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- 大学卒業程度 -
航 空 管 制 官 採 用 試 験

飛行場管制業務
　空港を中心に約9km圏内を担当する。
空港にある管制塔から目視により航空機を
捉え、離着陸の許可、飛行場面の移動の指
示等を発出する。

ターミナル･レーダー管制業務
　空港から約100km圏内を担当する。航
空交通管制部から引き継いだ各方面からの
到着機はここでレーダーを用いて順序よく
並べられ、管制塔へと受け渡される。

航空路管制業務
　主に巡航中の航空機に対し、レーダーを
用いて指示や許可を与える。全世界の空の
中で、日本が担当する空域を４つの航空交
通管制部が分担する。　

　「パイロットに安心を与える仕事」それが航空管制官です。「顔の見えないパイロットに安心感を与えることによって信頼を得る。」　その
やりとりの積み重ねが空の安全を築いてゆきます。
　航空保安大学校における基礎研修修了後は、空港や航空交通管制部等の管制機関に赴任し、OJT（実地訓練）を含む専門研修を修了した後、
技能試験に合格して初めて航空管制官に任命されます。
　また、空港や航空交通管制部で経験を積んだ後は、航空保安大学校等の教育機関、新たな飛行経路の設定や次世代の管制システムの開
発などに携わる国土交通本省等、様々な活躍の場が用意されています。

○同期とはどのような存在ですか。　
　空の安全を守り抜く高い意識と向上心を持ち、キャリアを重ねて行く上で、こ
れからも互いに尊敬し、支え合える一生の仲間です。航空保安大学校での基礎
研修課程を共に乗り越えて生まれた絆は、それぞれが全国の管制現場へ配属と
なった後も消えることはありません。仕事について真剣に議論し、時に喜びを分
かち合える仲間とこの先も一緒に歩んでいけることを心強く思います。
○航空管制官になって感じていることを教えて下さい。　
　管制業務に必要な資格を取得した後も、未経験の状況に遭遇することがあり
ますが、そういう時こそやりがいと難しさを感じています。また、管制官の仕事は、
管制システムの開発、管制官の教育訓練、飛行経路等の設計など多岐に渡り活
躍できるフィールドがあります。視野を広げ様々な分野に興味を持ち、多角的に
管制業務を追究していきたいです。
○未来の航空管制官へメッセージをお願いします。
　航空管制の世界はとても広く、のめり込んでこそ、その奥深さと面白さを知る
ことができると感じています。いま学生として向き合っている研究課題や目の前
にある仕事に最大の熱意を持って取り組んでください。 関心を抱いたことを突き
詰めることができるのは貴重な能力です。私たちと一緒に、航空業界の未来を
創り上げていきましょう。

管制業務を極める。
　2014年　航空保安大学校　修了 
　鹿児島空港事務所　航空管制官

　 井田  裕己

○管制情報処理システム室のお仕事とは、どのようなものですか。　
　管制官が使用するシステムを構築することが主な仕事の一つです。その中でも
私は管制官としての業務経験を活かし、将来導入される管制システムに求められ
る機能や性能を担当職員にヒアリングして決定し、システムの製造に関する調整
や手続きを行う契約事務という業務を行っています。　
○これまでの経験で「いま役立っている」と思うことはなんですか。
　何でもやってみる、という心構えです。結果として成功や失敗を何度も経験し
てきましたが、挑戦する意欲があったからこそだと考えています。管制官の訓練
でも、様々な試練が待ち受けています。成功の経験は「必ずなんとかする」とい
う自信につながっていますし、失敗の経験からは多くの教訓や立ち直り方を学ぶ
ことができました。
○未来の航空管制官へメッセージをお願いします。
　管制官は、安全を確保することが当たり前に求められます。その分パイロット
から「Thank you!」と言ってもらった時の嬉しさは格別です。パイロットや乗客
のために貢献できたと実感できます。何事にも臆することなく一歩踏み出して色々
な経験をしてみてください。そして航空管制の世界にも是非一歩を踏み出してみ
ませんか。皆さんと一緒に働ける日を楽しみに待っています！

