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航空安全情報自発報告制度(VOICES)をご利用いただきありがとうございます。 
この手引きでは、VOICES に民間航空の安全に係るヒヤリハット事象を報告する際の要領を説明していま

す。またご提供いただいた情報の処置状況をご自身で確認する方法も記載しています。VOICES ポータル

サイト（www.jihatsu.jp）もあわせてご参照下さい。 
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1. VOICESへの報告方法 

1.1 ご報告のまえに 

本制度では、次の条件をすべて満たしている報告を取り扱うこととしています。 
 
【報告対象者について】 
 航空活動に自ら直接携わる個人、または当該個人が所属する組織 

 
【報告対象事象について】 
 航空活動を行う中で、当事者であるか否かにかかわらず、その五感により直接確認した(他人からの伝聞に

よるものは含まない)以下の事象 
 民間航空の安全上の支障を及ぼす可能性があったと思われる事象 
 航空法や関連通達等で求められる義務報告の対象事象ではないこと 

 
特定の分野に限らず広く安全を確保するため、できるだけ広範囲の官民の航空機の運航に関係するまたは航空機

の運航を直接的に支援する活動に従事する関係者から情報を収集したいと考えております。報告に際しご不明な

点などございましたら、下記までご相談・お問い合わせください。ATEC の分析を担当する者が対応いたします。 
 

 ～ ご相談・お問い合せはこちらまで ～ 
 フリーダイヤル 0800-8057-482（開設時間：平日午前 9 時～午後 5 時） 
 または 

メール：mail@jihatsu.jp 
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1.2 報告の手段 

本制度へ報告を行う方法として、以下の 4 つの手段を用意しています。 
どの方法により報告されても、結果は同じとなりますので、ご都合に合わせてご利用下さい。 
 
 メール 
 電話 
 郵送用報告用紙 
 航空安全情報自発報告サイト 
 

1.2.1 メールによる報告 

メールによる報告は、報告受信用メールアドレスに直接送信いただくか、VOICES ポータルサイトから送信する

こともできます。 
 
a) 直接メールを送信する場合 

報告する事象をご記入の上、下記メールアドレスにお送り下さい。 
報告受信用メールアドレス：mail@jihatsu.jp 
ご報告頂いた内容について、背景や要因などについて、ATEC 担当者より確認させて頂きたい場合がございま

すので、お名前（匿名可）もあわせてご記入いただけると助かります。 
 

b) VOICES ポータルサイトより送信する場合 
http://www.jihatsu.jp にアクセスいただき、下記要領にてご送信下さい。 

 

（次頁へつづく） 

mailto:mail@jihatsu.jp
http://www.jihatsu.jp/
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1.2.2 電話による報告 

フリーダイヤル 0800-8057-482 （開設時間：平日午前 9 時～午後 5 時） 
この電話には、報告の分析を担当するものが直接対応いたします。 
ただし、報告内容に関する専門知識・経験を持った担当者が必ずしも対応できるとは限りません。ご報告頂

いた内容に関し、事象の背景や要因などについて、後日担当者よりご本人様に確認させて頂きたい場合がご

ざいますので、お名前（匿名可）とご連絡をお伺いさせていただきます。 
また、ご報告内容は書き起こしてシステムやデータベースに登録しますので、正確性を期すため、録音させ

ていただくことがありますが、予めご了承願います。なお録音データは、ご報告いただいた内容について個

人、会社名等が特定されないようすべて秘匿化を実施後に、消去いたします。 
 

1.2.3 郵送用報告用紙 

皆様の事務所などに配置している用紙にご記入の上、ご郵送下さい（切手不要）。 
ご所望の報告用紙がない場合は、当該制度ホームページヘルプデスクにお問合せ下さい。 
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1.2.4 航空安全情報自発報告サイトより報告 

「航空安全情報自発報告サイト」の設置者は、国土交通省航空局ですが、本サイト内部の情報は、ATEC が取

り扱い、国土交通省航空局はシステムの保守のみを行っています。 
国土交通省航空局は、本サイト内部における個人、会社名等が特定される情報について、直接アクセスせず、

VOICES の運営者（ＡＴＥＣ）に対し、当該情報の提供を求めず、仮に当該情報において違反があったこと

を知ったとしても、当該情報を不利益処分等の根拠として使用しないこととされています（国土交通省航空

局策定「航空安全プログラム」第４章２．） 
 
本サイトには、次のアドレスにアクセスしていただき（パソコン推奨）、以下に示す要領にて報告をご登録下

さい。 
航空安全情報自発報告サイトアドレス：https://asicss.cab.mlit.go.jp/voluntary/ 
 
 
以下、操作マニュアルから抜粋 
(1) 航空安全情報自発報告サイト TOP 画面 

 

航空安全情報 

航空安全情報自発報告制度ヘルプデスク 

本システムを使用して報告を行う場合にクリ

ックしてください。2.2 項で説明しています。 

 

以前に登録した報告の内容の処理状況確

認、または修正等を行う場合にクリックし

てください。2.3 項で説明しています。 

https://asicss.cab.mlit.go.jp/voluntary/
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ただし、1.3.3 のご連絡先の抹消後には、本人確認ができませんのでパスワード
をお知らせできません。管理番号及びパスワードは大切に保管願います。 
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1.3 情報の取り扱いおよび報告者へのフィードバックについて 

