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無人航空機の飛行に関する申請を行っていただくみなさまへ

無人航空機の飛行に関する許可申請書の記入について

無人航空機の飛行に関する許可申請書の記入方法は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領

（以下、「要領」という）」を基に、空港事務所へ申請を行う際の記載方法や、とっていただきたい安全対策について、

最低限必要な事項をまとめたものになります。

安全対策については、現に無人航空機の飛行をされている方が、設けられている規則や会則等を遵守して無人

航空機の飛行を行っていることは承知しております。今後も引き続きトラブル等なく無人航空機の飛行をしていただく

ために、航空法の一部改正を機に、航空局としても「無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の安全な飛行のためのガ

イドライン」や「要領」を作成し、無人航空機を飛行させる際に遵守していただきたい事項を記載しております。今まで

も行ってこられた対策や、当たり前かと思われること、安全対策等もございますが、申請書を作成する際に最低限、

確認をさせていただきたい安全体制について記載しましたので、参考にしていただければ、幸いです。

【申請書記載方法の見方】

基本的に紙の左半分には申請書の様式や表などを掲載しています。

申請書の様式は、記載していただきたい箇所を赤枠黄色背景の四角で囲っています。

申請書の右半分には、記載していただく事項の記載方法を記載しております。

その中で括弧書きで青字の箇所は、要領のどこに記載されているか項目番号等を記載したものです。

また、赤字の箇所は、記載例になります。

黄色の背景で記載している箇所は、電話連絡等の負担軽減のために大阪空港事務所が申請者の方に記載

をお願いする箇所になります。

申請書を作成する上で、ご活用いただければ幸いです。
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●申請方法等について

作成していただいた、申請書は窓口へ提出いただくか、郵便等にて送付していただくようお願いいたします。

※原則として、メールによる申請はできません。

※飛行開始予定日の 10日前（土日祝日等を除く。）までに申請してください。

やむを得ず、飛行開始予定日の１０日前までに申請を出すのが困難な場合は、事前に電話にて相談してくださ

い。

【申請書の送付先】

←印刷の上、切って封筒に貼付する等ご活用ください。

※申請書を送付いただく際は、許可書を返信するための封筒を同封していただくようお願いいたします。

返信用の封筒には下記の 送料分の切手を貼付のうえ、送付先を記載していただくようお願いいたします。

許可書はＡ４用紙で３枚以上程度です。

料金

定型用封筒を使用される場合 ９２円（25g以上 50g 未満）

定型外封筒を使用される場合 １２０円

簡易書留での送付を希望される場合 ＋３１０円（追加料金）

速達での送付を希望される場合 ＋２８０円

【問い合わせ先】

内容について確認したい事項や誤り等がありましたら下記の連絡先までご連絡いただくようお願いいたします。

大阪空港事務所 管制保安部航空管制運航情報官 （平日９時～１２時、１３時～１７時）

ＴＥＬ：06-6843-1126

ＦＡＸ:06-6843-1513

Ｍａｉｌ（ fsc-kyoka@cab.mlit.go.jp ）

〒560-0036

大阪府豊中市蛍池西町 3-371

大阪空港事務所 管制保安部

航空管制運航情報官 宛



無人航空機の飛行に関する許可申請書の記入方法

3

①申請書を提出する日付を記載してください。

会社等の場合は決裁日、クラブ、個人等の方にあって

は投函日等になります。

（例：平成 27年 12月 4 日）

（例：2015 年 12月 4日）

②提出先を記載してください。（要領 2-2-1(1)）

（例：大阪空港事務所へ提出いただく場合

大阪空港事務所長 殿）

③申請者名等を記載の上、押印してください。

また個人（操縦者が１名である場合）以外は、【代行

申請】と記載してください。

また、連絡先は、電話番号とメールアドレスを記載して

ください。

（例：個人の場合

氏名 山田 太郎

住所 大阪府豊中市蛍池西町 3-371

連絡先 06-6843-1126

Ｍａｉｌ：cab@cab.mlit.go.jp

例：団体・会社等の場合

【代行申請】

氏名 大阪飛行クラブ 会長 山田 太郎

住所 大阪府豊中市蛍池西町 3-371

連絡先 06-6843-1126

Ｍａｉｌ：cab@cab.mlit.go.jp
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目的 例