経験を糧によりよい航空管制システムを作る。
　2007年　航空保安大学校　修了 
　航空局管制情報処理システム室　新システム係長

　 田口　周作

○主任として、チームではどのような役割を担っていますか。　
　航空保安大学校での基礎研修を終え、成田空港事務所に赴任してから12年が
経過しました。現在は、主任及び訓練関連の担当として、訓練に関する研修や訓
練生のサポートを行っています。特に若手や訓練生とのコミュニケーションを大
切にしており、彼らが自らの意見を発言しやすい職場環境作りに努めています。
○成田国際空港での訓練はどのようなものですか。
　業務内容に応じて段階を踏んで訓練が進むよう細かく設定されており、訓練
生の進捗に合わせて実施されます。訓練生も自身の進捗を理解しやすい制度と
なっております。OJTを開始したばかりの訓練生には、航空機に対し管制指示を
出す喜びや不安、緊張など様々な感情が入り交じった初々しさがありますが、数ヶ
月後には責任感や自信を持った表情で、一人前の管制官になるために奮闘してい
ます。
○未来の航空管制官へメッセージをお願いします。
　管制官の仕事は一見個人プレーのように思われますが、チームプレーが非常に
大切です。常に全体の状況把握に努め、パイロットや同僚の立場で考え、状況
に応じて瞬時に判断し、チーム一丸となって航空機の安全な運航をサポートして
います。多くの緊張を強いられますが、達成感や自己成長を実感する毎日です。
皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

人と向き合い　安全と向き合う仕事。　
　2006年　航空保安大学校　修了　
　成田空港事務所　主任航空管制官

　 福岡　美由紀

　航空管制官の基礎研修は、座学とシミュレーターを使用
した実習から構成され、航空管制を行う上で必要な航空無
線通信士の免許も在学中に取得します。
　カリキュラムは、最初から最後まで隙間なく組まれていて、
毎日座学と実習の予習・復習に追われ、正直、ハードな
8ヶ月になります。しかし、息の詰まるばかりの研修ではな
く、授業にはなんと体育もあり、過密スケジュールの研修
で疲れた心身をリフレッシュできる時間もあります。
　同期生と担任がいる「チーム（クラス）」で過ごす8ヶ月の
研修は、「今までの人生で一番充実した、とても楽しい時
間だった。」と卒業生は口を揃えます。同期全員で助け合い、
「管制官になる」ために切磋琢磨する濃密な8ヶ月は、みな
さんにとっても、きっと人生の宝となることでしょう。

　航空管制官が無線を通じてパイロットに伝える言葉には、大きな責任が伴いま
す。航空管制官の発する指示を受けて、お客様を乗せた航空機は飛行していきます。
私たちはどのような状況においても冷静沈着に判断できるよう日々の業務で経験
を重ね、常に最適な指示を与える必要があります。冷静さを保ち、責任感を持っ
て適切な判断を瞬時に下せるよう、追求し続けられる人材を求めています。

　航空機の運航はたくさんの人々の力に支えられています。航空管制官だけでな
く、航空管制運航情報官、航空管制技術官、パイロット、運航関係者、そして気
象庁職員などとの連携のうえに、安全運航が実現します。常日頃より自発的に行
動しつつ、連携して業務に従事しなければなりません。チームメンバーとの調和
を保ちながら、自分自身を表現できる人材を求めています。

　航空管制官は人事異動のたびに訓練と試験を受け、新たな資格を取得しなけれ
ばなりません。また航空行政の変革のスピードはめまぐるしく、規定や運用方式
が改正されるたび、常に最新の情報に基づいて業務を行う必要があります。変化
を恐れず向上心を持ち、周りの仲間や環境から学ぶ姿勢を持ち続けられる人材を
求めています。

冷静さと責任感
～どんな時でも落ち着いて
　　　　　　　判断を下せるか～

協調性
～チームの一員として
　　　　　　活躍できるか～

学び取る力
～自己研鑽できるか～

　学生寮への入寮は義務ではありませんが、ほとんどの研
修生は入寮しており、同居家族のある研修生でも別居して
入寮するケースもあります。
　学生寮での自主的な勉強会の場で得られることは多いよ
うで、入寮していない研修生も週末に学生寮に来て勉強会
に参加しているようです。入寮しない場合も、本校からあ
まり遠くない場所から通われることを強くお勧めします。

学生寮14階　ミーティングスペースでの自習風景

入寮について

研修生の声

航空保安大学校での研修について

　航空保安大学校での基礎研修中も給与が支給されます。
採用当初の給与の月額は、4年制大学新卒、職歴が無い場
合、次のとおりです。
  193,000 円程度
　（地域手当含む）
　このほか、期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）などが
支給されます。

　基礎研修を修了し、航空管制官として発令後の給与の
月額は、東京空港事務所配属の場合、次のとおりです。
  245,000円程度
　（調整数2の俸給の調整額及び地域手当含む）
　このほか、期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）に加
え、航空管制手当、夜間特殊業務手当、夜勤手当、休日給
が支給されます。

