
 

○山形県警察用航空機の運用等に関する訓令 

平成５年10月８日 

本部訓令第19号 

改正 平成６年10月28日本部訓令第23号 

平成12年11月７日本部訓令第15号 

平成21年４月１日本部訓令第13号 

平成30年３月12日本部訓令第５号 

山形県警察航空機使用管理に関する訓令（昭和63年３月本部訓令第２号）の全部を改正

する。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この訓令は、警察用航空機（以下「航空機」という。）の運用及び整備等に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（準拠） 

第２条 航空機の運用及び整備等に関しては、航空関係法令、警察用航空機の運用等に関す

る規則（昭和37年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）及び警察用航空

機の運用等に関する細則（平成４年警察庁訓令第16号。）に定めるもののほか、この訓

令の定めるところによる。 

（定義） 

第３条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 航空業務計画 規則第４条第３項に基づき、警察本部長（以下「本部長」という。）

が航空業務を推進するため、毎年示す諸計画をいう。 

(２) 航空基地 航空隊の活動の本拠で、山形県警察が航空機の管理運用のため設置した



 

事務所、格納庫、エプロン、誘導路及びこれらに付属する施設をいう。 

（管理責任者） 

第４条 警察本部に管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、生活安全部長とする。 

３ 管理責任者は、警察本部長の命を受け、航空基地及び航空機等（規則第２条第２号に規

定するものをいう。以下同じ。）の運用及び整備等に関する事務を統括する。 

（運用管理者） 

第５条 管理責任者の下に運用管理者を置く。 

２ 運用管理者は、生活安全部地域課長とする。 

３ 運用管理者は、航空機の効果的運用及び安全運航に関する事務を掌理する。 

 （航空隊長） 

第５条の２ 航空隊長は、航空隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。 

（運航責任者） 

第６条 運航責任者は、管理責任者が航空従事者である警察官の中から指定する者とする。 

２ 運航責任者が不在又は事故あるときは、管理責任者の指定する者が運航責任者の業務を

行うものとする。 

（安全担当者） 

第７条 安全担当者は、航空隊長が指定する。 

（勤務に関する事項） 

第８条 規則第11条第２項に規定する勤務に関する事項についての準則は、航空業務計画

で示すものとする。 

（航空機による活動） 

第９条 航空機による活動は、警ら活動、特別活動及び警察業務の支援活動等とする。 

２ 警ら活動とは、警ら及び訓練飛行とする。 

３ 特別活動とは、緊急配備活動、初動措置活動、遭難者の捜索救助に伴う活動及び自隊用

務とする。 

４ 警察業務の支援活動等とは、警察職員の搬送、災害警備、警衛警護に従事する場合等地

域担当部門以外の部門の要請により当該業務の支援のための活動並びに応援派遣及び行

政支援のための活動とする。 

（臨時発着場の指定） 

第10条 規則第18条に定める臨時発着場は、警察署長（以下「署長」という。）の選定し



 