空撮 風景・施設の撮影、ＴＶ・映画制作、イベント撮影 等

報道取材 報道取材等

警備 侵入者追跡、工場内立入者監視 等

農林水産

業

農薬散布、松くい虫防除、種まき、肥料散布、生育調査

等

測量 工事現場での測量 等

環境調査 放射能計測、大気汚染調査 等

設備メンテ

ナンス

プラント保守、施工計画調査、ソーラーパネル管理 等

インフラ点

検・保守

道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点

検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等

資材管理 プラント資材管理、資材の容積計測 等

輸送・宅配 物資輸送、宅配 等

自然観測 火山観測、地形変化計測、資源観測 等

事故・災害

対応等

土砂崩れ等の被害調査、山岳救助、水難者捜索、被災

者捜索、火災の原因等の調査、交通事故現場検証 等

趣味 競技会、スポーツ、レクリエーション、個人的な趣味の飛

行 等

④飛行する目的の欄にチェックをしてください。該当す

る目的がない場合、どれに該当するか迷う場合は、

その他にＣＫを行い、詳細を記載してください。（要領

2-2-1(3)）

（例：□ 趣味）

（例（□ その他（無人航空機の性能確認））

⑤飛行の日時を記載してください。（要領 2-2-1(3)）

（例：平成 27 年 12 月 10 日から平成 28 年 12 月

9日 日出～日没）

（例：2016年 1月1日から2016年 1月 10日のう

ち２日 9:00～12:00（日本時間））

⑥飛行の経路や飛行するエリアを記載してください。ま

た地図の添付や緯度経度も記載してください。住所

はわかる範囲で結構なので記載してください。緯度

経度は、飛行経路の欄に書いていただいても添付い

ただく地図に記載していただいてもどちらでも構いま

せん。添付いただく地図は発行元等は問いませんの

で、インターネット等で公開されているものでも構いま

せん。

また縮尺等についても飛行する区域がわかるもので

あれば特に指定は行っておりません。（要領

2-2-1(3)）

（例：大阪府豊中市蛍池西町３－３７１周辺

別添地図参照）

（例：大阪府豊中市蛍池西町３－３７１（34 度 47分

31 秒 135 度 26 分 33.57 秒）を中心とする

半径 500m以内の範囲内

別添地図参照）

（例：大阪府豊中市および池田市周辺のうち、

次の四点で囲まれる区域

（①34 度 47 分 48 秒 135 度 26 分 02 秒、

②34度48分06秒 135度26分39秒、

③34度47分27秒 135度27分17秒、

④34度47分06秒 135度26分44秒））
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例１

例２

大阪府豊中市蛍池西町 3-371（34 度 47 分 31 秒 135 度 26 分 33.57

秒）を中心とする半径 500m以内の範囲

大阪府豊中市および池田市周辺のうち、次の四点で囲まれる区域

（①34度 47分 48秒 135度 26分 02秒、②34度 48分 06秒 135度 26分 39秒、③

34度 47分 27秒 135 度 27分 17秒、④34度 47 分 06秒 135 度 26分 44 秒）
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今回掲載させていただいたものはインターネットで無料でできる国土地理院の地理院地図（電子国土web）という

サイトを利用して作図した地図になります。また地理院地図を使用して緯度経度も確認ができますので、緯度経度

の調べ方がわからない方もご活用ください。また、それでもわからない方は当所まで相談ください。

ＵＲＬ ： http://maps.gsi.go.jp/#16/34.788801/135.443637

①緯度経度を確認する地点に十字をあわせてください。

③十字の地点の緯度経度等が表示されます。

住所

緯度経度

標高Ａ
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⑦飛行を行う高度のうち、最大の高さ（上限）を記載し

てください。地表等からの高度は、地面からの飛行を

行う最大の高さを記載してください。海抜高度は、そ

の地点の標高に飛行を行う最大の高さを記載してく

ださい。（要領 2-2-1(3)）

（例：標高が１４ｍの場所で、最大地上から４００ｍの

高さまで飛行を行う可能性のある場合

地表等からの高度 ４００ｍ

海抜高度 ４１４ｍ

⑧申請を行う飛行の禁止空域にチェックをしてください。

また、理由を記載してください。理由は目的を補足す

るものと考えてください。（要領 2-2-1(4)）

（例：（理由）空撮のため）

（例：（理由）競技、クラブ活動のため）
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⑨ＪＰＮのフォーマットを参考に記載してください。

