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運航体制データ

		消防防災航空隊　運航・操縦体制 ショウボウボウサイコウクウタイウンコウソウジュウタイセイ

																																2018"年"10"月"26"日"

		２人操縦 フタリソウジュウ				23団体 ダンタイ				自主運航 ジシュウンコウ		19 団体																												二人操縦体制団体 2ニンソウジュウタイセイダンタイ				２３団体 ダンタイ

		２人操縦 フタリソウジュウ				32団体 ダンタイ				委託運航 イタクウンコウ		34 団体

										混合運航 コンゴウウンコウ		2 団体

																（１）イ				（１）ウ				（１）エ																一人操縦体制団体 ヒトリソウジュウタイセイダンタイ				３２団体 ダンタイ

		番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		団体名 ダンタイメイ		航空隊名称 コウクウタイメイショウ						区分 クブン		保有
機体数
（機） ホユウキタイスウキ		消防庁ヘリ
運航機体数
（機） ショウボウチョウウンコウキタイスウキ		航空隊
発足
年月日
（警察委託除く） コウクウタイホッソクネンガッピケイサツイタクノゾ		警察委託
開始
年月日 ケイサツイタクカイシネンガッピ		運航時間区分
【通常災害対応】 ウンコウジカンクブンツウジョウサイガイタイオウ		運航時間
備考（左欄にてその他の場合） ウンコウジカンビコウサランタバアイ		運航
形態 ウンコウケイタイ		運航委託会社 ウンコウイタクカイシャ		運航時における
操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ

																																		操縦体制
備考
（夜間運航時等における操縦士数等） ソウジュウタイセイビコウヤカンウンコウジトウソウジュウシスウトウ

		1		北海道 ホッカイドウ		北海道 ホッカイドウ		北海道防災航空隊 ホッカイドウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35156.0		29312.0		その他		日中・夜間含め上限12h/日で対応 ニッチュウヤカンフクジョウゲンヒタイオウ		委託		朝日航洋 アサヒヨウ		1 人		2

		2				札幌市消防局 サッポロシショウボウキョク		札幌市消防航空隊 サッポロシショウボウコウクウタイ						消防機関		2		0		33298.0				通年日中		08:45～17:15		自主		－		2 人		2

		3		青森県 アオモリケン		青森県 アオモリケン		青森県防災航空隊 アオモリケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成7年4月				通年日中				委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		4		岩手県 イワテケン		岩手県 イワテケン		岩手県防災航空隊 イワテケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35339.0				通年日中				委託		東邦航空 トウホウコウクウ		1 人

		5		宮城県 ミヤギケン		宮城県 ミヤギケン		宮城県防災航空隊						都道府県		0		1		33512.0				その他		08:30～17:15（仙台市との隔日24時間運航） センダイシカクジツジカンウンコウ		委託		東北エアサービス		1 人		2

		6				仙台市消防局 センダイシショウボウキョク		仙台市消防航空隊 センダイシショウボウコウクウタイ						消防機関		2		0		34060.0				通年24h				自主		－		2 人		2

		7		秋田県 アキタケン		秋田県 アキタケン		秋田県消防防災航空隊 アキタケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成11年4月				通年日中				自主		－		2 人

		8		山形県 ヤマガタケン		山形県 ヤマガタケン		山形県消防防災航空隊 ヤマガタケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35886.0				通年日中				委託		東北エアサービス トウホク		1 人

		9		福島県 フクシマケン		福島県 フクシマケン		福島県消防防災航空隊 フクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35886.0				通年日中 ツウネンニッチュウ				委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		10		茨城県 イバラキケン		茨城県 イバラキケン		茨城県防災航空隊 イバラキケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		34790.0				通年日中		8:30～17:15		委託		つくば航空 コウクウ		1 人		0

		11		栃木県 トチギケン		栃木県 トチギケン		栃木県消防防災航空隊 トチギケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35521.0				通年日中				委託		本田航空 ホンダコウクウ		1 人

		12		群馬県 グンマケン		群馬県 グンマケン		群馬県防災航空隊 グンマケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35431.0				通年日中（夜間対応なし）				委託		東邦航空 トウホウコウクウ		1 人

		13		埼玉県 サイタマケン		埼玉県 サイタマケン		埼玉県防災航空隊 サイタマケンボウサイコウクウタイ						都道府県		2		1		平成3年1月				通年24h				委託		本田航空 ホンダコウクウ		2 人		2

		14		千葉県 チバケン		千葉市消防局 チバシショウボウキョク		千葉市消防航空隊 チバシショウボウコウクウタイ						消防機関		2		0		33695.0				平日日中		8:30～17:30		自主		－		2 人		2