た場所の中から、本部長が指定するものとする。 

２ 臨時発着場の設定及び使用に関する事項は、別に定める。 

（基地防護計画） 

第11条 運用管理者は、航空基地における火災その他の事故防止に努めるとともに、非常

の場合における航空基地及び航空機の防護に必要な計画を策定しなければならない。 

第２章 運用 

（運用） 

第12条 航空機は、航空業務計画に基づき、警察活動に効果的に運用するものとする。 

（航空業務計画の策定） 

第13条 運用管理者は、航空業務計画の大綱を策定しなければならない。 

２ 所属長は、翌年の年間航空機運用要請書（別記様式第１号）を作成し、本部長に提出す

るものとする。 

３ 航空隊長は、前項に規定する年間航空機運用要請書等を勘案して航空業務計画を立案す

るとともに、規則第９条第２項に定める諸計画を作成し、運用管理者を経由して本部長の

承認を受けなければならない。 

（月間運用計画） 

第14条 所属長は、航空機を運用する計画がある場合は、運用する月の前月15日までに月

間航空機運用要請書（以下「要請書」という。）（別記様式第２号）により、管理責任者

に連絡しなければならない。 

２ 航空基地及び本部長の指定した臨時発着場以外の場所を使用するときは、要請書に当該

場所の所有者又は管理者の臨時発着場としての使用承諾書を添えて、使用する日の20日

前までに連絡するものとする。 

３ 管理責任者は、月間航空機運用計画書（別記様式第３号）を策定し、本部長の承認を得

て各所属長に通報するものとする。 

（緊急業務等に伴う運用計画） 

第15条 所属長は、緊急を要する業務がある場合、電話その他の方法により管理責任者に

連絡し、事後速やかに前条の要請書を提出するものとする。 

２ 航空隊長は、警察無線その他により緊急事案を認知したときは、運用管理者の指示を受

けて、速やかに事案に対応するものとする。 

（運用承認） 

第16条 本部長は、航空機の運用に当たっては、運用日時、目的、飛行経路、飛行時間、



 

離着陸場所等について審査し、適当と認めるときは、その運用を承認するものとする。 

２ 前項の承認は、前条の場合を除き、月間航空機運用計画書の内容をもって承認したもの

とみなす。 

（事前の連絡調整） 

第17条 所属長は、航空機の運用承認を受けたときは、あらかじめ運航責任者と必要な細

部事項について連絡調整を行わなければならない。 

（飛行安全基準） 

第18条 航空隊長は、安全運航上必要があると認めるときは、運用管理者の承認を得て、

飛行安全基準を定めることができる。 

２ 航空従事者は、飛行安全基準を遵守し、安全な飛行に努めなければならない。 

（飛行計画の策定等） 

第19条 機長は、飛行前に搭乗者と必要な打ち合わせを行った上、飛行計画を策定し、運

航責任者の承認を受けるものとする。 

２ 機長は、飛行中の気象の急変、機体の変調等のため計画どおりの飛行が困難であると認

められる場合のほかみだりに飛行計画を変更してはならない。 

３ 機長は、飛行後、飛行記録及び無線業務日誌（別記様式第４号）により、その結果を運

用管理者に報告するものとする。 

第20条 削除 

（搭乗者の遵守事項） 

第21条 搭乗者は、機長の指示に従うとともに、別表に掲げる「航空機搭乗者心得」を遵

守しなければならない。 

（臨時発着場等の安全措置） 

第22条 運用管理者は、航空機の運航に当たり、臨時発着場を使用する必要があるときは、

その都度事前に、当該臨時発着場の所在地を管轄する署長に、使用目的、日時その他必要

事項を連絡しなければならない。 

２ 署長は、管轄区域内の臨時発着場が航空機の離着陸に使用される場合には、別に定める

ところにより、安全を確保するための措置を講じなければならない。 

３ 前２項の規定は、緊急用務その他やむを得ない事情のため、航空機が臨時発着場以外の

場所を離着陸に使用する場合において準用する。 

（運用結果報告） 

第23条 所属長は、航空機を運用したことによって社会的反響のあったもの等特別なもの



 