（例 様式 2、別紙１、別紙３及び別紙４の通り）

また、この欄か別紙１に無人航空機の種類ごとに、機

体の最大の重量、寸法（縦、横）、色等を記載してくだ

さい。

⑩ＪＰＮのフォーマットを参考に記載してください。

（例

１．飛行させる無人航空機に関する事項

製造者名 自作

名称 別紙３の無人航空機の特徴欄による

重量 日本模型航空連盟規定による

製造番号等 別紙３のＪＰＮ登録番号による ）

３．確認結果を記載してください。

※別紙１には、固定翼、滑空機、動力付滑空機が記

載されてますが、団体として飛ばすことがない種類が

各自ｊ津にある場合は、飛ばさない種類については、

削除していただき、飛行する可能性のある種類のみ

記載していただくようお願いいたします。

日本模型航空連盟に模型飛行士として登録されてい

る会員が所有する機体を飛行させる場合
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※複数の無人航空機又は操縦装置を使用する場合

には、全ての無人航空機について記載が必要です。

⑨操縦装置（遠隔操作を行うための装置をいう。以下

同じ。）の製造者名及び名称を記載してください。

（要領 2-2-1(5)）

例 ○○製■■

製造者名、名称、重量、製造番号等は様式２に記

載していただいて、様式２のとおりと欄に記載してい

ただければ構いません。また機体の寸法（全長×全

幅）も記載してください。

例 様式 2のとおり

全長 1m 全幅 １．３ｍ

日本模型航空連盟に模型飛行士として登録されてい

る会員以外の方が所有する機体を飛行させる場合
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・様式 2について、1．の項で記載した無人航空機が、

ホームページ掲載無人航空機に該当しない場合

又はホームページ掲載無人航空機であっても改

造を行っている場合には、3．の項を記載するして

ください。

3.の項を記載した場合は、趣味を目的とする自

作機を除き、無人航空機の運用限界（最高速度、

最高到達高度、電波到達距離、飛行可能風速、

最大搭載可能重量、最大使用可能時間 等）及

び無人航空機を飛行させる方法（点検・整備の方

法を含む。）が記載された取扱説明書等の該当

部分の写しを添付してください。

⑩下記の事項を記載してください。

・無人航空機の製造者名、名称、重量及び機体を識

別することが可能な製造番号等を記載してください。

（無人航空機を自作した場合には、機体を識別する

ための記号等を独自に設定し、当該記号等を機体に

表示すること。）

・無人航空機の重量については、機体本体の重量及

び飛行のために必要なバッテリーの重量の合計（バッ

テリー以外の取外し可能な付属品の重量は含まな

い。）並びに最大離陸重量を記載してください。

・様式 2 について、1．の項で記載した無人航空機が、

ホームページ掲載無人航空機と同一の製造者名、

名称及び重量の場合には、2．の項において改造を

行っているかどうか記載してください。

・航空局ホームページに公表されている無人航空機の

うち資料の添付を省略することができる無人航空機

（以下「ホームページ掲載無人航空機」という。）との

製造者名、名称及び重量のと異なる場合には、無人

航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写

真（多方面）を添付してください。

また、複数機の申請を行う場合に、同一型式の無

人航空機がある場合は、その型式ごとに代表例とし

て添付することで構いません。
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また、複数の無人航空機について申請する場合、様

式２は原則として１機体につき１枚必要になります。た

だし下記のグループ毎に製造者名、名称、重量、製造

者番号等は別紙で例のような無人航空機の名称等に

関する一覧表を作成し、提出することができます。

その場合、製造者名、名称、重量、製造者番号等の

欄は別紙のとおりと記載してください。

グループ①

ホームページ掲載無人航空機であって改造を行って

いない無人航空機

製造者名 名称 重量 製造番号等

１ ａ社 プレーン４ 3000g 123

２ ｂ社 コプター１ 1860g Abc

３ ｃ社 グライダーＡ 2000g JAPAN023

無人航空機の名称等に関する一覧表の例

この場合一覧表を excel 等のデータ形式のまま、大阪

空港事務所へ mail で送付いただけると大変助かります。

(mail : fsc-kyoka@cab.mlit.go.jp )

