
２０１８年度 

安 全 報 告 書 

株式会社ＡＩＲＤＯ 

この安全報告書は、航空法第１１１条の６に基づき、当社の安全への取り組みを

まとめたものです。



ＡＩＲＤＯ安全報告書 

 

 平素より、ＡＩＲＤＯをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
 
「２０１８年度 安全報告書」を作成しましたのでぜひご一読いただき、ＡＩＲＤＯの安

全に関わる取り組みについてご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 
 
 ＡＩＲＤＯでは、「安全を絶対的使命として追求する」を企業理念の冒頭に掲げ、安全を

最優先に事業を継続して参りました。 
 
 しかしながら、航空業界の飲酒問題に対して社会的に厳しい視線が注がれている中、残念

ながら２０１９年１月に運航乗務員による飲酒に関する不適切な事案を発生させ、国土交

通省から厳重注意という厳しい行政指導を受けることとなりました。 
 
 弊社は２０１４年１２月に事業改善命令を受け、これまで全社を挙げて安全に係る基盤

の再構築に取り組み、安全風土の醸成に努めて参りましたが、飲酒事案により行政指導に至

ったことについて大変重く受け止めております。 
この指導を厳粛に受け止め、安全に対する意識改革と安全管理体制の再構築に向け全社

一丸となって取り組み、社会からの信頼回復に努めて参ります。 
 

 これからも、皆さまの変わらぬご愛顧とともに、一層のご指導ご支援を賜りますよう、    

よろしくお願い申し上げます。 
 
２０１９年７月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ＡＩＲＤＯ 代表取締役社長 

草野 晋 
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１．安全に関する基本方針 
 

１－１ 企業理念・安全行動指針 

 

弊社は、企業理念の冒頭において「安全を絶対的使命として追求します」との決意を述

べ、この理念の下、会社として航空の安全を追及しています。 

 

 

 

  弊社は、企業理念に掲げている「安全を絶対的使命として追求」するため、 

 安全行動指針を定め、全役職員がこの安全行動指針に従い、業務を遂行していま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

企 業 理 念 

• 安全を絶対的使命として追求します 

• お客様に感動していただける空の旅を提供します 

• コスト意識を持って企業競争力を強化します 

• 人を活かし育み、活力ある企業風土を創造します 

• 北海道の翼として地域社会の発展に貢献します 

安 全 行 動 指 針 

・曖昧な判断はせず、確信がない場合は安全を最優先に行動 

します 

・情報は迅速かつ的確に報告し、組織を超えて共有します 

・周囲の意見に耳を傾け、自分の考えを声にして、コミュニ 

ケーションを大切にします 

・教訓から学び、自覚と責任を持ってプロフェッショナルと 

しての技倆を高め続けます 
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１－２ 安全方針 

 

経営の最高責任者（代表取締役社長）は、安全最優先の決意を示した「安全方針」を設

定しています。 

 

 

 

2018年度安全方針 

 航空会社にとって、安全は何ものにも代えがたい、会社存続の基盤であり、 

絶対的使命として何よりも優先させるべきものです。              

当社の「企業理念」では冒頭で、 

 

安全を絶対的使命として追求します 

 

と謳い、安全最優先の固い決意を表しています。 

 

2016-2018 年度の中期経営戦略では「守りから攻めの安全へ～再発防止から未然

防止」をテーマに掲げています。最終年度となる 2018年度の安全方針は、埋もれて

いるリスクの掘り起こしと、先取りした対策の推進を図ります。 

 

 

安全方針 

・安全行動指針に基づく行動化（実践） 

この安全方針に則り、以下の取組みをみなさんとともに進めていきましょう。 

 

 重点施策 

 安全推進活動の基盤となる職場改善活動を通じた人づくり・組織づくり（Step.3） 

 

安全指標・安全目標値 

「事故・重大インシデント 0件」 

「VOICES への報告件数 過去最高の 23件以上」 

「出前講座（機内緊急事態発生時の援助方法）受講率 90％」 

 

 

今年度の安全指標・安全目標値は、VOICESへの報告件数について、過去最高の平

成 28 年度実績（23 件）以上を引き続き掲げます。ベースとなるヒヤリハット報告

内容の質は向上しているものの、全社的にさらにヒヤリハット報告への気運の醸成

を図っていきます。また、「出前講座（機内緊急事態発生時の援助方法）」は、昨年

度において高い受講率であったため目標とする受講率を引き上げ、90％に再設定し

ました。 

新年度も全社一丸となって安全指標・安全目標値を達成し、「日本一安全な航空 

 会社」を目指しましょう。 
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２．安全確保の体制 
 

弊社は、航空法に基づき、「安全管理規程」において、安全管理の方針、体制、実施方法に

ついて定めています。また、安全統括管理者を選任し、経営トップから運航、整備、客室、

空港業務などに直接携わる社員を含む会社全体で、航空輸送の安全に対し組織的に取り組む

「安全管理システム」（以下「ＳＭＳ」という。）を構築しています。 

 

