無人航空機による事故等の情報提供先一覧
※無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との接触若しくは接近事案が発生した場合の情報提供先は、以下をご参照下さい。
※夜間等の執務時間外における無人航空機による事故等が発生した場合は、情報提供先官署右欄に記載のある連絡先にご連絡ください。

官 署

住所・連絡先

管轄区域

〒100−8918
東京都千代田区霞が関2-1-3
航空局 安全部 運航安全課

国土交通省
（本省運航安全
課）
☎：03-5253-8111(内線)50157, 50158
FAX：03-5253-1661
e-mail：hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎
東京航空局 保安部 運用課
東京航空局
☎：03-6685-8005
FAX：03-5216-5571
e-mail：cab-emujin-houkoku@mlit.go.jp
〒540-8559
大阪府大阪市大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
大阪航空局 保安部 運用課
大阪航空局
☎：06-6949-6609
FAX：06-6920-4041
e-mail：cab-wmujin-houkoku@mlit.go.jp

執務時間外の連絡先
執務時間 （24時間運用されている最寄り
の空港事務所）

日本国の全地域

平日
09:00～ 以下ご参照
17:00

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山
形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉
県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨
県、長野県、静岡県

平日
09:00～ 以下ご参照
17:00

富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三
重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良
平日
県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島
09:00～ 以下ご参照
県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
17:00
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県、沖縄県

〇国土交通省（本省運航安全課）、東京航空局、大阪航空局の執務時間外（平日09:00～17:00以外）の場合には、以下の空港事務所（※）までご連絡下さい。
※飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所までご連絡願います。当該空港事務所が執務時間外の場合は、その空港事務所における執務時間外の連絡先まで
ご連絡願います。

官 署

住所・連絡先

〒007-0880
北海道札幌市東区丘珠町

航空管制運航情報官

丘珠空港事務所
☎：011-781-4162
FAX：011-781-4186
e-mail：cab-okadamajouhou@mlit.go.jp

〒066-8504
北海道千歳市美々新千歳空港内
新千歳空港事務所
（24時間対応）

平 日 ☎：0123-23-4195
土日祝日☎：0123-23-4102
共 通

航空管制運航情報官

FAX：0123-22-7141
FAX：0123-22-7142

e-mail：cab-rjcckyoninka@mlit.go.jp

〒098-6643
北海道稚内市大字声問村字声問6744

管轄区域

北海道のうち札幌市、江別市、石狩市、北広島市及び石狩振興
局管内

北海道のうち小樽市、旭川市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、留
萌市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、士別市、名寄市、三
笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、
登別市、恵庭市、伊達市、後志総合振興局管内、空知総合振興
局管内、上川総合振興局管内、留萌振興局管内、胆振総合振
興局管内及び日高振興局管内

執務時間外の連絡先
執務時間 （24時間運用されている最寄り
の空港事務所）

7:30-20:30 新千歳空港事務所

24時間

航空管制運航情報官

稚内空港事務所

北海道のうち稚内市及び宗谷総合振興局管内

8:30-18:30 新千歳空港事務所

北海道のうち函館市、渡島総合振興局管内及び檜山振興局管
内

7:30-20:30 新千歳空港事務所

北海道のうち釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、根室
市、オホーツク総合振興局管内、十勝総合振興局管内、釧路総
合振興局管内及び根室振興局管内

8:00-21:00 新千歳空港事務所

青森県

8:30-20:00 仙台空港事務所

☎：0162-27-2740
FAX：0162-27-2730
e-mail：cab-wkj@ml.mlit.go.jp

〒042-0952
北海道函館市高松町511

航空管制運航情報官

函館空港事務所
☎：0138-57-1738
FAX：0138-57-8141
e-mail：cab-rjchunjou@mlit.go.jp
〒084-0926
北海道釧路市鶴丘2-260

航空管制運航情報官

釧路空港事務所
☎：0154-57-6284
FAX：0154-57-7820
e-mail：cab-rjckunjou6284@mlit.go.jp
〒033-0022
青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-197