グループ② ホームページ掲載無人航空機であって

改造を行っている無人航空機で３の確認結果がすべ

て同一となる無人航空機

グループ③

ホームページ掲載無人航空機以外の無人航空機で

の確認結果がすべて同一となる無人航空機

別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり 別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり

別紙○のとおり
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⑪JＰＮのフォーマットを参考に記載してください。

（要領 2-2-1(5)）

（例

様式２のとおり確認済み

日本模型航空連盟が定める仕様 別紙４のとおり )

・無人航空機の機能及び性能に関する基準を制定し

ている団体等による機体認証を取得している場合に

は、当該認証を証する書類の写しを添付してくださ

い。

日本模型航空連盟に模型飛行士として登録されてい

る会員が所有する機体を飛行させる場合
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⑪下記のとおり記載してください。（要領 2-2-1(5)）

「 様式２のとおり 」

また、下記に該当する場合はそれぞれ機能等を記載

してください。

●夜間の飛行を行う場合

灯火を装備している旨記載してください。

●最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機であってホ

ームページ掲載無人航空機以外の場合は、下記の

機能および性能がわかる追加装備（オプション）を記

載した資料を作成し、申請書に添付してください。

（１）想定される全ての運用に耐え得る堅牢性を有する

こと。

（２）機体を整備することにより 100 時間以上の飛行に

耐え得る耐久性を有すること。

（３）機体と操縦装置との間の通信は、他の機器に悪影

響を与えないこと。

（４）発動機、モーター又はプロペラ（ローター）が故障し

た後、これらの破損した部品が飛散するおそれが

できる限り少ない構造であること。

（５）事故発生時にその原因調査をするための飛行諸

元を記録できる機能を有すること。

（６）次表の想定される不具合モードに対し、適切なフェ

ールセーフ機能を有すること。

※無人航空機の機能及び性能に関する基準を制定し

ている団体等による機体認証を取得している場合に

は、当該認証を証する書類の写しを添付してくださ

い。

日本模型航空連盟に模型飛行士として登録されてい

る会員以外の方が所有する機体を飛行させる場合
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⑫下記のとおり記載してください。（要領 2-2-1(6)）

「様式３のとおり」

⑬様式３を作成してください。

※操縦者が複数いる場合は人数分作成してくださ

い。

※法人の業務として無人航空機を飛行させるために

申請する場合には、飛行を監督する責任者が、

無人航空機を飛行させる者が基準に適合してい

るかどうかについて申請前に確認の上、作成してく

ださい。

※自動操縦（プログラムにより自動的に操縦を行うこ

とをいう。以下同じ。）のみにより飛行させることが

できる無人航空機であって、当該無人航空機を

遠隔操作により飛行させる者を要しない場合には、

飛行を監督する責任者の氏名を記載してくださ

い。

※無人航空機を飛行させる者の能力等に関する基

準を制定している団体等による講習会等を受講し、

技能認証を受けている場合には、当該認証を証

する書類の写しを添付してください。

操縦者に関する一覧表を作成しない場合
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⑫下記のとおり記載してください。（要領 2-2-1(6)）

「様式３および別紙○（「団体名」所属一覧表）のとお

り」

⑬様式３を作成してください。

・飛行させる者のあとは、「別紙○（「団体名」所属一

覧表に記載の者）」と記載してください。

・飛行を監督する責任者の所、氏名を記載してくださ

い。

※法人の業務として無人航空機を飛行させるために

申請する場合には、飛行を監督する責任者が、

無人航空機を飛行させる者が基準に適合してい

るかどうかについて申請前に確認の上、作成してく

ださい。

※無人航空機を飛行させる者の能力等に関する基

準を制定している団体等による講習会等を受講し、

技能認証を受けている場合には、当該認証を証

する書類の写しを添付してください。

・別紙を作成してください。

別紙には、氏名、住所、連絡先（電話番号、飛行

経験および操縦する無人航空機の特徴を記載し

てください。

氏名 住所 連絡先 飛行経

験

無人航空

機の名称

１ 山田太郎 大阪

府～

0123-4

5-6789

１０年

以上

ヘリ２

２ 山田花子 兵庫

県＝

090-12

34-123

4

３０時

間

プレーン１

２３

３ 山田次郎 岡山

県

012-11

1-1111

2005

年から

グライダー

Ｘ

別紙○（「団体名」所属一覧表） 例

この場合一覧表を excel 等のデータ形式のまま、大阪

空港事務所へ mail で送付いただけると大変助かります。

(mail : fsc-kyoka@cab.mlit.go.jp )