２－１ 安全管理システムの概要 

弊社におけるＳＭＳとは、会社の運航安全の方針や 

目標を定め、体制を整備し、実行し、その結果を評価する 

ことにより、会社組織が一体となって、継続的に安全の 

確保および改善をはかる仕組みをいいます。 

この仕組みにおいて、Ｐ（PLAN：計画）、Ｄ（DO：実施）、 

Ｃ（CHECK：問題把握）、Ａ（ACT：改善）のサイクル 

(ＰＤＣＡサイクル)を継続することにより、運航の安全の 

維持・向上を目指します。 

弊社の「安全管理規程」では、ＰＤＣＡサイクルについて、 

次のように定めています。 

① 安全方針 

企業理念に基づき、会社の安全に係わる基本的な方針および目標を設定し、運航の

安全についての組織および責任と権限を定めるとともに、ＳＭＳの適切性、妥当性お

よび有効性を確保し、継続的改善を図っていくためのマネジメントレビューを設定す

る。 

② 運航体制 

運航体制の維持および改善を図り、ＳＭＳの有効性を継続的に改善するために必要

な資源の供給について定める。さらに運航の安全・品質に係わる業務の実施基準・手

順の設定について定める。 

③ 運航の実施／運送の提供 

日常的に運航の実施・運送の提供の業務に従事する社員についての具体的な行動基

準を定める。さらに運航の安全に係わる日常的な業務の外部委託に対する管理につい

て定める。 

④ 問題把握と改善 

運航の実施・運送の提供に伴う問題点の把握、継続的な再発防止対策および未然防

止対策の実施による運航の安全性向上ならびに内部安全監査による定期的なＳＭＳの

改善について定める。さらに、ＳＭＳを有効で効果的なものにするための安全推進の

一般的な種々の活動について定める。 

 
 

継続的改善 

運航安全の 

方針と体制 
（ＰＬＡＮ） 

運航の実施 

運送の提供 
（ＤＯ） 

問題の把握 
（ＣＨＥＣＫ） 

改善 
（ＡＣＴＩＯＮ） 
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２－２ 安全確保に関する組織 

 

弊社の安全確保の組織体制は、以下に示すとおりです。 

 

◇ 組織図と従業員数 （２０１９年３月３１日現在：９１３名） 

※短時間契約社員、派遣社員を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全推進室 ＣＳ推進室 総務部 営業本部 技術本部 

１９名 ５名 ２４名 ３３名 ３４８名 

ＣＳＲ企画推進室 業務監査室 企画部 運送本部  

８名 ３名 ２６名 ４４７名  

 

◇ 運航に携わる各職種の人数 （２０１９年３月３１日現在） 

職種 人数  

運航乗務員 １２９人 うち派遣社員（２名） 

客室乗務員 ２２０人  

整備従事者  ９６人 うち確認主任者等（８１人） 

地上運航従事者  ２７人 うち運航管理者（１８人） 

※運航および整備に係わる委託先の人数は除く 

株主総会 

取締役会 

監査役会 

社長 安全推進委員会 

安全推進室 

経営戦略会議 

業務監査室 

ＣＳ推進室 

企画部 総務部 

技術本部 運送本部 営業本部 

運航・整備部門 運航管理・客室・空港部門 

CSR企画推進室 
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２－３ 責任と権限 
 

安全の維持・向上を目的とするＳＭＳの継続的な改善を図り、安全を確保するための、委員

会組織、役職者、社員の責任と権限は以下のとおりです。 

 

◇ 安全推進委員会 

すべての常勤役員、生産部門の本部長等により構成され、会社の安全に係わる重要事項の

最高決議機関として、原則、毎月１回開催しています。安全に関する基本方針を策定し、安

全重点施策の実施状況や達成状況を確認、その結果に基づき会社全体の安全対策の確認、監

視、助言、勧告、指示を行います。 

 

◇ 社長（経営および運航安全に関する最高責任者） 

「安全は経営の最優先事項である」旨の「安全方針」を明示し、安全に対するコミットメ

ントを社内に深く浸透させるとともに、安全に関する総まとめとしてマネジメントレビュー

を定期的に実施し、ＳＭＳの継続的な改善を図っています。 

 