		15		東京都 トウキョウト		東京消防庁 トウキョウショウボウチョウ		装備部航空隊						消防機関		7		1		昭和41年11月				通年24h				自主		－		2 人

		16		神奈川県 カナガワケン		横浜市消防局 ヨコハマシショウボウキョク		横浜市消防局航空隊 ヨコハマシショウボウキョクコウクウタイ						消防機関		2		0		昭和54年4月				通年24h				自主				2 人		夜間、動員不能時は１名の場合あり ヤカンドウインフノウジメイバアイ

		17				川崎市消防局 カワサキシショウボウキョク		川崎市消防航空隊 カワサキシショウボウコウクウタイ						消防機関		2		0		昭和60年7月				通年24h				自主		－		2 人		1

		18		新潟県 ニイガタケン		新潟県 ニイガタケン		新潟県消防防災航空隊 ニイガタケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		34719.0				通年日中		災害時は日の出から日没まで（帰投を含） サイガイジヒデニチボツキトウフク		委託		朝日航洋 アサヒヨウ		1 人

		19		富山県 トヤマケン		富山県 トヤマケン		富山県消防防災航空隊 トヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35156.0				通年日中				委託		東邦航空 トウホウコウクウ		1 人

		20		石川県 イシカワケン		石川県 イシカワケン		石川県消防防災航空隊 イシカワケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成9年4月				通年日中				委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		21		福井県 フクイケン		福井県 フクイケン		福井県防災航空隊 フクイケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成9年4月				通年日中				委託		セントラルヘリコプターサービス		1 人

		22		山梨県 ヤマナシケン		山梨県 ヤマナシケン		山梨県消防防災航空隊 ヤマナシケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成7年4月				通年日中（夜間対応なし）				委託		（株）ジャネット カブシキガイシャ		2 人

		23		長野県 ナガノケン		長野県 ナガノケン		長野県消防防災航空隊						都道府県		0		0		平成9年4月				その他		事故により運航不可 ジコウンコウフカ		混合		－		2 人		運航再開に向け訓練中 ウンコウサイカイムクンレンチュウ

		24		岐阜県 ギフケン		岐阜県 ギフケン		岐阜県防災航空隊 ギフケンボウサイコウクウタイ						都道府県		2		0		平成6年1月				その他		委託運行機体は通年日中、自主運行機体は原則平日日中 イタクウンコウキタイツウネンニッチュウジシュウンコウキタイゲンソクヘイジツニッチュウ		混合		セントラルヘリコプターサービス		2 人

		25		静岡県 シズオカケン		静岡県 シズオカケン		静岡県消防防災航空隊 シズオカケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成9年4月				通年日中				委託		静岡エアコミュータ シズオカ		1 人

		26				静岡市消防局 シズオカシショウボウキョク		静岡市消防航空隊 シズオカシショウボウコウクウタイ						消防機関		1		0		39539.0				通年日中				自主		－		2 人		最低人員　１名 サイテイジンインメイ

		27				浜松市消防局 ハママツシショウボウキョク		浜松市消防航空隊 ハママツシショウボウコウクウタイ						消防機関		1		0		平成21年4月				通年日中（夜間参集対応）		日中週５日運航 ニッチュウシュウカウンコウ		自主		－		2 人		最低人員　１名 サイテイジンインメイ

		28		愛知県 アイチケン		愛知県 アイチケン		愛知県防災航空隊 アイチケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35156.0				通年日中（夜間対応なし）		日出～日没（大規模災害時のみ夜間対応） ニッシュツニチボツダイキボサイガイジヤカンタイオウ		委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人		2

		29				名古屋市消防局		名古屋市消防航空隊 ナゴヤシショウボウコウクウタイ						消防機関		2		0		昭和48年4月				通年日中（夜間参集対応）				自主		-		2 人

		30		三重県 ミエケン		三重県 ミエケン		三重県防災航空隊 ミエケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		34060.0				通年日中				委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		31		滋賀県 シガケン		滋賀県 シガケン		滋賀県防災航空隊 シガケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35156.0				通年日中（夜間対応なし）				委託		大阪航空 オオサカコウクウ		1 人

		32		京都府 キョウトフ		京都市消防局 キョウトシショウボウキョク		京都市消防航空隊 キョウトシショウボウコウクウタイ						消防機関		1		1		昭和47年4月				通年24h				自主		－		2 人		2

		33		大阪府 オオサカフ		大阪市消防局 オオサカシショウボウキョク		大阪市消防航空隊 オオサカシショウボウコウクウタイ						消防機関		2		0		25659.0				通年日中				自主		－		2 人

		34		兵庫県 ヒョウゴケン		兵庫県 ヒョウゴケン		兵庫県消防防災航空隊 ヒョウゴケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成8年10月				通年日中（夜間対応なし）				自主（共同）		－		2 人

