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北海道１
札幌市消防局２

消防庁１
仙台市消防局２

千葉市消防局２

横浜市消防局２
川崎市消防局２

静岡県１
静岡市消防局１
浜松市消防局１

愛知県１
名古屋市消防局２

大阪市消防局２

消防庁１
京都市消防局１

兵庫県１
神戸市消防局２

岡山県１
岡山市消防局１

広島県１
広島市消防局１

福岡市消防局２
北九州市消防局１

１ 平成３０年１０月１日現在配備状況 ７５機（４４都道府県、５５団体）
○消防庁保有ヘリコプター ５機（東京消防庁、京都市消防局、埼玉県、宮城県及び高知県が無償使用）
○消防機関保有ヘリコプター ３１機（東京消防庁、１５政令指定都市）
○道県保有ヘリコプター ３８機（３６道県）
〇リース機による運航 １機（長野県）

２ 未配備県域数 ３県域（佐賀県、沖縄県及び群馬県）
※千葉県、神奈川県、京都府、大阪府、福岡県は消防機関の保有のみで、府県は保有していない。
※平成30年8月10日に発生した墜落事故のため、群馬県は現在ヘリコプターを保有していない。
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消防防災ヘリコプターの配備状況（平成30年10月１日現在） 資料２-１
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○ 大規模災害発生時は、消防庁長官が全国の都道府県知事又は市町村長に対して緊急消防援助隊の出動指示を行うこととさ
れており、的確な出動指示のためには、災害実態を迅速に把握し、速やかに判断することが重要。このため、全国的に順次、消防
庁ヘリを配備しており、平成25年度に5機体制。

○ 消防庁ヘリコプターの配備に当たっては、国が責任を果たすために自ら保有し、地方公共団体に無償で使用させることとし、消
防組織法第50条の無償使用制度により整備を行っている。

消防庁ヘリコプターの概要

概要

イメージ

１号機 ２号機 ３号機 ４号機 ５号機

配備先 東京消防庁 京都市消防局 埼玉県 宮城県 高知県

機種
ﾕｰﾛｺﾌﾟﾀｰ社

(仏)
AS365N3

ﾕｰﾛｺﾌﾟﾀｰ社
(仏)

AS365N3

ｱｸﾞｽﾀｳｴｽﾀﾗﾝﾄﾞ
社(伊)AW139

ﾕｰﾛｺﾌﾟﾀｰ社(仏)
AS365N3

ｱｸﾞｽﾀｳｴｽﾀﾗﾝ
ﾄﾞ社(伊)
AW139

配備年度 平成17年度 平成23年度 平成23年度 平成25年度 平成25年度

予算
16年度補正
17年度当初

21年度補正 23年度当初 23年度補正 24年度当初

1

資料２-２

３号機
（埼玉県）

１時間でのカバーエリア

２号機
（京都市消防局）

５号機
（高知県）

４号機
（宮城県）
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消防防災航空隊 運航・操縦体制 資料２-3

＜運航主体区分＞
 消防機関：東京消防庁及び政令市消防本部が運航
 都道府県：消防組織法第３０条第３項の規定に基づき都道府県が運航

＜運航形態＞
 自主運航：操縦士、整備士及び運航管理要員が運航団体の職員
 委託運航：操縦士、整備士及び運航管理要員が運航業務受託企業の従業員
 混合運航：操縦士、整備士及び運航管理要員に運航団体の職員と運航業務受託企業の従業員が混在

