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対空センターとは、飛行中の航空機に対し、運航に
必要な情報を無線電話により提供する対空援助業務
の実施拠点です。
全国３か所（東日本・中日本・南日本）に設置され
航空管制運航情報官が24時間体制で勤務しており、
災害等においてもサービス継続可能な体制を構築
しています。

※南日本は2024年度以降に構築予定です。
構築までは、福岡・鹿児島・那覇ＦＳＣで運用します。

What’s 対空センター

能登▲

利尻▲

紋別▲
中標津▲

▲奥尻

大館能代▲

庄内▲

但馬▲鳥取▲

隠岐▲

石見▲

新島▲
▲三宅島神津島▲

八丈島▲

仙台▲

▲松本

新千歳対空センター
（新千歳）

NEW CHITOSE
INFORMATION

大阪対空センター
（伊丹）

？

（問い合わせ先）
新千歳対空センター 航空管制運航情報官
TEL：0123-23-4102 E-mail：cab-rjccops@mlit.go.jp

大阪対空センター 航空管制運航情報官
TEL：06-6843-1124 E-mail：cab-itm_ops@mlit.go.jp

2023年4月には

大島空港も集約だべさ。

ご不明点・お問い合せについても
24時間お待ちしております！
お気軽にお問合せください！

OSAKA INFORMATION

福井▲

▲ AFIS提供空港(新千歳)

AEIS担当エリア(新千歳)

AEIS担当エリア(大阪)

▲ AFIS提供空港(大阪)



AFIS Aerodrome Flight
Information Service

空港とその周辺を飛行中の航空機をサポートする

航行に必要な情報等を無線電話により提供します。
航空機からの位置報告等を運航者等へ中継するこ
とも可能です。

Area / En-route
Information ServiceAEIS

飛行中の航空機の航行をサポートする

離着陸に必要な情報等を無線電話により提供します。
業務提供時間は各空港の運用時間に準じますが、
急患搬送機に対する情報提供等、運用時間外においても柔軟に対応が可能です。
※臨時延長・臨時提供をご要望の際は業務提供機関までご連絡ください。

提供サイト 提供機関

釧路、帯広、丘珠、横津岳、旭川、秋田、
上品山(福島北部A・福島北部B・いわき)、
新潟、大子、所沢(上信)、成田、
松本(長野)、箱根(甲斐)

新千歳
対空センター

小松(琵琶湖北部)、三河、
三国山(瀬戸内)、串本、美保

大阪
対空センター

岩国、清水、三郡山、福江 福岡FSC

加世田、奄美 鹿児島FSC

八重岳、宮古 那覇FSC

※( )内は子局

提供する情報

・気象情報

・航空保安施設等の運用に関する情報

・VFR機の位置報告

・PIREP（気象等のパイロットリポート）

・民間訓練試験空域の情報

提供する情報

・気象情報

・他の航空機の情報

・空港の状態

・管制承認

FSCにおける提供
空港 提供機関
対馬

福岡FSC壱岐
福江

種子島

鹿児島FSC

屋久島
喜界

徳之島
沖永良部

与論
奄美

那覇FSC

久米島
北大東
南大東
多良間
与那国

現地空港における提供
空港 提供機関
稚内 稚内（事）
花巻 花巻（出）
山形 山形（出）
福島 福島（出）
静岡 静岡（出）
大島 大島（出）

南紀白浜 南紀白浜（出）
出雲 出雲（出）

山口宇部 山口宇部（出）
佐賀 佐賀（出）

一部時間帯の提供
仙台 新千歳対空センター

北九州

福岡FSC
佐賀
長崎
大村
下地島 那覇FSC

対空センターにおける提供
空港 提供機関
利尻

新千歳
対空センター

紋別
中標津
奥尻

大館能代
庄内
松本
新島

神津島
三宅島
八丈島
能登

大阪
対空センター

隠岐
福井
鳥取
但馬
石見

（事）：空港事務所
（出）：空港出張所
FSC：Flight Service Center

（飛行援助センター）

※対空センター以外のAFIS提供機関もご紹介しています。

※対空センター以外のAEIS提供機関もご紹介しています。
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管制業務管制業務