については、運用管理者を経て本部長に報告するものとする。 

２ 航空隊長は、航空隊員（本部長の指定する者を含む。）のみで実施する警ら活動の結果

については、航空機警ら実施記録（別記様式第５号）により、運用管理者に報告するもの

とする。 

（警察職員以外の者の搭乗手続） 

第24条 本部長は、警察職員以外の者から航空機の運用（搭乗）申請があった場合は、そ

の内容を第16条第１項に準じて審査し、必要があると認めるときは運用（搭乗）させる

ことができる。 

２ 前項の申請は、航空機運用（搭乗）承認申請書（別記様式第６号）２通及び誓約書（別

記様式第７号）を添えて、関係所属長を経由の上、本部長に提出して行うものとする。こ

の場合において、当該申請は、緊急を要する場合を除き、航空機を運用する日の７日前ま

でに行わなければならない。 

３ 第１項の承認は、航空機運用（搭乗）承認書（別記様式第６号）を当該申請者に交付し

て行うものとする。ただし、緊急を要する場合で、本部長がその必要がないと認めたとき

は、この限りでない。 

４ 第１項の承認を受けた者は、あらかじめ、運用管理者及び運航責任者と十分な連絡調整

を行わなければならない。 

（通信機能の活用） 

第25条 機長は、飛行に当たっては、常に航空無線局及び警察無線局を開局し、随時位置

通報を行うとともに、航空基地並びに通信指令課及び警察署通信室の機能を十分活用する

ほか、警ら用無線自動車、警察用船舶等との連携を図るものとする。 

第３章 点検整備 

（点検整備） 

第26条 航空隊長は、規則第21条の規定により、航空機の各種整備を機長及び整備士に実

施させ、機能の保持に努めなければならない。 

（臨時点検） 

第27条 航空隊長は、前条に定める点検のほか、航空機の運航の安全を確保する上で必要

と認めるときは、速やかに臨時点検を行わなければならない。 

（点検整備結果報告） 

第28条 航空隊長は、運用管理者に対し、点検整備の結果について報告するものとする。 

第４章 事故発生時の措置 



 

（機長の措置） 

第29条 機長は、飛行中において搭乗者の急病、航空機の故障、気象の急変等航空機に危

険が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、人命の安全を図るため必要な措置を

採るとともに、直ちに警察無線局等に事態の状況を即報しなければならない。 

２ 機長は、航空機事故（規則第２条第４号に規定する事故をいう。）が発生した場合には、

速やかに次に掲げる事項を本部長に報告しなければならない。 

(１) 航空機の登録記号及び型式 

(２) 機長の氏名 

(３) 事故の概要 

(４) 搭乗者及び機体の状況 

(５) 人の死傷又は物件の損壊状況 

(６) その他必要と認める事項 

（救助活動等） 

第30条 運用管理者は、航空機事故の発生を認知したときは、事故現場を管轄する署長に

対し、直ちに搭乗者等の救助、事故現場の保存その他必要な措置を採ることを要請し、そ

の状況を本部長に報告しなければならない。 

（事故調査委員会） 

第31条 本部長は、航空機事故が発生した場合で必要があると認めたときは、航空機事故

調査委員会を設置することができる。 

２ 航空機事故調査委員会は、本部長が指名又は委嘱する委員をもって構成する。 

第５章 雑則 

（備付簿冊） 

第32条 運用管理者は、航空機の運用及び整備等の状況を明らかにするため、航空隊業務

日誌（別記様式第８号）を備え付けるものとする。 

附 則 

この訓令は、平成５年11月１日から施行する。 

別表（第21条関係） 

航空機搭乗者心得 

搭乗前 ○ 機長と飛行に関する打合せを十分に行うこと。 

○ 搭乗準備は、離陸20分前までに完了すること。 

○ みだりに航空機に触れないこと。 



 

○ 機体の付近では、喫煙しないこと。（機体から15メートル以内火気厳禁） 

○ 携行品のある場合は、予め機長に申し出ること。 

○ 可燃性物質その他の危険物を機内に持ち込まないこと。 

○ 高血圧、風邪等で体に異常がある場合は、予め機長に申し出ること。 

○ 用便は、必ず済ませておくこと。 

○ 不用意に機体に近づかないこと。 

○ 係員の指示に従って行動すること。 

○ 頭上の回転翼（主ローター）及び尾部ローターに注意すること。 

搭乗中 ○ 自分の体に合わせて、ベルトを調整すること。 

○ みだりに機長に話しかけないこと。 

○ 機長の許可なく座席から動かないこと。 

○ 無線通信は、機長の許可を得て行うこと。 

○ 機体や装備品には、みだりに手を触れないこと。 

○ 機外には、絶対に物を捨てないこと。 

○ 機体の姿勢に逆らわないこと。 

○ 飛行中酔ったり、体に不調が生じたときは、速やかに機長に申し出ること。 

○ 機長の指示によって降りる準備をすること。 

降機時 ○ 忘れ物がないかどうか確認すること。 

○ 機長の許可なく、ドアを開いたり、降りたりしないこと。 

○ 降りるときは、係員の指示に従って、機体の前方から離れること。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

別記様式第１号（第13条関係） 

別記様式第２号（第14条関係） 

別記様式第３号（第14条関係） 

別記様式第４号（第19条関係） 

別記様式第５号（第23条関係） 

別記様式第６号（第24条関係） 

別記様式第７号（第24条関係） 

別記様式第８号（第32条関係） 

 


