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「空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取り扱いについて」平
成 27 年 12 月 3 日制定（国空航第 734 号、国空機第 1007 号、国土交通省航空局長及び 27 消
案第 4546 号 農林水産省消費・安全局長通知）
（以下、
「両局長通知」という。
）が一部改正
されたことにより、一般社団法人農林水産航空協会（以下、
「農水協」という。）が行う航空
法に基づく産業用マルチローターに係る許可・承認の代行申請依頼の受付方法に変更があ
りますので、農水協に代行申請を依頼する場合には、内容をご確認のうえご依頼いただきま
すようお願いします。
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令和元年 7 月 30 日付で「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」
（平成 27 年 12
月 3 日 27 消安第 4545 号 農林水産省消費・安全局長通知）
（以下、
「指導指針」という。
）が
廃止となりました。指導指針の廃止前に農水協が行った代行申請による許可・承認の取り扱
いは以下のとおりとなります。
1 指導指針廃止前に取得した防除等に関する許可・承認について
【両局長通知に基づく、防除実施計画、教習実施計画又は整備計画による許可・承認書を
取得している場合について】
お手元の無人航空機の飛行に係る許可・承認書の 1 行目記載の「令和○年○月○付け
をもって申請」の日付が令和元年 7 月 29 日以前の記載となっている方が該当します。
①防除実施計画に基づく許可・承認書（許可等の期間：平成 31 年 3 月 1 日から平成
32 年 2 月 29 日）
お手元にある技能認定証に記載のある無人航空機を令和 2 年 2 月 29 日まで飛行さ
せることができます。
②教習実施計画に基づく許可・承認書（許可等の期間：平成 30 年 12 月 10 日から平
成 31 年 12 月 9 日）
お手元にある技能認定証に記載のある無人航空機を令和元年 12 月 9 日まで飛行さ
せることができます。
③整備計画に基づく許可・承認書（許可等の期間：平成 30 年 12 月 10 日から平成 31
年 12 月 9 日）
お手元にある技能認定証に記載のある無人航空機を令和元年 12 月 9 日まで飛行さ
せることができます。
なお、②または③に該当する方が令和元年 12 月 10 日以降に農用地等で農林水産業を
目的とした飛行を行う場合には、①の許可・承認書及び農水協の技能認定証を携行するこ
とで、①の内容で飛行をすることが可能となります。
①、②、③に該当する方は、指導指針廃止前と同様に飛行を行うことができ、「飛行の
実績報告（後述）
」ならびに「飛行情報共有システム（FISS）への事前入力※（後述）」を
行う必要はありません。
※：
「飛行情報共有システム（FISS）への事前入力」について
飛行の許可・承認を取得した日付（東京航空局長名の上に記載されている日付）が令和
元年 7 月 26 日以降の許可・承認書で飛行させる場合に必要となりますので、ご承知く
ださい。
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2 指導指針廃止後の航空局長通知に基づく許可・承認について
指導指針が令和元年 7 月 30 日付けで廃止された後は、マルチローターを用いた空中散布
を行うにあたって「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領（平成 27 年 11 月 17
日 国空航第 684 号、国空機第 293 号 国土交通省航空局長）［令和元年 8 月 23 日一部改正
（国空安企第 131 号、国空航第 1009 号、国空機第 633 号）］
（以下、
「審査要領」という。）」
に基づく一般的な許可・承認の手続きが必要となります。それに伴い、令和元年 8 月 1 日以
降に農水協へ代行申請を依頼する場合には、以下の内容をご確認のうえご依頼いただきま
すようお願いします。
（1）令和 2 年 2 月 29 日までの飛行について航空局長通知に基づく許可・承認書の取得
許可・承認申請手続きは、審査要領の「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書の
様式」に必要事項を記入し、申請者は管轄する地方航空局長宛てに提出することで行いま
す。両局長通知の旧様式とは異なり、「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
の様式」
、
「無人航空機を飛行させる者に関する飛行履歴・知識・能力確認書の様式」等が
追加されました。
そのため、農水協へ代行申請を依頼される方は、以下に示す該当する様式に入力例を参
考に必要事項を記入し、許可・承認書が交付されるまでの期間を考慮したうえで、手続き
を行ってください。農水協の代行申請では、申請者は農水協会長名で東京航空局へ提出し
ます。以下に、代行申請を行うにあたっての要点を示します。
○代行申請の種類および対象者
申請を行うにあたって「①防除実施計画（防除実施者）
、②教習実施計画（教官）
、③
整備計画（整備士）、④教習施設入所者（新規入所者・機体拡張希望者）」の計 4 種類の
申請を行います。
○代行申請依頼を行う際に必要な情報
飛行の許可・承認を取得する方は、氏名、住所、飛行させる機体、操縦者の飛行実績
などの情報が必要となります。詳細は各様式をご確認ください。
○許可・承認申請内容について
農水協が行う代行申請において、
「人又は家屋の密集している地域の上空での飛行」
、
「人又は物件から 30m 以上の距離が確保できない飛行」、
「物件投下」
、
「危険物の輸送」
について許可・承認の申請を行います。これ以外の「催し場所上空の飛行」や「空港周
辺での飛行」などの許可・承認が必要な飛行を行う場合には別途、許可・承認を取得す
る必要がありますことをご承知ください。
令和元年 7 月 26 日付けの審査要領の改正により、
「人又は家屋の密集している地域
の上空での飛行」と「夜間飛行」を同時に行う場合には、飛行経路を特定する必要が生
じました。これまでの「農用地等」などの場所を特定しない申請ができないことから、
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原則「夜間飛行」の許可・承認申請は行いませんので、ご理解をお願いします。飛行を
させる場合には、防除地域のおよその日の出・日の入り時間を見計らって行うようにし
てください。
○許可・承認の期間等について
各種申請は許可・承認日から基本的に令和 2 年 2 月 29 日までの期間で行う予定です。
○農水協へ代行申請依頼を行う期日について
農水協は東京航空局への新規・変更の代行申請を原則、金曜日に行います。また、許
可・承認書が交付されるまでの期間の目安としては、農水協が東京航空局に代行申請し
てから 10 開庁日以降となります。そのため、農水協への代行申請依頼を行う場合には、
以上を考慮したうえで、期日に余裕をもってご依頼いただくようお願いします。
○飛行させる場所
各代行申請によって飛行が可能な場所は以下のとおりです。②、③および④の申請に
ついては場所を特定し、①の申請については場所を特定しない飛行申請となります。
①防除実施計画 ：日本全国
②教習実施計画 ：申請時に農水協が指定した教習施設が定める場所
③整備実施計画 ：申請時に農水協が認定した整備事業所が定める場所
④教習施設入所者：申請時に農水協が指定した教習施設が定める場所
〇飛行マニュアルについて
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書に記入が必要な「無人航空機を飛行させ
る際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」として、以前までは農水協が発
行する「安全対策マニュアル」を使用していましたが、今後は国交省が発行する「国土
交通省航空局標準マニュアル（空中散布）」を使用します。
○「飛行情報共有システム」への事前入力
令和元年 7 月 26 日の審査要領の改正に伴うものです。飛行をさせる者は、
「飛行情
報共有システム（以下、
「FISS」という。
）
」にアクセス https://www.fiss.mlit.go.jp
/top）し、飛行前に飛行を行う日時・場所等の入力を行う必要があります。予めご了
承下さい。詳細は 2-(3)にて後述しております。
○国交省への「飛行実績の報告」
令和元年 7 月 30 日付けで指導指針が廃止されたことに伴い、マルチローターに関す
る許可・承認を取得した者は許可・承認日から 3 か月後ごとおよび終了時に、飛行を行
った日時・場所等の報告をする「飛行実績の報告（以下、「実績報告」という。）
」を行
う必要があります。予めご了承のうえご依頼ください。この実績報告が必要な飛行につ
いては許可・承認書の「条件」に記載があります。詳細は 2-(3)にて後述しております。
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① 指導指針廃止後の令和 2 年 2 月 29 日までの防除に係る許可・承認申請（防除実施計画）
（ア） 防除の飛行に係る許可・承認申請について農水協に代行申請依頼する場合は、
「防
除実施計画（様式 1）
」に、入力例を参考に必要事項を記入し、整備事業所に提出
してください。整備事業所は提出されたものを取りまとめ、許可・承認書が交付さ
れるまでの期間等を考慮したうえで、農水協宛てに代行申請依頼をしてください。
これをもとに農水協が東京航空局に代行申請を行います。
許可・承認を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、許
可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の範囲
で許可・承認日から令和 2 年 2 月 29 日まで飛行を行うことができます。入力に関
する詳細は（様式 1）の入力例に記載がありますのでご確認ください。
新たに防除実施団体にオペレーターや機体が追加される場合には変更申請が必
要となります。その際には（様式 1）を用いて、入力例に従い記入し提出ください。
（イ）

2-(1)-①-(ア)について、許可・承認を得た方は許可・承認が必要な飛行を行う

場合に、事前に FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2-(3)を確
認してください。
（ウ）

