
地表又は水面から150ｍ以上の空域での飛行（航空法関係）

〇「地上等から150ｍ以上の高さの空域を管轄する管制機関」の照会方法

航空機は、離陸又は着陸を行う場合、また業務上の理由により国土交通大臣の許可を受けて飛行を行う場合を除き、
150ｍ以上の高度で飛行することとされております。 航空機の安全を確保するため、航空法において150m以上の高
度における無人航空機の飛行は原則禁止されています。

地表等から150m以上の高さの空域で飛行させる必要がある場合は、「地上等から150ｍ以上の高さの空域を管轄
する管制機関」に対し事前調整を行い、支障の有無を確認のうえ、飛行申請を提出してください。

※空域を管轄する管制機関から了解を得ただけでは、航空法に基づく飛行の許可を受けたことにはなりませんので、
ご注意ください。
なお、管制機関に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意ください。

上記３点いずれのエリアにも該当しない場合

☞ 下記ページを参照頂き、該当する管制機関宛てにメールでご調整をお願いします。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#other

空港等周辺のエリアに該当しているか？

☞ 本書p.2「空港等周辺の空域での飛行（航空法関係）」を参照し、ご調整をお願いします。

進入管制区のエリア内に該当しているか？

☞ 「進入管制区」に該当するエリアは下記ページよりご確認頂けます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#sinnyuukanseiku

☞ 進入管制区に該当する場合は、各進入管制区を所管する空港管制機関の連絡先を下記より
ご確認のうえ、ご調整をお願いします。
本書p.3「空港等設置管理者、空港管制機関の連絡先」

民間訓練試験空域（訓練空域）のエリア内に該当しているか？

民間訓練試験空域とは、航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行
に係る安全確保を目的とした空域です。民間訓練試験空域を管理する航空交通管理センターでは、
航空機の安全を確保するため、必要な条件を付した上で飛行について了解を行うことがあります。

☞ 「民間訓練試験空域」に該当するエリア、及び航空交通管理センターとの調整方法は下記より
ご確認頂けます。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#kunrenkuuiki

① DIPS申請画面から「飛行の経路図」を作成する。
管制機関への事前調整のためのMAP取得方法は こちら

② 国土地理院地図等から、飛行させる空域の「最高海抜高度」を確認する。
※海抜からの高度（標高+地表からの高度）
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https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#other
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#sinnyuukanseiku
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#kunrenkuuiki
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001427373.pdf


空港等周辺の空域での飛行（航空法関係）

空港等周辺には、航空機が安全に離着陸するための進入表面等の空域（制限表面）が設定されています。
航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
制限表面の概要は こちら

飛行させようとするエリアが空港等の周辺の空域に該当するかどうかの確認方法については、国土地理院ホームページにおいても
確認が可能です。
☞ 地理院地図「空港等の周辺の空域（航空局）

飛行させようとするエリアが空港等の周辺の空域に該当する場合は、エリアごとに飛行させることが可能な高さが異なりますので、
該当する空港等の管理者に対し、「制限高さ（飛行可能な高さ）」を確認してください。（次頁エリアごとの連絡先を参照）

▷飛行高度が空港等の設定する制限高さを超えない場合
➡ 飛行許可手続きは不要（ただし、一部の空港については飛行許可申請が必要な空域あり（以下参照））

▷業務都合によりやむを得ず、空港等が設定する制限高さを超える飛行を行う場合
➡ 空港等の管理者の了解を得たうえで、飛行許可申請を行ってください。

（参考）「制限高さ」>「土地の標高」+「飛行高度」
※空港等の制限高さを超えないよう飛行高度を設定してください。

なお、上述に示す制限表面の高さを超える場合に加え、令和元年9月18日から、一部の空港（新千歳空港、成田国際空港、東
京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港）では、進入表面若しくは転移表面の下
限の空域、空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域（紫色部分で示すエリア）となっております。

https://www.mlit.go.jp/common/001109751.pdf
https://maps.gsi.go.jp/#8/35.556250/139.731674/&base=std&ls=std%7Cdid2020%7Ckokuarea&blend=0&disp=111&lcd=kokuarea&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m