		35				神戸市消防局 コウベシショウボウキョク		神戸市航空機動隊 コウベシコウクウキドウタイ						消防機関		2		0		昭和47年1月				通年日中（夜間対応なし）				自主（共同）		－		2 人

		36		奈良県 ナラケン		奈良県 ナラケン		奈良県防災航空隊 ナラケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		36069.0				通年日中（夜間対応なし）				委託		東邦航空 トウホウコウクウ		2 人

		37		和歌山県		和歌山県		和歌山県防災航空隊						都道府県		1		0		34790.0				通年日中				委託		東邦航空		1 人

		38		鳥取県 トットリケン		鳥取県 トットリケン		鳥取県消防防災航空隊 トットリケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35982.0				通年日中（夜間対応なし）		日出～日没 ニッシュツニチボツ		委託		朝日航洋 アサヒヨウ		1 人

		39		島根県 シマネケン		島根県 シマネケン		島根県防災航空隊 シマネケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成5年10月				通年日中（夜間参集対応）		※夜間救急のみ ヤカンキュウキュウ		委託		セントラルヘリコプターサービス		1 人		2

		40		岡山県 オカヤマケン		岡山県 オカヤマケン		岡山県消防防災航空隊 オカヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		39904.0				通年日中（夜間対応なし）				委託		四国航空 シコクコウクウ		1 人

		41				岡山市消防局 オカヤマシショウボウキョク		岡山市消防航空隊 オカヤマシショウボウコウクウタイ						消防機関		1		0		35521.0				通年日中（夜間対応なし）				自主		－		2 人

		42		広島県 ヒロシマケン		広島県 ヒロシマケン		広島県防災航空隊 ヒロシマケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成8年7月				通年日中（夜間対応なし）				委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		43				広島市消防局 ヒロシマシショウボウキョク		広島市消防航空隊 ヒロシマシショウボウコウクウタイ						消防機関		1		0		平成2年4月				通年日中				自主		－		2 人		2

		44		山口県 ヤマグチケン		山口県 ヤマグチケン		山口県消防防災航空隊 ヤマグチケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成12年1月				通年日中				委託		朝日航洋 アサヒコウヨウ		1 人

		45		徳島県 トクシマケン		徳島県 トクシマケン		徳島県消防防災航空隊 トクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35956.0				通年日中 ツウネンニッチュウ				委託		四国航空 シコクコウクウ		1 人

		46		香川県 カガワケン		香川県 カガワケン		香川県防災航空隊 カガワケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		34354.0				通年日中				委託		四国航空 シコクコウクウ		1 人

		47		愛媛県 エヒメケン		愛媛県 エヒメケン		愛媛県消防防災航空隊 エヒメケンショウボウボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35156.0				通年日中				委託		愛媛航空 エヒメコウクウ		1 人

		48		高知県 コウチケン		高知県 コウチケン		高知県消防防災航空隊 カr						都道府県		1		1		35096.0				通年日中（夜間参集対応）				自主		－		1 人		２

		49		福岡県 フクオカケン		北九州市消防局 キタキュウシュウシショウボウキョク		北九州市消防航空隊 キタキュウシュウシショウボウコウクウタイ						消防機関		1		0		平成5年5月				通年日中（夜間対応なし）				自主		－		2 人

		50				福岡市消防局 フクオカシショウボウキョク		福岡市消防航空隊 フクオカシショウボウコウクウタイ						消防機関		2		0		昭和50年4月				通年日中（夜間参集対応）				自主		－		2 人

		51		長崎県 ナガサキケン		長崎県 ナガサキケン		長崎県防災航空隊 ナガサキケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35156.0				通年日中				委託		オリエンタルエアブリッジ		1 人		0

		52		熊本県 クマモトケン		熊本県 クマモトケン		熊本県防災消防航空隊 クマモトケンボウサイショウボウコウクウタイ						都道府県		1		0		37096.0				通年日中				委託		天草エアライン アマクサ		1 人

		53		大分県 オオイタケン		大分県 オオイタケン		大分県防災航空隊 オオイタケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		35521.0				通年日中				委託		九州航空 キュウシュウコウクウ		1 人

		54		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県防災救急航空隊 ミヤザキケンボウサイキュウキュウコウクウタイ						都道府県		1		0		平成16年10月				通年日中		原則8：30～17：15
（緊急時のみ日の出から日没まで） ゲンソクキンキュウジヒデニチボツ		委託		鹿児島国際航空 カゴシマコクサイコウクウ		1 人

		55		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島県防災航空隊 カゴシマケンボウサイコウクウタイ						都道府県		1		0		平成10年6月				通年日中		原則8：30～17：15
（緊急時のみ日の出から日没まで） ゲンソクキンキュウジヒデニチボツ		委託		鹿児島国際航空 カゴシマコクサイコウクウ		1 人

