛬
➼ᐃࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋฟືỴᐃᶒ⪅ࡢົᆅࡀ⯟✵㝲ᇶᆅ㞳ࢀ࡚
࠸ࡿሙྜ࠾࠸࡚ࡣࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛㐠⯟ྍྰ㛵ࢃࡿ㐃⤡ࢆᐦࡋࠊ⤌⧊
ࡋ࡚㐺ษ࡞ุ᩿ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ฟືྍྰࡢุ᩿ᇶ‽ࡢᩘ್࣭᫂ᩥ
ฟືྍྰࡢุ᩿ᇶ‽ࡸάືṆࡢỴᐃᇶ‽➼ࡣࠊฟືỴᐃᶒ⪅ࡀ᰿ᣐ
ࢆᣢࡗ࡚㈐௵࠶ࡿุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᆅᇦ≉
ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㐠⯟ᅋయࡋ࡚ࡢ᭱పᇶ‽ࢆつ⛬➼グ㍕ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ
࢘ ฟືỴᐃᶒ⪅ࡢ╔௵ᚋᩍ⫱
ฟືỴᐃᶒ⪅ࡀ⾜࠺⯟✵㝲ࡢ㐠⏝ุ᩿ࡣࠊ⯟✵ศ㔝ࡢᑓ㛛▱㆑➼ࡀᚲせ
࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ╔௵ᚋ◊ಟࡀ☜ᐇᐇࡉࢀࡿయไࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡲࡓࠊᚲせ࡞㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣつ⛬➼グ㍕ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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   ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢάື㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗࣝ➼ࡢᩚഛཬࡧᚭᗏ
   ௨ୗࡢⅬࡘ࠸࡚ᮍᩚഛࡢ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊάືࡢᏳ⟶⌮ࡢ㔜
せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᪩ᛴᩚഛࡋࠊ㑂Ᏺࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᒣᓅᩆຓάືཬࡧỈ㞴ᩆຓάື≉ࡋࡓ࣐ࢽࣗࣝࡢᩚഛ
ᒣᓅᩆຓάືࡸỈ㞴ᩆຓάື࡞ࡢάື✀ูࡈ≉ࡋࡓ࣐ࢽࣗ
ࣝ㸦୍⯡ⓗ࡞ᩆຓάື࣐ࢽࣗࣝྵࡲࢀࡿሙྜࢆྵࡴࠋ㸧ࡀᮍᩚഛࡢ㐠
⯟ᅋయࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ㛵ࡽࡎࠊᒣᓅᩆຓཬࡧỈ㞴ᩆຓࡢάືせ㡿
ࢆ⟇ᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 㝲ဨ㝆ୗ୰ࡢぢᙇࡾ࣭࣎ࢫࣉࣟࢩ࣮ࢪ࣮ࣕ
ぢᙇࡾせဨࡢ㓄⨨ࡸ࣎ࢫࣉࣟࢩ࣮ࢪ࣮ࣕࡣࠊᨾ㜵Ṇࢆᅗࡿୖ࡛㠀
ᖖ㔜せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊᚲせ࡞㡯┠ࡘ࠸࡚࣐ࢽࣗࣝ➼グ㍕ࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ྛ᧯⦪ኈࡢᢏ⬟⟶⌮
᧯⦪ኈࡢᢏ⬟⟶⌮ࡣࠊྛ㐠⯟ᅋయࡀ㐺ษ࡞ฟືྍྰุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㔜
せ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊ㐠⯟ᙧែ㛵ࢃࡽࡎࠊ㐠⯟ᅋయ⮬ࡽࡀࡇࢀࢆ⾜࠺ᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ
  ࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࡢᐇ
⅏ᐖ࣭カ⦎ࢆၥࢃࡎࠊ㣕⾜๓ࡢࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࡣࠊ㒊㝲ࡋ࡚ඹ㏻ㄆ㆑ࡢ
ࡶ௵ົࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛㠀ᖖ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ㣕⾜୰ࡢᏳ⟶⌮ࡶ┤⤖ࡍࡿ
ࡇࡽࠊᙜヱάືᦠࢃࡿ⫋ဨဨࡼࡿ㣕⾜๓ࡢࣈ࣮ࣜࣇࣥࢢࢆᚭᗏ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  Ṛゅ㒊ศࡢぢᙇࡾ