空港等設置管理者、空港管制機関の連絡先

〇空港等設置管理者、空港管制機関の連絡先

各空港等の所在する地域ごとに、空港等設置管理者や空港管制機関の連絡先を以下にお知らせしますので、各地域
のリンクからご確認下さい。

※ここに掲載がない航空機が離着陸している場所（米軍設置飛行場やヘリコプターの臨時離発着場等）は航空法で
定める空港等の周辺に該当しませんのが、当該場所で離着陸する航空機の運航に影響がないよう、必要に応じて
当該場所の管理者や航空機の運航者とあらかじめ調整するなど配慮をお願いします。

○ 北海道

○ 東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

○ 関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）

○ 中部（新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県）

○ 近畿（三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

○ 中国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）

○ 四国（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

○ 九州（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

重要施設周辺の空域での飛行（小型無人機等飛行禁止法関係）

その他、小型無人機等飛行禁止法の対象空港（新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関
西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港）の周辺地域で、ドローンを含む小型無人機等を飛行させる場
合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報等が別途必要です。

小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無
人機等の飛行が禁止されています。航空法に基づく手続きとは異なりますのでご注意ください。

☞ 小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定（８空港）

☞ 警察庁ホームページ（小型無人機等飛行禁止法関係）

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html


〇北海道 【R5.4.5時点版】

【北海道】

空港等名称

新千歳空港
管制圏、特別管制区

旭川空港
管制圏　

稚内空港
情報圏　

釧路空港
管制圏　

帯広空港
管制圏　

函館空港
管制圏　

利尻空港
情報圏　

礼文空港

奥尻空港

中標津空港
情報圏　

紋別空港
情報圏　

女満別空港
管制圏　

鹿部飛行場

旭川飛行場
管制圏　

千歳飛行場
管制圏　

札幌飛行場
管制圏　

十勝飛行場
管制圏　

ニセコヘリポート

豊富ヘリポート

北海道警察ヘリポート

設置管理者：北海道エアポート株式会社帯広空港事業所　TEL：0155-64-5320

管制機関：東京航空局帯広空港出張所　TEL：0155-64-4707

連絡先

設置管理者：北海道エアポート株式会社新千歳空港事業所　TEL：0123-46-2970

管制機関：

設置管理者：北海道エアポート株式会社旭川空港事業所　TEL：0166-83-2200

管制機関：東京航空局旭川空港出張所　TEL：0166-83-2541

設置管理者：北海道エアポート株式会社稚内空港事業所　TEL：0162-26-2080

管制機関：東京航空局稚内空港事務所　TEL：0162-27-2727

設置管理者：北海道エアポート株式会社釧路空港事業所　TEL：0154-57-8880

管制機関：東京航空局釧路空港事務所　TEL：0154-57-6281

設置管理者：ニセコ町役場 建設課 管理係　TEL：0136-44-2121

設置管理者：豊富町役場　TEL：0162-82-1001

設置管理者：北海道警察本部 警備部警備課災害係　TEL：011-251-0110

陸上自衛隊 旭川駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：北海道エアポート株式会社函館空港事業所　TEL：0138-57-1620

管制機関：東京航空局函館空港事務所　TEL：0138-57-1737

設置管理者：北海道利尻空港管理事務所　TEL：0163-82-1269

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：北海道礼文空港管理事務所　TEL：0163-87-2005

設置管理者：北海道奥尻空港管理事務所　TEL：01397-3-2153

航空自衛隊 千歳基地にお問い合わせください。

設置管理者：北海道中標津空港管理事務所　TEL：0153-72-2043

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：北海道オホーツク紋別空港管理事務所　TEL：0158-24-1336

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

陸上自衛隊 丘珠駐屯地にお問い合わせください。

陸上自衛隊 帯広駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：北海道エアポート株式会社女満別空港事業所　TEL：0152-74-2222

管制機関：東京航空局女満別空港出張所　TEL：0152-74-2673

設置管理者：朝日航空株式会社　TEL：0137-27-3388
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〇東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 【R5.4.5時点版】