		－		合計 ゴウケイ				55						－		70		5		－		－		－		－		－		－		－		－





運航体制データ (2)

		番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		区分 クブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航委託会社 ウンコウイタクカイシャ		運航時の操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ

		1		北海道 ホッカイドウ		北海道防災航空隊 ホッカイドウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		朝日航洋 アサヒヨウ		1 人

		3		青森県 アオモリケン		青森県防災航空隊 アオモリケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		4		岩手県 イワテケン		岩手県防災航空隊 イワテケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		東邦航空 トウホウコウクウ		1 人

		5		宮城県 ミヤギケン		宮城県防災航空隊		都道府県		委託		東北エアサービス		1 人

		8		山形県 ヤマガタケン		山形県消防防災航空隊 ヤマガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		東北エアサービス トウホク		1 人

		9		福島県 フクシマケン		福島県消防防災航空隊 フクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		10		茨城県 イバラキケン		茨城県防災航空隊 イバラキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		つくば航空 コウクウ		1 人

		11		栃木県 トチギケン		栃木県消防防災航空隊 トチギケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		本田航空 ホンダコウクウ		1 人

		12		群馬県 グンマケン		群馬県防災航空隊 グンマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		東邦航空 トウホウコウクウ		1 人

		18		新潟県 ニイガタケン		新潟県消防防災航空隊 ニイガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		朝日航洋 アサヒヨウ		1 人

		19		富山県 トヤマケン		富山県消防防災航空隊 トヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		東邦航空 トウホウコウクウ		1 人

		20		石川県 イシカワケン		石川県消防防災航空隊 イシカワケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		21		福井県 フクイケン		福井県防災航空隊 フクイケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		セントラルヘリコプターサービス		1 人

		25		静岡県 シズオカケン		静岡県消防防災航空隊 シズオカケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		静岡エアコミュータ シズオカ		1 人

		28		愛知県 アイチケン		愛知県防災航空隊 アイチケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		30		三重県 ミエケン		三重県防災航空隊 ミエケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		31		滋賀県 シガケン		滋賀県防災航空隊 シガケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		大阪航空 オオサカコウクウ		1 人

		37		和歌山県		和歌山県防災航空隊		都道府県		委託		東邦航空		1 人

		38		鳥取県 トットリケン		鳥取県消防防災航空隊 トットリケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		朝日航洋 アサヒヨウ		1 人

		39		島根県 シマネケン		島根県防災航空隊 シマネケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		セントラルヘリコプターサービス		1 人

		40		岡山県 オカヤマケン		岡山県消防防災航空隊 オカヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		四国航空 シコクコウクウ		1 人

		42		広島県 ヒロシマケン		広島県防災航空隊 ヒロシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		中日本航空 ナカニホンコウクウ		1 人

		44		山口県 ヤマグチケン		山口県消防防災航空隊 ヤマグチケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		朝日航洋 アサヒコウヨウ		1 人

		45		徳島県 トクシマケン		徳島県消防防災航空隊 トクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		四国航空 シコクコウクウ		1 人

		46		香川県 カガワケン		香川県防災航空隊 カガワケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		四国航空 シコクコウクウ		1 人

		47		愛媛県 エヒメケン		愛媛県消防防災航空隊 エヒメケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		愛媛航空 エヒメコウクウ		1 人

		48		高知県 コウチケン		高知県消防防災航空隊 カr		都道府県		自主		－		1 人

		51		長崎県 ナガサキケン		長崎県防災航空隊 ナガサキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		オリエンタルエアブリッジ		1 人

		52		熊本県 クマモトケン		熊本県防災消防航空隊 クマモトケンボウサイショウボウコウクウタイ		都道府県		委託		天草エアライン アマクサ		1 人

		53		大分県 オオイタケン		大分県防災航空隊 オオイタケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		九州航空 キュウシュウコウクウ		1 人

		54		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県防災救急航空隊 ミヤザキケンボウサイキュウキュウコウクウタイ		都道府県		委託		鹿児島国際航空 カゴシマコクサイコウクウ		1 人

		55		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島県防災航空隊 カゴシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		鹿児島国際航空 カゴシマコクサイコウクウ		1 人
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				○　１人操縦体制の運航団体 ヒトリソウジュウタイセイウンコウダンタイ														○　２人操縦体制の運航団体（消防機関） フタリソウジュウタイセイウンコウダンタイショウボウキカン