2-(1)-①-(ア)について、許可・承認を得た方は許可・承認を取得した日付から

3 か月ごとならび終了時に実績報告（飛行記録と地図）を行う必要があります。
飛行を行ったオペレーターは飛行に係る実績報告を「無人航空機の許可に基づ
く飛行実績報告書（様式 5-1）
（様式 5-2）
」により入力例を参考に必要事項を記入
し、整備事業所に提出してください。
整備事業所は、オペレーターから提出された飛行実績を取りまとめ農水協へ提
出してください。実績報告の詳細は後述の 2-(3)を確認してください。
② 指定教習施設の教官に係る許可・承認申請（教習実施計画）
（ア） 指定教習施設は、教官が行う教習の飛行に係る許可・承認申請を農水協に代行申
請依頼する場合は、
「教習実施計画代行申請依頼書（様式 2）
」ならびに「飛行場所
の住所・地図（別紙 1）
」により入力例を参考に必要事項を取りまとめ、許可・承認
書が交付されるまでの期間等を考慮したうえで、農水協宛てに代行申請依頼をし
てください。
許可・承認書を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、
許可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の範
囲で許可・承認日から令和 2 年 2 月 29 日まで飛行を行うことができます。

5

申請時に提出いただいた飛行場所以外での飛行はできませんので予めご了承くだ
さい。入力に関する詳細は（様式 2）および（別紙 1）の入力例に記載があります
のでご確認ください。
飛行を行う教官、機体および飛行場所の追加等の変更がありそれについて代行
申請を希望される場合には、その内容を（様式 2）および（別紙 1）に記入し提出
してください。
（イ） 2-(1)-②-(ア)について、許可・承認を受けた方は許可・承認が必要な飛行を行
う場合に、事前に FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2-(3)を
確認してください。
（ウ）

2-(1)-②-(ア)について、飛行の記録（教習に関する飛行の日時等）の作成が必

要となります。
教官は教習にて行った飛行に関する記録を「指定教習施設・認定整備事業所にお
ける飛行実績（様式 6-1）
」により入力例を参考に必要事項を記入し、指定教習施
設にて保管してください。
指定教習施設は、農水協から連絡があった場合に保管してある（様式 6-1）を農
水協宛てに提出してください。実績報告の詳細は後述の 2-(3)を確認してください。
③ 認定整備事業所の整備士に係る許可・承認申請（整備計画）
（ア） 認定整備事業所は、整備士が行う機体の整備に関する飛行に係る許可・承認申請
を農水協に代行申請依頼する場合は、
「整備計画代行申請依頼書（様式 3）
」ならび
に「飛行場所の住所・地図（別紙 1）
」により入力例を参考に必要事項を取りまと
め、許可・承認書が交付されるまでの期間等を考慮したうえで、農水協宛てに代行
申請依頼をしてください。
許可・承認書を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、
許可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の範
囲で許可・承認日から令和 2 年 2 月 29 日まで飛行を行うことができます。申請時
に提出いただいた飛行場所以外での飛行はできませんので予めご了承ください。
入力に関する詳細は（様式 3）および（別紙 1）の入力例に記載がありますので
ご確認ください。飛行を行う整備士、機体および飛行場所の追加等の変更がありそ
れについて代行申請を希望される場合には、その内容を（様式 3）および（別紙 1）
に記入し提出してください。
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（イ） 2-(1)-③-(ア)について、許可・承認を受けた方は許可・承認が必要な飛行を行う場合に、事前に
FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2-(3)を確認してください。
（ウ）

2-（1）-③-(ア)について、飛行の記録（教習に関する飛行の日時等）の作成が

必要となります。
整備士は機体の整備のための飛行に関する記録を「指定教習施設・認定整備事業
所における飛行実績（様式 6-1）
」により入力例を参考に必要事項を記入し、認定
整備事業所にて保管してください。
認定整備事業所は、農水協から連絡があった場合に保管してある（様式 6-1）を
農水協宛てに提出してください。実績報告の詳細は後述の 2-(3)を確認してください。
④ 教習施設入所者に関する許可・承認申請
（ア） 指定教習施設は、教習施設入所者（新規入所者/機体拡張希望者）が行う飛行
に係る許可・承認申請を農水協に代行申請依頼する場合は、
「教習施設入所者代
行申請依頼書（様式 4）
」ならびに「飛行場所の住所・地図（別紙 1）
」により入
力例を参考に必要事項を取りまとめ、許可・承認書が交付されるまでの期間を考
慮したうえで、農水協宛てに代行申請依頼をしてください。
許可・承認書を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、
許可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の
範囲で許可・承認日から最大で令和 2 年 2 月 29 日まで飛行を行うことができま
す。申請時に提出いただいた飛行場所以外での飛行はできませんので予めご了
承ください。入力に関する詳細は（様式 4）および（別紙 1）の入力例に記載が
ありますのでご確認ください。
（イ） 2-(1)-④-(ア)について、許可・承認を受けた方は許可・承認が必要な飛行を
行う場合に、事前に FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2(3)を確認してください。
（ウ） 2-(1)-④-(ア)について、飛行の記録（教習に関する飛行の日時等）の作成が
必要となります。
指定教習施設は教習施設入所者の飛行に関する記録を「指定教習施設・認定整
備事業所における飛行実績（様式 6-1）」により入力例を参考に必要事項を記入
し、指定教習施設にて保管してください。指定教習施設は、農水協から連絡があ
った場合に保管してある（様式 6-1）を農水協宛てに提出してください。実績報
告の詳細は後述の 2-(3)を確認してください。
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（2）令和 2 年 3 月 1 日以降の飛行について航空局長通知に基づく許可・承認の取得
令和 2 年 3 月 1 日からの防除等に関する許可・承認の代行申請を希望される場合につい
て、2-(1)に記載されている内容と類似していますが、
「許可等の期間」等に異なる点があり
ますので以下の内容をご確認ください。
○代行申請の種類および対象者
申請を行うにあたって「①防除実施計画（防除実施者）
、②教習実施計画（教官）
、③
整備計画（整備士）、④教習施設入所者（新規入所者・機体拡張希望者）」の計 4 種類の
申請を行います。
○代行申請依頼を行う際に必要な情報
飛行の許可・承認を取得する方は、氏名、住所、飛行させる機体、操縦者の飛行実
績などの情報が必要となります。詳細は各様式の記入例を確認してください。
○許可・承認申請内容について
「人又は家屋の密集している地域の上空での飛行」、
「人又は物件から 30m 以上の距離
が確保できない飛行」
、
「物件投下」、
「危険物の輸送」について許可・承認の申請を行い、
原則「夜間飛行」についての申請は行いません。そのほかの許可・承認が必要な飛行を
行う場合には別途、許可・承認を取得する必要がありますことをご承知ください。
○許可・承認の期間等について
①防除実施計画 ：3 月 1 日から翌年 2 月末までの 1 年間
②教習実施計画 ：3 月 1 日から 3 か月間、それ以降継続して 3 か月ごとに申請
③整備実施計画 ：3 月 1 日から 3 か月間、それ以降継続して 3 か月ごとに申請
④教習施設入所者：許可・承認日から 3 か月以内
○農水協へ代行申請依頼を行う期日について
農水協は東京航空局への新規・変更の代行申請を原則、金曜日に行います。また、許
可・承認書が交付されるまでの期間の目安としては、農水協が東京航空局に代行申請し
てから 10 開庁日以降となります。そのため、農水協への代行申請依頼を行う場合には、
以上を考慮したうえで、期日に余裕をもってご依頼いただくようお願いします。
○飛行させる場所
各代行申請によって飛行が可能な場所は以下のとおりです。
①防除実施計画 ：日本全国
②教習実施計画 ：申請時に農水協が指定した教習施設が定める場所
③整備実施計画 ：申請時に農水協が認定した整備事業所が定める場所
④教習施設入所者：申請時に農水協が指定した教習施設が定める場所
〇飛行マニュアルについて
国交省が発行する「国土交通省航空局標準マニュアル（空中散布）」を使用します。
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○「飛行情報共有システム」への事前入力
令和元年 7 月 26 日の審査要領の改正に伴うものです。飛行をさせる者は、
「飛行情
報共有システム（以下、
「FISS」という。
）
」にアクセス https://www.fiss.mlit.go.jp
/top）し、飛行前に飛行を行う日時・場所等の入力を行う必要があります。予めご了
承下さい。詳細は 2-(3)にて後述しております。
○国交省への「飛行実績の報告」
令和元年 7 月 30 日付けで指導指針が廃止されたことに伴い、マルチローターに関す
る許可・承認を取得した者は許可・承認日から 3 か月後ごとおよび終了時に、飛行を行
った日時・場所等の報告をする「飛行実績の報告（以下、「実績報告」という。）
」を行
う必要があります。予めご了承のうえご依頼ください。この実績報告が必要な飛行につ
いては許可・承認書の「条件」に記載があります。詳細は 2-(3)にて後述しております。
① 令和 2 年 3 月 1 日以降の防除に係る許可・承認申請（防除実施計画）
（ア） 認定整備事業所は、防除の飛行に係る許可・承認申請を農水協に代行申請依頼す
る場合は、
「防除実施計画代行申請依頼書（様式 1）
」により入力例を参考に必要事
項を取りまとめ令和元年 12 月末までに農水協宛てに代行申請依頼をしてください。
これをもとに 1 年間の包括申請を行います。
許可・承認を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、許
可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の範囲
で翌年 3 月 1 日から翌々年 2 月末日まで飛行を行うことができます。入力に関す
る詳細は様式 1 の入力例に記載がありますのでそちらをご確認ください。
新たに防除実施団体にオペレーターや機体が追加される場合には変更申請が必
要となります。その際には（様式 1）を用いて、入力例を参考に記入し、許可・承
認書が交付されるまでの期間等を考慮したうえで、農水協宛てに代行申請依頼を
してください。
（イ） 2-(2)-①-(ア)について、許可・承認を受けた方は許可・承認が必要な飛行を行
う場合に、事前に FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2-(3)を確
認してください。
（ウ）