ᩆຓάື୰༑ศ࡞ぢᙇࡾయไࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊᏳ⟶⌮㔜ࡁࢆ
⨨ࡁࠊᙜヱᩆຓάືࢆ୰Ṇࡍࡿุ᩿ࢆ⾜࠺࡞ࠊ㐠⯟యไࠊᆅ⌮ⓗ᮲௳ཬࡧ
ᶵయ≉ᛶྜࢃࡏࡓάືࢆᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢά⏝
᪥ᮏᅜෆ࠾ࡅࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢ㓄⨨ᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡸࠊከ㢠ࡢ
㈝⏝ࡀᚲせ࡞ࡿ➼ࡢㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢά⏝ࡼࡾࠊᐇᶵ࡛
ࡣᐇࡀᅔ㞴࡞⥭ᛴ᧯సࡢカ⦎ࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ᧯⦪㠃ࡢᏳᛶྥୖࢆᅗࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊィჾ㣕⾜ド᫂ࡢ㈨᱁ྲྀᚓ࣭⥔ᣢࡶ㠀ᖖ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ
ࡽࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࢆά⏝ࡋࡓカ⦎ྲྀࡾ⤌ࡴ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᅜࡽࡢ㈈ᨻᥐ⨨ࡸࠊ㓄ഛࡢ࠶ࡾ᪉ࡘ࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ィჾ㣕⾜
᭷ど⏺㣕⾜ࡀᅔ㞴࡞ኪ㛫ࡸᝏኳೃୗ࠾ࡅࡿᗈᇦᛂཬࡧ㣕⾜୰࠾
ࡅࡿᛴ࡞ኳೃᝏ࠾࠸࡚ࠊィჾ㣕⾜ࡢ᭷ຠᛶࡣ㧗࠸ࠋࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢ
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㓄⨨ᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧࠾࠸࡚ࠊ㈨᱁⥔ᣢᚲせ࡞㣕⾜㛫ࡢ☜ಖࡸࠊ
㧗㢠࡞カ⦎㈝⏝ࡢ☜ಖࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊィჾ㣕⾜⯟㊰ࡸカ⦎⎔ቃࡢᩚ
ഛ≧ἣࡶ␃ពࡋ࡞ࡀࡽࠊᘬࡁ⥆ࡁ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

㸰 ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇᙉ
  ┦ᛂయไࡢᙉ
   ྛ㐠⯟ᅋయࡣࠊ༠ᐃࡢ⥾⤖ࡼࡿᛂయไࡢᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ┦ᛂయไࡀᡭⷧ࡞ᆅᇦࡢᑐ⟇ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾘ㜵ᗇࡽ㛵ಀᆅ᪉බඹ
ᅋయᑐࡋ࡚┦ᛂయไࡢᐇྥࡅࡓാࡁࡅࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
   㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉ
ྛ㐠⯟ᅋయࡣ༠ᐃࡸぬ᭩➼ࡼࡾࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᙉ࣭᥎㐍ࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᾘ㜵ᗇ㛵ಀ┬ᗇࡢ㛫࡛ㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊྛ㐠⯟ᅋయ
㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡀᙉ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆᩚഛࡋࠊ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇ
ᙉࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
  ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢࢽ࣮ࢬࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇ⟇
㸯ᶵయไࡢ┴࠾ࡅࡿᾘ㜵ᗇ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢቑ㓄ഛࢆྵࡵࡓ㸰ᶵ┠ࡢᶵ
యࡢቑ㓄ഛࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᆅᇦࡢ⯟✵ᾘ㜵ࢽ࣮ࢬࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ  ࡢࠕ┦
ᛂయไࡢᙉࠖཬࡧ  ࡢࠕ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠᙉࠖࡼࡿຠᯝࢆぢᴟ
ࡵ࡞ࡀࡽࠊᚋணࡉࢀࡿ࣋ࢸࣛࣥ᧯⦪ኈࡢ㔞㏥⫋ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓேဨ☜ಖࡢ
㐍ᤖཬࡧ㈈ᨻⓗ࡞ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ↷ࡽࡋྜࢃࡏࠊྛᆅᇦࡢᐇᛂࡌ࡚㆟ㄽࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸱 ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖ 
  ົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠά⏝
ฟືỴᐃᶒ⪅ࡀ㐺ษ࡞ฟືྍྰุ᩿ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊጤク㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡶࠊ
ὴ㐵ࡉࢀࡿ᧯⦪ኈࡢᢏ⬟⟶⌮ࢆ✚ᴟⓗᐇࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᚋぢ
㎸ࡲࢀࡿ᧯⦪ኈ㊊ࢆぢᤣ࠼ࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࠊ᧯⦪ኈࢆຠᯝⓗ⫱ᡂ
ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡣࠊᅜᅵ㏻┬⯟✵ᒁࡀົᒁ࡞ࡗ࡚㛤
ദࡉࢀࡓ᳨ウጤဨ࠾࠸࡚ྲྀࡾࡲࡵࡽࢀࡓົせ௳࣭カ⦎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
᭷ຠά⏝ࡋࠊᢏ㔞࠶ࡿ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖཬࡧᏳ㐠⯟ດࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊカ⦎ෆᐜࡢタᐃࡸ⬟ຊ☜ㄆせ㡿ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ
ᚲせ࡞⠊ᅖ୍࡛ᐃࡢᇶ‽࡙ࡃࡾࡘ࠸࡚ࠊᾘ㜵ᗇࡀయ࡞ࡾࠊ᳨ウࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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  ࠕᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡢ࠶ࡾ᪉᳨ウࠖㄢ㢟࣭ᑐ
ᛂ⟇
 㸰ே᧯⦪యไࡼࡿ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ
᧯⦪ኈ㊊ࡣ࡚ࡢ㐠⯟ᅋయࡀ┤㠃ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊḟࢆᢸ࠺᧯⦪ኈ
ࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇࡣࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟ࢆ☜ಖࡍࡿୖ࡛㔜せ
࡛࠶ࡾࠊ㐠⯟ᅋయẸ㛫ᴗ⪅ࡀࡶྲྀࡾ⤌ࡴࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
㐠⯟ୖࡢᏳ☜ಖࡣఱࡼࡾࡶඃඛࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ᧯⦪
㠃ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡼࡾᏳࢆᢸಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇࢆ๓ᥦࠊྛ㐠⯟ᅋయ࠾࠸࡚ࡣࠊ୰㛗ᮇⓗࡣࠊᢏ㔞࣭⤒㦂
ࢆ㌟ࡘࡅࡓ㸰ே᧯⦪యไ⛣⾜ࡍࡿࡇࢆ┠ᶆࡋ࡚ィ⏬ࢆᐃࡵࠊ㹍㹈
㹒ࢆά⏝ࡋࡓ㸰ே᧯⦪యไࡼࡾࠊⱝᡭ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂཬࡧ㐠⯟ࡢᏳ☜ಖ
ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᧯⦪ኈࡢቑຍ⟇࣭㈈ᨻᥐ⨨
⮬㣴ᡂ⟇ࡣࠊ㐠⯟ᅋయࡀ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂࢆ⮬❧ⓗ⾜࠼ࠊ⤌⧊ࡢᐃ╔
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿⅬࡽࡶࠊ᭷ຠ࡞ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ⌧⾜ࡢ᧯⦪ኈ☜ಖࡢ᪉ἲࢆ⥅
⥆ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊᚲせᛂࡌ࡚ࠊ⮬㣴ᡂࡼࡿ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖྲྀࡾ
⤌ࡵࡿࡼ࠺ࠊྛ㐠⯟ᅋయࡣ᧯⦪ኈᕼᮃ⪅ࡢ㑅ᢤせ㡿ࡸ㣴ᡂィ⏬ࢆ᳨ウࡋ࡚
࠾ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᾘ㜵ᗇ࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬㣴ᡂࡸ㸰ே᧯⦪యไࡢᐇకࡗ࡚㐠⯟
ᅋయồࡵࡽࢀࡿከ㢠ࡢேᮦ⫱ᡂ㈝ࡢᅜࡢ㈈ᨻᥐ⨨ࡸࠊࡑࡢࡢ㣴ᡂ᪉
ἲࡘ࠸࡚ࡶࠊᖜᗈࡃ᳨ウࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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࠾ࢃࡾ

ᮏ᳨ウ࡛ࡣࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶࡢྥୖ⟇ࡶࠊ⯟✵
ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇ⟇ࠊ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ☜ಖ⟇ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊࡾࡲࡵ
ࡓࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
 㐠⯟ᅋయࡼࡗ࡚ࡣࠊᮏᥦゝ㡯ࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤌⧊㐠Ⴀࡁ࡞
ኚࡀ⏕ࡲࢀࠊᡞᝨ࠸ࢆᢪࡃෆᐜࡶ࠶ࡿᛮ៖ࡍࡿࡀࠊᝒ࡞ᨾࢆᗘ
⧞ࡾ㏉ࡉ࡞࠸࠸࠺ᙉ࠸ពᚿࢆᣢࡕࠊ୍ᗘࠊᏳ࡞㐠⯟యไࡢᐇ⌧
ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᾘ㜵ᗇ࠾࠸࡚ࡣࠊྛ㐠⯟ᅋయࡀᮏᥦゝ㡯ࢆ╔ᐇ᥎㐍࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊ┬ᗇࡢ㐃ᦠᙉࡸࠊ㈈ᨻᥐ⨨ࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡉࡽࡣࠊᾘ㜵㜵⅏⯟✵㝲ࡢ㐠⯟యไࡢᗈᇦࡘ࠸࡚ࡢᐇ⌧ྍ⬟
ᛶࢆ◊✲ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᘬࡁ⥆ࡁࠊᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᏳᛶྥୖࠊᐇᙉྥࡅࡓྲྀ⤌
ࢆ⾜࠸ࠊᚋࡢ⯟✵ᾘ㜵㜵⅏ᴗົࡢ᭦࡞ࡿⓎᒎࠊຊࢆ࠶ࡆࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ


ࠐ 㐠⯟ᅋయࡀᐇࡍࡁ㡯
 ߧ ᮏ᳨ウࡢᥦゝ㡯ࡢ╔ᡭ
࣭Ᏻᛶྥୖ⟇
࣭⯟✵ᾘ㜵㜵⅏యไࡢᐇᙉ
࣭㸰ே᧯⦪యไࡼࡿ᧯⦪ኈࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖཬࡧᏳ☜ಖ
 ߧ 㹎㹂㹁㸿ࢧࢡࣝࢆ㏻ࡌࡓࠊ⥅⥆ⓗ࡞Ᏻᑐ⟇ࡢᨵၿ

ࠐ ᾘ㜵ᗇࡀᐇࡍࡁ㡯
 ߧ ᮏᥦゝ㡯ࡢᐇ⌧ྥࡅࡓࠊྛ㐠⯟ᅋయࡢ㈈ᨻᥐ⨨ࠊ᧯⦪ኈࡢ☜
ಖྥࡅࡓྲྀ⤌ཬࡧ㛵ಀ┬ᗇࡢㄪᩚ
 ߧ 㐠⯟ᅋయ࠾ࡅࡿᥦゝ㡯ࡢᐇ≧ἣࡢࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉᐇែᢕ
ᥱ
 ߧ ୖグࣇ࢛࣮ࣟࢵࣉཬࡧᚋࡢ㛗㔝┴ᾘ㜵㜵⅏࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ
ᨾཎᅉࡽᚲせ࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㏣ຍᚲせ⟇ࡢ᳨ウ
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