
　増大する航空交通量を安全に処理するために。
平成3年　航空保安大学校　卒業

航空局管制情報処理システム室　航空管制調査官

　安宅　伸豊
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。

　管制官が使用するレーダーシステムなどの初期開発から使用開始までの間、シス

テム開発に関わったことがあります。システム開発では、管制官としての経験を元

に、どのような目的で使用するかをしっかりメーカーへ伝えることで、よりよいシステム

にすることができます。自分の関わったシステムが現在も全国の管制現場で使用さ

れていることは貴重な経験です。

システム室でのお仕事とは、どのようなものですか？

　システム室では、上記のシステム開発のもう少し前の段階の検討などを行っていま

す。今後も増大する航空交通量を安全に処理するため管制官に必要となるシステム

を、新たなテクノロジーや国際動向などを見極めながら、必要なシステム整備を決定

していくような仕事をしています。

未来の航空管制官へメッセージをお願いします。 

　管制官としても、また現在の業務においてもですが、パイロットや調整相手とのコ

ミュニケーションにおいて、誤解を発生させないような話し方／聞き方が大変重要と

感じます。皆さんとどこかの職場で、しっかり話し合いながら一緒に働けることを楽し

みにしています。

　助け合う関係を築くこと。
平成15年　航空保安大学校　卒業

中部空港事務所（訓練室教官）　航空管制官

　長谷川　容子
中部空港の管制業務の特徴、醍醐味について教えて下さい。

　航空産業の一大地域にある当空港は、国産旅客機「ＭＲＪ」や次期輸送機「ＸＣ－

２」の試験飛行支援などを行っています。また、２０１６年５月に開催されたＧ７伊勢志

摩サミットでは、中部圏の拠点空港として関係機関と連携しながら各国からの国家元

首搭乗機に対応しました。航空産業の発展や国家行事等我が国のプレゼンス向上

に寄与できることは大きな醍醐味です。

中部空港での訓練は、どのようなものですか？

　飛行場では、旅客便や貨物便の離発着のほか、航空会社のジェット機によるタッ

チ・アンド・ゴー等も多く実施されています。また、空域内には名古屋飛行場、岐阜飛

行場があり、定期便だけでなくヘリコプターや自衛隊の航空機など様々な機種が混

在して飛行しています。機種や速度等を考慮しながら、一人前の管制官を目指して

日々訓練を行っています。

未来の航空管制官へメッセージをお願いします。 

　航空管制官は、決して一人ではなく、チームで支え合いながら日々の業務を行って

います。年齢に関係なく、お互いに助け合える関係を築くことが、時に困難な状況を

チーム一丸となって乗り越えることにつながります。そのためには、日頃から周囲と

の良好なコミュニケーションを心がけることが大切です。みなさんも私たちのチームで

一緒に仕事をしませんか！

　職員一人一人を大切にしたい。
昭和55年　航空保安大学校　卒業

航空交通管理センター　先任航空交通管理管制官

　大屋　文人
これまでの経験で、最も印象に残っていることは何ですか？

　幸運にも新しい組織の立ち上げに二度係らせて頂きました。平成６年の関西空港事

務所と平成17年の航空交通管理センターです。一つ目は大空港の開港に伴う管制業

務の準備のため、二つ目は空の総合管理を担う機関の設立に向けて、各準備室の一

員として関係者と協力しながら様々な調整や作業を担当したことが大変感慨深いで

す。

多くの職員を束ねる管理職として、心掛けていることは何ですか？

　組織全体のことを考えると同時に職員一人一人を大切にすることです。組織あって

の個人であるとともに各個人の高い能力発揮があってこその組織運営でもあり、その

ように考え判断し行動するよう心掛けています。もう一つは、職員が伸び伸びと仕事が

出来るように、出来るだけ笑顔でいることです。

未来の航空管制官へメッセージをお願いします。 

　航空管制は、これからもまだまだ進歩が求められ、、システムの高度化も更に加速

することでしょう。しかし、それを支え運用するのは人即ち航空管制官です。ルールを

尊重し安全・効率的な航空機の運航を支えるという信念とともに柔軟な発想を持つフ