2-(2)-①-(ア)について、許可・承認書の条件に記載されているとおりに実績報

告（飛行の日時や地図）に関する手続が必要となります。
取得した許可・承認の内容で飛行を行ったオペレーターは、飛行に係る実績報告
を「無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書（様式 5-1）
（様式 5-2）
」により入
力例を参考に必要事項を記入し、実績報告が発生するそれぞれ
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6、9、12、3 月の 10 日を目処として整備事業所に提出してください。認定整備
事業所は、オペレーターから提出された飛行実績を取りまとめそれぞれ 6、9、12、
3 月の 15 日を目途に農水協へ提出してください。実績報告の詳細は後述の 2-(3)
を確認してください。
② 令和 2 年 3 月 1 日以降の教習に係る許可・承認申請（教習実施計画）
（ア） 指定教習施設は、教官が行う教習の飛行に係る許可・承認申請を農水協に代行申
請依頼する場合は、
「教習実施計画代行申請依頼書（様式 2）
」ならびに「飛行場所
の住所・地図（別紙 1）
」により入力例を参考に必要事項を取りまとめ令和元年 12
月末までに農水協宛てに代行申請依頼をしてください。
許可・承認を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、許
可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の範囲
で翌年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 3 か月間飛行を行うことができます。これ以
降は、6 月から飛行期間が 3 か月間の申請を繰り返し行い、年間を通して継続して
飛行ができるように申請を行います。それぞれ飛行できる期間は、6 月 1 日から 8
月 31 日、9 月 1 日から 11 月 30 日、12 月 1 日から 2 月末日までの期間となりま
す。申請時に提出いただいた飛行場所以外での飛行はできませんので予めご了承
ください。入力に関する詳細は様式 2 の入力例に記載がありますのでそちらをご
確認ください。
飛行を行う教官、機体および飛行場所の追加等の変更がありそれについて代行
申請を希望される場合には、その内容について入力例をもとに様式 2 に記入し提
出してください。
（イ） 2-(2)-②-(ア)について、許可・承認を受けた方は許可・承認が必要な飛行を行
う場合に、事前に FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2-(3)を
確認してください。
（ウ）

2-(2)-②-(ア)について、飛行の記録（教習に関する飛行の日時等）の作成が必

要となります。
教官は教習にて行った飛行に関する記録を「指定教習施設・認定整備事業所にお
ける飛行実績（様式 6-1）
」により入力例を参考に必要事項を記入し、指定教習施
設にて保管してください。
指定教習施設は、農水協から連絡があった場合に保管してある（様式 6-1）を農
水協宛てに提出してください。実績報告の詳細は後述の 2-(3)を確認してください。
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③ 令和 2 年 3 月 1 日以降の整備に係る許可・承認申請（整備計画）
（ア） 認定整備事業所は、整備士が行う整備に関する飛行に係る許可・承認申請を農水
協に代行申請依頼する場合は、
「整備計画代行申請依頼書（様式 3）
」ならびに「飛
行場所の住所・地図（別紙 1）
」により入力例を参考に必要事項を取りまとめ令和
元年 12 月末までに農水協宛てに代行申請依頼をしてください。
許可・承認書を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、
許可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の範
囲で許可・承認日から翌年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 3 か月間飛行を行うこと
ができます。これ以降は、6 月から飛行期間が 3 か月間の申請を繰り返し行い、年
間を通して継続して飛行ができるように申請を行います。それぞれ飛行できる期
間は、6 月 1 日から 8 月 31 日、9 月 1 日から 11 月 30 日、12 月 1 日から 2 月末日
までの期間となります。申請時に提出いただいた飛行場所以外での飛行はできま
せんので予めご了承ください。入力に関する詳細は様式 3 の入力例に記載があり
ますのでそちらをご確認ください。
飛行を行う整備士、機体および飛行場所の追加等の変更があり、それについて代
行申請を希望される場合には、その内容を様式 3 に記入し提出してください。
（イ） 2-(2)-③-(ア)について、許可・承認を受けた方は許可・承認が必要な飛行を行
う場合に、事前に FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2-(3)を
確認してください。
（ウ）

2-(2)-③-(ア)について、飛行の記録（教習に関する飛行の日時等）の作成が必

要となります。
整備士は機体の整備のための飛行に関する記録を「指定教習施設・認定整備事業
所における飛行実績（様式 6-1）
」により入力例を参考に必要事項を記入し、認定
整備事業所にて保管してください。
認定整備事業所は、農水協から連絡があった場合に保管してある（様式 6-1）を
農水協宛てに提出してください。実績報告の詳細は後述の 2-(3)を確認してくださ
い。
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④ 教習施設入所者に関する許可・承認申請
（ア） 指定教習施設は、教習施設入所者（新規/機体拡張）が行う飛行に係る許可・承
認申請を農水協に代行申請依頼する場合は、
「教習施設入所者代行申請依頼書（様
式 4）
」ならびに「飛行場所の住所・地図（別紙 1）
」により入力例を参考に必要事
項を取りまとめ農水協宛てに、許可・承認書が交付されるまでの期間等を考慮した
うえで、農水協宛てに代行申請依頼をしてください。
許可・承認を取得した場合は、許可・承認書の記載事項（許可及び承認事項、許
可等の期間、飛行の経路、無人航空機、無人航空機を飛行させる者、条件）の範囲
で許可・承認日から 3 か月まで飛行を行うことができます。申請時に提出いただい
た飛行場所以外での飛行はできませんので予めご了承ください。
入力に関する詳細は様式 4 の入力例に記載がありますのでそちらをご確認くだ
さい。
指定教習施設において教習を修了した入所者は、防除を行う場合には改めて飛
行の許可・承認を取得する必要があります。農水協の代行申請を希望される場合に
は、様式 1 の入力例を参考に記入し、認定整備事業所を通して農水協にあらためて
代行申請依頼を行ってください。
（イ） 2-(2)-④-(ア)について、許可・承認を受けた方は許可・承認が必要な飛行を行
う場合に、事前に FISS への入力が必要となります。FISS の詳細は後述の 2-(3)を
確認してください。
（ウ）