航空管制運航情報官

三沢空港事務所
☎：0176-53-2463
FAX：0176-52-6348
e-mail：cab-misawaunjo@mlit.go.jp

仙台空港事務所
（24時間対応）

〒989-2401
宮城県名取市下増田字南原

航空管制運航情報官
岩手県、宮城県、秋田県、福島県

☎：022-383-1301
FAX：022-383-1861
e-mail：cab-sendaijouhou@mlit.go.jp

24時間

官 署

住所・連絡先

〒282-8602
千葉県成田市古込字込前133
成田空港事務所
（24時間対応）

東京空港事務所
（24時間対応）

千葉県

24時間

栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、
静岡県、茨城県

24時間

航空管制運航情報官

【平日9時～17時】
☎：03-5757-3022
FAX：03-5756-1521
e-mail：cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp
【夜間・休日】※緊急の飛行に限る
☎：03-5756-1531
FAX：03-5756-1528
e-mail：cab-hnd-jouhou@mlit.go.jp

〒950-0001
新潟県新潟市松浜町2350-4

執務時間外の連絡先
執務時間 （24時間運用されている最寄り
の空港事務所）

航空管制運航情報官

【平日9時～17時】
☎：0476-32-1048 FAX：0476-32-6421
e-mail:cab-rjaa-kyoninka@mlit.go.jp
【夜間・休日】※緊急の飛行に限る
☎：0476-32-6410 FAX：0476-32-6421
e-mail：cab-rjaa-fltops@mlit.go.jp
〒144-0041
東京都大田区羽田空港3-3-1

管轄区域

航空管制運航情報官

新潟空港事務所

山形県、新潟県

7:30-21:30 仙台空港事務所

富山県、石川県、福井県

07:30-21:30 中部空港事務所

☎：025-273-5093
FAX：025-271-9769
e-mail：cab-niijouhou01@mlit.go.jp

〒923-0993
石川県小松市浮柳町ヨ21

航空管制運航情報官

小松空港事務所
☎：0761-24-0829
FAX：0761-24-3632
e-mail：cab-komatsuunjo@mlit.go.jp

中部空港事務所
（24時間対応）

〒478-0881
愛知県常滑市セントレア1-1

航空管制運航情報官
岐阜県、愛知県、三重県

24時間

滋賀県、京都府、大阪府（八尾空港事務所及び関西空港事務所
の管轄に属する区域を除く。）、兵庫県、岡山県

24時間

☎：0569-38-2158
FAX：0569-38-2161
e-mail：cab-chubu-jyouhou@mlit.go.jp

〒560-0036
大阪府豊中市蛍池西町3-371 管制保安部航空管制運航情報官
大阪空港事務所
（24時間対応）

☎：06-6843-1127(平日9:00-12:00 13:00-17:00)
06-6843-1124（夜間・休日）
FAX：06-6843-1513
e-mail：cab-itm_info132@mlit.go.jp

〒581-0043
大阪府八尾市空港2-12

航空管制運航情報官

八尾空港事務所
☎：072-922-9021
FAX：072-924-5741
e-mail：cab-yaojouhou@mlit.go.jp

〒549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1 航空管制運航情報官
関西空港事務所
（24時間対応）

☎：072-455-1330(平日9時～17時）
072-455-1334（上記以外）
e-mail：cab-kixjouhou@mlit.go.jp
〒684-0055
鳥取県境港市佐斐神町2064

FAX：072-455-1354

大阪府のうち八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原
市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、大阪狭山市及び南河内
郡、奈良県

大阪府のうち堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、
和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡及び泉南郡、和歌山
県、徳島県、香川県