【青森県】

空港等名称

青森空港
管制圏

八戸飛行場
管制圏

大湊飛行場
管制圏

三沢飛行場
管制圏、特別管制区

青森県庁ヘリポート

【岩手県】

花巻空港
情報圏　

岩手県警察盛岡ヘリポート

【宮城県】

仙台空港

管制圏、特別管制区

霞目飛行場
管制圏

松島飛行場
管制圏

宮城県庁ヘリポート

仙台合同庁舎

東北地方整備局ヘリポート

【秋田県】

秋田空港
管制圏

大館能代空港
情報圏　

【山形県】

山形空港
情報圏　

庄内空港
情報圏　

米沢ヘリポート

【福島県】

福島空港
情報圏　

福島県警察ヘリポート

連絡先

設置管理者：青森県青森空港管理事務所　TEL：017-739-2121

管制機関：東京航空局青森空港出張所　TEL：017-739-2240

設置管理者：青森県庁総務部防災消防課　TEL：017-734-9097

海上自衛隊 八戸航空基地にお問い合わせください。

海上自衛隊 大湊基地にお問い合わせください。

航空自衛隊 三沢基地にお問い合わせください。

設置管理者：岩手県花巻空港事務所　TEL：0198-26-2016

管制機関：東京航空局花巻空港出張所　TEL：0198-26-2015

設置管理者：盛岡東警察署　TEL：019-606-0110

設置管理者：仙台国際空港株式会社窓口　空港運用部飛行場運用グループ

　　　　　　TEL：022-382-4057

管制機関：東京航空局仙台空港事務所　email：cab-rjsskansei@mlit.go.jp

設置管理者：宮城県総務部管財課庁舎班　TEL：022-211-2354

設置管理者：東北地方整備局企画部防災課　TEL：022-225-2171

陸上自衛隊 霞目駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：福島県福島空港事務所　TEL：0247-57-1111

管制機関：東京航空局福島空港出張所　TEL：0247-57-1101

設置管理者：福島県警察航空隊　TEL：024-593-2257

航空自衛隊 松島基地にお問い合わせください。

設置管理者：秋田県秋田空港管理事務所　TEL：018-886-3362

管制機関：東京航空局秋田空港・航空路監視レーダー事務所　TEL：018-886-3161

設置管理者：秋田県大館能代空港管理事務所　TEL：0186-63-1001

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：山形県山形空港事務所　TEL：0237-48-1313

管制機関：東京航空局山形空港出張所　TEL：0237-48-1118

設置管理者：山形県庄内空港事務所　TEL：0234-92-4123

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：山形県置賜総合支庁建設部建設総務課　TEL：0238-26-6099
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〇関東（茨木県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 【R5.4.5時点版】

【茨城県】

空港等名称

竜ケ崎飛行場

百里飛行場
管制圏

霞ヶ浦飛行場
管制圏

つくばヘリポート

茨城県庁ヘリポート

前山下妻ヘリポート

【栃木県】

宇都宮飛行場
管制圏

栃木ヘリポート

みかもヘリポート

【群馬県】

相馬原飛行場
管制圏

群馬ヘリポート

高崎ヘリポート

群馬県警察ヘリポート

プラスヘリポート

【埼玉県】

入間飛行場
管制圏

ホンダエアポート

さいたま広域防災

拠点ヘリポート

朝日川越ヘリポート

陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯地にお問い合わせください。

陸上自衛隊 北宇都宮駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：栃木ヘリポート　TEL：028-677-4545

設置管理者：みかもヘリポート　TEL：0283-22-8151

連絡先

設置管理者：新中央航空株式会社　TEL：0297-62-1271

設置管理者：茨城県空港対策課　TEL：029-301-2768

設置管理者：茨城県生活環境部防災危機管理局消防安全課　TEL：029-301-2873

設置管理者：前山倉庫(株)　TEL：0297-36-8003

航空自衛隊 百里基地にお問い合わせください。

航空自衛隊 入間基地にお問い合わせください。

設置管理者：本田航空株式会社　TEL：049-299-1111

設置管理者：国土交通省 関東地方整備局 企画部 防災課　TEL：048-601-3151

設置管理者：朝日航洋株式会社 川越メンテナンスセンター 業務部

　　　　　　TEL：049-231-5111

陸上自衛隊 相馬原駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：群馬県県土整備部交通政策課地域交通係　TEL：027-226-2381