				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		区分 クブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		区分 クブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道防災航空隊 ホッカイドウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				1		北海道 ホッカイドウ		札幌市消防航空隊 サッポロシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				2		青森県 アオモリケン		青森県防災航空隊 アオモリケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				2		宮城県 ミヤギケン		仙台市消防航空隊 センダイシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				3		岩手県 イワテケン		岩手県防災航空隊 イワテケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				3		千葉県 チバケン		千葉市消防航空隊 チバシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				4		宮城県 ミヤギケン		宮城県防災航空隊		都道府県		委託		1 人				4		東京都 トウキョウト		装備部航空隊		消防機関		自主		2 人

				5		山形県 ヤマガタケン		山形県消防防災航空隊 ヤマガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				5		神奈川県 カナガワケン		横浜市消防局航空隊 ヨコハマシショウボウキョクコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				6		福島県 フクシマケン		福島県消防防災航空隊 フクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				6				川崎市消防航空隊 カワサキシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				7		茨城県 イバラキケン		茨城県防災航空隊 イバラキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				7		静岡県 シズオカケン		静岡市消防航空隊 シズオカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				8		栃木県 トチギケン		栃木県消防防災航空隊 トチギケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				8				浜松市消防航空隊 ハママツシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				9		群馬県 グンマケン		群馬県防災航空隊 グンマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				9		愛知県 アイチケン		名古屋市消防航空隊 ナゴヤシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				10		新潟県 ニイガタケン		新潟県消防防災航空隊 ニイガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				10		京都府 キョウトフ		京都市消防航空隊 キョウトシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				11		富山県 トヤマケン		富山県消防防災航空隊 トヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				11		大阪府 オオサカフ		大阪市消防航空隊 オオサカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				12		石川県 イシカワケン		石川県消防防災航空隊 イシカワケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				12		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市航空機動隊 コウベシコウクウキドウタイ		消防機関		自主（共同）		2 人

				13		福井県 フクイケン		福井県防災航空隊 フクイケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				13		岡山県 オカヤマケン		岡山市消防航空隊 オカヤマシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				14		静岡県 シズオカケン		静岡県消防防災航空隊 シズオカケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				14		広島県 ヒロシマケン		広島市消防航空隊 ヒロシマシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				15		愛知県 アイチケン		愛知県防災航空隊 アイチケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				15		福岡県 フクオカケン		北九州市消防航空隊 キタキュウシュウシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				16		三重県 ミエケン		三重県防災航空隊 ミエケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				16				福岡市消防航空隊 フクオカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人

				17		滋賀県 シガケン		滋賀県防災航空隊 シガケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人

				18		和歌山県		和歌山県防災航空隊		都道府県		委託		1 人				○　２人操縦体制の運航団体（都道府県） フタリソウジュウタイセイウンコウダンタイトドウフケン

				19		鳥取県 トットリケン		鳥取県消防防災航空隊 トットリケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		区分 クブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ

				20		島根県 シマネケン		島根県防災航空隊 シマネケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				1		秋田県 アキタケン		秋田県消防防災航空隊 アキタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		自主		2 人

				21		岡山県 オカヤマケン		岡山県消防防災航空隊 オカヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				2		兵庫県 ヒョウゴケン		兵庫県消防防災航空隊 ヒョウゴケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		自主（共同）		2 人

				22		広島県 ヒロシマケン		広島県防災航空隊 ヒロシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				3		長野県 ナガノケン		長野県消防防災航空隊		都道府県		混合		2 人

				23		山口県 ヤマグチケン		山口県消防防災航空隊 ヤマグチケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				4		岐阜県 ギフケン		岐阜県防災航空隊 ギフケンボウサイコウクウタイ		都道府県		混合		2 人

				24		徳島県 トクシマケン		徳島県消防防災航空隊 トクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				5		埼玉県 サイタマケン		埼玉県防災航空隊 サイタマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人

				25		香川県 カガワケン		香川県防災航空隊 カガワケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				6		山梨県 ヤマナシケン		山梨県消防防災航空隊 ヤマナシケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人

				26		愛媛県 エヒメケン		愛媛県消防防災航空隊 エヒメケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				7		奈良県 ナラケン		奈良県防災航空隊 ナラケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人

				27		長崎県 ナガサキケン		長崎県防災航空隊 ナガサキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人

				28		熊本県 クマモトケン		熊本県防災消防航空隊 クマモトケンボウサイショウボウコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				※　兵庫県・神戸市は共同運航 ヒョウゴケンコウベシキョウドウウンコウ

				29		大分県 オオイタケン		大分県防災航空隊 オオイタケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人				※　長野県・岐阜県は、委託と自主の操縦士による混合運航 ナガノケンギフケンイタクジシュソウジュウシコンゴウウンコウ

				30		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県防災救急航空隊 ミヤザキケンボウサイキュウキュウコウクウタイ		都道府県		委託		1 人