レッシュな皆さんの仲間入りを期待しています。



　世界一安全な乗り物、航空機。その当たり前の安全は、全

世界の航空管制官によって支えられています。私はこのプロ

としての使命感に憧れ、航空管制官を目指しました。

　航空保安大学校では、目標を同じくする仲間とともに座学

やシミュレーターを用いた実習を行っています。専門的な内

容で難しく大変ですが、教官方や同期の力を借り、勉強会や

自主練習を重ねながら日々の研修に励んでいます。学んだ

ことを活かして、思い描いたように実習ができたときの楽しさ

は、何事にも代えることができません。

　休日は同期と食事をしたり、登山をしたり、リフレッシュも欠

かせません。年齢も経歴も様々な同期たちと、同じスタートラ

インに立ち、一緒に成長を感じています。

　航空管制官は、この広い空を飛ぶ多くの人々の当たり前を

守り続ける仕事です。皆さんも私たちとともに、空への夢を叶

えませんか。

　　　航空管制官基礎研修課程　121期　　吉川　充

研修生の声

給与 （平成28年12月1日現在）

航空保安大学校での研修について

 平成７年　航空保安大学校　卒業　
 航空保安大学校 航空管制科教官　　　 馬原 由紀代

　航空管制官採用試験に合格し採用されると、現場官署に

赴任する前に、航空保安大学校における８ヶ月間の基礎研

修を受けることになります。ここでは、航空管制の基礎的な

知識を学ぶとともに、業務で必要となる航空無線通信士免

許を取得します。

入学当初は座学を中心に研修が始まります。航空管制の概

要や航空機の特性、実習で必要となる航空管制の規則や用

語などを学びます。専門的な知識ばかりで、身につけるには

かなりの努力を要します。
　２ヶ月目の後半になると、座学に加えシミュレーターを使用
した実習が始まり、座学で学んだ知識を実際に航空機に適
用する訓練を行います。自転車の乗り方の説明を聞いただ
けでは自転車には乗れないのと同じで、実習をとおして初め
て知識の使い方が体得できます。
　教官陣は、個々の研修生の進捗状況を把握し、必要なとき
に必要なサポートができるよう体制を整えています。最初は
つまづいていた研修生が次第に上達し、生き生きと実習に

　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、職歴がない場
合、次のとおりです。

188,000 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（４月採用の
場合）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。

240,000 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、航空管制官手当、夜間特殊業務手当、夜勤手当、
休日給が支給されます。

入寮について

　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

臨む姿を見るのは、教官として何よりも嬉しいものです。
　座学・実習・試験の繰り返しとなる基礎研修は厳しいもので
すが、航空管制官という職業はそれを補って余りあるやりが
いに満ちています。皆さんの挑戦をお待ちしています。



飛行場管制業務
　空港を中心に約９㎞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100㎞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。

平成２９年度　募集案内

航 空 管 制 官 採 用 試 験
ー　大学卒業程度　－

　航空管制官には退職まで異動がつきものです。その度に、訓練と試験を受けなけ
ればなりませんし、生活環境も変わります。
　しかし、様々な地域で生活でき、多くの仲間と出会えることは、人生の大きな糧と
なります。いかなる状況でも、うまく自分を動機付けし、高い目標を持って行動する
ことにより、仕事を楽しめる人材を求めています。空や飛行機が好き、という感覚は
きっとあなたのモチベーションを高めることでしょう。
　



