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自家用航空機に よ る空港使用について
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Regarding conditions for the use of aerodromes
by private flights

空港管理者は航空機の使用者に対して以下の事項を確認する。

Airport administrators confirm aircraft operators items as follows

１ ． 航空機落下物防止対策について
平成 31 年 3 月 30 日か ら 適用空港 １ において空港管理者は以下
の事項を確認する。

1. Measures to Prevent Objects Falling off Airplane
At applied aerodromes1, airport administrators shall confirm
the following from 30 MAR 2019.

飛行機 （最大離陸重量が 5,700kg を超え る飛行機を い う 。 以下
同 じ 。） の運航に伴 う 部品等の脱落の発生を防止する ための措置
を講 じ てい る こ と を約する誓約書に、使用の届出に係る飛行機の
使用者が署名 し てい る こ と 。
飛行機の使用者は空港使用の届出の際に 「落下物防止対策を講
じ る こ と を約する誓約書」（別紙 １ 参照） に署名 し 、提出する こ と 。

Operators of airplanes (airplanes with a maximum takeoff
weight of more than 5,700 kg; hereinafter the same) shall sign
the Statement to take the measures to prevent objects falling off
airplanes.
Airport administrators shall confirm that airplanes operators
sign and submit the “Statement to Prevent Objects Falling off
Airplanes” (See ATTACHMENT 1) at the time of the submission
of a notification of the use of the aerodrome.

適用空港 １
RJAA/ 成田国際 , RJBB/ 関西国際 , RJOO/ 大阪国際 ,
RJGG/ 中部国際 , RJTT/ 東京国際 , RJCC/ 新千歳 , RJCW/ 稚内 ,
RJCK/ 釧路 , RJCH/ 函館 , RJSS/ 仙台 , RJSN/ 新潟 , RJOA/ 広島 ,
RJOT/ 高松, RJOM/ 松山, RJOK 高知, RJFF/ 福岡, RJFR/ 北九州,
RJFU/ 長崎 , RJFT/ 熊本 , RJFO/ 大分 ,RJFM/ 宮崎 ,
RJFK/ 鹿児島 , ROAH/ 那覇 , RJCO/ 札幌丘珠 , RJAH/ 百里 ,
RJNK/ 小松 , RJOH/ 美保 , RJOS/ 徳島 ,RJSM/ 三沢 ,
RJOI/ 岩国 , RJOY/ 大阪八尾

Applied aerodromes 1:
RJAA/ Narita INTL, RJBB/ Kansai INTL, RJOO/ Osaka INTL,
RJGG/ Chubu Centrair INTL, RJTT/ Tokyo INTL,
RJCC/ New Chitose, RJCW/ Wakkanai, RJCK/ Kushiro,
RJCH/ Hakodate, RJSS/ Sendai, RJSN/ Niigata,
RJOA/ Hiroshima, RJOT/ Takamatsu, RJOM/ Matsuyama,
RJOK Kochi, RJFF/ Fukuoka, RJFR/ Kitakyushu,
RJFU/ Nagasaki, RJFT/ Kumamoto, RJFO/ Oita,
RJFM/ Miyazaki, RJFK/ Kagoshima, ROAH/ Naha,
RJCO/ Sapporo Okadama, RJAH/ Hyakuri,
RJNK/ Kanazawa/Komatsu, RJOH/ Miho,
RJOS/ Tokushima, RJSM/ Misawa, RJOI/ Iwakuni,
RJOY/ Osaka/Yao

２ ． 航空機落下物被害者救済につい て
平成 31 年 3 月 30 日か ら 適用空港 １ において空港管理者は以下
の事項を確認する。

2. Relief system for damaged party by falling objects from aircraft
At applied aerodromes1 airport administrators shall confirm
the following from 30 MAR 2019.

航空機の運航に伴 う 部品等の脱落に よ り 、 人の生命、 身体又は
財産に損害が生 じ た場合において、その部品等の脱落を伴 う 運航
に使用 さ れた航空機に該当す る 蓋然性が相当程度高い も の と し
て国土交通省地方航空局に設置す る 落下物確認委員会が決定す
る航空機に自 ら 使用する航空機が含まれる場合に、推定航空機の
数に応 じ て按分 し て補償する こ と を約する協定書の取 り 決めに、
使用の届出に係る航空機の使用者が同意 し てい る こ と 。

On the assumption of the damage to human life and body or
property to be caused by falling objects from aircraft in operation,
operators of aircraft applied for the use shall agree to the
arrangements of
the Memorandum of Agreement which
undertakes the compensation in proportion to the number of
aircraft, when the aircraft of its own use is included in the aircraft
identified as highly probable aircraft used for the operation with
falling objects by the Falling Object Confirmation Committee
established in Regional Civil Aviation Bureaus of MLIT.