2-(2)-④-(ア)について、飛行の記録（教習に関する飛行の日時等）の作成が必

要となります。
指定教習施設は教習施設入所者の飛行に関する記録を「指定教習施設・認定整備
事業所における飛行実績（様式 6-1）
」により入力例を参考に必要事項を記入し、
指定教習施設にて保管してください。指定教習施設は、農水協から連絡があった場
合に保管してある（様式 6-1）を農水協宛てに提出してください。実績報告の詳細
は後述の 2-(3)を確認してください。
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【ご注意】
航空法に基づく産業用マルチローターに係る許可・承認の代行申請について
これまで、無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書において航空法 132 条に定め
る飛行禁止空域における飛行に係る許可申請事項として「人又は家屋の密集している地
域の上空」
（いわいる市街地周辺の農地での防除）
、また、航空法第 132 条の 2 に定める
飛行の方法によらない飛行に係る飛行申請の事項として「夜間飛行」、「人又は物件から
30ｍ以上の距離が確保できていない飛行」
、
「危険物の輸送」、
「物件投下」の 4 項目を申請
対象としてきました。令和元年 7 月 26 日の審査要領の改正により「人又は家屋の密集し
ている地域の上空での飛行」
、
「夜間飛行」及び「目視外飛行」を同時に行う場合、日時を
特定する必要があり 1 年間の包括申請を行うことができなくなりました。
また、
「人又は家屋の密集している地域の上空での飛行」、
「夜間飛行」を同時に行う場
合には飛行の範囲を特定して申請を行う必要があり、許可・承認申請手続きが非常に煩雑
になることから、飛行の方法の第 132 条の 2 にある飛行の方法によらない飛行に係る申
請の事項から原則「夜間飛行」を除外することにしましたのでご承知おきください。
防除現場においては、農薬散布飛行の前に、機体・散布装置の点検、散布ほ場、除外区
域、使用農薬の確認、散布液の調合、飛行ルートの設定等を行い、散布飛行はその地域の
日の出・日の入り時刻を見計らって行うようにしてください。
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（3）許可・承認の取得によって発生する義務について
飛行の許可・承認を取得するにあたって、審査要領等に基づき「飛行情報共有システム
（FISS）への事前入力」ならびに「飛行実績の報告（実績報告）」を行う必要があります。
それに伴い、農水協の代行申請を依頼された方に向けて、これらの手続きに関して以下に概
要を記載いたしますのでご確認ください。
① 飛行情報共有システムへの入力について
令和元年 7 月 26 日付の審査要領改正によって、無人航空機の飛行の許可・承認を取
得した操縦者が「許可・承認が必要な飛行」を行う際には、飛行前に FISS への入力が
必要となります。
操縦者は事前に FISS のアカウントを作成し、許可・承認が必要な飛行を行う前に、
FISS にて飛行の日時、場所および高度等の必要事項を入力し飛行計画の登録を行いま
す。天候等によって、既に飛行計画を登録している飛行を中止・変更する場合には、登
録してある飛行計画も同様に変更する必要があります。このように、事前に FISS への
入力が必要なこと、天候等による飛行計画の変更などの不測の事態に変更入力する必
要があることから農水協では対応が難しく、農水協では FISS の入力代行は困難ですの
で、ご理解をお願いします。
また、FISS への入力を怠った場合には、飛行の許可・承認が取り消されたり、許可・
承認条件が追加されたりするおそれがあります。農水協の代行申請を利用している方
が FISS への入力を怠った場合には、農水協が行っている許可・承認そのものが取り消
されることが考えられますので、必ず入力するようにご協力をお願いします。入力の方
法について、以下に記載してある内容を参考にしてください。
詳細は国土交通省が公開しているドローン情報基盤システム（飛行情報共有機能）
（https://www.fiss.mlit.go.jp/top）を参照してください。
○飛行情報共有システム登録・入力の流れ（パソコン、スマートフォン等での入力方法）
1. ドローン情報基盤システムへアクセスし、
「開設」から所持しているメールアドレス
を入力、パスワードを設定する。
2. 入力したメールアドレス宛に仮登録通知が届くので、記載されている URL にアクセ
スし、必要事項を入力することでアカウントの開設を行う。
3. アカウント開設後、飛行情報共有システムへログインする。
4. ログイン後「機体情報」⇒「新規登録（ページ左上）
」から必須事項を入力し機体を
登録する。
5. 飛行を行う場合には事前に、
「飛行計画登録」⇒「ページ左上＋」から入力を行う。
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6. 飛行を行う場所、高度、日時、期間、操縦者名と機体情報およびルートを入力・選
択した後に「飛行状況へ」⇒「ルートと周辺情報」を確認します。飛行計画内容に、
違反しているルールがないか確認後「飛行計画登録」を選択し、飛行情報を登録する。
7. 実際に飛行させる際には、
「飛行計画参照」から、周辺でほかの操縦者・機体が飛行
を行っていないか確認を行う。
〇飛行情報共有システムの入力に当たって注意してください。
・事前に飛行情報システムへ入力した内容に変更等があった場合には、入力内容の修正
を行うようお願いします。
・通信環境がない等の理由から共有システムのアカウントを有しない又は作成できない
方は、アカウントを有する方（知人、代行業者等）に依頼することで、入力を行って
いただきますようご協力お願いいたします。
・指定教習施設や防除実施団体等は、所属するオペレーターの飛行情報の入力を代表者
のアカウントにまとめて入力を行っていただくことができます。その際に個々のオペ
レーターがアカウントを有する場合には、
「代行対象者登録」からアカウントの登録を
お願いします。個々のオペレーターの中にアカウントを有しない方がおり「代行対象
者登録」にアカウントの登録ができない場合には、指定教習施設や防除実施団体等は
該当する方の飛行について代表者のアカウントを利用し飛行情報を入力いただいても
かまいませんが、その情報を必ず把握できるようにしてください。
・長時間の作業を行う場合には作業を行う時間を、飛行を行う時間として飛行計画の登
録を行っても構いません。
・スマートフォン等での操作は可能ですが、操作性からパソコンでの操作を推奨します。
② 国交省への飛行実績の報告について
令和元年 7 月 30 日付けで指導指針が廃止されたことに伴い、改正前の両局長通知に
基づく簡便な許可・承認の取得手続きができなくなりました。そのため、許可・承認期
間が 3 か月を超える包括申請（同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合
又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請）により許可・承認を取得した方は、許
可・承認期間の開始日から 3 か月後ごとおよび許可・承認期間終了時の飛行実績の報告
を行っていただく必要があります。
飛行の実績報告を怠った場合には、飛行の許可・承認が取り消されたり、許可・承認
条件が追加されたりするおそれがあります。農水協の代行申請を利用している方が実
績報告を怠った場合には、農水協が行っている許可・承認そのものが取り消しになるこ
とが考えられますので、必ず実績報告を行うようにご協力お願いします。
なお、ここでいう「実績報告」は指導指針に定められていた実績の報告と異なるもの
であることをご理解ください。
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〇飛行実績の報告様式の記入にあたって
・防除に関する許可・承認を取得した方は、許可・承認を取得した内容で飛行を行った際
に、
「無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書（様式 5-1）
（様式 5-2）」へ記入例を参
考に必要事項のご記入をお願いします。
・教習、整備および教習入所者に関する許可・承認を取得した方は、許可・承認を取得し
た内容で飛行を行った際に、「指定教習施設・認定整備事業所における飛行実績（様式
6-1）
」へ記入例を参考に必要事項のご記入をお願いします。
・オペレーターの方は記入後、2-(2)-①-(ウ)に記載があるように（様式 5-1）および（様
式 5-2）を、代行申請を依頼された認定整備事業所にご提出ください。認定整備事業所
は、提出された（様式 5-1）および（様式 5-2）を農水協に提出願います。
・教官、整備士の方は記入したものを保管し、2-(2)-②-(ウ)、2-(2)-③-(ウ)、2-(2)-④
-(ウ)に記載があるように（様式 6-1）を、農水協から連絡があった場合に農水協へ提
出いただきますようお願いします。
・離陸時間/着陸時間について、長時間に渡って作業を行う場合には作業開始時間を離陸
時間、作業終了時間を着陸時間として記入していただいても構いません。その場合には
飛行時間は実際に飛行させた時間を記入してください。
・提出期限等については各申請の種類によって異なりますので、
（様式 5-1）
、
（様式 5-2）
、
（様式 6-1）ならびにそれぞれの記入例を確認するようにしてください。
・飛行させた場所の地図についてはパソコン（インターネット）を利用して作成していた
だくことを前提としていますが、これができない場合には、紙媒体の地図で構いません。
その際は発行されているもしくは印刷した地図に飛行を行った場所がわかるように記
入し PDF に変換したものをメール等で、または郵送にてご提出お願いします。
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※1

飛行させる者の住所

機体名称

機体登録番号

機体情報※3

備考

令和 年 月 日

無人航空機の飛行実績※4
総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）

許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。

航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の

防除実施計画代行申請依頼書

認定整備事業所名
管理責任者 氏名

住所

※1：今回の申請が初めてであれば「新規」にチェックを、既に取得している申請の変更であれば「変更」にチェックを入れ許可承認番号「東空運第○○号」を記入してください。
※2：所有している技能認定証の番号を入力してください。
※3：技能認定証に記載がある操縦者が飛行させる可能性のある機体を記載してください。
※4：総飛行時間および物件投下経験は、必須で入力してください。 審査要領において、許可・承認を取得する際に必要とされる能力は総飛行時間10時間以上が、
物件投下の許可・承認取得には物件投下経験が5回以上と記載されています。

技能認定証
番号※2

操縦者情報

（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

防除実施団体 飛行させる者

新規
変更 番号

申請の種類

（様式1）

㊞
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（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

入力例

※1

農林
航空
空中
散布
航空
航空

太郎
次郎
花子
丸子
三郎
四郎

2018-M0000
2018-M5555
2018-M9999
2019-M0000
2019-M9999
2019-M9876

技能認定証
番号※2

飛行させる者の住所

○県□市1111
○県□市2222
○県□市3333
○県□市4444
○県□市5555
○県□市6666

操縦者情報

31日

M0000
M0000
M8888、M9999
M7777
M9119、M7777、M9876
M8765、M9753

機体登録番号

無人航空機の飛行実績※4
総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）
3210
6543
23
19
10
5
1234
5678
99
333
10
5

備考

機体情報
○技能認定証に記載がある機体のうち飛行させる可能性がある機体をすべて記入してくださ
い。

操縦者情報
○防除実施団体
所属する防除実施団体がある場合は記入してください。ない場合には未記入で構いません。
○飛行させる者
飛行の許可・承認が必要な方の氏名のみ記入してください。
○技能認定証番号
「飛行させる者」が有する技能認定証番号を必ず記入してください。
○飛行させる者の住所
「飛行させる者」の住所を記入してください。

NSK-4、NSK-5

NSK-1、NSK-2、NSK-3

NSK-1
NSK-1
NSK-1、NSK-2
NSK-2

機体名称

機体情報※3

※1：今回の申請が初めてであれば「新規」にチェックを、既に取得している申請の変更であれば「変更」にチェックを入れ許可承認番号「東空運第○○号」を記入してください。
飛行させる者の変更の申請を行う場合には、 該当する項目を太字下線で記入してください。
※2：所有している技能認定証の番号を入力してください。
※3：技能認定証に記載がある操縦者が飛行させる可能性のある機体を記載してください。
※4：総飛行時間および物件投下経験は、必須で入力してください。 審査要領において、許可・承認を取得する際に必要とされる能力は総飛行時間10時間以上が、
物件投下の許可・承認取得には物件投下経験が5回以上と記載されています。

