
ビジネスジェットに係る規制の見直しについて 

 

平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 

航 空 事 業 課 

１．各種許可に係る申請期間の見直し  

○措置内容 

 （１） 外国航空機の指定外空港等における離着陸の許可申請（規則第 230 条の２）について、燃料

補給及び医療目的の運送の場合について、離着陸の予定期日の 10 日前までとされているとこ

ろ、原則として３日前まで認めることとする。 

 （２） 外国航空機の国内使用の許可申請（規則 231 条）について、商用目的で本邦に出入国する個

人又は法人の役員のみを運送する場合に限り、使用開始予定期日の 24 時間前までとされてい

るところ、法人の役員以外の社員を運送する場合についても、原則として 24 時間前まで認め

ることとする。 

 （３） 外国航空機による有償運送の許可申請（規則第 234 条の２）について、医療目的の運送の場

合について、航行の予定期日の 10 日前までとされているところ、原則として３日前まで認め

ることとする。 

 （４） 成田国際空港と東京国際空港の間を運航する外国航空機による空輸便に関する規則第 231 条

に基づく申請について、使用開始予定期日の３日前までとされているところ、原則として 24

時間前まで認めることとする。 

 

○改正する通達 

①（新規制定：（１）～（３）を措置）「航空法施行規則第 230 条の２、第 231 条及び第 234 条の２の規定によ

る申請に係る同規則第 235 条の４の運用について」 

②（新規制定：（４）を措置）「成田国際空港と東京国際空港との間を運航する空輸便に関する航空法施行規則第

231 条の規定による申請に係る同規則第 235 条の４の運用について」 

③（廃止：①に吸収）「商用目的で本邦に出入国する者の運送に係る航空法施行規則第 235 条の４の運用について」 

 

２．スケジュール 

10 月 26 日 公布 

10 月 28 日 施行 



平成 28 年 10 月 26 日国空事第 4191 号（制定） 

 

航空法施行規則第 230 条の２、第 231 条及び第 234 条の２ 

の規定に基づく申請に係る同規則第 235 条の４の運用について 

 

国土交通省航空局航空ネットワーク部航空事業課長   

 

航空法施行規則（昭和 27年運輸省令第 56 号。以下「規則」という。）第 230 条の２（法

第 126 条第５項ただし書に定める外国航空機の指定外空港等における離着陸の許可に係

る細則）、第 231 条（法第 127 条ただし書に定める外国航空機の国内使用の許可に係る細

則）及び第 234 条の２（法第 130 条の２に定める外国航空機による有償運送の許可に係る

細則）に基づく申請に係る規則第 235 条の４に規定された申請期間の特例について、以下

のとおりとする。 

 

 

１．規則第 230 条の２に基づく申請について 

（１）医療目的で本邦に出入国する個人（随行する者を含む。）のみの運送のため、又は給

油のみのために、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等において、着陸し、又は

離陸する場合については、原則として、事情を考慮してやむを得ないと認められるもの

として、規則第 235 条の４に規定された申請期間の特例に基づき、その着陸又は離陸の

予定期日の３日前までに申請されたものについて有効なものとみなすこととする。ただ

し、個別の事情を考慮してやむを得ないと認められない場合にあってはこの限りでない。 

 

（２）商用目的で本邦に出入国する個人若しくは法人の役員（これらの者に随行する者を含

む。）のみの運送のため、若しくは医療目的で本邦に出入国する個人（随行する者を含む。）

のみの運送のため、又は給油のみのために、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港

等において、着陸し、又は離陸する場合であって、その着陸又は離陸の予定期日の３日

前までに申請を行うことができないことがやむを得ないと認められるときは、規則第 235

条の４に規定された申請期間の特例に基づき、その着陸又は離陸の予定期日の 24 時間前

までに申請されたものについて有効なものとみなすこととする。 

 

（３）（２）にかかわらず、急患搬送のため、国土交通大臣の指定する空港等以外の空港等

において、着陸し、又は離陸する場合であって、その着陸又は離陸の予定期日の 24時間

前までに申請を行うことができないときは、事案が分かり次第担当官への連絡を行うこ

と。 

 



２．規則第 231 条に基づく申請について 

（１）商用目的で本邦に出入国する個人若しくは法人の役員若しくは社員（これらの者に随

行する者を含む。）のみを運送する目的又は医療目的で本邦に出入国する個人（随行す

る者を含む。）のみを運送する目的で使用する航空機に係る許可を申請する場合であっ

て、やむを得ないと認められるときは、規則第 235 条の４に規定された申請期間の特例

に基づき、その航行の予定期日の 24 時間前までに申請されたものについて有効なもの

とみなすこととする。 

 

（２）（１）にかかわらず、急患搬送の場合であって、その航行の予定期日の 24時間前まで

に申請を行うことができないときは、事案が分かり次第担当官への連絡を行うこと。 

 

３．規則第 234 条の２に基づく申請について 

（１）医療目的で本邦に出入国する個人（随行する者を含む。）のみを運送する場合にあっ

ては、原則として、 事情を考慮してやむを得ないと認められるものとして、規則第 235

条の４に規定された申請期間の特例に基づき、その航行の予定期日の３日前までに申

請されたものについて有効なものとみなすこととする。ただし、個別の事情を考慮して

やむを得ないと認められない場合にあってはこの限りでない。 

 