◇ 安全統括管理者 

経営の立場から、ＳＭＳの継続的改善を推進し、安全の監視を行い、社長のマネジメント

レビューを支援しています。 

 

◇ 生産部門の部門長 

自部門内の安全に関する責任者として、部門内の業務プロセスや手順を設定し、確実に実

施・維持します。また、不安全事象の再発防止活動および未然防止活動を部門内において実

施します。 

 

◇ 管理職者 

部下に対して安全方針・目標、安全情報の周知ならびに業務への具体的展開を行うととも

に、規定に則った業務遂行の管理、および規定遵守のための環境整備を行います。また、業

務に係わる不安全要素の報告奨励と動機付けを行います。 

 

◇ 一般職 

安全行動指針に従い、担当する業務を確実に行います。また、不安全要素の報告および 

改善の実施または提案を行います。 
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２－４ 各組織の機能と役割の概要 

 

各部門の機能と役割は以下に示すとおりです。 

 

◇ 安全推進室 

安全に対する経営の方針に基づき、安全に係わる問題について社内各部門および社外の関

連する諸機関との調整を行い、会社のＳＭＳの推進と継続的な改善等の具体的な指揮を行い

ます。また、社内安全監査や実運航データに基づくモニターを担当し、必要な教育や助言等

を実施します。 

 

◇ 技術本部 

会社の経営方針に基づき、運航・整備部門に関する生産業務全般を担当し、安全運航の徹

底と経済的な生産業務を遂行するとともに、空港部門の円滑化のために援助協力を行います。 

 

◇ 運送本部 

会社の経営方針に基づき、運航管理・客室・空港部門の生産業務全般を担当するとともに、

航空保安の徹底ならびに顧客ニーズの取りまとめを行います。 
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３．安全確保への取り組み 
 

３－１ 運航に携わる各職種の定期訓練および審査の内容 

 

弊社では、日常運航に携わる職種ごとに以下のような教育や訓練などを定期的に実施し、

運航の安全を確保しています。 

 

◇ 運航乗務員 

運航乗務員は、入社後、訓練生として数多くの訓練と審査を経て副操縦士に昇格し、そこで十

分な経験を積んだ後にさらに厳しい訓練と審査を繰り返し、機長へと昇格していきます。昇格して

業務についた後も、緊急事態を想定した訓練や、運航に必要な知識、操縦能力、判断力などを定

期的に確認する審査、さらには厳しい航空身体検査も義務付けられています。 

定期訓練では、能力維持と向上を図るため、半年に１度、フライトシミュレーターを用いた訓練

を行っています。その訓練には、いかなる状況下でも適切な対応ができるよう、通常は経験するこ

とのない異常な状態や緊急な状態等をシミュレートする内容も含まれています。また、１年に１度、

定期学科訓練やＣＲＭ訓練(注)を実施し、知識や技術のリフレッシュを図るとともに、緊急時におけ

る乗務員相互のコミュニケーションや連携、リーダーシップなどについて訓練し、運航乗務員とし

ての能力向上に努めています。また 63 歳以上の運航乗務員は、これらの定期訓練に加えてフラ

イトシミュレーターを用いた加齢付加定期訓練を半年に 1 度実施し、緊急時の操作等について能

力の維持・向上に努めております。 

定期審査では、運航乗務員として必要な知識及び能力を有しているかを判定するため、技

能審査と路線審査を年 1 回ずつ受け、合格することが求められます。 

弊社は２００６年８月に指定本邦航空運送事業者としての指定を受け、定期的に実施される機

長の資格審査については、国の審査官に代わって国土交通大臣の指名を受けた自社の査察操

縦士が実施しています。安全に対する高い意識と全社一丸となった取り組みにより、厳格な審査

を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）ＣＲＭ（Crew Resource Management）訓練 

乗務員を取り囲む利用可能なすべてのリソース（人、機器、情報など）を活用し、チームとして

の意思決定やコミュニケーション、リーダーシップの取り方などを学ぶ訓練。 
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◇ 客室乗務員 