設置管理者：高崎市役所財務部管財課　TEL：027-321-1215

設置管理者：群馬県警察航空隊 　TEL：027-243-0110

設置管理者：プラス株式会社 人事総務部　TEL：03-5860-7058
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〇関東（茨木県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 【R5.4.5時点版】

【千葉県】

成田国際空港

管制圏、特別管制区　

木更津飛行場
管制圏

下総飛行場
管制圏

館山飛行場
管制圏

千葉市消防局ヘリポート

浦安ヘリポート

美樹ヘリポート

千葉西総合病院

【東京都】

東京国際空港

管制圏、特別管制区　

大島空港
情報圏　

新島空港
情報圏　

神津島空港
情報圏　

三宅島空港
情報圏　

八丈島空港
情報圏　

調布飛行場

立川飛行場
管制圏　

硫黄島飛行場
管制圏　

東京都東京ヘリポート

警視庁本部屋上ヘリポート

中央合同庁舎

第2号館ヘリポート

東京朝日ヘリポート

アークヒルズヘリポート

芝浦ヘリポート

設置管理者：成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンター

　　　　　　TEL：0476-34-4650

管制機関：東京航空局成田空港事務所　email : cab-cchousei-z46ww@mlit.go.jp

設置管理者：千葉市消防局警防部航空課　TEL：043-292-9186

設置管理者：エクセル航空株式会社　TEL：047-380-1111

設置管理者：美樹観光株式会社　TEL：043-294-9450

設置管理者：社会医療法人 木下会 千葉西総合病院　TEL：047-384-8111

設置管理者：東京都東京ヘリポート管理事務所　TEL：03-3521-5955

設置管理者：東京航空局東京空港事務所

　　　　　　連絡先等資料 ☞ https://www.mlit.go.jp/common/001222891.pdf

管制機関：東京航空局東京空港事務所　TEL：050-3198-2865

陸上自衛隊 木更津駐屯地にお問い合わせください。

海上自衛隊 下総航空基地にお問い合わせください。

海上自衛隊 舘山航空基地にお問い合わせください。

設置管理者：東京都大島空港管理事務所　TEL：04992-2-1400

管制機関：東京航空局大島空港出張所　TEL：04992-2-4003

設置管理者：東京都新島空港管理事務所　TEL：04992-5-1267

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：東京都神津島空港管理事務所　TEL：04992-8-1311

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：東京都三宅島空港管理事務所　TEL：04994-6-0203

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：東京都八丈島空港管理事務所　TEL：04996-2-0163

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：東京都調布飛行場管理事務所　TEL：0422-34-4840

海上自衛隊 硫黄島航空基地にお問い合わせください。

航空自衛隊 硫黄島航空基地にお問い合わせください。

陸上自衛隊 立川駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：警視庁航空隊　TEL：03-3581-4321

設置管理者：総務省大臣官房会計課庁舎管理室　TEL：03-5253-5147

設置管理者：朝日新聞社航空部　TEL：03-3545-0131

設置管理者：森ビルシティエアサービス株式会社　TEL：03-3568-2474

設置管理者：東京倉庫運輸(株)　TEL：03-3453-8261
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〇関東（茨木県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 【R5.4.5時点版】

【神奈川県】

厚木飛行場
管制圏　

神奈川県警察ヘリポート

横浜ヘリポート

海上自衛隊 厚木航空基地にお問い合わせください。

設置管理者：神奈川県警察本部 地域総務課 航空隊　TEL：045-782-6658

設置管理者：横浜市消防局横浜ヘリポート　TEL：045-784-0119
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〇中部（新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県） 【R5.4.5時点版】