○ 操縦体制別

２人操縦 ２３団体 ４３機

１人操縦 ３２団体 ３２機

○ 運航体制別

自主運航 １９団体 ３７機

委託運航 ３４団体 ３５機

混合運航 ２団体 ３機

○ １人操縦体制の運航団体 ○ ２人操縦体制の運航団体（消防機関）

1 北海道 北海道防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 1 北海道 札幌市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
2 青森県 青森県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 2 宮城県 仙台市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
3 岩手県 岩手県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 3 千葉県 千葉市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
4 宮城県 宮城県防災航空隊※2 都道府県 委託 1 人 1 機 4 東京都 装備部航空隊 消防機関 自主 2 人 8 機
5 山形県 山形県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 5 横浜市消防局航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
6 福島県 福島県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 6 川崎市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
7 茨城県 茨城県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 7 静岡市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 1 機
8 栃木県 栃木県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 8 浜松市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 1 機
9 群馬県 群馬県防災航空隊※3 都道府県 委託 1 人 0 機 9 愛知県 名古屋市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
10 新潟県 新潟県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 10 京都府 京都市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
11 富山県 富山県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 11 大阪府 大阪市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
12 石川県 石川県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 12 兵庫県 神戸市航空機動隊※5 消防機関 自主（共同） 2 人 2 機
13 福井県 福井県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 13 岡山県 岡山市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 1 機
14 静岡県 静岡県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 14 広島県 広島市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 1 機
15 愛知県 愛知県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 15 北九州市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 1 機
16 三重県 三重県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 16 福岡市消防航空隊 消防機関 自主 2 人 2 機
17 滋賀県 滋賀県防災航空隊 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）
19 鳥取県 鳥取県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機
20 島根県 島根県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機
21 岡山県 岡山県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 1 秋田県 秋田県消防防災航空隊 都道府県 自主 2 人 1 機
22 広島県 広島県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 2 兵庫県 兵庫県消防防災航空隊※5 都道府県 自主（共同） 2 人 1 機

23 山口県 山口県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 3 長野県 長野県消防防災航空隊 都道府県 混合 2 人 1 機

24 徳島県 徳島県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 4 岐阜県 岐阜県防災航空隊 都道府県 混合 2 人 2 機

25 香川県 香川県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 5 埼玉県 埼玉県防災航空隊 都道府県 委託 2 人 3 機

26 愛媛県 愛媛県消防防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 6 山梨県 山梨県消防防災航空隊 都道府県 委託 2 人 1 機
27 長崎県 長崎県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 7 奈良県 奈良県防災航空隊 都道府県 委託 2 人 1 機
28 熊本県 熊本県防災消防航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 ※1　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。

29 大分県 大分県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 ※2  宮城県は、夜間2人操縦体制としている。

30 宮崎県 宮崎県防災救急航空隊 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。

31 鹿児島県 鹿児島県防災航空隊 都道府県 委託 1 人 1 機 ※4  高知県は、可能な範囲で2人操縦体制としている（週5日程度）。

32 高知県 高知県消防防災航空隊※4 都道府県 自主 1 人 2 機 ※5　兵庫県・神戸市は共同運航。

運航時の
操縦士数

運航機数
※1

運航時の
操縦士数

運航機数
※1

神奈川県

静岡県

福岡県

運航形態

番号 都道府県 航空隊名称
運航主体

区分
運航形態

運航機数
※1

番号 都道府県 航空隊名称
運航主体

区分
番号 都道府県 航空隊名称

運航主体
区分

運航形態
運航時の
操縦士数
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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





Sheet2

		

				○　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								○　運航体制別 ウンコウタイセイベツ

				２人操縦 フタリソウジュウ		２３団体 ダンタイ		４３機 キ				自主運航 ジシュウンコウ		１９団体 ダンタイ		３７機 キ

				１人操縦 ヒトリソウジュウ		３２団体 ダンタイ		３２機 キ				委託運航 イタクウンコウ		３４団体 ダンタイ		３５機 キ

												混合運航 コンゴウウンコウ		２団体 ダンタイ		３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






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								○　運航体制別 ウンコウタイセイベツ

				２人操縦 フタリソウジュウ		２３団体 ダンタイ		４３機 キ				自主運航 ジシュウンコウ		１９団体 ダンタイ		３７機 キ

				１人操縦 ヒトリソウジュウ		３２団体 ダンタイ		３２機 キ				委託運航 イタクウンコウ		３４団体 ダンタイ		３５機 キ

												混合運航 コンゴウウンコウ		２団体 ダンタイ		３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






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





Sheet2

		

				○　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								○　運航体制別 ウンコウタイセイベツ

				２人操縦 フタリソウジュウ		２３団体 ダンタイ		４３機 キ				自主運航 ジシュウンコウ		１９団体 ダンタイ		３７機 キ

				１人操縦 ヒトリソウジュウ		３２団体 ダンタイ		３２機 キ				委託運航 イタクウンコウ		３４団体 ダンタイ		３５機 キ

												混合運航 コンゴウウンコウ		２団体 ダンタイ		３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





最終表 (3)

		