客室乗務員は、機内における保安要員であり、そのために必要な各種訓練を受け、社内審

査に合格した後、乗務資格が付与されます。 

また、客室乗務員としての能力維持と向上を図り、その資格を維持するための定期訓練と審

査が毎年義務付けられており、保安訓練や非常救難対策訓練、ＣＲＭ訓練等を実施していま

す。非常救難対策訓練では、緊急着陸水、火災、急減圧が起こった場合の対応や、非常口の

操作、安全阻害行為等に対する処置等の訓練を行い、書面と実技による審査を実施します。 

２０１６年度よりスタートした出前講座（機内緊急事態発生時の援助方法）は、２０１９

年度末までに社員受講率１００％を目標としています。本講座は、訓練施設で行う非常救難

対策訓練社員オブザーブと異なり会議室での開催となるため、知識付与を中心とした内容

となっていますが、「ライフベストの実物を着用する」「援助する際の声掛けを練習する」

等、実践的な内容を取り入れることで受講者の理解醸成を図っています。また２０１９年度

は２０２０年度へ向けた新たな講義方法の導入の検討と準備を行う予定です。 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 地上運航従事者 

地上運航従事者は、運航乗務員と連携して航空機の運航を決め、安全に目的地に到着する

までのサポートを行うために、専門的な知識や技能と資格が必要です。まず、「運航支援者」

として経験を積んだ後、国家試験である「運航管理者技能検定」に合格し、さらに社内訓練

や審査を経て「運航管理者」として社内資格が付与されます。発令された後も、当該資格に

必要な知識および技能水準の確認を目的として、毎年、定期資格審査を受け合格することが

求められます。 

定期訓練では、座学訓練として、運航管理に関する基本的事項（ヒューマンファクターズ、

運航基準等）および冬季気象現象等について知識のリフレッシュを行っています。 

また新しい機種、路線、運航方式が導入される際など、必要に応じて随時訓練を実施してい

ます。 

      

     

（客室乗務員訓練の様子） 
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◇ 整備従事者 

整備業務は高度で専門的な知識や能力、経験が必要であり、航空機整備に携わるためには

資格が必要です。まず社内作業者資格を得た後、経験を積みながら、「一等航空運航整備士」

「一等航空整備士」の国家資格の取得を目指します。必要な国家資格の取得後、さらに社内

訓練や実務経験を積んだ後、社内審査の合格により「確認主任者」の社内資格が付与され確

認行為が行えるようになります。 

全ての整備従事者は、必要な知識の維持・向上を図るため、それぞれの持つ資格に応じた

定期訓練（確認主任者、整備員、領収検査員、整備関係者等）を２年毎に実施し、航空法や

社内規定の確認、品質管理や領収検査に関する事項、また近年発生した不具合事象の振り返

り等を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 日常運航における問題点の把握および対応 

 

日常運航での安全に係わる問題点の把握および全社的なフィードバックの体制については、

以下の方法により全社的な対応を図っています。 

 

◇ 安全推進委員会 

安全推進委員会は、安全に係わる重要事項の最高決議機関として、安全に係わる重要

事項の決定、マネジメントレビューの定期的な実施、組織を横断した情報の共有化等、

ＳＭＳの推進・改善などを図るうえで重要な役割を果たしています。会議の席上では、

日常運航における問題点について生産本部（技術本部・運送本部）の各部店から月次で

報告され、再発防止策、未然防止活動実施状況の確認などについて討議され、承認され

ます。合わせて、安全推進委員会委員長および安全統括管理者から安全に関する勧告や

改善の指示が示されます。 

 

 

  
（整備士養成訓練の様子） 
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◇ 安全部長会 

安全部長会は、各専門機能（運航・整備・客室・空港）の主管部門長により行われる

会議で、全社的にリスクの高い事象の把握と対応の進捗管理や、各専門機能におけるＳ

ＭＳの実施状況について共有し、組織横断的なＳＭＳの推進を図ることを目的としてい

ます。 

 

◇ 各専門機能における安全品質に関わる会議 

   各部門の安全品質に関わる会議を定期的に開催し、現場の再発防止策や未然防止活

動の実施状況を把握するとともに、具体的なリスク評価を行い、安全部長会へ報告し

ます。また、現場のＳＭＳ実施状況を把握し、部門間の意思疎通を図ります。 

 

◇ 内部安全監査 

会社のＳＭＳが、適切かつ有効に機能しているか、また、環境の変化に応じて継続的に改

善されているかどうかに着目し、ＳＭＳのＰＤＣＡサイクルの“Ｃｈｅｃｋ：見直し”の機

能を遂行しているのが内部安全監査です。弊社の内部安全監査は、各組織の個別業務および

特定の機能に着目して社内横断的に実施する定期監査と、内部監査の機動性を活かして実

施する臨時監査で構成されています。 

これらの監査業務を担当するのは、社内規程で定められた所定の訓練を修了して資格発令

された内部安全監査員で、公平で客観的な監査を実施するため、各自の専門性と監査員とし

ての力量の向上に努めています。 

２０１８年度は安全に関わる業務を対象に計１０回の定期監査と１回の臨時監査を実施し、

監査側と被監査組織が「協働」して、継続的改善のプロセスを進めています。 

 