【新潟県】

空港等名称

新潟空港
管制圏

佐渡空港

【富山県】

富山空港
管制圏

富山県立中央病院ヘリポート

富山市民病院ヘリポート

砺波総合病院ヘリポート

高岡市民病院屋上ヘリポート

【石川県】

能登空港
情報圏　

小松飛行場
管制圏

石川県警察ヘリポート

【福井県】

福井空港
情報圏　

若狭ヘリポート

福井県立病院ヘリポート

【山梨県】

山梨県警察ヘリポート

日本航空学園双葉ヘリポート

山梨県立中央病院

【長野県】

松本空港
情報圏　

佐久総合病院佐久

医療センターヘリポート

設置管理者：砺波総合病院管財課　TEL：0763-32-3320

設置管理者：高岡市民病院　TEL：0766-23-0204

設置管理者：石川県能登空港管理事務所　TEL：0768-26-2100

管制機関：大阪航空局大阪空港事務所 TEL：06-6843-1127

航空自衛隊 小松基地にお問い合わせください。

連絡先

設置管理者：東京航空局新潟空港事務所　TEL：025-273-4567

管制機関：東京航空局新潟空港事務所　TEL：025-273-5093

設置管理者：東京航空局新潟空港事務所　TEL：025-273-5093

設置管理者：富山県富山空港管理事務所　TEL：076-495-3055

管制機関：大阪航空局富山空港出張所　TEL：076-495-3088

設置管理者：JA長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター事務

　　　　　　TEL：0267-62-8181

設置管理者：富山県立中央病院経営管理課　TEL：076-491-7115

設置管理者：福井県福井空港事務所　TEL：0776-51-4066

管制機関：大阪航空局大阪空港事務所　TEL：06-6843-1127

設置管理者：福井県嶺南振興局小浜土木事務所 管理用地課　TEL：0770-56-2101

設置管理者：福井県立病院 経営管理課 利用環境サービス室　TEL：0776-57-2944

設置管理者：山梨県警察本部生活安全部地域課　TEL：055-221-0110

設置管理者：地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 企画経理課

　　　　　　 施設管理担当　TEL：055-253-7111

設置管理者：石川県警察航空隊　TEL：076-238-9444

設置管理者：本航空学園飛行場管理事務所　TEL：0551-28-5075

設置管理者：長野県松本空港管理事務所　TEL：0263-58-2517

管制機関：東京航空局新千歳空港事務所　TEL：0123-23-4195

設置管理者：富山市立富山市民病院経営管理課　TEL：076-422-1112
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〇中部（新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県） 【R5.4.5時点版】

【岐阜県】

岐阜飛行場
管制圏

岐阜県立多治見

病院ヘリポート

岐阜県警察ヘリポート

岐阜県総合医療

センターヘリポート

大垣市民病院ヘリポート

中濃厚生病院ヘリポート

【静岡県】

静岡空港
情報圏　

浜松飛行場
管制圏

静浜飛行場
管制圏

静岡ヘリポート

浜松市消防ヘリポート

ＳＢＳ沼津ヘリポート

ＳＢＳ静岡ヘリポート

【愛知県】

中部国際空港

管制圏、特別管制区

名古屋飛行場
管制圏、特別管制区

愛知県警察ヘリポート

トヨタ名駅ヘリポート

アルペン丸の内ヘリポート 設置管理者：株式会社アルペン 総務部 ヘリポート担当者　TEL：052-559-0120

設置管理者：中部国際空港株式会社 運用本部運用管理部 飛行場運用グループ

　　　　　　TEL：0569-38-7555

管制機関：大阪航空局中部空港事務所　TEL：0569-38-2185

設置管理者：愛知県振興部航空対策課 名古屋空港事務所　TEL：0568-29-1604

設置管理者：愛知県警察本部 地域部 地域総務課 指導第一係　TEL：052-951-1611

設置管理者：トヨタ自動車（株）総務部総括室庶務G　TEL：0565-23-1153,1302

設置管理者：株式会社静岡新聞社 東部総局 業務部　TEL：055-962-6520

設置管理者：株式会社静岡新聞社 総務局 総務センター　TEL：054-284-8905

航空自衛隊 浜松基地にお問い合わせください。

航空自衛隊 静浜基地にお問い合わせください。

航空自衛隊 岐阜基地にお問い合わせください。

設置管理者：静岡県静岡空港管理事務所　TEL：0548-29-2205

管制機関：東京航空局静岡空港出張所　TEL：0548-29-2300

設置管理者：静岡市役所 都市局 都市計画部 交通政策課　TEL：054-221-1412

設置管理者：浜松市消防局 警防課 消防航空隊　TEL：053-428-9119

設置管理者：地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 事務局総務課管財担当

　　　　　　TEL：0572-22-5311（内線2215）

設置管理者：岐阜県警察本部 総務室 装備施設課 庁舎管理係

　　　　　　TEL：058-271-2424(内線2293、2294、2295)