　パイロットの立場にたった管制を心がけて。
平成25年 航空保安大学校 卒業

東京空港事務所（タワー担当）　航空管制官

　江代　直子
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？ 

　航空関係の仕事をしている兄から、航空管制官について話を聞いたことがきっかけです。

それまでは自由に飛んでいるように見えていた航空機が、航空管制官によって秩序を保た

れ安全に飛んでいることを知りました。航空管制官はあまり表舞台に立つことはありません

が、空全体の安全を支えている“縁の下の力持ち”であるというところに魅力を感じました。

航空保安大学校の実習と現場の訓練の一番の違いは何ですか？ 

　実際に何百人ものお客様が乗る航空機を扱うということに、非常に重い責任を感じまし

た。また、無線を通して話すパイロットは、国籍も年齢も様々なので、話し方を工夫して、相

手が聞き取りやすい、分かりやすい指示を出すことが大事だと感じました。常に相手の立場

で考えることを心がけています。

未来の航空管制官へメッセージをお願いします。

　航空管制官の業務では、短い時間で無線の声だけを通してパイロットと信頼関係が築け

るよう、口調や表現力等のコミュニケーション能力が大事になってきます。今ある環境と周り

の方とのコミュニケーションを大事にしながら、将来ご自身が航空管制官として働いている

姿を想像してみてください。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています。

　培ってきた経験と技術を後輩へ。
平成8年　航空保安大学校　卒業　

東京航空交通管制部（訓練室教官）　主幹航空管制官

　北角　信彦
東京管制部の管制業務の特徴、醍醐味について教えて下さい。

　東京管制部は日本上空の広範な空域を管制しており、ピークでは１日あたり４,０００機

以上の航空機を取り扱うこともあります。全２２セクターの管轄空域それぞれに特徴があ

り、出発機を経路毎に上昇させたり、到着機をレーダーで誘導し並べたり、東西南北に

交差する経路を飛行する航空機をパズルのように三次元の位置を予測し指示したりと

多種多様な処理を行います。そこが難しさでもあり、おもしろさでもあります。特に、繁忙

な時間帯にパイロットの要求に応え、手際よく処理ができた時は、管制官としての充実

感を味わうことができます。

訓練室でのお仕事とは、どのようなものですか？ 

　匠の技のように自分や先輩が培ってきた経験や技術を、いかに後輩たちに効率よく伝

授していくかだと考えています。訓練室では様々な性格の訓練生を育てることになるの

で、それぞれにあった指導をしていくことは毎回楽しくもあり、苦労もします。しかし、訓練

生が資格を取得し、成長していく姿を見ていくと、それまでの苦労も吹き飛びます。

未来の航空管制官へメッセージをお願いします。

 管制業務は人と人とがお互い協力し、業務を行いますので、協調性が大事だと考えま

す。自分勝手だったり、相手の話を聞かなかったりでは、業務が成立しません。普段の

生活から人間関係を大切にし、何か気がついた時は、相手にさりげなく声が掛けられる

ようまた、相手のアドバイスも素直に受け入れられるよう、心がけてください。

　育児も管制もチームワーク！
平成5年　航空保安大学校　卒業 

熊本空港事務所　主幹航空管制官

　芝原　睦美
子育てと仕事の両立について教えてください。

　私には二人の子供がおり、今も子育て真っ最中です。二度の育休を経験し、そのたび

に復帰後の不安にかられましたが、いざ復帰してみると周囲の支えもあり、以前と変わ

らず業務を行うことが出来ました。子育てと仕事の両立には大変なことも多いですが、

とても理解のある夫のおかげで何とか両立でき、その分とても仕事にやりがいがありま

す。

チームではどのような役割を担っていますか?

　現在、私はチームの第２主幹航空管制官として、チームメンバーのマネージメント等

において筆頭主幹と連携を図り、また、サポートすることを心掛けています。管制官の

訓練は厳しく、後輩達をはじめチームメンバーが、気持ちよく働けてその能力を充分に

発揮できるよう、環境整備を心がけています。

未来の航空管制官へメッセージをお願いします。

　航空管制官は、他の管制官と常に連携をとりながら業務を遂行しているため「コント

ロールしているのは自分だから」と自己中心的になってしまうと、円滑な業務ができなく

なってしまいます。そのため、日頃から周りの人とコミュニケーションをとりながら、チー

ムワークを大事にすることがとても重要です。みなさんと共に業務できる日を楽しみにし

ています。



平成２９年度　航空管制官採用試験の概要

　　次のうちのいずれかに該当する者

（１）昭和６２年４月２日から平成８年４月１日生まれの者

（２）平成８年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの

　（ア）大学卒の者及び平成３０年３月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

　（イ）短大又は高専卒の者及び平成３０年３月までに短大又は高専を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者