◇ ＡＮＡ社によるコードシェア監査 

弊社は、ＡＮＡ社との間で共同運航（コードシェア）を実施しております。このため、

弊社の安全管理体制が、ＡＮＡ社が要求する安全水準（国際的なＩＯＳＡ基準を適用）を

満たしていることを確認するため、ＡＮＡ社より２年に１回、コードシェア監査を受審し

ています。 

 

◇ 安全報告制度 

弊社では、運航に障害を及ぼす可能性があるあらゆる事象について、その報告手順を定

め、安全報告制度として運用しています。その概要は次の通りです。 

① 法令上の義務報告 

航空会社は、航空法により、「事故」「重大インシデント」「安全上のトラブル」など 

の「安全上の支障を及ぼす事態」について、報告が義務付けられています。 
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②社内規定に基づく報告 

直接運航に携わる社員は、機長報告、客室乗務員報告、運航管理者報告、整備不具合

事象報告等による報告が関係規定類により義務付けられています。 

③自発報告 

ヒヤリハット事象に関して、情報を収集し適切な対応を図り、不安全事象の未然防止

活動に役立てるため、自発報告制度を設けています。 

 

◇ 飛行データ解析プログラム 

運航の安全品質を向上させることを目的として、ＦＯＱＡ（Flight Operational Quality 

Assurance）プログラムを実施しています。このプログラムは、当社が運航する全ての便の

飛行記録を収集し、解析・評価することで、日常運航の中の不安全要素を特定し、是正して

いくものです。また、収集した飛行記録をビジュアル画面に表示したＤＲＡＰ(Data Review 

and Analysis Program)の機能を有効に活用し、その結果を運航乗務員および組織にフィー

ドバックし、日々の安全運航の維持に役立てています。 

 

◇ 各生産本部（技術本部・運送本部）での活動 

日常運航における問題点は、各部門において、前述の安全報告制度により、組織的に把握

されます。各部門では、報告された問題点に直ちに対処し、重要度に従って事例の周知、是

正、再発防止策の対策を実施し、複数の本部にまたがる問題については、安全推進室が全社

的な調整を図っています。いずれの場合も、安全に係わる重要な問題・事象は、安全推進委

員会および航空局の所管部署に適時報告し、当該事象の改善を図ります。 

 

３－３ 安全に関する社内啓発活動 

 

弊社は、ＳＭＳをより有効で効果的なものにしていくため、社員の理解促進と意識向上に

向けた種々の安全啓発活動を継続的に実施しています。 

 

◇ ２０１８年度の活動内容 

１）新年度安全ポスターを作成、掲示       

２）社員の非常救難対策訓練への参加 

３）社員による他社安全啓発施設の見学 

４）社内安全講演会の開催 

「ホンダにおけるジェットエンジン開発への挑戦」と題して、社外講師による講演会開

催 

５）安全啓発誌「Ｓａｆｅ ＤＯ」の発行 
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６）「機内緊急事態発生時の援助方法」出前講座の実施 

緊急時に求められる最低限必要な知識を確認し理解を深めるため、全社員を対象に実

施 

７）全社員を対象とした安全調査アンケートの実施 

８）安全教育 

 

                 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４ 使用機材および輸送実績 

 
◇ 使用機材情報 

弊社全体の平均機齢：16.2年 

 

◇ 機種別輸送実績(注１) 

機種 便数 座席キロ(注２) 旅客キロ(注２) 

B767-300 8,893 2,391,004 1,746,789 

B737-700 12,200 1,715,731 1,255,727 

機種 機数 座席数 
平均年間 

飛行時間(注 1) 

平均年間 

飛行回数(注 1) 
導入開始時期 平均機齢 

B767-300 5(注 2) 286～289 2,782 1,779 1998.03.27 19.6 

B737-700 9 144 2,187 1,356 2012.10.23 11.6 

（「機内緊急事態発生時の援助方法」出前講座） 

 

 

（新年度安全ポスター） 

 

（注 1） 平均年間飛行時間・平均年間飛行回数 

それぞれ年間の飛行時間と飛行回数を、各型式の保有機数で除した値です。（2019年

3月 31日時点） 

（注 2） 2019年 3月 31日時点において B767-300型機は 5機保有しておりますが、内 1機につ 

いては 2019年 3月に導入しているため、「平均年間飛行時間」、「平均年間飛行回数」

から除外しています。 
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◇ 路線別輸送実績(注１) 

路線 便数 座席キロ(注２) 旅客キロ(注２) 