				31		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島県防災航空隊 カゴシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人

				32		高知県 コウチケン		高知県消防防災航空隊 カr		都道府県		自主		1 人





最終表

		

				○　１人操縦体制の運航団体 ヒトリソウジュウタイセイウンコウダンタイ																○　２人操縦体制の運航団体（消防機関） フタリソウジュウタイセイウンコウダンタイショウボウキカン

				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		運航主体
区分 ウンコウシュタイクブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の
操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ		運航機数
※4 ウンコウキスウ				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		運航主体
区分 ウンコウシュタイクブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の
操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ		運航機数
※4 ウンコウキスウ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道防災航空隊 ホッカイドウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				1		北海道 ホッカイドウ		札幌市消防航空隊 サッポロシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				2		青森県 アオモリケン		青森県防災航空隊 アオモリケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				2		宮城県 ミヤギケン		仙台市消防航空隊 センダイシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機								75 機

				3		岩手県 イワテケン		岩手県防災航空隊 イワテケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				3		千葉県 チバケン		千葉市消防航空隊 チバシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				4		宮城県 ミヤギケン		宮城県防災航空隊		都道府県		委託		1 人		1 (１)機				4		東京都 トウキョウト		装備部航空隊		消防機関		自主		2 人		8 (１)機

				5		山形県 ヤマガタケン		山形県消防防災航空隊 ヤマガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				5		神奈川県 カナガワケン		横浜市消防局航空隊 ヨコハマシショウボウキョクコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				6		福島県 フクシマケン		福島県消防防災航空隊 フクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				6				川崎市消防航空隊 カワサキシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				7		茨城県 イバラキケン		茨城県防災航空隊 イバラキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				7		静岡県 シズオカケン		静岡市消防航空隊 シズオカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機

				8		栃木県 トチギケン		栃木県消防防災航空隊 トチギケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				8				浜松市消防航空隊 ハママツシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機				２P		43 機

				9		群馬県 グンマケン		群馬県防災航空隊※3 グンマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		0 機				9		愛知県 アイチケン		名古屋市消防航空隊 ナゴヤシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機				１P		32 機

				10		新潟県 ニイガタケン		新潟県消防防災航空隊 ニイガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				10		京都府 キョウトフ		京都市消防航空隊 キョウトシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 (１)機

				11		富山県 トヤマケン		富山県消防防災航空隊 トヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				11		大阪府 オオサカフ		大阪市消防航空隊 オオサカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機				自主 ジシュ		37 機

				12		石川県 イシカワケン		石川県消防防災航空隊 イシカワケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				12		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市航空機動隊※1 コウベシコウクウキドウタイ		消防機関		自主（共同）		2 人		2 機				委託 イタク		35 機

				13		福井県 フクイケン		福井県防災航空隊 フクイケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				13		岡山県 オカヤマケン		岡山市消防航空隊 オカヤマシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機				混合 コンゴウ		3 機

				14		静岡県 シズオカケン		静岡県消防防災航空隊 シズオカケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				14		広島県 ヒロシマケン		広島市消防航空隊 ヒロシマシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機						75 機

				15		愛知県 アイチケン		愛知県防災航空隊 アイチケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				15		福岡県 フクオカケン		北九州市消防航空隊 キタキュウシュウシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機

				16		三重県 ミエケン		三重県防災航空隊 ミエケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				16				福岡市消防航空隊 フクオカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				17		滋賀県 シガケン		滋賀県防災航空隊 シガケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機

				18		和歌山県		和歌山県防災航空隊		都道府県		委託		1 人		1 機				○　２人操縦体制の運航団体（都道府県） フタリソウジュウタイセイウンコウダンタイトドウフケン

				19		鳥取県 トットリケン		鳥取県消防防災航空隊 トットリケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		運航主体
区分 ウンコウシュタイクブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の
操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ		運航機数
※4 ウンコウキスウ

				20		島根県 シマネケン		島根県防災航空隊 シマネケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機

				21		岡山県 オカヤマケン		岡山県消防防災航空隊 オカヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				1		秋田県 アキタケン		秋田県消防防災航空隊 アキタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		自主		2 人		1 機

				22		広島県 ヒロシマケン		広島県防災航空隊 ヒロシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				2		兵庫県 ヒョウゴケン		兵庫県消防防災航空隊※1 ヒョウゴケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		自主（共同）		2 人		1 機

				23		山口県 ヤマグチケン		山口県消防防災航空隊 ヤマグチケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				3		長野県 ナガノケン		長野県消防防災航空隊※2		都道府県		混合		2 人		1 機