8：00-19：30 大阪空港事務所

24時間

航空管制運航情報官

美保空港事務所

鳥取県 島根県

7：00-22：00 大阪空港事務所

広島県

07:30-22:30 福岡空港事務所

山口県（北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。）

07:30-22:30 福岡空港事務所

愛媛県

07:30-21:30 福岡空港事務所

高知県

07:00-21:00 福岡空港事務所

☎：0859-45-6114
FAX：0859-47-2050
e-mail：cab-miho-ops@mlit.go.jp

〒729-0416
広島県三原市本郷町善入寺64-34 航空管制運航情報官
広島空港事務所
☎：0848-86-8654
FAX：0848-86-8658
e-mail：cab-unjou-z46hh@mlit.go.jp

〒740-0024
山口県岩国市旭町3-15-2

航空管制運航情報官

岩国空港事務所
☎：0827-24-8224
FAX：0827-24-8226
e-mail：cab-iwakuni-ops@mlit.go.jp
〒791-8042
愛媛県松山市南吉田町

航空管制運航情報官

松山空港事務所
☎：089-972-0393
FAX：089-974-8185
e-mail：cab-rjom-unjyo@mlit.go.jp

〒783-0093
高知県南国市物部

航空管制運航情報官

高知空港事務所
☎：088-863-2620
FAX：088-863-2956
e-mail：cab-kochijouhou@mlit.go.jp

官 署

住所・連絡先

〒812-0005
福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295
福岡空港事務所
（24時間対応）

執務時間外の連絡先
執務時間 （24時間運用されている最寄り
の空港事務所）

航空管制運航情報官

（平日9:00～17:00）
☎：092-629-4012 FAX：092-622-8984
（土日祝日、年末年始）
☎：092-622-6529 FAX：092-621-2286
e-mail：cab-fukuokajohokan@mlit.go.jp

〒800-0306
福岡県北九州市小倉南区空港北町6 航空管制運航情報官
北九州空港事務所
☎：093-473-1089
FAX：093-473-9417
e-mail：cab-kitakyushu-unjo@mlit.go.jp

〒856-0816
長崎県大村市箕島町593-2

管轄区域

福岡県（北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。）、佐賀
県、長崎県のうち対馬市及び壱岐市

24時間

山口県のうち下関市、宇部市、長門市、美弥市及び山陽小野田
市、福岡県のうち北九州市、行橋市、豊前市、京都郡及び築上
郡

24時間

航空管制運航情報官

長崎空港事務所

長崎県（福岡空港事務所の管轄に属する区域を除く。）

07:00-22:00 福岡空港事務所

熊本県

07:30-21:30 鹿児島空港事務所

大分県

07:30-22:30 福岡空港事務所

宮崎県

07:30-21:30 鹿児島空港事務所

☎：0957-53-6901
FAX：0957-54-4539
e-mail：cab-johok33fx@mlit.go.jp
〒861-2204
熊本県上益城郡益城町大字小谷

航空管制運航情報官

熊本空港事務所
☎：096-232-2854
FAX：096-289-9200
e-mail：cab-kmj-jyouhou@mlit.go.jp
〒873-0421
大分県国東市武蔵町糸原大海田

航空管制運航情報官

大分空港事務所
☎：0978-67-3773
FAX：0978-67-3781
e-mail：cab-oitajoho3773@mlit.go.jp
〒880-0912
宮崎県宮崎市大字赤江無番地

航空管制運航情報官

宮崎空港事務所
☎：0985-51-2184
FAX：0985-51-2408
e-mail：cab-miyaunjyou@mlit.go.jp

鹿児島空港事務所
（24時間対応）

那覇空港事務所
（24時間対応）

〒899-6492
鹿児島県霧島市溝辺町麓838

航空管制運航情報官
鹿児島県

24時間

沖縄県

24時間

☎：0995-58-4461
FAX：0995-58-4477
e-mail:：cab-koj-fsc-houkoku@mlit.go.jp
〒901-0143
沖縄県那覇市安次嶺531-3

航空管制運航情報官

☎：098-857-1107
FAX：098-858-3002
e-mail：cab-nahafsc-u46ri@mlit.go.jp