羽田 ⇔ 札幌 8,074 1,761,111 1,344,083 

羽田 ⇔ 旭川 2,181 648,566 454,845 

羽田 ⇔ 函館 2,181 648,566 454,845 

羽田 ⇔ 女満別 1,465 310,358 221,388 

羽田 ⇔ 帯広 2,159 314,042 218,488 

羽田 ⇔ 釧路 1,444 214,590 163,652 

札幌 ⇔ 仙台 1,438 137,496 93,692 

札幌 ⇔ 神戸 1,442 259,768 172,279 

札幌 ⇔ 中部 722 112,701 76,619 

函館 ⇔ 中部 719 99,395 67,634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１) 上記輸送実績には、ANAとのコードシェア運航に伴う座席販売分を含みます 

(注２) 座席キロ : 各飛行区間の提供座席数にその区間の距離を乗じたもの 

旅客キロ : 各飛行区間の有償旅客数にその区間の距離を乗じたもの 

（単位：千座席キロ・千旅客キロ） 
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４．運航上のトラブル発生状況等 
 

航空法第１１１条の４の規定に基づき、本邦航空運送事業者は、航空機の正常な運航

に安全上の支障を及ぼす事態（事故、重大インシデント、その他の安全上のトラブル）を

国に報告することが義務付けられています。 

 

４－１ 事故 

 

弊社は、創業以来、航空事故（注）の発生はありません。 

 

４－２ 重大インシデント 

 

弊社は、創業以来、重大インシデント（注）の発生はありません。 

 

４－３ 安全上のトラブル（義務報告） 

 

２０１８年度に弊社が国に報告した「安全上のトラブル」（注）は４３件でした。いずれの事

象も原因を分析し、必要な対応と再発防止策を実行しています。 

発生した全ての「安全上のトラブル」に対して、担当部署において原因の調査分析を行い、

必要な改善、対策を進め、再発防止に取り組んでおります。 

 

（注）重大インシデント 

航空法第７６条の２、航空法施行規則第１６６条の４に定める、航空事故には至らないもの

の、事故が発生するおそれがあったと認められるもので、航行中他の航空機との衝突又は接

触のおそれがあったと認められた時、滑走路からの逸脱、非常脱出、機内における火災・煙

の発生および気圧の異常な低下、異常な気象状態との遭遇などの事態が該当し、国土交通省

が認定するもの。 

（注）航空事故 

航空法第７６条、航空法施行規則第１６５条の２および第１６５条の３で定める、航空機の運航

によって発生した人の死傷（重傷以上）、航空機の墜落、衝突または火災、航行中の航空機の損

傷（その修理が大修理に該当するもの）などの事態が該当し、国土交通省が認定するもの。 

（注）安全上のトラブル（義務報告） 

航空法第１１１条の４、航空法施行規則第２２１条の２第３号、第４号に定める、航空事故

や重大インシデント以外の、その他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態で、

国土交通省への報告が義務付けられたもの。 

これらのトラブルが積み重なった場合には事故を誘発することにもなりかねないものの、

個々のトラブルは航空機の安全運航にほとんど影響がなく、直ちに航空事故につながるもの

ではありません。 
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◇ トラブル別の発生状況 

報告内容 
件数 

(内訳) 

システムの不具合 １２ 

・発動機、プロペラ、回転翼及び補助動力装置が正常に機能しない状態となった事態 （６） 

・機内放送が使用できないような機内放送装置の故障 （２） 

・燃料搭載量の表示が喪失又は誤表示となる燃料油量計系統の故障 （３） 

・抽出空気の漏洩を検知できない抽出空気漏洩感知システムの故障 （１） 

非常用の装置の故障 ７ 

・非常脱出口の故障 （１） 

・非常用照明灯の一部不点灯 （４） 

・非常用装置、非常用装備品の故障 （１） 

・火災・煙の検知機能の喪失又は検知機能が低下するおそれがある警報装置の故障又は欠陥 （１） 

規定値を超えた運航 ０ 

・経路または高度からの著しい逸脱 （０） 

機器からの指示による緊急の操作など ９ 

・航空機衝突防止装置(ＴＣＡＳ)（注 1）の回避指示に従った回避操作 （７） 

・対地接近警報装置（ＧＰＷＳ）（注 2）の警報に基づく回避操作 （１） 

・離陸時に、臨界点速度（V1）付近又は臨界点速度（V1）を超えた速度で発生した安全を損

なう又はそのおそれのある事態 
（１） 

その他 １５ 

・運送不可物品の輸送 （２） 

・事実と異なる内容によって、出発前の確認を行った事態 （１） 

・事実と異なる整備内容によって、整備の確認又は航空機基準適合証の発行を行った事態 （９） 

・耐空性改善通報の整備作業要求等によらず運航した事態 （１） 

・装備品または部品の誤った取付け （２） 

総件数 ４３ 
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◇ 機種別の発生状況 

 