				24		徳島県 トクシマケン		徳島県消防防災航空隊 トクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				4		岐阜県 ギフケン		岐阜県防災航空隊※2 ギフケンボウサイコウクウタイ		都道府県		混合		2 人		2 機

				25		香川県 カガワケン		香川県防災航空隊 カガワケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				5		埼玉県 サイタマケン		埼玉県防災航空隊 サイタマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人		3 (１)機

				26		愛媛県 エヒメケン		愛媛県消防防災航空隊 エヒメケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				6		山梨県 ヤマナシケン		山梨県消防防災航空隊 ヤマナシケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人		1 機

				27		長崎県 ナガサキケン		長崎県防災航空隊 ナガサキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				7		奈良県 ナラケン		奈良県防災航空隊 ナラケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人		1 機

				28		熊本県 クマモトケン		熊本県防災消防航空隊 クマモトケンボウサイショウボウコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機

				29		大分県 オオイタケン		大分県防災航空隊 オオイタケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				※1　兵庫県・神戸市は共同運航 ヒョウゴケンコウベシキョウドウウンコウ

				30		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県防災救急航空隊 ミヤザキケンボウサイキュウキュウコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				※2　長野県・岐阜県は委託と自主の操縦士による混合運航 ナガノケンギフケンイタクジシュソウジュウシコンゴウウンコウ

				31		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島県防災航空隊 カゴシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				※3　群馬県は平成30年8月30日に発生した墜落事故のため、ヘリコプターを保有していない グンマケンヘイセイネンガツニチハッセイツイラクジコホユウ

				32		高知県 コウチケン		高知県消防防災航空隊 カr		都道府県		自主		1 人		2 (１)機				※4  運航機数の「（　）」内は、内数として消防庁ヘリの機数を記載 ウンコウキスウナイウチスウショウボウチョウキスウキサイ





最終集計表

		

				○　操縦体制別 ソウジュウタイセイベツ

				２人操縦士体制 フタリソウジュウシタイセイ		合計 ゴウケイ				２３団体 ダンタイ						４３機 キ

								型式取得
※１ カタシキシュトク		１８団体 ダンタイ		消防機関 ショウボウキカン		１５団体 ダンタイ		２５機 キ

												道　県 ミチケン		３ 団体 ダンタイ		３ 機 キ

								型式未取得
※２ カタシキミシュトク		５ 団体 ダンタイ		消防機関 ショウボウキカン		１ 団体 ダンタイ		８ 機 キ

												道　県 ミチケン		４ 団体 ダンタイ		７ 機 キ

				１人操縦士体制 ヒトリソウジュウシタイセイ		３２団体 ダンタイ										３２機 キ





最終表 (2)

		

				○　１人操縦体制の運航団体 ヒトリソウジュウタイセイウンコウダンタイ																○　２人操縦体制の運航団体（消防機関） フタリソウジュウタイセイウンコウダンタイショウボウキカン

				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		運航主体
区分 ウンコウシュタイクブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の
操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ		運航機数
※4 ウンコウキスウ				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		運航主体
区分 ウンコウシュタイクブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の
操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ		運航機数
※4 ウンコウキスウ

				1		北海道 ホッカイドウ		北海道防災航空隊 ホッカイドウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				1		北海道 ホッカイドウ		札幌市消防航空隊 サッポロシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				2		青森県 アオモリケン		青森県防災航空隊 アオモリケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				2		宮城県 ミヤギケン		仙台市消防航空隊 センダイシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機								75 機

				3		岩手県 イワテケン		岩手県防災航空隊 イワテケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				3		千葉県 チバケン		千葉市消防航空隊 チバシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				4		宮城県 ミヤギケン		宮城県防災航空隊		都道府県		委託		1 人		1 機				4		東京都 トウキョウト		装備部航空隊		消防機関		自主		2 人		8 機

				5		山形県 ヤマガタケン		山形県消防防災航空隊 ヤマガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				5		神奈川県 カナガワケン		横浜市消防局航空隊 ヨコハマシショウボウキョクコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				6		福島県 フクシマケン		福島県消防防災航空隊 フクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				6				川崎市消防航空隊 カワサキシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				7		茨城県 イバラキケン		茨城県防災航空隊 イバラキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				7		静岡県 シズオカケン		静岡市消防航空隊 シズオカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機

				8		栃木県 トチギケン		栃木県消防防災航空隊 トチギケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				8				浜松市消防航空隊 ハママツシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機				２P		43 機

				9		群馬県 グンマケン		群馬県防災航空隊※3 グンマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		0 機				9		愛知県 アイチケン		名古屋市消防航空隊 ナゴヤシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機				１P		32 機

