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オペレーションハンドブック 2017 改定要旨     2017-03-01 

 

2． エアポートガイド 

 ➜ FSC 所沢へ修正 

2.1. トラフィックパターン 

 ➜ 浄化センター追加 

2.2 滑空場概要 

 ➜ 33 ピスト位置の変更（おおよその位置） 

 ➜ 滑走路図のエイミングポイントを撤去。 

2.3. 滑走路概要 

➜ 33 ピスト位置の変更（おおよその位置） 

➜ 滑走路図の R/W12 の削除。 

2.4. 飛行規制区域 [RESTRICTED AREA]    

➜ パターン図および 33 ベースレグの変更 

2.4.3． 飛行規制区域 2 (R/W33 エンド堤防付近) および 飛行規制区域 3  

➜ 進入パターン図の変更 

2.4.4. 飛行規制区域 4  (R/W15 エンド堤防西側付近) 

➜ 図の追加 

2.7 藤岡パラシュート・ドロップゾーン [DROP ZONE] 

 ➜ 説明文の変更（下記） 

・ 板倉滑空場南東 4.5 ㎞の渡良瀬遊水地内に、パラシュートジャンプに使用する滑走路

があり、その周辺の谷中湖北側のエリアはパラシュート・ドロップゾーンとなってい

て、ジャンプ実施時は NOTAM が発出され、飛行禁止空域となっている。 

・ ドロップゾーン西端は遊水地堤防なので分かりやすいが、北端はやや分かりにくいの

で三本橋を目安にして進入しないように気をつけること。特に住宅のある赤間地区も

ドロップゾーン内に位置しているので、その上空には進入しないこと。 

・ ジャンプにはヘリコプター（AS350B）を使用し、位置通報 は藤岡ローカル 122.6 および東

京コントロール 124.1（7,000ft以上）で行っている。 

・ ジャンパーは 10名ほどが一度に降下し、12,500ftから 4,000ftまで 50秒で自由落下した

後、3000-4000ftで開傘する。 

2.8. 民間訓練試験空域 KK 

➜ 記述変更 東京インフォーメーション 135.75（FSC 所沢）  

2.8.1. 民間訓練試験空域 KK 

➜ 図の変更 IP15 の追加 

2.9. 周辺航空図  

➜ 記述変更 東京インフォーメーション 135.75（FSC 所沢）、 鬼怒川 FS130.625 
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2.10   周辺航空図 

➞ 東京 INFO 所沢へ変更 

2.11.  自衛隊訓練試験空域 

➜ 電話番号など記述変更 

2.11.1.  自衛隊訓練試験空域 AREA 3・AREA H 飛行要領 

➜ 新規追加 

2.11.2.  自衛隊訓練試験空域 AREA 3 / AREA 2(低高度)・AREA H(高高度) 参考空域図 

➜ 電話番号、鬼怒川 FS 記述変更 

2.12 妻沼滑空場周辺の制限空域 

➜ 記述変更 読売加須滑空場 

2.13 関宿滑空場周辺の制限空域（新規） 

2.14.2  R/W15 離陸 （左旋回時） 

2.14.3   R/W15 離陸 （左旋回時） 

2.14.4   R/W15 離陸 （右旋回時） 

➜ 緊急着陸帯の記述、図の変更 

3.2.   最低気象条件 

➜ 雲高（雲量 BKN=5/8 以上）：2,000ft（離脱高度+法規上のクリアランスを保つこと） 

4.3.7. 看板（部外者立ち入り禁止）およびバリケードフェンスの設置                                     

  堤防外搬路に折りたたみ式看板、堤防内搬路にバリケードフェンスを設置する。 

（運航リーダーが確認する） 常設看板は堤防内般路付近および滑走路南端と北端入

り口の計 4 箇所に設置してある。 

4.3.9. 安全点検日 

➜ その月の最初の運航日へ変更 

4.6.1.グライダーの出発要領  

  1）標準的 BEFORE TAKE OFF（離陸前）チェックリスト 

➜   C : Canopy close & lock キャノピーロック確認 (キャノピーフレームを押してみる) 

➜ 2) 索付け要領（記述の簡略化） 

➜ 4) 翼端保持者 

翼端を水平に保持し、ハンドシグナルを行う。（強風時は両手で翼端を保持してよい） 

その他 （国際標準なのでシグナルは行う） 

➜ 7) 張り合わせ終了時  グライダー：「出発」 

曳航機は曳航索の張り合わせ終了を確認し、出発の無線が入ったら離陸開始する。 

4.9. 曲技飛行 （記述追加）                    

滑空場周辺で曲技飛行など高度の変更がひんぱんとなる飛行を行おうとする場合

には、その課目開始前に、板倉フライトサービスへ自機のポジションと開始高度を
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連絡してください。 

     板倉滑空場として申請している曲技飛行空域は、板倉滑空場標点中心半径 2km 圏 

内の渡良瀬川流域および滑空場上空、高度 1,000～5,000ft です。(2.1.参照)   