操縦者に関する一覧表を作成する場合

※確認結果が同一の場合に限ります。

確認結果が違う場合は、様式３をそれぞれ提出して

いただくようお願いいたします。
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⑭ＪＰＮのフォーマットを参考に記載してください。

（要領 2-2-1(7)）

（例 クラブ会員等により安全監視し、法令を遵守して

の飛行マニュアル（別紙２）のとおり ）

日本模型航空連盟に模型飛行士として登録されてい

る会員が所有する機体を飛行させる場合
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⑭下記のとおり記載してください。

（要領 2-2-1(7)）

「飛行マニュアルのとおり」

※飛行マニュアルを作成してください。

日本模型航空連盟に模型飛行士として登録されてい

る会員以外の方が所有する機体を飛行させる場合
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⑮その他参考となる事項（要領 2-2-1(8)）

備考

・２回目以降の許可等の申請時には、直近の許可等の

年月日及び番号を記載してください。

（例 前回許可日 平成 27年 12月 10日

許可番号 大運情第9999 号）

・無人航空機に係る第三者賠償責任保険への加入状

況を把握するため、その保険の内容（加入状況、保険

会社名、商品名、補償金額）を記載してください。

(例 □ 加入している（□ 対人 □ 対物）

保険会社名 大阪空港保険

商品名 個人賠償責任

補償 金額：対人、対物 １事故あたり１億円

※同時に飛行させる無人航空機の最大機数を記載し

てください。（要領 ５－１（３）

（最大 ○機）

同時に飛行させない場合は、複数機による同時飛

行は行わない旨記載してください。

●進入表面等の上空の空域における飛行の場合

空港設置管理者等との調整を行った旨記載してく

ださい。

（例 新関西国際空港株式会社 田中さんに連絡

を行い、平成27年 12月 3日に特に問題ないとの

回答を受けた）

●地表又は水面から 150ｍ以上の高さの空域におけ

る飛行の場合

空域を管轄する関係機関との調整を行った旨記載

してください。

（例 東京航空交通管制部 佐藤さんに連絡を行い、

平成27年12月3日に特に問題ないとの回答

を受けた）

●毎日飛行を行う予定の申請の場合

（例 平成27年 12月 10日から平成28年 12月

9日までの期間等で申請を行う場合）

飛行を行わなくなった場合は、大阪空港事務所に

連絡する旨記載してください。（要領 ５－１（３））

●申請の時点で飛行を行う日時が未確定の場合

（例 平成 27 年 12 月 10 日から平成 27 年 12 月

20日までのうち１日等の期間で申請を行う場合）

飛行を行う日の前日までに大阪空港事務所航空

管制運航情報官（06-6843-1124）に連絡を行う

旨記載してください。（要領 ５－１（３）

●許可等を行った場合には、航空局ホームページに

飛行の概要等が公表されます。非公表としてほしい

内容や記載事項等の要望がありましたら、申請書

の「備考」欄等に理由とともに記入していただくよう

お願いいたします。

●緊急時の連絡先を記載してください。
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⑯飛行マニュアルを作成してください。現在の規約や

JPN のひな型を参考にする場合であっても、下記の事

項については、体制としてとっていただきたいと思いま

す。また、とられる体制のうち、飛行や申請の都度変更

が生じるものではなく、常に行っていただいている体制

については、申請書の参考事項ではなく、飛行マニュ

アルに盛り込んでもらうことによって、複数クラブ員等が

いる場合でも、クラブ員全員が同じ認識を持って飛行

できると考えております。現在の規約等に下記の事項

に今回のタイミングを機に、当然なこともございますが、

追加することも検討していただくようお願いいたします。

●飛行する際の注意点（飛行前）

・第三者に対する危害を防止するため、原則として

第三者の上空で無人航空機を飛行させないでく

ださい。（要領 4-3-1(1)）

・飛行前に、気象（仕様上設定された飛行可能な風

速等）、機体の状況及び飛行経路について、安全

に飛行できる状態であることを確認してください。

（要領 4-3-1(2)）

※マニュアルには、飛行前の安全確認の方法につ

いても下記のような事項を規定していただくようお

願いいたします。

・気象状況の確認項目及び手順（要領 4-3-2(2)