12

10

2

7

5

2

9

4

5

15

5

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

全体

（43件）

B767-300
（24件）

B737-700
（19件）

システムの不具合 非常用の装置の故障

規定値を超えた運航 機器からの指示による緊急の操作など

その他

（注 1）航空機衝突防止装置（ＴＣＡＳ） 

自機の周辺に他機が存在することを運航乗務員に知らせ、かつ回避操作を自動的に指示するも

のです。通常の管制指示による運航の場合でも、他機との位置関係等により作動することがあ

ります。 
 

（注 2）対地接近警報装置（ＧＰＷＳ） 

航空機が地表や海面に接近した場合に運航乗務員に警報を発する装置ですが、危険がない場

合でも地形等により作動することがあります。これらは、機器の指示に従って運航乗務員が

適切な操作を行うことにより、安全上の問題が生じない設計となっており、いずれのケース

でも、機器の指示に従った適切な操作が行われています。 

 

【具体例】 

航空機Ａが高度３１，０００フィートを巡航中、航空機Ｂが３０，０００フィートで水平飛行に移行

する予定で上昇していく状況において、ＴＣＡＳ装置は、航空機Ｂが水平飛行に移る予定で

あることまでは認識できないために、航空機Ｂがそのまま上昇を続けて航空機ＡとＢが接近

してしまう可能性を排除するため、安全上指示を行います。 

 

 
ＴＣＡＳ回避指示

  

ＴＣＡＳ回避指示
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４－４ イレギュラー運航(航空局基準) 

 

２０１８年度のイレギュラー運航（注）の発生は２件でした。 

 

２０１８年７月１３日 ７３便 東京国際空港→釧路空港 Ｂ７３７-７００ 

【事象】 

飛行中、第１（左側）エンジンエリアの温度上昇を示すライトが点灯したため、仙台

空港へ目的地を変更して着陸しました。 

 

【原因と対応】 

  エンジン火災検知器の不具合（誤報）が確認されました。 

尚、不具合があった部品については交換し、同検知器を使用する全ての機材について 

も新しいタイプに更新しました。 

 

２０１８年７月２６日  ６７便 東京国際空港→とかち帯広空港 Ｂ７３７-７００ 

【事象】 

上昇中、水平安定板の制御系統に不具合が発生したことを示すライトが点灯したた

め東京国際空港へ引き返しました。 

 

【原因と対応】 

 水平尾翼の角度を変えるシステム内の接触不良が発見されました。 

尚、不具合があった部品については交換しています。 

 

イレギュラー運航に至った事象について、担当部署において必要な改善、対策を進め、 

再発防止に取り組んでおります。 

 

（注）イレギュラー運航 

イレギュラー運航とは、航空機の多重化されたシステムの一部のみの不具合が発生した場合

に乗員がマニュアルに従い措置したうえで万全を期して引き返しなどを行った結果、目的地

などの予定が変更されたものなどを指します。一般的には運航の安全に直ちに影響を及ぼす

ような異常事態ではありません。 

具体的には、次のような場合が、イレギュラー運航に該当します（ただし、航空事故又は重大

インシデントに該当する場合を除きます）。 

１. 離陸後に目的地を変更した場合（機材の不具合等によるものに限ります。） 

２. 出発地に引き返した場合（機材の不具合等によるものに限ります。） 

３. 航空交通管制上の優先権を必要とする旨を通報した場合（機材の不具合等によるもの

に限ります。） 

４. 航空機が他の航空機又は物件と接触した場合 

５. 航空機が滑走路から逸脱した場合 

６. 滑走路を閉鎖する必要があるような運航があった場合（滑走路点検のために閉鎖する

ものを除きます。） 
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５．２０１８度の取り組みと次年度安全指標・安全目標値 
 

５－１ 国からの命令・指導等 

２０１８年度、弊社が国土交通省から受けた厳重注意は１件ありました。以下に再発防止

策を含めて報告します。 

 