★：オペレーターや機体等の追加・変更の申請を行う場合
申請の種類を変更にチェックを入れ、変更を行う許可・承認書の右上に記載されて
いる東空運第□号の数字部分を入力ください。
直近で代行申請依頼をした入力してある内容はそのままに、追加・変更する場合
には該当する項目（操縦者情報、機体情報、無人航空機の飛行実績）を太字下線で
記入してください。削除する場合には該当する項目はそのままに、取り消し線にて示
すようお願いします。
〇オペレーターの追加・変更→すべての項目を太字下線で記入
〇機体の追加・変更→該当する機体名称・機体登録番号を太字下線で記入

空散組合

（株）Kuusan

防除実施団体 オペレーター

新規
変更 番号

申請の種類

12月

認定整備事業所名 空中散布整備事業所
防除 一郎
管理責任者 氏名

令和 ○年
住所 ○○県■□市△△1-2-3-4-5

○無人航空機の飛行実績
○該当する項目にチェック
防除実施計画代行申請依頼書
飛行実績についてそれぞれの項目へ記入を必ずお願いします。
変更の場合は変更する許
なお、審査要領において無人航空機を飛行させる必要な能力として
航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の
可・承認番号（東空運第○
総飛行時間「10」時間以上、物件投下の許可・承認を取得するにあ
番）を記入してください。
たって物件投下経験「5」回以上と記載があります。
許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。

・入力をする際には、セルの結合を行わず1セルごと
に入力する等、様式通りに入力お願いします。

（様式1）

㊞
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※1

技能認定証
番号※3

飛行させる者の住所

機体名称

機体登録番号

機体情報※4

総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）

無人航空機の飛行実績※5

許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。

備考

令和 年 月 日

㊞

※1：今回の申請が初めてであれば「新規」にチェックを、既に取得している申請の変更であれば「変更」にチェックを入れ許可承認番号「東空運第○○号」を記入してください。
※2：チェックを入れることで、許可・承認期間が終了した際に新たな代行申請依頼を行わずとも、本代行申請依頼でいただいた内容で継続して申請を行います。
※3：技能認定証番号を記入ください。
※4：技能認定証に記載がある教官が飛行させる可能性のある機体を記載してください。
※5：総飛行時間および物件投下経験は、必須で入力してください。 審査要領において、許可・承認を取得する際に必要とされる能力は総飛行時間10時間以上が、
物件投下の許可・承認取得には物件投下経験が5回以上と記載されています。

氏名

操縦者情報

※2

教習実施計画代行申請依頼書

指定教習施設名
管理責任者 氏名

住所

航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の

（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

新規
変更 番号
申請を継続して行う

申請の種類

（様式2）
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（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

入力例

※1

2018-M0000
2018-M5555
2018-M9999

技能認定証
番号※3

○県□市1111
○県□市2222
○県□市3333

□月

㊞

△日

NSK-1
NSK-1、NSK-2
NSK-1、NSK-2

機体名称
M0000
M0000、M9999
M0000、M9999

無人航空機の飛行実績※5
総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）
1234
5678
99
333
10
5

備考

★：「申請を継続して行う」について
新規に代行申請依頼をする際に、チェックを入れることで、特に連絡がない場合には許可・承認期
間が終了する時に、継続して飛行が可能なように、同様の内容で再度申請を行います。その際に新
★：教習実施場所について
たに代行申請依頼を提出する必要はありません。
教習実施場所について、場所を特定した申請を行いますので別紙1に飛行場
変更の代行申請依頼を行った場合でチェックがある際には、その変更内容で再度申請を行います
所の詳細を記入し様式2と合わせて提出するようお願いします。なお、教習実
ので、記入漏れ等がないように注意するようお願いします。
※1：今回の申請が初めてであれば「新規」にチェックを、既に取得している申請の変更であれば「変更」にチェックを入れ許可承認番号「東空運第○○号」を記入してください。
施場所を追加する場合には既に許可・承認を取得している者であっても、様式
※2：チェックを入れることで、許可・承認期間が終了した際に新たな代行申請依頼を行わずとも、本代行申請依頼でいただいた内容で継続して申請を行います。
チェックを入れない場合で許可・承認期間終了時に再度代行申請を希望する場合には、新たに代行
2に飛行する可能性のある者をすべて記載したうえで別紙1に追加する場所の
※3：技能認定証番号を記入ください。
※4：技能認定証に記載がある教官が飛行させる可能性のある機体を記載してください。
申請依頼を行う必要がありますことをご承知おきください。
詳細を記入し合わせて提出するようお願いします。
※5：総飛行時間および物件投下経験は、必須で入力してください。 教習施設卒業時の飛行実績は、少なくとも「総飛行時間10時間」、「物件投下5回」に該当します。

機体情報
○技能認定証に記載がある機体のうち飛行させる可能性がある機体をす
べて記入してください。

操縦者情報
○氏名
飛行の許可・承認が必要な教官の氏名を記入してください。
○技能認定証番号
許可・承認が必要な教官が有する技能認定証番号を記入してください。
○飛行させる者の住所
許可・承認が必要な教官の住所を記入してください。

機体登録番号

機体情報※4

飛行実績についてそれぞれの項目へ記入をお願いします。
なお、審査要領において無人航空機を飛行させる必要な能力として総
航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の
飛行時間「10」時間以上、物件投下の許可・承認を取得するにあたって
許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。
物件投下経験「5」回以上と記載があります。

飛行させる者の住所

操縦者情報

※2

○年

指定教習施設名 〇×教習施設
教習 二郎
管理責任者 氏名

令和
住所 ○○県■□市△△1-2-3-4-5

教習実施計画代行申請依頼書 ○無人航空機の飛行実績

○該当する項目にチェックを入
れてください。変更の場合は変
更する許可・承認番号（東空運
第○番）を記入してください。

★：教官や機体等の追加・変更の申請を行う場合
申請の種類を変更にチェックを入れ、変更を行う許可・承認書の右上に記載されている東空運第□
号の数字部分を入力ください。
直近で代行申請依頼をした入力してある内容はそのままに、追加・変更する場合には該当する項目
（操縦者情報、機体情報、無人航空機の飛行実績）を太字下線で記入してください。削除する場合に
は該当する項目はそのままに、取り消し線にて示すようお願いします。
〇教官の追加・変更→すべての項目を太字下線で記入
〇機体の追加・変更→ 該当する機体名称・機体登録番号を太字下線で記入
〇場所の追加・変更→ 追加する場所で飛行する可能性のある教官の方をすべて記入したうえで、別
紙1にて追加する場所の情報を入力ください。

農林 太郎
航空 次郎
空中 花子

氏名

新規
変更 番号
申請を継続して行う

申請の種類

・入力をする際には、セルの結合を行わず1セルごとに入力するなど、様式通りに
入力お願いします。

（様式2）
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※1

技能認定証
番号※3

飛行させる者の住所

機体名称

機体情報※4

総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）

無人航空機の飛行実績※5

許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。

備考

令和 年 月 日

㊞

※1：今回の申請が初めてであれば「新規」にチェックを、既に取得している申請の変更であれば「変更」にチェックを入れ許可承認番号「東空運第○○号」を記入してください。
※2：チェックを入れることで、許可・承認期間が終了した際に新たな代行申請依頼を行わずとも、本代行申請依頼でいただいた内容で継続して申請を行います。
※3：技能認定証番号を記入ください。
※4：技能認定証に記載がある整備士が飛行させる可能性のある全ての機体を記載してください。
※5：総飛行時間および物件投下経験は、必須で入力してください。 審査要領において、許可・承認を取得する際に必要とされる能力は総飛行時間10時間以上が、
物件投下の許可・承認取得には物件投下経験が5回以上と記載されています。

氏名

操縦者情報

※2

整備計画代行申請依頼書

認定整備事業所名
管理責任者 氏名

住所

航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の

（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

新規
変更 番号
申請を継続して行う

申請の種類

（様式3）
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（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

入力例

※1

2018-M0000
2018-M5555
2018-M9999

技能認定証
番号※3

○県□市1111
○県□市2222
○県□市3333

飛行させる者の住所

操縦者情報

※2

NSK-1
NSK-1、NSK-2
NSK-1、NSK-2

機体名称

機体情報※4

○年

□月

認定整備事業所名 〇×整備事業所
整備 三郎
管理責任者 氏名

令和
住所 ○○県■□市△△1-2-3-4-5

㊞

△日

無人航空機の飛行実績※5
総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）
1234
5678
99
333
10
5