運航情報業務運航情報業務

運航援助情報業務運航援助情報業務

運航調整運航調整

運航支援等運航支援等

運航危機管理運航危機管理

運航監督運航監督

対空援助業務対空援助業務 AFISAFIS

AEISAEIS飛行場情報業務飛行場情報業務

航空交通管理情報業務航空交通管理情報業務

航空情報業務航空情報業務

管制通信業務管制通信業務 国際対空通信業務国際対空通信業務

管制技術業務管制技術業務

航空灯火・電気技術業務航空灯火・電気技術業務

飛行検査業務飛行検査業務

交通管制機械業務交通管制機械業務

航空管制運航情報官

航空情報管理管制運航情報官

航空交通管理管制運航情報官

航空管制通信官

「運航情報官」の仕事は非常に多岐にわたります。詳しくは下記QRコードよりご覧ください。

About more

（航空保安大学校HP）（「空の安全を守るツバサノシゴト」
/国土交通省航空局交通管制部）

How to Back-Up

＜対空センター等通信機能喪失時＞

◆対空センター被災等の場合、他の対空センターでのバックアップ運用による情報提供に
切替え、継続してAFISサービスを提供します。

◆空港における被災、機器障害、不測の事態等の場合、対空センターでのバックアップ運
用による情報提供に切替え、継続してAFISサービスを提供します。

◆バックアップ運用中は、無線呼出符号「〇〇 RADIO」の後にバックアップ通信所を示す
識別の付加が必要となります。

＜現地官署通信機能喪失時＞

空港 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ先 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時呼出符号

奥尻 大阪 OKUSHIRI RADIO O

紋別 大阪 MONBETSU RADIO O

利尻 鹿児島 RISHIRI RADIO K

中標津 鹿児島 NAKASHIBETSU RADIO K

大館能代 鹿児島 ODATE RADIO K

仙台 福岡 SENDAI RADIO F

庄内 大阪 SHONAI RADIO O

新島 福岡 IZU RADIO F

神津島 福岡 IZU RADIO F

三宅島 那覇 MIYAKE RADIO N

八丈島 那覇 HACHIJO RADIO N

松本 大阪 MATSUMOTO RADIO O

能登 新千歳 NOTO RADIO C

鳥取 福岡 TOTTORI RADIO F

但馬 鹿児島 TAJIMA RADIO K

隠岐 鹿児島 OKI RADIO K

石見 那覇 IWAMI RADIO N

空港 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ先 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時呼出符号

長崎/大村 新千歳 NAGASAKI RADIO C

対馬 鹿児島 TSUSHIMA RADIO K

福江 大阪 FUKUE RADIO O

壱岐 那覇 IKI RADIO N

北九州 大阪 KITAKYUSHU RADIO O

佐賀 那覇 SAGA RADIO N

種子島 福岡 TANEGASHIMA RADIO F

屋久島 福岡 YAKUSHIMA RADIO F

徳之島 大阪 TOKUNOSHIMA RADIO O

喜界 大阪 KIKAI RADIO O

沖永良部 那覇 OKIERABU RADIO N

与論 那覇 YORON RADIO N

奄美 福岡 AMAMI RADIO F

久米島 福岡 KUMEJIMA RADIO F

多良間 大阪 TARAMA RADIO O

与那国 大阪 YONAGUNI RADIO O

北/南大東 鹿児島 DAITO RADIO K

下地島 福岡 SHIMOJI RADIO F

空港 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ先 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ時呼出符号

稚内 新千歳 WAKKANAI RADIO C

花巻 新千歳 HANAMAKI RADIO C

山形 新千歳 YAMAGATA RADIO C

福島 新千歳 FUKUSHIMA RADIO C

静岡 新千歳 SHIZUOKA RADIO C

南紀白浜 大阪 NANKI RADIO O

出雲 大阪 IZUMO RADIO O

山口宇部 大阪 UBE RADIO O

佐賀 福岡 SAGA RADIO F

みんなも空の安全を支える
スペシャリストになろう！

運航情報官になるには
航空保安大学校で研修を

受けるよ！