b））

・機体の状態の確認項目及び手順等（要領

4-3-2(2) d））

・酒精飲料等の影響により、無人航空機を正常に飛

行させることができないおそれがある間は、飛行さ

せないでください。（要領 4-3-1(5)）

・飛行目的によりやむを得ない場合を除き、飛行の

危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行

は行わないでください。（要領 4-3-1(6)）

・目的が趣味の場合を除き、無人航空機を飛行させ

る際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録して

ください。（要領 4-3-1(10)）

・飛行年月日

・無人航空機を飛行させる者の氏名

・無人航空機の名称

・飛行の概要（飛行目的及び内容）

・離陸場所及び離陸時刻

・着陸場所及び着陸時刻

・飛行時間

・無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項

（ヒヤリ・ハット 等）

・無人航空機を飛行させる者の署名

※マニュアルには、飛行記録（訓練も含む。）の作成

方法ついても下記のような事項を規定していた

だくようお願いいたします。

・飛行記録の作成手順

・飛行記録の様式

・記録の管理方法 等（要領 4-3-2(2) c））

・飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可

書又は承認書の原本又は写しを携行してください。

（要領 4-3-1(13)）

●飛行する際の注意点（飛行中）

（３）取扱説明書に記載された風速以上の突風が発

生するなど、無人航空機を安全に飛行させること

ができなくなるような不測の事態が発生した場合

には即時に飛行を中止してください。（要領

4-3-1(3)）

・衝突や後方乱気流による影響等を避けるため、航

空機には接近しないでください。（要領4-3-1(4)）

・不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降

下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わな

いでください。（要領 4-3-1(7)）
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・物件のつり下げ又は曳航は行わないでください。業

務上 理由等によりやむを得ずこれらの行為を行

う場合には、必要な安全上の措置を講じてくださ

い。（要領 4-3-1(8)）

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の

飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に

監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航

空機を飛行させる者が安全に飛行させることがで

きるよう必要な助言を行ってください。（要領 5-1

（２）a） b)）

・飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入

らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行っ

てください。（要領 5-1（２）a） b)）

●緊急時の対応

・無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件

の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機と

の衝突若しくは接近事案が発生した場合には、次に

掲げる事項を速やかに、大阪空港事務所(連絡先：

06-6843-1124 ※申請に関する調整先窓口とは

異なり、当直へつながる電話番号です。)まで報告し

てください。

・無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び

号

・無人航空機を飛行させた者の氏名

・事故等の発生した日時及び場所

・無人航空機の名称

・無人航空機の事故等の概要

・その他参考となる事項（要領 4-3-1(11)）

・無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件

の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機と

の衝突若しくは接近事案の非常時の対応及び連

絡体制があらかじめ設定されていること。（要領

4-3-1(12)）（要領 4-3-2(3)c））

●機体の点検

・無人航空機の飛行の安全を確保するため、製造

事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機

体の点検・整備を行って くだ さい。 （要領

4-3-1(9)）

※マニュアルには、機体の点検・整備の方法につ

いても下記のような事項を規定していただくよう

お願いいたします。

・定期的又は日常的な点検・整備の項目

・点検・整備の時期 等(要領 4-3-2(1)a)

・飛行目的が趣味の場合を除き、点検・整備記録を

作成してください。（要領 4-3-1(9)）

※マニュアルには、機体の点検・整備の記録の作

成方法についても下記のような事項を規定して

いただくようお願いいたします。

・定期的又は日常的な点検・整備の項目

・点検・整備の時期 等(要領 4-3-2(1)b)
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●無人航空機を飛行させる者の訓練

※マニュアルには下記の事項を盛り込んでいただくよ

うお願いいたします。

・知識及び能力を習得するための訓練方法（要領

4-3-2(2)a）

※新規に人が増えた場合に、どのような説明をさ

れているか記載していただければ構いませ

ん。）

例：規約について説明を行う。

～時間までは、教官が操作説明等を行う。

・能力を維持させるための方法（要領 4-3-2(2)b）

※様式3で確認を行っていただいた能力を維持す

るために、どのようなことをされているか記載し

てください。

例：定期的に講習会を行う。

定期的に講習会に参加する。