設置管理者：岐阜県立総合医療センター総務課管財担当

　　　　　　TEL：058-246-1111(内線5530)

設置管理者：大垣市民病院 事務局 施設課TEL： 0584-81-3341（内線6152、

6153）

設置管理者：岐阜県厚生農業協同組合連合会 中濃厚生病院 管理課

　　　　　　TEL：0575-22-2211
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〇近畿（三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 【R5.4.5時点版】

【三重県】

空港等名称

明野飛行場
管制圏

津市伊勢湾ヘリポート

三重県警察ヘリポート

三重県立総合医療

センターヘリポート

三重県志摩病院ヘリポート

【滋賀県】

滋賀県警察本部ヘリポート

滋賀県警察ヘリポート

大阪航空日野ヘリポート

【京都府】

舞鶴飛行場
管制圏

京都府警察ヘリポート

京都府ヘリポート

京都消防ヘリポート

【大阪府】

関西国際空港

管制圏、特別管制区

八尾空港
管制圏

大阪ヘリポート

大阪府警察本部ヘリポート

NHK大阪ヘリポート

連絡先

陸上自衛隊 明野駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：津市伊勢湾ヘリポート　TEL：059-235-1665

設置管理者：滋賀県警察本部生活安全部地域課企画係　TEL：077-522-1231

設置管理者：三重県警察本部 生活安全部 地域課 警察航空隊　TEL：059-235-3147

設置管理者：地方独立行政法人三重県立総合医療センター 施設課

　　　　　　TEL：059-345-2321(内線2604)

設置管理者：三重県立志摩病院 事務部　TEL：0599-43-0501

設置管理者：滋賀県警察本部機動警察隊航空隊　TEL：0748-53-1301

設置管理者：大阪航空（株）滋賀事業所　TEL：072-991-2900

海上自衛隊 舞鶴航空基地にお問い合わせください。

設置管理者：京都府警察本部総務部会計課　TEL：075-451-9111(内線2273)

設置管理者：京都府警察航空隊　TEL：075-344-9111

設置管理者：京都市消防局　TEL：075-621-1834

設置管理者：大阪府警察本部地域総務課企画第二係

　　　　　　TEL：06-6943-1234(内線35421)

設置管理者：ＮＨＫ大阪放送局報道部　TEL：06-6941-0431

設置管理者：関西エアポート株式会社 関西空港運用部 KIXオペレーションセンター

　　　　　　TEL：072-455-2221

管制機関：大阪航空局関西空港事務所　TEL：0724-55-1330

設置管理者：大阪航空局八尾空港事務所　TEL：072-992-0031

管制機関：大阪航空局八尾空港事務所　TEL：0729-22-9021

設置管理者：小川航空株式会社　運航部　TEL：06-4804-1333
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〇近畿（三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 【R5.4.5時点版】