				○　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
※1 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
※1 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※2		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※5 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
※1 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※5 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		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 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				※1　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。

				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				※2  宮城県は、夜間2人操縦体制としている。

				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				※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

				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				※4  高知県は、可能な範囲で2人操縦体制としている（週5日程度）。　

				32		高知県 コウチケン		高知県消防防災航空隊※4 カr		都道府県		自主		1 人		2 機				※5　兵庫県・神戸市は共同運航。







○ 覚知

平成29年３月５日（日）15時12分頃

（長野県警ヘリ確認）

○ 発生場所、状況

・長野県鉢伏山付近（松本市と岡谷市の境界付近）

・訓練フライト中に墜落したもの。

○ 当日の気象状況

良好：北の風２mのち北西～北東の風２m、視程10km以上

（松本空港付近13時現在）

○ 搭乗者（全員死亡）

９名（操縦士１名、整備士１名、消防隊員７名）

墜落現場地図

○ 長野県消防防災航空センター
・体制

所 長１名（県職員） 事務員１名（県職員）
操縦士３名（県職員） 整備士３名（県職員）
隊 員８名（消防本部からの派遣、身分は県職員）

・松本空港内
・自主運航

○ 機体
・使用機種：ベル412EP
・運航開始

平成９年９月～(19年６ヶ月)
5,270時間(平成28年４月現在)

・定員：15名
・全幅・全長：14m×17.1m
・最大重量：5,398kg

【フライトレコーダー搭載なし（搭載義務なし）】
・直近の点検：300時間点検 異常なし

○ 本事故は、同機が山地を飛行中、地上に接近しても回
避操作が行われなかったため、樹木に衝突し墜落したも
のと推定される。

○ 同機が地上に接近しても回避操作が行われなかったこ
とについては、機長の覚醒水準が低下した状態となって
いたことにより危険な状況を認識できなかったことによ
る可能性が考えられるが、実際にそのような状態に陥っ
ていたかどうかは明らかにすることができなかった。

事故原因 （運輸安全委員会 航空事故調査報告書より）

事故概要 長野県消防防災航空隊の体制等

長野県消防防災ヘリの墜落事故概要 資料２-４
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○ 群馬県防災航空隊
・体制

所長：1名（県職員）
操縦士：２名（運航会社）
整備士：３名（運航会社）
運航管理：1名（運航会社）
隊員：９名(消防本部からの派遣

身分は県職員）
・運航基地：群馬へリポート

（前橋市）
・運航形態：委託運航
・発隊：平成9年1月1日

○ 機体
・使用機種：ベル412ＥＰ ・定員：15名 ・全幅・全長4m×17.1m
・最大重量：5,398㎏ ・ﾌﾗｲﾄﾚｺｰﾀﾞｰ等：搭載無し・搭載義務なし
・配備年月：平成9年3月 ・総飛行時間：7,239ｈ（H30/8/10時点）
・点検状況：H29/10/27～3/23耐空検査、4/11～5/25ｴﾝｼﾞﾝ修理、7/30 25ｈ点検

〇 覚知

平成30年8月10日（金）12時24分（消防庁覚知：群馬県から）

〇 発生場所

群馬県中之条町の山中（横手山付近）

〇 飛行目的

「ぐんま県境稜線トレイル」全線開通に伴う山岳遭難の発生に

備えた危険箇所の確認等の地形習熟訓練

〇 当日の気象状況

南の風２kt（約1m/s）、天気：晴／曇り

（草津町のアメダスデータ・８時）

〇 搭乗者（全員死亡）

9名（操縦士1名、整備士1名、航空隊員2名、消防本部職員5名）

事故概要

事故対応の経過（消防機関）

着陸予定地点
【群馬ヘリポート】
群馬県前橋市下阿内町377-2

墜落地点
群馬県吾妻郡中之条町
横手山付近

捜索・救助活動状況（２日間延）

・地上部隊（入山した人員）
消防：83名、警察：41名、防衛省：99名

・航空機
消防防災ヘリ：8機、警察ヘリ：6機、防衛省：ヘリ8機・固定翼5機

時 間 内 容

９：１５ 群馬県ヘリポートを離陸

１０：４５ 着陸予定時刻を過ぎても群馬ヘリポートに着陸せず

１２：２４ 群馬県防災航空隊から消防庁に入電

１２：３０ 東京RCCから消防庁へ入電(東京RCCには受託会社の東邦航空から連絡)