≪運航乗務員の不適切な行為及び不十分な安全管理体制について≫ 

事案１ 

【概要】 

  ２０１９年１月１４日、ＡＤＯ１３０便に乗務するため、運航乗務員（機長、副操縦士及 

び第２副操縦士）が出頭した際、社内規定で乗務前に実施するよう義務付けているアルコー

ル検査機を使用した検査を失念し、これを実施せずに乗務しました。 

【原因】 

  運航乗務員に対するアルコール検査の重要性、実施手順等の周知不足や検査体制の不備が 

ありました。また、運航乗務員のアルコールに関する規定遵守への意識不足があったことが

要因と考えられます。 

【対策】 

  全ての就航空港と主基地（羽田）におけるアルコール検査において、リアルタイムで地上

スタッフが常時モニターする体制を整えました。また、運航乗務員に対し、アルコールの影

響及び検査の重要性に関するリマインドを継続的に行うことで、アルコール検査の習慣化と

定着を図ります。 

 

事案 2 

【概要】 

２０１９年１月２日、ＡＤＯ１２便の運航乗務員が出社しアルコール検査を行ったところ、

機長の呼気からアルコール反応が検出されました。検出された数値は、同日時点での会社が

定める基準値以下であったため当該便の乗務を行いましたが、後日実施した会社による調査

の結果、当該機長が運航規程により禁止されている出発予定時刻１２時間以内の飲酒をして

いたことが判明しました。 

【原因】 

  当該機長の飲酒に関する規程遵守の意識が希薄であったことが考えられます。また、アル

コール検査時にアルコール反応は検知されたものの社内規程で定められている数値以下であ

った場合における対応手順が定められていなかったことが原因であると考えます。 
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【対策】 

全社員に対するアルコール教育と運航乗務員の管理に携わる社員に対する管理者向けの教

育を実施しました。また、アルコール検査時における対応要領を設定し、組織として迅速な

事態把握並びに適切な事実確認を行うための体制を構築しました。 

 

５－２ 安全指標・安全目標値 

安全指標並びに安全目標値を下記の通り設定しました。また、安全指標達成のため、 

以下の取り組みを実施しました。  

 

◇２０１８年度 安全指標・安全目標値 
 

  安全指標 安全目標値 

① 事故・重大インシデント ０件 

② ＶＯＩＣＥＳへの報告件数 過去最高の２３件以上 

③ 
出前講座 

（機内緊急事態発生時の援助方法） 
２０１９年度末受講率１００％ 

 ※２０１８年度受講率９０％ 

 
◇ 安全目標値を達成するための具体的取り組み事項と実施状況 

 
１．事故・重大インシデント ０件 
     事故・重大インシデントは弊社の就航（１９９８年１２月）から現在まで０件 

に抑えることが出来ています。 
 
   ２．ＶＯＩＣＥＳへの報告件数 前年実績以上 ２０１６年度実績以上 
     ＶＯＩＣＥＳへの報告件数については、２０１７年度において未達という結果 

に終わりましたが、対策を強化した結果３２件報告され、目標を達成しました。 
 
     ３.  出前講座（機内緊急事態発生時の援助方法）２０１９年度末受講率１００％ 
     （２０１８年度受講率９０％） 

      ２０１７年度に立てた計画では２０１８年度末時点での目標を６７％と設定し

ておりましたが、２０１７年度の各部署の積極的な参加により目標数値を見直

し９０％と設定しました。２０１８年度末時点での受講率は９０.８％であり、

目標を達成しました。 

（注）VOICES「航空安全情報自発制度」 

２０１４年度に国土交通省航空局の「航空安全プログラム」が開始されたことに伴い始まった

安全情報の報告制度。 
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５－３ ２０１９年度 トピックス 
 

  安全指標並びに安全目標値を下記の通り設定しました。 

 

 ◇２０１９度 安全指標・安全目標値 
 

 安全指標 安全目標値 

① 事故・重大インシデント ０件 

② 
出前講座 

（機内緊急事態発生時の援助方法） 
受講率１００％ 

③ 
アルコール検査に関連した不具合事象 

※例：検査機器不具合の発見遅延、記録の欠損、検査関

連事象を原因とした遅延発生など 

０件 

 

 「事故・重大インシデント０件」については、航空会社の最大の使命として、昨年度に引き

続き安全指標・安全目標値に掲げています。 

 また、昨今の飲酒事案を踏まえ、アルコール検査に関連した不具合件数０件と掲げます。ア

ルコール検査における検知０件はもとより、検査機器不具合の発見遅延、記録の欠損、検査関

連事象を原因とした遅延発生など、飲酒に係る運航への影響を絶対に発生させない覚悟で取り

組んで参ります。 

２０１７年から２０１９年度の３年間で、全社員を対象に出前講座（機内緊急事態発生時の

援助方法）受講率１００％を目指しており、最終年度として確実に全社員の受講達成を目指し

ます。 
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