備考

★：「申請を継続して行う」について
新規に代行申請依頼をする際に、チェックを入れることで、特に連絡がない場合には許可・承認期
★：整備実施場所（テストフライト場所）について
間が終了する時に、継続して飛行が可能なように、同様の内容で再度申請を行います。その際に新
整備実施場所について、場所を特定した申請を行いますので別紙1に飛行場
たに代行申請依頼を提出する必要はありません。
所の詳細を記入し様式3と合わせて提出するようお願いします。なお、整備実
変更の代行申請依頼を行った場合でチェックがある際には、その変更内容で再度申請を行います
施場所を追加する場合には既に許可・承認を取得している者であっても、様式
ので、記入漏れ等がないように注意するようお願いします。
※1：今回の申請が初めてであれば「新規」にチェックを、既に取得している申請の変更であれば「変更」にチェックを入れ許可承認番号「東空運第○○号」を記入してください。
3に飛行する可能性のある者をすべて記載したうえで別紙1に追加する場所の
※2：チェックを入れることで、許可・承認期間が終了した際に新たな代行申請依頼を行わずとも、本代行申請依頼でいただいた内容で継続して申請を行います。
チェックを入れない場合で許可・承認期間終了時に再度代行申請を希望する場合には、その内容に
詳細を記入し合わせて提出するようお願いします。
※3：技能認定証番号を記入ください。
※4：技能認定証に記載がある整備士が飛行させる可能性のある機体を記載してください。
ついて新たに代行申請依頼を行う必要がありますことをご承知おきください。
※5：総飛行時間および物件投下経験は、必須で入力してください。 教習施設卒業時の飛行実績は、少なくとも「総飛行時間10時間」、「物件投下5回」に該当します。

機体情報
○技能認定証に記載がある機体のうち飛行させる可能性がある機体をす
べて記入してください。

操縦者情報
○氏名
飛行の許可・承認が必要な整備士の方の氏名を記入してください。
○技能認定証番号
許可・承認が必要な整備士の方が有する技能認定証番号を記入してくだ
さい。
○飛行させる者の住所
許可・承認が必要な整備士の方の住所を記入してください。

整備計画代行申請依頼書

★：整備士や機体の追加・変更の申請を行う場合
申請の種類を変更にチェックを入れ、変更を行う許可・承認書の右上に記載されている東空運第□
号の数字部分を入力ください。
直近で代行申請依頼をした入力してある内容はそのままに、追加・変更する場合には該当する項目
（操縦者情報、機体情報、無人航空機の飛行実績）を太字下線で記入してください。削除する場合に
は該当する項目はそのままに、取り消し線にて示すようお願いします。
〇整備士の追加・変更→すべての項目を太字下線で記入
〇機体の追加・変更→ 該当する機体名称/機体登録番号を太字下線で記入
〇場所の追加・変更→ 追加する場所で飛行する可能性のある整備士の方をすべて記入したうえで、
別紙1にて追加する場所の情報を入力ください。

農林 太郎
航空 次郎
空中 花子

氏名

新規
変更 番号
申請を継続して行う

申請の種類

○該当する項目にチェックを入れてく
ださい。変更の場合は変更する許可・
承認番号（東空運第○番）を記入して
ください。

○無人航空機の飛行実績
飛行実績についてそれぞれの項目へ記入をお願いします。
なお、審査要領において無人航空機を飛行させる必要な能力とし
航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の
て総飛行時間「10」時間以上、物件投下の許可・承認を取得する
にあたって物件投下経験「5」回以上と記載があります。
許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。

・入力をする際には、セルの結合を行わず1セルごとに入力するなど、様式通りに
入力お願いします。

（様式3）
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飛行させる者の住所

操縦者情報

教習施設入所者追加 代行申請依頼書

指定教習施設名
管理責任者 氏名

住所

技能認定証
番号※1
機体名称

機体登録番号

機体情報※2

令和

無人航空機の飛行実績※3
総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）

許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。

航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の

（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

※1：技能認定証を有している場合に入力してください。 ※2：操縦者が飛行させる可能性のある機体を記載してください。
※3：無人航空機の飛行実績が無い場合には、総飛行時間の欄のみに「0」と入力してください。他の欄への記入は不要です。
※4：その他記載事項があればここに記載してください。

飛行させる者

（様式4）

年

備考
※4

月

日

㊞
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入力例

（一社） 農 林 水 産 航 空 協 会
会 長
齋藤 武司 殿

教習施設入所者追加 代行申請依頼書

指定教習施設名 ×○教習施設
管理責任者 氏名

住所 ○○県■□市△△1-2-3-4-5

令和

○月

入所 四郎

○年

○日

太郎
次郎
花子
丸子

○県□市1111
○県□市2222
○県□市3333
○県□市4444

飛行させる者の住所

2019-M0000

技能認定証
番号※1
M0000
M0000、M9999
M0000、M9999
M0000

機体登録番号

無人航空機の飛行実績※3
総飛行 夜間 目視外 物件投下
時間
飛行
飛行
経験
（時間） （時間） （時間）
（回）
0
4
9
1
10
5

備考
※4

○入所者の方の飛行実績の記入について
飛行経歴が全くない、初めての方の場合には総飛行時間「0」と記入し、その他の欄への記入は
不要です。訓練としての飛行のため、飛行実績が無くとも問題はありません。
飛行の経歴（無人ヘリ経験、空撮など）がある場合には、教習内容に若干の変更があることが
予想されますので、該当する項目に記載願います。審査要領において無人航空機を飛行させるに
あたって、必要な能力として総飛行時間「10」時間以上、物件投下の許可・承認を取得するにあたって
物件投下経験「5」回以上と記載があります。

NSK-1
NSK-1、NSK-2
NSK-1、NSK-2
NSK-1

機体名称

機体情報※2

㊞

★：入所者が防除するにあたって
※1：技能認定証を有している場合に入力してください。 ※2：操縦者が飛行させる可能性のある機体を記載してください。
教習を修了した者が農薬の空中散布を行うために農用地等で飛行を行うには新たに許可・承認を取得する必要があります。それについて農林水産航空協会の代行申請を希望される場合には、様式1
※3：無人航空機の飛行実績が無い場合には、総飛行時間の欄のみに「0」と入力してください。他の欄への記入は不要です。
にて代行申請を依頼するようにお願いします。
※4：その他記載事項があればここに記載してください。

教習実施場所について、場所を特定した申請を行いますので別紙1に飛行場所の詳細を記入し様式4と合わせて提出するようお願いします。なお、教習実施場所を追加する場合には既に許可・承認を
取得している者であっても、再度許可・承認を取得する必要があるため、様式４に飛行する可能性のある者をすべて記載したうえで別紙1に追加する場所の詳細を記入し合わせて提出するようお願いしま
す。

★：教習実施場所について

○飛行させる者
飛行の許可・承認が必要な方の氏名のみ記入してください。
既に申請、許可・承認が下りている方は記載しないでください。
○飛行させる者の住所
「飛行させる者」の住所を記入してください。
○技能認定証番号
「飛行させる者」が有する場合に技能認定証番号を記入してください。

農林
航空
空中
散布

飛行させる者

操縦者情報

許可又は承認の内容を下表の通り申請しますので、その代行を依頼します。

・入力をする際には、セルの結合を行わず1
飛行させる機体が決まっていない場合は、教習
セルごとに入力する等、様式通りに入力お願航空法第１３２条ただし書き又は第１３２条の２ただし書きに基づく国土交通大臣の所で取り扱う機体をすべて記入ください。
いします。

（様式4）

（別紙1）飛行場所の住所・地図
住所
広域図

詳細図
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入力例

（別紙1）飛行場所の住所・地図
住所 ○○県△△市□町1234-5678

場所を特定して行う飛行を申請する際（様式2、様
式3、様式4）に別紙1を利用し、合わせて提出くださ
い。

広域図

○住所
飛行を行う場所（教習実施場所、テストフライト場）の住
所を記入ください。可能な限り、詳細までお書きください。

○飛行場所の地図について
実際に飛行する場所（教習実施場所、テストフライト場）
の地図を広域図および詳細図で入力例のように貼り付
け、飛行させる場所を赤枠等で囲い、地図中に示すよう
にしてください。
複数の場所で飛行させる場合には、それぞれの地図が
必要となります。
ただし、同一地図内で飛行させる場合には同一地図上
に表示しても構いません。
地図に関しての指定は特にありませんが、飛行場所の
概要が読み取れる地図を使用するようにしてください。

例で示す地図は「地理院地図
（https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/
&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s
0m0f1）」で作成したものになります。
作製例
地理院地図上での作成方法は

詳細図

①：ページを開き、実際に散布した場所をページ上に表
示させる。ページ上部に住所等を入力することで地図上
に表示可能。
②：右上の「機能」⇒「ツール」⇒「作図・ファイル」から飛
行範囲・経路を速成する。※
③：「機能」⇒「ツール」⇒「画像として保存」から、画像の
範囲を決定し画像を保存する。
※②については、エクセル上で範囲等の設定も可能

○データ入力ができない場合
パソコン等からの入力ができない際には、実際の地図に
手書き等で飛行場所を示すようにしてください。
協会への提出の際には、可能であればエクセルへの画
像の貼り付けもしくは、スキャナー等で読み取り、データ
形式での提出をお願いします。
不可能であれば、FAXもしく郵送で提出するようにお願
いします。
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飛行させる者
の氏名