【兵庫県】

大阪国際空港

管制圏、特別管制区

神戸空港
管制圏、特別管制区

但馬飛行場

兵庫県庁ヘリポート

兵庫県警察ヘリポート

兵庫県立災害医療

センターヘリポート

ＮＴＴ神戸中央ビルヘリポート

三木防災ヘリポート

明石川崎ヘリポート

【奈良県】

奈良県ヘリポート

【和歌山県】

南紀白浜空港
情報圏

和歌山県立医科大学

附属病院ヘリポート

島精機ヘリポート

小倉Ｃ・Ｃヘリポート

設置管理者：関西エアポート株式会社 伊丹空港運用部 ITAMIオペレーションセンター

TEL：06-4865-9601、HP：http://www.kansai-airports.co.jp/itm_seigen/index.html

管制機関：大阪航空局大阪空港事務所　TEL：06-6843-1293

設置管理者：神戸市港湾局空港調整課　TEL：078-595-6272

管制機関：大阪航空局神戸空港出張所　TEL：078-304-3802

設置管理者：但馬空港ターミナル（株）　TEL：0796-26-1500

設置管理者：小倉カントリー倶楽部　TEL：073-477-3339

設置管理者：兵庫県災害医療センター 総務課　TEL：078-241-3131

設置管理者：株式会社ＮＴＴビジネスアソシエ西日本 関西支店兵庫事業所

　　　　　　TEL：078-326-6509

設置管理者：奈良県ヘリポート管理事務所　TEL：0742-81-0501

設置管理者：川崎重工業株式会社 明石工場事務所 総務部　TEL：078-921-8590

設置管理者：兵庫県企画県民部災害対策局災害対策課　TEL：078-362-9988

設置管理者：兵庫県警察本部地域部地域企画課　TEL：078-341-7441

設置管理者：兵庫県広域防災センター　TEL：0794-87-2920

設置管理者：島精機製作所 総務人事部　TEL：073-471-0511

設置管理者：株式会社 南紀白浜エアポート　TEL：0739-42-2348

管制機関：大阪航空局南紀白浜空港出張所　TEL：0739-42-3827

設置管理者：公立大学法人和歌山県立医科大学 事務局施設管理課

　　　　　　TEL：073-441-0761
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〇中国（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県） 【R5.4.5時点版】

【鳥取県】

空港等名称

鳥取空港
情報圏　

美保飛行場
管制圏

【島根県】

隠岐空港
情報圏　

出雲空港
情報圏　

石見空港
情報圏　

島根県立中央病院ヘリポート

【岡山県】

岡山空港
管制圏

岡南飛行場

岡山県庁ヘリポート

【広島県】

広島空港
管制圏

広島ヘリポート

ＮＨＫ広島ヘリポート

【山口県】

山口宇部空港
情報圏　

岩国飛行場

防府飛行場
管制圏

小月飛行場
管制圏

周南ヘリポート 設置管理者：福谷産業株式会社 　TEL：0834-21-1408

設置管理者：広島国際空港株式会社　TEL：080-6476-3433

管制機関：大阪航空局広島空港事務所　TEL：0848-86-8653

設置管理者：広島県土木建築局空港振興課空港環境整備グループ

　　　　　　TEL：082-513-4014

設置管理者：ＮＨＫ広島放送局企画総務部　TEL：082-504-5111

設置管理者：島根県隠岐支庁県土整備局隠岐空港管理所　TEL：08512-2-0703

管制機関：大阪航空局大阪空港事務所　TEL：06-6843-1127

設置管理者：島根県出雲空港管理事務所　TEL：0853-72-0224

管制機関：大阪航空局出雲空港出張所　TEL：0853-72-0129

設置管理者：島根県益田県土整備事務所石見空港管理所　TEL：0856-24-0003

管制機関：大阪航空局大阪空港事務所　TEL：06-6843-1127

設置管理者：岡山県岡山空港管理事務所　TEL：086-294-5550

管制機関：大阪航空局岡山空港出張所　TEL：086-294-2326

設置管理者：岡山県岡南飛行場管理事務所　TEL：086-262-0954

設置管理者：岡山県総務部財産活用課　TEL：086-226-7234

設置管理者：島根県立中央病院 事務局 施設管理課　TEL：0853-30-6435

設置管理者：山口県山口宇部空港事務所　TEL：0836-21-5841

管制機関：大阪航空局山口宇部空港出張所　TEL：0836-21-9860

海上自衛隊 岩国航空基地にお問い合わせください。

航空自衛隊 防府北基地にお問い合わせください。

海上自衛隊 小月航空基地にお問い合わせください。

連絡先

設置管理者：鳥取県鳥取空港管理事務所　TEL：0857-28-1150

管制機関：大阪航空局大阪空港事務所　TEL：06-6843-1127

航空自衛隊 美保基地にお問い合わせください。
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〇四国（徳島県、香川県、愛媛県、高知県） 【R5.4.5時点版】