給与（2019年12月1日現在）

　航空券を手にフライトを待つ乗客、力強く飛び立つ飛行機。
空港では誰もが独特な高揚感を感じるのではないでしょうか。
何事もなく飛ぶ飛行機は、数え切れない人の連携で安全運航
が守られている証です。
　私は、航空管制官として、自分の判断や指示が確実に航空
機の安全運航に繋がるよう、日々の研修に励んでいます。求め
られる知識や専門技術は高く、経験豊富な教官方がその全て
を余す所なく指導してくれます。そして、寮生活を共にする同
期は年齢も経歴も様々で、楽しい時も辛い時も全てを共有して
くれる心強い存在です。
　日々の研修を通して自分の目指す姿に少しずつ近づいていく
充実感と手応えを感じる時は、教官方や同期への感謝を強く感
じる瞬間でもあります。
　当たり前のように見える「安全」を守るにはとても大きな責任
が伴います。その大きな役割を最高のチームワークで果たして
いく航空管制官。大きな志で挑戦してみてはいかがでしょうか。

航空管制官基礎研修課程　130期　田嶋　史

越智 さやか1995年度採用　航空管制官本科27期
航空保安大学校　航空管制科教官

○管制業務以外で担当している仕事があれば教えて下さい。　
　高知空港にいる他の航空保安職員、空域が隣接している関西空港事務所の管
制官と業務に必要な調整を行う仕事をしています。また、より安全で効率性が
高い管制業務を実施するため、運用規程の作成なども行っています。管制業務
を行う上で根拠となる法規類を基に、高知空港の管制官が遵守すべき運用方法
の詳細な取り決めを定め、事務手続きや周知を行う仕事です。
○初任地に配属された時と、現在とでどんなところに自身の変化を感じますか。
　訓練生時代や主幹管制官といった役職に就く以前は、自身の知識や技術力を
発揮して空の安全を守ることに精一杯でした。管制業務を全うすることが使命で
あるという思いもありました。しかし、キャリアを重ねることで、毎日当たり前の
ように業務を滞りなく実施できるのは、主幹管制官や管理職、事務職の方々の
支えがあるからだと考えるようになりました。
○未来の航空管制官へメッセージをお願いします。
　航空管制官は多くの職員とコミュニケーションを図り信頼関係を築くことで生
まれるチームワークが礎となる職業です。パイロットとの無線交信に注目が集ま
りますが、一緒に働く管制官と円滑に意思疎通を図ることで全てが成り立ってい
ます。共に働くというのは、他人と自分の違いを受け入れ認め合うことです。様々
な人と積極的に関わり、みんなを認める力をつけてください。

自分と他人は違うけど、違っていても認め合う。
　1994年　航空保安大学校　修了
　高知空港事務所　主幹航空管制官

　 石川　理恵

○職員を束ねる管理職として、心掛けていることはなんですか。　
　職員一人ひとりのことをよく知ること、職員の考え、得意分野など把握してお
くことが大切です。そして個人の能力を発揮させ、長所を伸ばすことを考えてい
ます。それが仕事のやりがいにつながると信じています。そのためにコミュニケー
ションは欠かせません。話しやすい雰囲気を作るため笑顔を絶やさないよう心掛
けています。
○これまで経験した業務で印象に残っているものについて教えて下さい。
　宮城県の岩沼研修センターで教官として勤務中、東日本大震災が発生し、大
津波により研修センター１階のシミュレータが使用できなくなりました。管制官
を養成する研修を実施するために様々な調整を行い、福岡の官署に教官が出向
き、官署のシミュレータを使用した研修を行うことで、難局を乗り越えることが
できました。管制官のチームプレーを実感した出来事でした。
○未来の航空管制官へメッセージをお願いします。
　2019年に行われたラグビーW杯では、チームの勝利のために各選手が全力を
尽くす姿に感動しました。それぞれの技を磨くと同時にひとつの目的のために一
丸となって進む姿勢は航空管制の世界でも大切です。今周りにいる仲間を大切
にし、協力し助け合うという意志をいっそう育んでください。

一人一人をよく知る。
　1985年　航空保安大学校　修了
　旭川空港出張所　先任航空管制官

　 鈴木　一永

○どのようなきっかけで航空管制官になろうと思ったのですか？　
　子供の頃から乗り物が好きだったこともあり、百科事典に載っていた飛行機に
興味を持ち始めました。そして、航空業界にはどのような仕事があるのかと調査
しているうちに、管制官は飛行機に指示を与え、その通りに飛行する等、専門的
だということを知り、特殊な仕事に就きたいという自分の希望に合っていたため
受験してみようと思った次第です。　
○現在の業務の苦労する点とやりがいについて教えて下さい。
　現在は、今後長期間に渡って計画されている空域再編に関する企画・立案等
の取り纏めをしていますが、業務内容が多岐に渡るため、同時並行で複数の事
柄を検討する日々です。それでも、様々な課題を一つ一つ乗り越えることに大き
な達成感を得ており、これぞやりがい！と思いながらやっています。
○未来の航空管制官へメッセージをお願いします。
　『チームワーク』と『コミュニケーション』。他の職員と協力して業務を進めてい
くためにはお互いの意思疎通が大切です。管制官という仕事では特にそれが重
要視され、先輩・後輩関係なく一人の管制官として肩を並べて業務を行います。
信頼できる仲間と共に、困難に立ち向かい、空の安全を守る航空管制という仕
事を是非一緒にしてみませんか？