飛行概要
※3

飛行させた
無人航空機
離陸場所

飛行開始
時刻※4
着陸場所

飛行時間
飛行終了
総飛行時間 飛行の安全に影響
（時間）
時刻※4
（時間）※6
のあった事項
※5

防除実施団
体名
3ヶ月
9ヶ月

6ヶ月
終了時

適用作物

対象病害虫

使用した農薬等情報（任意）
農薬名
（資材名）※7

電話番号

許可・承認
番号※1
報告時期
※2

※1：許可・承認書右上記載の「東空運第○○号」の数字部分を記入ください。 ※2：実績報告を行う時期（3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、終了時）を記入ください。
※3：人口集中地区上空での飛行、夜間飛行、物件投下、目視外飛行、空港等周辺、150m以上、などの飛行形態を併記すること。
※4：長時間にわたって作業をする場合に、開始時間を作業終了時間を着陸時刻として記入していただけます。 ※5：実際に飛行させた時間を記入してください。
※6：飛行を行った者が複数回記載されている場合には、累積する飛行時間を記入ください。 ※7：混用施用した場合には、すべての農薬名をご記入ください。

年月日

○太枠内は必須で記入するようにお願いします。
○それぞれの報告時期ごとの、該当する飛行の期間について
①3ヶ月：3月１日～5月31日、 ②6ヶ月：6月1日～8月31日、
③9ヶ月：9月1日～11月30日、 ④ 終了時：12月1日～2月末日
○飛行実績の報告は以下の時期を目処に代行申請を依頼した整備事業所に提出してく
ださい
①3ヶ月：6月10日、②6ヶ月：9月10日、③9ヶ月：12月10日、④：3月10日

（様式5-1） 無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書

実施面積
(ha）
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防除実施団
体名

次郎

太郎

花子

健太

2020/7/1 航空

2020/8/5 農林

2020/8/20 散布

2020/8/20 空中

8:00

8:00

8:00

飛行開始
時刻※4

○○県△市□
付近圃場、△ 6:00
市◎付近圃
場、☆市●付
近圃場
6:00

○○県△市
□付近圃場

○○県△市
□付近圃場

○○県△市
◎◎1234

離陸場所

離陸場所と
同じ

離陸場所と
同じ

離陸場所と
同じ

離陸場所と
同じ

着陸場所

15:00

15:00

12:00

8:30

8:30

2:00

2:00

1:10

0:30

0:20

2:00

2:00

1:30

0:30

0:20

機体を車に載せ、圃場
間を移動

飛行時間
飛行終了
総飛行時間 飛行の安全に影響
（時間）
時刻※4
（時間）※6
のあった事項
※5

○年月日／飛行させる者の氏名について
飛行を行った日付をご記入ください。飛行を行わなかった場合にはここに「飛行せず」と記入ください。
許可・承認を取得したオペレーターの氏名を入力してください。飛行を行わなかったものも含め許可・承認を取得したすべてのオペレーターを記入するようにお願いします。
○飛行概要※
飛行の目的と、許可・承認をとっている事項について記入ください。記入例や以下を参考に記入してください。
・農薬の空中散布に関する飛行について⇒農薬散布飛行「危険物の輸送、物件投下、（30m未満の飛行）※、（DID内での飛行）※」 ※：小カッコ内は必要に応じて
※：飛行を行わなかった際の実績報告を行う際にはここに「飛行せず」と記入・記載するようにお願いします。
○飛行させた無人航空機
代行申請依頼の際に記載した機体のうち、実際に飛行させた機体名を記入してください。
○離陸場所／離陸時刻
飛行を開始した場所を記入してください。住所は可能な限り詳細を記入ください、詳細がわからない場合には市町村名××付近圃場というように記入してください。
飛行を開始した時刻（作業開始時刻）を記入してください。その地域の日の出時間以前は飛行できないので、日の出時間を見計らって飛行（作業）を開始してください。
○着陸場所／着陸時刻
飛行を終了し機体を着陸させた場所を記入してください。離陸場所と同一の場所で着陸させた場合には、「離陸場所と同じ」と記入ください。
飛行を終了した時刻（作業終了時刻）を記入ください。その地域の日の入り時間以降は飛行できないので、日の入り時間を見越して飛行（作業）を終了してください。
○飛行時間／総飛行時間
飛行時間は実際に飛行を行った時間を記入してください。総飛行時間には、操縦者ごとの飛行時間の累計を記入ください。
○飛行の安全に影響のあった事項
飛行を行うにあたって影響があった事項があれば記入ください。複数の圃場に渡って飛行した場合などは入力例のように記入ください。空欄でもかまいません。

防除実施計画による代行申請によって許可・承認を取得したすべてのオペレーターは、許可・承認の範囲内で飛行をした場合に飛行の実績を記録し報告する義務があります。また、許可・承認の期間内
で飛行を行わなかった場合にも、その旨を記録する必要があるので、その際には「飛行せず」と記録するようにお願いします。
なお、飛行実績を行う時期は、許可・承認日から①：3か月後（3月1日～5月31日の飛行分）、②：6ヶ月後（6月1日～8月31日の飛行分）、③：9ヶ月後（9月1日～11月30日の飛行分）および④：終了時（12月
1日～2月末日の飛行分）に飛行実績を行う義務が発生します。
飛行を行ったオペレーターは、様式5-1および様式5-2に記入漏れがないように該当する飛行分について必要事項を記入し、それぞれ①：6月10日、②：9月10日、③：12月10日および④：3月10日を目途に
代行申請依頼を行った整備事業所へ速やかに提出をするようご協力お願いします。
整備事業所はそれらを取りまとめ、①：6月15日、②：9月15日、③：12月15日、④：3月15日を目途に農林水産航空協会へ提出するようご協力お願いします。
※：農林水産航空協会が行う許可・承認の内容は以下になります。「人口集中地区上空（DID内）での飛行」、「物件投下」、「危険物の輸送」、「人又は物件から30m以上の距離が確保できない（30m未満
の）飛行」、これ以外の夜間飛行や空港等周辺などの許可・承認を必要とする飛行は行えませんので、別途許可・承認を取得する必要がある事をご承知ください。

NSK-1

NSK-1

農薬散布飛行（危険物の輸
送、物件投下、30m未満の飛
行）

農薬散布飛行（危険物の輸
送、物件投下、30m未満の飛
行、DID内での飛行）

NSK-1、NSK-2

農薬散布飛行（危険物の輸
送、物件投下、30m未満の飛
行）

飛行させた
無人航空機

NSK-1

飛行概要
※3

農薬散布飛行（危険物の輸
送、物件投下、30m未満の飛
行）

飛行実績の報告に関して・・・

太郎

飛行させる者
の氏名

2020/6/31 農林

年月日

（株）Kuusan
○太枠内は必須で記入するようにお願いします。
○それぞれの報告時期ごとの、該当する飛行の期間について
○防除実施団体名： 所属する防除実施団体名を記載ください。個人の方は個人名を記載ください。
①3ヶ月：3月１日～5月31日、 ②6ヶ月：6月1日～8月31日、
○許可・承認番号：
お手元の許可・承認書の右上に記載されている「東空運第○○号」の数字のみご記入ください。
③9ヶ月：9月1日～11月30日、 ④
終了時：12月1日～2月末日
〇報告時期：該当する実績報告を行う時期にチェックを入れてください。
○飛行実績の報告は以下の時期を目処に代行申請を依頼した整備事業所に提出してく
〇電話番号：連絡のつく電話番号もしくはメールアドレスを記入ください。
ださい
①3ヶ月：6月10日、②6ヶ月：9月10日、③9ヶ月：12月10日、④：3月10日

（様式5-1） 無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書

水稲

水稲

水稲

水稲

適用作物

いもち病

いもち病

いもち病

いもち病

対象病害虫

実施面積
(ha）

記入例

○データ入力ができない場合
パソコン等からの入力ができない際には、お手数ではござ
いますがこの様式に手書きで日時等を記入してください。
協会への提出の際には、可能であればエクセルへの入力
または、スキャナー等で読み取りデータ形式での提出をお願
いします。
不可能であれば、FAXもしく郵送で提出するようにお願いし
ます。

入力・記入の際にはお手数をおかけしますが、ご理解ご協力何卒よろ
しくお願いします。

○使用した農薬情報等について
入力が可能な項目について入力をお願いします。農薬等情報につい
て入力は任意ですが、農薬の安全使用を目的として、実際に散布した
農薬や、面積を報告していただきたいと考えております。ご理解・ご協
力よろしくお願い申し上げます。
オペレーターが複数いる場合には、まとめて入力していただいても構
いません。
また、農薬名等の情報を得ることで、どの時期にどういった農薬が使
用されているのか、どのような病害虫が発生しているのかを把握し、集
計することで、防除を行うにあたって有益な情報をご提供できればと考
えております。