ご提供いただいた情報は下図のように取り扱い、この制度のプログラムアウトプットとして、 
 刊行物等による、業務提供者間における情報共有 
 報告内容から民間航空の安全を阻害する可能性のある要因を抽出し、必要な改善提案 
を行います。 

 
 
以下に、本制度における分析業務フローについて、簡単に説明します。 
 

1.3.1 報告の受け付け 

自発報告制度で取り扱いうる情報かどうか確認した上で、情報を受理します。受理することができない報告の場

合は、ATEC の分析を担当する者（以下「分析担当者」という）より連絡します。 

1.3.2 分析担当者によるヒアリング 

報告者から提供された情報に分析・分類等を行う上で必要な内容が不足している等、詳細を確認する必要がある

場合、分析担当者より電話や電子メール等によりヒアリングを行うことがあります。 

1.3.3 情報の秘匿化 

分析担当者は、報告方法の手段に係わらずすべての報告に対して、個人又は会社等が特定される可能性のある情

報を消去または伏せ字とする等、秘匿化を実施します。 
報告が航空安全情報自発報告サイト以外の手段で提供された場合は、秘匿化実施後、分析担当者により当該サイ

トに代理登録します。その際、報告者ご自身にて、報告内容や分析状況等を当該サイトで閲覧するための「受付

番号」と「パスワード」をお知らせします。なお、報告者ご自身が当該サイトに直接報告された場合、登録の際
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に取得した「受付番号」と「パスワード」をそのまま閲覧に使用して下さい。 
上記作業実施後、分析担当者は報告者へ連絡の上、ご提供いただいていたご連絡先等を下記に示す方法にて抹消

します。これ以降は、分析担当者から報告者本人への直接連絡はできなくなりますが、当該サイト上の連絡事項

欄や分析結果欄を報告者本人が閲覧することは引き続き可能となります。 
 

報告手段 抹消方法 

郵送 報告に使用された用紙の細断処分を基本としますが、報告者が希

望する場合その紙を返送します。 

メール アドレス情報（メールでのやり取りの履歴を含む）を削除します。 

電話 聞き取った内容または録音から書き起こした用紙（受付票等）の

細断処分を行い、電話の録音は消去します。 

航空安全情報自発報告サイト 当該サイト上で削除します。 

 

1.3.4 分析作業およびフィードバック 

報告された事象等を適切に評価分析するため、ATEC 内で各業務分野に精通した担当者で構成される専門チーム

により、民間航空の安全を阻害しうる要因を特定すべく予防的な観点から分析を実施します。専門チームの分析

結果は、業務分野別に設定する分析検討ワーキング・グループにて定期的に各分野の専門家から意見収集を行っ

た後、学識経験者等で構成される分析委員会（年 2 回程度開催）にて、最終的な分析結果を取り纏め、必要な情

報の発信を行います。これらの発信された情報は、VOICES ポータルサイトにて刊行物を発行し周知します。 
また自発報告制度の分析結果にもとづき、航空安全当局へは必要な報告や安全対策についての提言を行いますが、

この場合も個人や会社名が特定される情報が提供されることはありません。 
報告者へのフィードバックとして、報告者本人は航空安全情報自発報告サイト上にて、ATEC 内担当者が入力し

た個別情報の分析等の進捗状況を確認することができます。 
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1.3.5 航空安全情報自発報告サイトにおける確認方法 

「受付番号」および「パスワード」により当該サイトにおいて、進捗状況等を確認することができます。 
 

・ 
・ 
・ 

次ページヘつづく 

航空安全情報自発報告サイト 

航空安全情報 
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分析担当者は、分析の進捗状況に応じてこれらの上記欄を更新します。 
 
更新する機会として、前図の    および    があります。 
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1.3.6 刊行物について 

VOICES に提供された情報について分析し、業務者間で共有すべき事象または安全阻害要因を刊行物

「FEEDBACK」として発行し、VOICES ポータルサイトに掲載することにより関係者間での共有を図ります。 
また、提供件数など運営状況など一般的な情報をニュースとして発行します。 
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2. お問い合わせについて 

VOICES に関するご質問や、自発サイトの操作方法や障害に関するお問い合わせは、次の方法にて実施すること

ができます。 
 

電話：03-5476-5464 （平日午前 9 時から午後 5 時） 
または 

メール：ホームページ「お問い合わせ」から送信（下記ご参照下さい） 

 

お名前は匿名可です 
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改定記録表 

 
改定番号 改定日 改定内容 

0 2014.07.09 新規制定 
１ 2023.04.01 FAX による報告を削除 

 


	1. VOICESへの報告方法
	1.1 ご報告のまえに
	1.2 報告の手段
	1.2.1 メールによる報告
	1.2.2 電話による報告
	1.2.3 郵送用報告用紙
	1.2.4 航空安全情報自発報告サイトより報告

	1.3 情報の取り扱いおよび報告者へのフィードバックについて
	1.3.1 報告の受け付け
	1.3.2 分析担当者によるヒアリング
	1.3.3 情報の秘匿化
	1.3.4 分析作業およびフィードバック
	1.3.5 航空安全情報自発報告サイトにおける確認方法
	1.3.6 刊行物について


	2. お問い合わせについて
	改定記録表