航空機の使用者は空港使用の届出の際に 「航空機落下物に よ る
被害の救済に関する協定書」 （別紙 ２ 参照） の取決めについての
同意確認書を提出する こ と 。

Airport administrators shall confirm that aircraft operators
agree to the arrangements of the “Memorandum of Agreement
on Relief for Damage caused by Falling Objects from Aircraft”
(See ATTACHMENT 2) by the signature of the notification of the
use at the time of its submission.

３ ． 保険その他の条件につい て
適用空港 2 の空港管理者は以下の事項を確認する。

3. Insurance and other conditions.
At applied aerodromes2 Airport administrators shall confirm
the following:

i) 航空機が、 航空保険 （第三者賠償責任保険） に加入 し てい る こ
と 。 （但 し 、 官公庁等に よ る使用及び緊急時等の場合を除 く ）

i) Aircraft shall be insured by the aviation insurance (the third
party liability insurance) except flights by the government or
for emergency purpose.
ii) Avoid law violation and interference on airport administration
when in use.

ii) 法令の違反その他空港管理上支障がない よ う 使用する こ と 。
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iii) 届出者が、 空港 を使用 し た行為に よ り 、 禁錮以上の刑に処せ
ら れ、 その執行 を終わ り 、 又は執行を受け る こ と がな く な っ
た日か ら ２ 年を経過 し ない者でない こ と 。

iii) No person who has been sentenced to a penalty of
imprisonment or more severe punishment for violation of
any relative laws of using airport, and less than two years
have passed since completion of the sentence or since it
was suspended.

適用空港 2
RJTT/ 東京国際 , RJCC/ 新千歳 , RJCW/ 稚内 , RJCK/ 釧路 ,
RJCH/ 函館 , RJSS/ 仙台 , RJSN/ 新潟 , RJOA/ 広島 ,
RJOT/ 高松 ,RJOM/ 松山 , RJOK 高知 ,RJFF/ 福岡 ,
RJFR/ 北九州 , RJFU/ 長崎 , RJFT/ 熊本 , RJFO/ 大分 ,
RJFM/ 宮崎 , RJFK/ 鹿児島 , ROAH/ 那覇 , RJCO/ 札幌丘珠 ,
RJAH/ 百里 , RJNK/ 小松 , RJOH/ 美保 , RJOS/ 徳島 ,
RJSM/ 三沢 , RJOI/ 岩国 , RJOY/ 大阪八尾

Applied aerodromes 2:
RJTT/Tokyo INTL, RJCC/ New Chitose, RJCW/Wakkanai,
RJCK/Kushiro, RJCH/Hakodate, RJSS/Sendai, RJSN/Niigata,
RJOA/Hiroshima, RJOT/Takamatsu, RJOM/Matsuyama,
RJOK/Kochi, RJFF/Fukuoka, RJFR/Kitakyushu, RJFU/Nagasaki,
RJFT/Kumamoto, RJFO/Oita, RJFM/Miyazaki, RJFK/Kagoshima,
ROAH/Naha, RJCO/Sapporo Okadama, RJAH/Hyakuri,
RJNK/Komatsu, RJOH/Miho, RJOS/Tokushima, RJSM/Misawa,
RJOI/Iwakuni, RJOY/Osaka Yao

４ ． 問い合わせ先窓口

4. For further information

１ ． 航空機落下物防止対策について

1. Measures to Prevent Objects Falling off Airplane

国土交通省 航空局 安全部 航空機安全課
TEL: 03-5253-8735
FAX: 03-5253-1661

Airworthiness Division, Aviation Safety Department,
Civil Aviation Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
TEL: +81-3-5253-8735
FAX: +81-3-5253-1661

２ ． 航空機落下物被害者救済について 及び
３ ． 保険その他の条件について

2. Relief system for damaged party by falling objects from aircraft
and 3. Insurance and other conditions

国土交通省 航空局 航空ネ ッ ト ワー ク 部
航空ネ ッ ト ワー ク 企画課
TEL: 03-5253-8715
FAX: 03-5253-1658
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Airport Safety Office, Planning Division, Aviation Network
Department, Civil Aviation Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
TEL: +81-3-5253-8715
FAX: +81-3-5253-1658
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