➜   滑空場周辺を飛行する他の航空機は曲技機が曲技を終了し、着陸するまでこの空域

に入らないでください。 曲技機は曲技終了後、高速で進入してきますので、他機は

同時進入を避けるため、早めに進入、着陸すること（動力機はホールディング）を

推奨します。 

4.10. 高高度飛行 （出典追加） 

  ➜     出典：国交省サーキュラー 航空機および装備品の検査に関する一般方針  

第1部 耐空証明関係 付録Ⅰ-2 飛行規程の作成・管理要領  

 運用様式限界等判定表 運用様式区分 

4.11.1. グライダーの進入・着陸 

  1) 標準的 LANDING（着陸前）チェックリスト（IP通過前後に実施） 

 2) 着陸のためダウンウインドレグに進入した時、板倉フライトサービスへ通報してくださ 

   い。その際、滑走路ナンバーを付け加えてください。 

➜ ・ランディングチェック実施時期を「IP 通過前後に実施」と単純化した。 

・ダウンウインドコールのタイミングを「ダウンウインドに進入した時」と単純化した。 

➜ [R/W15 西側パターン進入時のベースターンコール] （追加） 

 15 進入時、ラジコン飛行場（VHF をモニターしている）への注意喚起のため、一方送信

する。   進入機 ：「2412/2845, TURNING RIGHT BASE R/W15」 

4.11.2. 着陸したグライダーの回収 [RETRIEVE]  

➜ 土手側・川側運搬帯を時速 5km/h以下で走行してください。 

4.12. 撤収 

撤収の時刻ならびに順番は、運航状況および日没時刻を考慮して、運航リーダーあるい

は当直インストラクターが決定します。通常、最後の曳航は日没前 1 時間を目安にしま

す。飛行終了後、機体・ピストカー・リトリーブ車の撤収をします。滑走路の吹き流し（3

本）および侵入防止看板を回収し、搬路に車両侵入防止用バリケードフェンスを設置しま

す。（最終的に運航リーダーが確認する） 

4.12.1. 機体の運搬、格納 

機体の運搬は原則、最終搭乗者が行います（ハスキー・ディモナの運搬は認定されたク

➜ ラブ員が行います）。機体にはガストロックを装着し、運搬用台車への搭載および運搬時 

の見張りなどに協力してください。機体を格納する順番は、出庫時と逆順になります。 

牽引車は格納庫内へ乗り入れず、出入庫は人力で行ってください。格納庫内は、複雑に 

機体を交差させる必要があるため、前後左右に見張りを配置し、出入庫に経験のある 

クラブ員が誘導します。 

4.12.2. 飛行記録日誌および記録用 PC 
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➜ 飛行記録日誌および記録用 PC は、会計を速やかに処理するため、担当者が先に回収し

ます。 

4.12.5. 航空日誌、飛行料金等の支払い、ディブリーフィング （格納庫サロンにて） 

1) 飛行終了後、各航空機の機長は、各機体の航空日誌の記入、署名をします。 

2) 曳航料・搭乗料などの飛行料金や宿泊費の支払いを会計担当者に行なってください。 

➜  3) 運航リーダーはディブリーフィングを開催し、運航の改善点等の意見交換を行なう。 

 

4-13-5 ロストポジション  記述追加 

 

4.13.6. 報告書 

2）ヒヤリ、ハットレポート 

➜ ・航空事故は一つの原因で起きることは稀で、様々な要因（スレット＝THREAT）が

連鎖、複合して発生するといわれています。 

 

4.13.9.  標準曳航経路    

     図の変更（IP15 の変更） 

5.3.3. 進入･着陸 [APPROACH & LANDING]               （Rvs.2016）               

➜ 1）進入機は、ダウンウインドレグに進入後、板倉 FS へ通報する     

グライダー：「板倉 FS JA800A, (ENTERING) RIGHT DOWN-WIND R/W15  

        ／ LEFT DOWN-WIND R/W33, Gear Down Lock（引き込み脚の場合）」  

➜ 2）[滑走路がクリアーの場合] 

       板倉 FS ：「JA800A 板倉 FS, R/W 15 Clear WIND 140/3m 

（風速は m/sec で通報する） Check Gear Down（Gear Down Lock が通報され 

ない場合、確認する）」 

グライダー：「板倉 FS 2412, R/W 15 Clear」（風の復唱は不要） 

     グライダー：「JA800A Turning Right Base R/W15」 

（R/W15 進入時、ラジコン飛行場へ注意喚起のため一方送信する） 

＊ラジコン飛行場では VHF をモニターして通過機に注意している 

トラフィックパターン  図の変更（IP15 変更） 

5.3.6. ロストポジション [LOST POSITION] (AIM 783) （記述変更） 

➜ ▼ロストポジション（位置不明）時は、躊躇せずに無線コンタクトを行い、地上からの 

アドバイスを受けること。板倉 FS と交信不能の場合は、近辺の滑空場、飛行場、レ

ーダーサイト、FSCなどの管制機関、あるいは緊急用周波数 121.5で交信を試みる。

（周波数は 8.11 参照） 

       グライダー：「ANY STATIONS  グライダーJA2254, LOST POSITION, 板

倉滑空場の北  (概略の位置),  5000ft, ヘディング(機首方
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位)150 」      