試験日程

１　受験申込受付期間

インターネット　　平成２９年３月３１日（金）９：００～平成２９年４月１２日（水）〔受信有効〕

受験資格

　　　　　試験の受付期間内に手続きを行ってください。

　　　「航空管制官採用試験」

人事院公式サイト　国家公務員試験採用情報NAVI

　　　　受験申込みは、インターネットにより行ってください。

　　　　　　インターネット申込専用アドレスは、〔 http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html  〕です。

　　　　　　お使いのパソコンで申込手続きが可能かをチェックできます。インターネット申込専用アドレスへアクセスして、早めに確認してください。

２　第１次試験

・ 平成２９年６月１１日（日）　　８：５０（受付開始）　９：２０（試験開始）～１８：２０（試験終了）

・

　　　　　　受験案内は、次のウェブサイトで確認することができます。

札幌市・岩沼市・東京都・新潟市・名古屋市・泉佐野市・広島市・松山市・福岡市・宮崎市・那覇市

・ 基礎能力試験（多肢選択式）、適性試験Ⅰ部（多肢選択式）、外国語試験（聞き取り）、外国語試験（多肢選択式）

・ 平成２９年７月４日（火）　９：００

３　第２次試験

・ 平成２９年７月１２日（水）

・ 札幌市・東京都・泉佐野市・福岡市・那覇市

・ 外国語試験（面接）、人物試験

・ 平成２９年８月２３日（水）　９：００

４　第３次試験

・ 平成２９年８月３１日（木） ・ ９月１日（金）のうち指定する日

・ 泉佐野市

・ 適性試験Ⅱ部、身体検査、身体測定

・ 平成２９年１０月３日（火）　９：００

５　採用決定

最終合格者は、採用候補者名簿（１年２ヶ月間有効）に得点順に記載されます。航空保安大学校では､この名簿に記載された者の中から、本人の

　成績等を考慮の上、逐次採用のための意向調査を行い、最終的に採用者を決定します。 （最終合格者数は、辞退者数を考慮して決定されます。）

６　採用（予定）

採用は､平成３０年４月、８月及び１２月に分けて行う予定です｡

採用後は、航空管制官となるため航空保安大学校で研修を受けることとなります。研修期間は、８ヶ月間です。

欠格事項

合格 発表

　※採用予定数は、変動することがあります。最新の情報は人事院ホームページで確認してください。

試 験 日

試 験 地

試験 種目

試 験 日

試 験 地

試験 種目

合格 発表

合格 発表

試験 種目

試 験 地

試 験 日

 この試験を受けられない者

(1)日本の国籍を有しない者

(2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者

　○成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む。）

　○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者

　○一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者

　○日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入 した者

　採用予定数　約１２０名　※



試験種目及び方法

航空管制官として必要な記憶力、空間把握力についての筆記試験

　記憶についての検査（示された図や記号、数値などを記憶するもの）（15題）　【２０分】

　空間関係についての検査（空間的な方向や移動などの状態を判断するもの）（45題）　【２５分】

英語のヒアリング　【約４０分】

英文解釈、和文英訳、英文法などについての筆記試験（30題）　【２時間】

英会話

人柄、対人的能力などについての個別面接

航空管制官として必要な記憶力、空間把握力についての航空管制業務シミュレーションによる試験

主として胸部疾患（胸部エックス線撮影を含む。）、血圧、尿、その他一般内科系検査

視力、色覚、聴力についての測定

次のいずれかに該当する者は不合格となります

○矯正眼鏡等の使用の有無を問わず、視力が次のいずれかに該当する者

・ どちらか一眼でも0.7に満たない者

・ 両眼で1.0に満たない者

○色覚に異常のある者

○片耳でも、次のいずれかの失聴がある者

・ 3,000ヘルツで50デシベル以上　　・2,000ヘルツで35デシベル以上　　・1,000ヘルツで35デシベル以上　　・500ヘルツで35デシベル以上

近年の採用試験の実施結果

 項目

（ ）内の数字は、女性を内数で示す。
※１　平成２８年度航空管制官採用試験の採用者数は、平成２８年度採用者数と平成２９年度採用予定者数の合計数です。
※２　平成２７年度航空管制官採用試験の採用者数は、平成２７年度採用者数と平成２８年度採用者数の合計数です。
※３　平成２６年度航空管制官採用試験の採用者数は、平成２６年度採用者数と平成２７年度採用者数の合計数です。