１２：５７
栃木県、埼玉県、東京消防庁、新潟県に消防庁長官から
広域航空消防応援に基づく出動要請

１４：３０ 埼玉県防災航空隊が群馬県防災ヘリコプターの機体の一部を発見

群馬県防災航空隊の体制等

墜落現場地図

群馬県防災ヘリの墜落事故概要 資料２-５
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消防防災ヘリコプターの安全性向上･充実強化に関する検討会報告書【概要】
現状と課題

【航空消防防災体制の充実】

 協定締結による相互応援体制の充実

 協定や覚書等により関係機関との連携強化

 消防庁と関係省庁間で連携強化の環境整備

 各地域のニーズを考慮しつつ、消防防災ヘリの

相互応援体制の強化及び関係機関との連携強

化による効果を見極めながら、人員確保、財政

的な実現可能性と照らし合わせ、消防防災ヘリ

の増配備について各地域の実状に応じた議論

【ヘリ操縦士の養成・確保】

 技量ある操縦士の養成・確保と安全運航に、

乗務要件・訓練プログラムを活用

 各運航団体は計画を定め、ＯＪＴを活用した
２人操縦体制による若手操縦士の育成と安全
運航を図る。

 ヘリ操縦士の自主養成に備え、各運航団体は

操縦士希望者の選抜要領や養成計画を検討

 自主養成や２人操縦体制の実施に伴い必要

となる財政措置について消防庁で検討

提言事項

【運航体制・運航の安全性】
• 過去の検討会の提言事項が一部徹底されていない
• 更なる安全確保に向け、ソフト・ハード両面で更なる取

組が必要

【航空消防防災体制】
• 運航機体数１機の県において、運航不能期間に

おける航空消防力の低下が懸念
• 相互応援体制が手薄な地域が存在
• 関係機関との協力関係を更に強化する必要

【ヘリ操縦士】
• 高齢化等により、今後の操縦士確保に不安
• 運航団体による操縦士の技能管理が不十分

【安全性の向上】

 ヘリコプター動態管理システムの常時起動、通信間隔

短縮による監視体制強化

 ヒヤリ・ハット事例の蓄積、共有化

 出動前ミーティングの徹底
 ２人操縦体制の導入により、運航の安全を確保※1

 チーム力向上策（ＣＲＭ）の積極的な導入※2により、

部隊内の意思疎通を強化

 フライトレコーダー等を機体更新時に搭載
 運航責任者と運航管理要員を航空隊基地へ配置
 規程、要綱、マニュアル等の整備・遵守の徹底
 運航団体による操縦士の技能管理
 適切な出動可否判断
 救助活動中における死角部分の見張り体制の徹底
 シミュレーターを活用した訓練の推進、国の財政措置や

配備の在り方について検討

【運航団体が実施すべき事項】
• 本検討会提言事項への着手
• ＰＤＣＡサイクルを通じた継続的な安全対策の改善

【消防庁が実施すべき事項】
• 操縦士確保に向けた各府省庁、関係機関との調整、財政措置等の検討
• 各運航団体の取組状況フォローアップと追加必要策の検討

フォローアップ

資料２-６

※1 警察、海上保安庁、自衛隊のヘリコプターは、２人操縦体制により運航されている。
※2 ＣＲＭ（クルー･リソース・マネジメント）とは、飛行中に機長が副操縦士から問題点の指摘を受けた際の対応のルールなど、対人関係や協調性等を専門的技術として訓練で