□□エアー

○○エアー

□□エアー

○○エアー

④：終了時

②：9ヶ月

0000123456

③：6ヶ月

①：3ヶ月

東空運第123456789号

使用した農薬等情報（任意）
農薬名
（資材名）※7

連絡先

許可・承認
番号※1
報告時期
※2

2

1

1

1

（様式5-2） 無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書
日時
飛行場所の地図
広域図

詳細図

29

（様式5-2） 無人航空機の許可に基づく飛行実績報告書
日時 2020/8/20

入力例

○日時
様式5-1に記入した飛行を行った日時をお書きくだ
さい。

飛行場所の地図
広域図

○飛行場所の地図について
実際に飛行した場所の地図を広域図および詳細
図で入力例のように貼り付け、飛行させる場所を
赤枠等で囲い、地図中に示すようにしてください。
複数の場所で飛行させた場合には、それぞれの
地図を作成する必要となります。
ただし、同一地図内で飛行させる場合には同一地
図上に表示しても構いません。
地図に関しての指定は特にありませんが、飛行場
所の概要が読み取れる地図を使用するようにして
ください。
例で示す地図は「地理院地図
（https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556
/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r
0s0m0f1）」で作成したものになります。
作製例
地理院地図上での作成方法は
①：ページを開き、実際に散布した場所をページ上
に表示させる。ページ上部に住所等を入力するこ
とで地図上に表示可能。
②：右上の「機能」⇒「ツール」⇒「作図・ファイル」
から飛行範囲・経路を速成する。※
③：「機能」⇒「ツール」⇒「画像として保存」から、
画像の範囲を決定し画像を保存する。

詳細図

※②については、エクセル上で範囲等の設定も可
能
○データ入力ができない場合
パソコン等からの入力ができない際には、実際の
地図に手書き等で散布場所を示すようにしてくださ
い。
協会への提出の際には、可能であればエクセル
への画像の貼り付けもしくは、スキャナー等で読
み取り、データ形式での提出をお願いします。
不可能であれば、FAXもしく郵送で提出するように
お願いします。

30

31

許可・承認
番号※1

許可・
承認日

許可・承認
終了日

許可・承認期間

年月日

飛行を行った者
の氏名

飛行概要
※2

飛行させた
無人航空機
離陸場所

※1：許可・承認書右上記載の「東空運第○○号」の数字部分を記載ください。
#######
※2：人口集中地区上空での飛行、夜間飛行、物件投下、目視外飛行、空港等周辺、150m以上、などの飛行形態を併記すること
※3：長時間に渡って作業を行う場合には作業開始時間を離陸時刻、作業終了時間を着陸時刻として記入していただいても構いません。
※4：実際に飛行させた時間を記入してください。
※5：飛行を行った者が複数回記載されている場合には、累積する飛行時間を記入ください。
離陸時刻
※3

施設名

住所

着陸場所

着陸時刻
※3

管理責任者 氏名

指定教習施設・認定整備事業所における飛行実績

農林水産航空協会から飛行実績の報告に関する連絡があった場合にはこの様式を提出いただくようご協力お願いします。

（様式6）

飛行時間
（時間）
※4

総飛行
時間
（時間）
※5

飛行の安全に影響の
あった事項

㊞
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2020/6/1

2020/6/1

2020/9/1

2020/9/1

123456789

123456789

987654321

987654321

2020/11/30

2020/11/30

2019/8/31

2019/8/31

2020/8/31

許可・承認
終了日

期間終了まで4日

期間終了まで4日

期間終了

期間終了

期間終了

許可・承認期間

2020/10/1

2020/10/1

飛行せず

2020/7/31

2020/6/31

年月日

農林 太郎

散布 花子

航空 次郎

農林 太郎

農林 太郎

飛行を行った者
の氏名

○許可・承認番号
お手元の許可・承認書の右上に記載されている「東空運第○○号」の数字のみご記入ください。
○許可・承認開始日
許可・承認書に記載されている、「許可等の期間：○○から□□」の○○部分を入力例の通りに記入してください。
○許可・承認修了日
許可・承認書に記載されている、「許可等の期間：○○から□□」の□□部分を入力例の通りに記入してください。
○許可・承認期間
エクセルへで入力する際に、「許可・承認終了日」を入力することで期間終了までの日数が表示されます。
○年月日
飛行を行った日付をご記入ください。飛行を行わなかった場合にはここに「飛行せず」と記入ください。
○飛行させる者の氏名について
「許可・承認番号」と対応する飛行の実績報告の対象となる許可・承認を取得した者の氏名を入力してください。
○飛行概要
飛行の目的と、許可・承認をとっている事項について記入ください。当協会の代行申請の許可・承認内容は以下の内容となります。これ以外の
許可・承認などが必要な飛行について（夜間飛行、空港周辺等）は別途申請・調整を行う必要がありますのでご承知ください。
「人口集中地区上空での飛行、物件投下、危険物の輸送、人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行」。 詳細がわからない場合
には記載例や以下を参考に記入ください。
・教習での飛行について⇒農林水産業に係る訓練飛行「該当する許可・承認内容」
・整備での飛行について⇒農林水産業に係るテストフライト「該当する許可・承認内容」
該当する許可・承認内容について
・農薬を使用する場合⇒「危険物の輸送」 ・水、農薬、農業資材等を散布する場合⇒「物件投下」
・人口密集地域で飛行させる場合⇒「DID地区での飛行」
・飛行を行う際に周囲に人・物件から30m以上の十分な距離が取れない場合⇒「30m未満の飛行」

10:00

10:00

8:00

8:00

離陸時刻
※3

施設名

住所

離陸場所に同じ

離陸場所に同じ

離陸場所に同じ

離陸場所に同じ

着陸場所

15:00

15:00

11:00

9:00

着陸時刻
※3

2:00

2:00

1:00

0:30

飛行時間
（時間）
※4

3:30

2:00

1:30

0:30

総飛行
時間
（時間）
※5

飛行の安全に影響の
あった事項

㊞

・飛行実績の記録は該当する許可・承認書に記載されている全員について行う必要があります。そのため機体を飛
行させた場合にはその詳細を記入し、飛行させなかった場合には「飛行せず」と記入し、記入漏れがないよう様式に
記入し提出するようお願いします。

注意点
・飛行実績の報告は提出に関する連絡があった場合に、ご提出ください。対象となるのは当該許可・承認書を用いた
飛行の実績になります。

○飛行させた無人航空機
代行申請依頼の際に記載した機体のうち、実際に飛行させた機体名を記入してください。
○離陸場所
飛行を開始した場所の詳細な住所を記入してください。詳細な住所が、わからない場合には市町村名までは最低
限記入するようにしてください。代行申請依頼を行う際に提出した場所以外では飛行できませんのでご注意ください。
○離陸時刻
飛行を開始した時刻（作業開始時刻）を記入してください。その地域の日の出時間以前は飛行できないのでご注意
ください。
○着陸場所県△市□圃場 ○○県△市□圃場 ○○県△市□圃場 ○○県△市□圃場
飛行を終了し機体を着陸させた場所を記入してください。わからない場合には市町村名までは最低限記入するよう
にしてください。離陸場所と同じ場所であれば、離陸場所に同じ、同左など簡略化してもかまいません。代行申請依
頼を行う際に提出した場所以外では飛行できませんのでご注意ください。
○着陸時刻
飛行を終了した時刻（作業終了時刻）を記入ください。その地域の日の入り時間以降は飛行できないのでご注意く
ださい。
○飛行時間／総飛行時間
飛行時間は実際に飛行を行った時間を記入してください。総飛行時間には、操縦者ごとの飛行時間の累計を記入
ください。
○飛行の安全に影響のあった事項
飛行を行う際に安全に影響があった場合にご記入ください。空欄でも構いません。

○○県□市☆圃場

農薬空中散布に係る訓練飛行（物件投
NSK-2
下、30m未満の飛行）

○○県△市□圃場

○○県□市☆圃場

NSK-1

農薬空中散布に係るテストフライト（物
件投下、30m未満の飛行）

○○県△市□圃場

離陸場所

農薬空中散布に係る訓練飛行（物件投
NSK-2
下、30m未満の飛行）

NSK-1

飛行させた
無人航空機

農薬空中散布に係るテストフライト（物
件投下、30m未満の飛行）

飛行概要
※2

許可・承認を取得し、その許可・承認の範囲で飛行を行った際には、該当する飛行の実績を記録する義務があります。また、許可・承認の期
間内で飛行を行わなかった場合にも、その旨を記録する必要があるので、その際には「飛行せず」と記録するようにお願いします。
なお、農林水産航空協会から連絡を差し上げた際には、速やかにこの様式を提出くださいますようご協力お願いします。

飛行実績の報告に関して・・・

2020/6/1

許可・承認
開始日

123456789

許可・承認
番号※1

※1：許可・承認書右上記載の「東空運第○○号」の数字部分を記載ください。
※2：人口集中地区上空での飛行、夜間飛行、物件投下、目視外飛行、空港等周辺、150m以上、などの飛行形態を併記すること
※3：長時間に渡って作業を行う場合には作業開始時間を離陸時刻、作業終了時間を着陸時刻として記入していただいても構いません。
※4：実際に飛行させた時間を記入してください。
※5：飛行を行った者が複数回記載されている場合には、累積する飛行時間を記入ください。

管理責任者 氏名

指定教習施設・認定整備事業所における飛行実績

農林水産航空協会から飛行実績の報告に関する連絡があった場合にはこの様式を提出いただくようご協力お願いします。

入力例

（様式6）