（２）商用目的で本邦に出入国する個人若しくは法人の役員（これらの者に随行する者を含

む。）のみを運送する場合又は医療目的で本邦に出入国する個人（随行する者を含む。）

のみを運送する場合であって、やむを得ないと認められるときは、規則第 235 条の４

に規定された申請期間の特例に基づき、その航行の予定期日の 24 時間前までに申請さ

れたものについて有効なものとみなすこととする。 

 

（３）（２）にかかわらず、急患搬送の場合であって、その航行の予定期日の 24時間前まで

に申請を行うことができないときは、事案が分かり次第担当官への連絡を行うこと。 

 

４．留意事項 

（１）規則第 235 条の４に基づき、規則第 230 条の２、第 231 条又は第 234 条の２（以下

「規則第 230 条の２等」という。）に規定された期間の経過後に申請を行う場合にあっ

ては、やむを得ないと認められる場合である旨及び規則第 230 条の２等に規定された

期間内に申請を行うことができなかった理由について、所定の申請書に具体的に明記し

た上で、可及的速やかに所定の申請を行うこと。この場合、航行予定期日までの時間を

勘案し、特に担当官署の休日においては、常識的な時間帯に担当官への連絡を行うこと。 

 

（２）事案によっては、やむを得ないと認められない場合があるため、予定期日に確実に運



航しようとする者は、規則第 230 条の２等に規定された期間内に申請を行うよう努め

ること。 

 

（３）申請の時点までに、使用空港におけるスロット等の調整及びＣＩＱ官署との調整を了

しておくこと。その際、いずれかの調整を開始した時点で、担当官に情報提供を行うこ

と。 

 

（４）規則第 235 条の４に基づき、規則第 230 条の２等に規定された期間の経過後に申請

を行う場合にあっては、審査期間が特に短いところ、仮に申請書類に不足又は不備があ

り予定期日までに補正されない場合には、許可されないことから、申請書類に不足又は

不備がないか、特に入念に確認した上で申請を行うこと。 

 

（５）１．から３．の他、緊急その他の場合であってその事情を考慮してやむを得ないと考

える場合であって、規則第 230 条の２等に規定された期間内に申請を行うことができ

ないときは、事案が分かり次第担当官への連絡を行うこと。 

 

（附則）（平成 28年 10 月 26 日国空事第 4191 号） 

（１）この通達は、平成 28 年 10 月 28 日以降の運航について適用する。 

（２）「商用目的で本邦に出入国する者の運送に係る航空法施行規則第 235 条の４の運用に

ついて」（平成 22年 10 月 29 日付け国空国第 1849 号）は、廃止する。 



平成 28 年 10 月 26 日国空事第 4192 号（制定） 

 

成田国際空港と東京国際空港との間を運航する空輸便に関する 

航空法施行規則第 231 条の規定に基づく申請に係る同規則第 235 条の４の運用について 

 

国土交通省航空局航空ネットワーク部航空事業課長   

 

１．成田国際空港と東京国際空港との間を運航する外国航空機による空輸便に関する航空

法施行規則（昭和 27 年運輸省令第 56 号。以下「規則」という。）第 231 条（法第 127 条

ただし書に定める外国航空機の国内使用の許可に係る細則）に基づく申請に係る規則第

235 条の４に規定された申請期間の特例について、原則として、やむを得ないと認められ

るものとして、同条に規定された申請期間の特例に基づき、その使用開始の予定期日の 24

時間前までに申請されたものについて有効なものとみなすこととする。ただし、個別の事

情を考慮してやむを得ないと認められない場合にあってはこの限りでない。 

 

２．１．に定めるところにより、規則第 231 条に規定された期間の経過後に申請を行う場合

にあっては、やむを得ないと認められる場合である旨及び同条に規定された期間内に申請

を行うことができなかった理由について、所定の申請書に具体的に明記した上で、可及的

速やかに所定の申請を行うこと。この場合、航行予定期日までの時間を勘案し、特に担当

官署の休日においては、常識的な時間帯に担当官への連絡を行うこと。 

 

３．事案によっては、やむを得ないと認められない場合があるため、予定期日に確実に運航

しようとする者は、同条に規定された期間内に申請を行うよう努めること。 

 

４．申請の時点までに、使用空港におけるスロット等の調整及びＣＩＱ官署との調整を了し

ておくこと。その際、いずれかの調整を開始した時点で、担当官に情報提供を行うこと。 

 

５．規則第 235 条の４に基づき、規則第 231 条に規定された期間の経過後に申請を行う場

合にあっては、審査期間が特に短いところ、仮に申請書類に不足又は不備があり予定期日

までに補正されない場合には、許可されないことから、申請書類に不足又は不備がないか、

特に入念に確認した上で申請を行うこと。 

 

（附則）（平成 28年 10 月 26 日国空事第 4192 号） 

この通達は、平成 28 年 10 月 28 日以降の運航について適用する。 

 