				10		新潟県 ニイガタケン		新潟県消防防災航空隊 ニイガタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				10		京都府 キョウトフ		京都市消防航空隊 キョウトシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				11		富山県 トヤマケン		富山県消防防災航空隊 トヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				11		大阪府 オオサカフ		大阪市消防航空隊 オオサカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機				自主 ジシュ		37 機

				12		石川県 イシカワケン		石川県消防防災航空隊 イシカワケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				12		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市航空機動隊※1 コウベシコウクウキドウタイ		消防機関		自主（共同）		2 人		2 機				委託 イタク		35 機

				13		福井県 フクイケン		福井県防災航空隊 フクイケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				13		岡山県 オカヤマケン		岡山市消防航空隊 オカヤマシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機				混合 コンゴウ		3 機

				14		静岡県 シズオカケン		静岡県消防防災航空隊 シズオカケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				14		広島県 ヒロシマケン		広島市消防航空隊 ヒロシマシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機						75 機

				15		愛知県 アイチケン		愛知県防災航空隊 アイチケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				15		福岡県 フクオカケン		北九州市消防航空隊 キタキュウシュウシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		1 機

				16		三重県 ミエケン		三重県防災航空隊 ミエケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				16				福岡市消防航空隊 フクオカシショウボウコウクウタイ		消防機関		自主		2 人		2 機

				17		滋賀県 シガケン		滋賀県防災航空隊 シガケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機

				18		和歌山県		和歌山県防災航空隊		都道府県		委託		1 人		1 機				○　２人操縦体制の運航団体（都道府県） フタリソウジュウタイセイウンコウダンタイトドウフケン

				19		鳥取県 トットリケン		鳥取県消防防災航空隊 トットリケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				番号 バンゴウ		都道府県 トドウフケン		航空隊名称 コウクウタイメイショウ		運航主体
区分 ウンコウシュタイクブン		運航形態 ウンコウケイタイ		運航時の
操縦士数 ウンコウジソウジュウシスウ		運航機数
※4 ウンコウキスウ

				20		島根県 シマネケン		島根県防災航空隊 シマネケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機

				21		岡山県 オカヤマケン		岡山県消防防災航空隊 オカヤマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				1		秋田県 アキタケン		秋田県消防防災航空隊 アキタケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		自主		2 人		1 機

				22		広島県 ヒロシマケン		広島県防災航空隊 ヒロシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				2		兵庫県 ヒョウゴケン		兵庫県消防防災航空隊※1 ヒョウゴケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		自主（共同）		2 人		1 機

				23		山口県 ヤマグチケン		山口県消防防災航空隊 ヤマグチケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				3		長野県 ナガノケン		長野県消防防災航空隊※2		都道府県		混合		2 人		1 機

				24		徳島県 トクシマケン		徳島県消防防災航空隊 トクシマケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				4		岐阜県 ギフケン		岐阜県防災航空隊※2 ギフケンボウサイコウクウタイ		都道府県		混合		2 人		2 機

				25		香川県 カガワケン		香川県防災航空隊 カガワケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				5		埼玉県 サイタマケン		埼玉県防災航空隊 サイタマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人		3 機

				26		愛媛県 エヒメケン		愛媛県消防防災航空隊 エヒメケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				6		山梨県 ヤマナシケン		山梨県消防防災航空隊 ヤマナシケンショウボウボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人		1 機

				27		長崎県 ナガサキケン		長崎県防災航空隊 ナガサキケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				7		奈良県 ナラケン		奈良県防災航空隊 ナラケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		2 人		1 機

				28		熊本県 クマモトケン		熊本県防災消防航空隊 クマモトケンボウサイショウボウコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機

				29		大分県 オオイタケン		大分県防災航空隊 オオイタケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				※1　兵庫県・神戸市は共同運航 ヒョウゴケンコウベシキョウドウウンコウ

				30		宮崎県 ミヤザキケン		宮崎県防災救急航空隊 ミヤザキケンボウサイキュウキュウコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				※2　長野県・岐阜県は委託と自主の操縦士による混合運航 ナガノケンギフケンイタクジシュソウジュウシコンゴウウンコウ

				31		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島県防災航空隊 カゴシマケンボウサイコウクウタイ		都道府県		委託		1 人		1 機				※3　群馬県は平成30年8月10日に発生した墜落事故のため、ヘリコプターを保有していない グンマケンヘイセイネンガツニチハッセイツイラクジコホユウ

				32		高知県 コウチケン		高知県消防防災航空隊 カr		都道府県		自主		1 人		2 機				※4  東京消防庁、京都市消防局、埼玉県、宮城県及び高知県が消防庁ヘリを各１機運用 トウキョウショウボウチョウキョウトシショウボウキョクサイタマケンミヤギケンオヨコウチケンショウボウチョウカクキウンヨウ
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