将来における航空管制の発展はあなた次第！
　1994年　航空保安大学校　修了 
　神戸航空交通管制部　主幹航空管制官

　 杉山　知一

修
了

　航空管制官を志すみなさんの入学を、研修を支える教官
一同、楽しみにしています。



Q 航空管制官には高い英語能力が必要とされますか？

　航空管制業務を行うには、国際民間航空機関（ICAO）が定める英語能力証明試験を定期的に
受験し、一定基準以上の成績を収めなければなりません。 
　緊急事態などが発生すれば、定型的な管制用語のみならず、一般的な英会話能力も必要とな
りますが、あくまで英語はパイロットとのコミュニケーションツールであって、他のスキルを
習得することも要求されます。 

A

Q 管制機関の勤務体系について教えてください。
　24時間管制業務が提供される航空交通管制部や主要な空港の一例ですが、早番・早番・遅番・夜勤
入り・夜勤明け、休日を一つのラウンドとして繰り返すパターンを基本としつつ、休日と勤務時間
は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」に規定されている通りに確保されます。
　なお、時間限定運用の空港には夜勤がありません。（右下図 ：［航空管制官の勤務地］参照）

A

Q 転勤について教えてください。

　転勤（人事異動）は数年ごとに全国規
模で行われます。
　基礎研修を修了すると研修生ひとり
ひとりが全国の管制機関への赴任を命
じられますが、赴任地は個人の希望で
決まるものではありませんし、「出身地
の空港でずっと働きたい」といった希望
も叶いません。
　また、業務資格は勤務地毎に異なる
ため、異動をすればどんなベテランで
も一定期間の訓練を受け、改めて内部
試験に合格する必要があります。
　しかし、様々な勤務地での経験は航
空管制官としてのスキルアップに繋が
りますし、多くの仲間と出会えることは
人生の大きな糧となるでしょう。どんな
状況でも、うまく自分を動機付けし、仕
事を楽しめる人材を求めています。
　航空管制官は管制機関以外にも東京
の国土交通本省、東京・大阪の各地方
航空局での企画立案、航空保安大学校
等の教育機関、開発評価危機管理セン
ターでの管制システムの開発評価及び
国際機関への派遣等、様々な活躍の場
が用意されています。

A

Q 航空管制官には理系と文系のどちらが向いていますか？

　一概にはどちらとも言えません。航空気象や無線工学などの理数系科目、法令や英語などの
文系科目など分野の違いにより得意不得意はあるでしょうが、研修生はそれぞれしっかりと勉
強して乗り越えています。

A

Q 採用された研修生は全員卒業していますか？

　基礎研修を修了するには、定められた全ての科目において合格基準を満足する必要があること
から、成績不良のため修了の見込みがない場合、国家公務員としての身分を失うことがあります。

A

Q どのような技能が航空管制官に必要ですか？

　航空機は自動車と違って高度差により経路が交差するので、三次元空間のイメージをしやす
い人が向いています。また、複数の航空機を同時にコントロールするため、一点に集中するこ
となくあちこちに気配りできることも大切です。それ以外にも航空機の便名や通報事項を聞い
てすぐに記憶できる短期記憶能力や同時に複数の仕事をバランス良くこなす要領の良さがある
と良いかもしれません。
　航空管制業務にはチームワークが不可欠です。高速で飛行するたくさんの航空機を安全に処
理するには個人の能力では限界があるからです。相手の年齢や経歴に関係なく、アドバイスを
素直に受け入れる心や、気付いたことを発言する積極性なども必要です。

A

Q 過去の修了生から新入生へのアドバイスなどはありますか？ 

研修生には修了時にアンケートをお願いしています。その中からいくつかご紹介します。

☆文系、理系、英語力の差は全く関係ありません。大事なことは謙虚に学ぶ姿勢です。

☆分からないことはそのままにせず、疑問に思ったことはどんどん調べ、質問して下さい。
　教官は皆、第一線で活躍している方ばかりです。そして、得た知識・経験は同期で共有して
ください。そうすることで理解も深まり絆も深まります。Do your best!!

☆同期はとても大切な存在です。お互いに助け合い、高めあい、励ましあい、同期がいたから
こそ厳しい研修も乗り越えることができました。皆が多様なバックグラウンドを持ち、刺激
しあいながら切磋琢磨できる環境がここにはあります。

A

航空保安大学校HPと国土交通省航空局HPに、情報がまだまだたくさんあります。ぜひ、チェックしてみてください。

航空保安大学校公式ホームページ 航空管制官公式ホームページ
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