※４　第３次試験は平成２７年度航空管制官採用試験より実施しています。

試験に関する問合せ先

国土交通省　航空保安大学校　教務課

ＴＥＬ （０７２）４５８－３９１７　　 

ＵＲＬ　http://www.cab.mlit.go.jp/asc/index.html

〒５９８－００４７　 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番地１１

最寄り駅　ＪＲ・南海電鉄「りんくうタウン」駅下車②番出口　徒歩約５分

・ どちらか一眼でも、80センチメートルの視距離で、近距離視力表（30センチメートル視力用）の0.2の視標を判読できない者

・ どちらか一眼でも、30～50センチメートルの視距離で、近距離視力表（30センチメートル視力用）の0.5の視標を判読できない者

平成２８年度 平成２７年度 平成２６年度

( 466 )　     

290  335  ( 126 )　     

120  ( 45 )　     

318 ( 115 )　     

1,005  ( 385)　     

( 117 )　     

1,077  ( 394)　     1,315

141  102  ( 40 )　     97  ( 42 )　     

121  86  81 ( 36 )　     ( 34 )　     

166  

( 55 )　     

( 71 )　     

試験種目 内　　　　　容　【　解　答　時　間　】
配点

比率

＜第１次試験＞

基礎能力試験
(多肢選択式)

公務員として必要な基礎的な能力（知能及び知識）についての筆記試験

2/12　知能分野27題　［ 文章理解（11題）、判断推理（8題）、数的推理（5題）、資料解釈（3題） ］

　知識分野13題　［ 自然・人文・社会（13題）（時事を含む。） ］　　【２時間２０分】

適性試験Ⅰ部
(多肢選択式)

2/12

外国語試験
（聞き取り)

1/12

外国語試験
（多肢選択式)

3/12

外国語試験
（面接)

1/12

人 物 試 験 3/12

身 体 測 定 *

　（注）１　（　）内は出題予定数です。

　　　　２　第２次試験の際、人物試験の参考とするため、性格検査を行います。

　　　　３　第１次試験合格者は、「基礎能力試験（多肢選択式）」、「適性試験Ⅰ部（多肢選択式）」及び「外国語試験（多肢選択式）」の成績を総合して決定します。

　　　　　「外国語試験（聞き取り）」は、第１次試験合格者を対象に評定した上で、第２次試験合格者決定に当たり、他の試験種目の成績と総合します。

　　　　４　「配点比率」欄に＊が表示されている試験種目は、合否の判定のみを行います。

　　　　５　合格者の決定方法の詳細については、人事院ホームページをご覧ください。

適性試験Ⅱ部 *

身 体 検 査 *

＜第２次試験＞

＜第３次試験＞

※１ ※２ ※３

（ 　）内は、女性を内数で示す。

年度 

※４



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

　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 航空管制官には高い英語能力が必要とされますか？

　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 航空管制官には理系と文系どちらが向いていますか？

　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 採用された研修生は全員卒業していますか？

　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 どのような技能が航空管制官に必要ですか？

　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。A

Q 過去の研修生から新入生へのアドバイスなどはありますか？

Frequently Asked Questions

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。

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。

　☆

　☆

　☆



Q 転勤について教えてください。

A

Q 管制機関の勤務体系について教えてください。

A 　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）

　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。
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