➜ 5.6. 遭難通信・緊急通信   （記述変更）(AIM733・734) 

遭難あるいは緊急状態に陥ったパイロットは以下の内容を、そのとき使用している周

波数（あるいは緊急用周波数 121.5 ）で、速やかに通報し、必要とする援助を要請す

る。遭難・緊急通信はなるべくこの順序で送信することが望ましい。 

1) MAYDAY（遭難通信）3 回（語源・仏語 m’aider = help me）    

PAN-PAN（緊急通信）3 回 

注① 遭難・緊急通信はすべての通信に対して優先権がある。 

注② 遭難(Distress)通報を行うべきか緊急(Urgency)通報を行うべきかの判断

の目安としては、管制の援助を受けるなどして飛行場等の着陸に適した

場所に到達できる見込みがあり、消火・救難の必要がない状況までを緊

急とし、不時着の可能性が高い状況または飛行場へ着陸後に消火・救難

が必要な場合を遭難と判断する。 

 

     注③“EMERGENCY” は広い意味での緊急事態を示す言葉で、緊急信号ではない。 

2) 管制機関のコールサイン  

3) 自機のコールサイン 

4) 遭難もしくは緊急状態の種類 （内容） 

5) パイロットの意図 （取ろうとする措置） 

6) 現在位置、高度、ヘディング（機首方位） 

7) その他の情報（搭乗者数、飛行可能時間等） 

5.6.1. 緊急時・遭難時の使用周波数およびトランスポンダコード（AIM731・732） 

2) トランスポンダコード（SQUAWK） （記述追加） 

ATC と通信設定ができない場合あるいは緊急の内容を通報することが出来ない場

合はトランスポンダを 7600 あるいは 7700 にセットする。 

6.2.2. 運航リーダーの要件                                                     

➜ 2) 滑空機、動力滑空機（該当する場合）の技能証明および操縦教育証明と有効な身体 

検査証を所持すること。またはそれらの資格と同等の知識、技量があると認めら 

れていること。 

6.2.3. 運航リーダーのタスク  

→ 1) 自衛隊への連絡 

→ 4) 当日使用する機体の整備時間管理表の確認。 

➜ 9) ④ 機長時間 60 時間以下の PIC・型式移行での初 PIC・強風時の飛行経験の少な 

いパイロット等を確認し、飛行の可否ついてアドバイスする。 

➜ 16) 吹き流しの撤収、搬路の進入防止フェンスの設置、航空機・クラブ車両の格納状況 

の確認 
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➜ 17) 撤収後、ディブリーフィングを主宰し、その内容をクラブ ML で報告する。 

➜ 7.1.1. 滑走路は時速 20km 以下（機体牽引時は 5km）で走行すること 

機体牽引時は 5km以下で走行してください。 

➜ 7.1.8.    

2) トウバーとテール・ウイングドーリー      

    TWINⅡ・Ⅲ専用とアステア専用があり、リトリーブカーにトウバー、テールドーリ

ー、ウイングドーリーが搭載されている。ウイングドーリーは風下側にセットする。 

➜ 3) 滑走路をクロスする時の注意事項 

➜ 4) 牽引速度 

   機体に無理な力を加えないように、時速 5kｍ以下でゆっくりと走行する。トウバーで 

牽引する場合、ウイングドーリーが跳ねないような速度で走行する。ロープで牽引す 

る場合、翼端保持者をよび機首保持者の速度に合わせて走行する 

  7.1.9. 

2) 土手を越えるときの注意事項 

➜     土手を越える際は谷側を走行してください。 

7) 格納庫への機体の搬入 

➜   牽引車は機体がハンガーヤードの白線の内側に主輪が入るまで牽引し、ハンガーゲ

ートで 90度ターンして停止する。（ハンガー内へは乗り入れないこと） 台車を離脱し

牽引車が移動したのち、両翼端に人員を配置して人力で機体をハンガー内へ入れ

る。ハンガーヤードは緩い下り傾斜となっているので、ゲートから離れた場所で一旦

牽引車を離脱する場合、人員を配置してブレーキをかけながら慎重に離脱し、チョー

クをセットしておく。 

 7.2.2  燃料車 （図の追加） 

 8.4.4  インストラクターAFR パターン（追加） 

 8.4.5  ディモナ AFR パターン （ウインドミルスタートをオプションへ変更） 

8.4.6  動力機トラフィックパターンの一部変更（東側ショートパターン追加） 

8.6.   TAB チェック参考資料（新規） 

8.12  周波数リスト 

       所沢 FSC（変更）  鬼怒川 FS 追加 

➜ 8.13  板倉周辺略図（変更）   

 

 