身につけさせ、航空隊の安全性・業務遂行能力を向上させること。 6



（ ）は、県域全体をカバーせず、応援が協定締結先の市域にとどままるもの

相互応援協定の締結状況
消防防災ヘリの県境を越える応援について（相互応援協定に基づく運用）

都道府県
計

（機）

北海道 北海道 札幌市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 7

青森県 青森県 北海道 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 7

岩手県 岩手県 北海道 青森県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 7

宮城県 宮城県 仙台市 北海道 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 7

秋田県 秋田県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 新潟県 7

山形県 山形県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 新潟県 7

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 新潟県

栃木県 群馬県 埼玉県

茨城県 茨城県 埼玉県 栃木県 群馬県 福島県 4

福島県 群馬県 茨城県 埼玉県 東京都 山梨県 静岡県

新潟県

新潟県 山梨県 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 東京都

山梨県 静岡県

福島県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 東京都 横浜市

川崎市 千葉市

千葉県 千葉市 （東京都） （横浜市） （川崎市） 3

東京都 東京都 （横浜市） （川崎市） （千葉市） （仙台市）（名古屋市 （大阪市） （神戸市） 7

神奈川県 横浜市 川崎市 （東京） （千葉市） 2

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

栃木県 群馬県 富山県 兵庫県 山梨県 石川県

石川県 福井県 岐阜県 新潟県 静岡県 愛知県 三重県

滋賀県 名古屋市

富山県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県

名古屋市

福井県 福井県 富山県 石川県 滋賀県 岐阜県 4

山梨県 山梨県 新潟県 埼玉県 群馬県 静岡県 4

新潟県 山梨県 群馬県 富山県 岐阜県 静岡県 埼玉県

愛知県

新潟県 愛知県 三重県 名古屋市 富山県 長野県 滋賀県

石川県 福井県

埼玉県    埼玉県

長野県 8

9

   新潟県

福島県    福島県

自県内ヘリ 応援協定先

新潟県 13

   栃木県

群馬県    群馬県

8

10

栃木県

8

9

岐阜県    岐阜県 9

富山県    富山県 9

   石川県石川県

都道府県
計

（機）

静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 名古屋市 山梨県 5

愛知県 愛知県 名古屋市 岐阜県 三重県 静岡県 3

三重県 三重県 奈良県 和歌山県 滋賀県 岐阜県 静岡県 愛知県 名古屋市 7

滋賀県 滋賀県 岐阜県 三重県 奈良県 福井県 兵庫県 和歌山県 徳島県 7

京都府 京都市 （名古屋市） （大阪市） （神戸市） 3

大阪府 大阪市 （名古屋市） （京都市） （神戸市） （東京都） 兵庫県 5

兵庫県 兵庫県 神戸市 (名古屋市) (京都市) 大阪市 (東京都) (岡山市) 5

奈良県 奈良県 三重県 和歌山県 滋賀県 3

和歌山県    和歌山県 奈良県 三重県 2

鳥取県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 兵庫県 6

島根県 島根県 鳥取県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 兵庫県 6

岡山県 岡山県 岡山市 広島県 山口県 鳥取県 島根県 香川県 5

鳥取県 島根県 岡山県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県

高知県

山口県 山口県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 北九州市 5

愛媛県 高知県 香川県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県

山口県 福井県 三重県 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県

香川県 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 岡山県 4

愛媛県 愛媛県 徳島県 香川県 高知県 3

高知県 高知県 徳島県 香川県 愛媛県 3

福岡県 福岡市 北九州市 （山口県） 1

佐賀県 長崎県 福岡市 2

長崎県 長崎県

熊本県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 3

大分県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 長崎県 山口県 大分県 6

宮崎県 宮崎県 熊本県 大分県 鹿児島県 3

鹿児島県 鹿児島 宮崎県 熊本県 大分県 3

沖縄県 なし

8   広島県      広島市

自県内ヘリ

静岡県　静岡市　浜松市

徳島県    徳島県

広島県

応援協定先

14

なし　（H30年度中に南九州４県協定に加入する方向で現在調整中）

資料２-７
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● 活動調整を行っている団体もあるが、協定等を締結している団体は１団体
・ 海難救助活動時における情報連絡（福井県）

※兵庫県・神戸市は共同運航につき１団体と計上

関係機関との連携の状況

● 協定等を締結している団体は５４団体中（※）、１１団体。内容については、隊員の相互
派遣が可能な協定や、情報連絡について定めているもの等地域の実情に応じたものと
なっている。

警察機関との協定状況

● 協定等締結なし。自衛隊法に基づく災害派遣要請を行っている。

海上保安庁との協定状況

防衛省との協定状況

● 協定を締結していない団体においても、出動時の連絡体制を構築し、連携した活動を
行うとともに、運航不能期間の調整を実施している団体が多い。

協定内容 団体数

情報連絡 １１団体

隊員の相互派遣 ８団体

出動調整 ５団体

協定内容 団体数

訓練 ５団体

運航不能時の出動要請 ４団体

施設利用 ４団体

資料２-８
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