【徳島県】

空港等名称

徳島県警察ヘリポート

小松島飛行場
管制圏　

徳島飛行場
管制圏　

【香川】

高松空港

管制圏、特別管制区

【愛媛県】

松山空港
管制圏　

【高知県】

高知空港

管制圏　

高知県警察本部ヘリポート

高知医療センターヘリポート 設置管理者：高知医療センター 事務局業務課　TEL：088-837-6735

設置管理者：大阪航空局松山空港事務所　TEL：089-972-0319

管制機関：大阪航空局松山空港事務所　TEL：0899-72-0393

設置管理者：大阪航空局高知空港事務所　TEL：088-863-2621

管制機関：大阪航空局高知空港事務所

　　　　　TEL：088-863-2621　e-mail:cab-kochikansei@mlit.go.jp

設置管理者：高知県警察本部警務部装備施設課　TEL：088-826-0110

連絡先

設置管理者：徳島県警察本部 拠点整備課管財係　TEL：088-622-3101

海上自衛隊 小松島航空基地にお問い合わせください。

設置管理者：高松空港株式会社　TEL：087-879-6771

管制機関（管制圏）：大阪航空局高松空港事務所　TEL：087-879-6770

管制機関（特別管制区）：大阪航空局関西空港事務所　TEL：072-455-1330

海上自衛隊 徳島航空基地にお問い合わせください。
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〇九州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県） 【R5.4.5時点版】

【福岡県】

空港等名称

福岡空港

（奈多地区含む）

管制圏、特別管制区

北九州空港
管制圏

芦屋飛行場
管制圏

築城飛行場
管制圏

ＮＨＫ福岡ヘリポート

福岡県済生会

福岡総合病院ヘリポート

福岡和白病院ヘリポート

九州大学病院ヘリポート

福岡市立こども病院ヘリポート

久留米大学ヘリポート

聖マリア病院ヘリポート

【佐賀県】

佐賀空港
管制圏

目達原飛行場
管制圏

佐賀大学医学部

附属病院ヘリポート

航空自衛隊 芦屋基地にお問い合わせください。

航空自衛隊 築城基地にお問い合わせください。

設置管理者：社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院　TEL：092-608-0001

設置管理者：国立大学法人九州大学 九州大学病院　TEL：092-642-5075

設置管理者：佐賀県佐賀空港事務所　TEL：0952-46-0150

管制機関：大阪航空局佐賀空港出張所　TEL：0952-46-0002

陸上自衛隊 目達原駐屯地にお問い合わせください。

設置管理者：国立大学法人佐賀大学 医学部事務部 総務課　TEL：0952-34-3306

設置管理者：福岡市立こども病院 事務部 医事課　TEL：092-692-3312

設置管理者：久留米大学病院管理課　TEL：0942-31-7602

設置管理者：社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院　TEL：0942-35-3322

連絡先

設置管理者：福岡国際空港株式会社　総務本部　総務・人事部　総務課

　　　　　　TEL：092-623-0501　HP：https://secure.kix-ap.ne.jp/fukuoka-airport/

管制機関：大阪航空局福岡空港事務所

　　　　　　TEL：092-621-2532　e-mail:cab-rjffflt@mlit.go.jp

設置管理者：大阪航空局北九州空港事務所　TEL：093-473-1089

管制機関：大阪航空局北九州空港事務所　TEL：093-473-1089

設置管理者：ＮＨＫ福岡放送局放送部　TEL：092-724-2800

設置管理者：済生会 福岡総合病院　TEL：092-771-8151＞
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〇九州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県） 【R5.4.5時点版】

【長崎県】

長崎空港
管制圏

対馬空港

情報圏

小値賀空港

福江空港

情報圏

上五島空港

壱岐空港

情報圏

大村飛行場
管制圏

宮崎病院ヘリポート

長崎県庁ヘリポート

長崎医療センターヘリポート

【熊本県】

熊本空港
管制圏

天草飛行場

熊本県警察ヘリポート

済生会熊本病院ヘリポート

【大分県】

大分空港

管制圏

大分県央飛行場

大分県庁ヘリポート

【宮崎県】

宮崎空港
管制圏、特別管制区

新田原飛行場
管制圏

設置管理者：小値賀空港管理事務所　TEL：0959-56-4110

設置管理者：長崎県対馬振興局対馬空港管理事務所　TEL：0920-54-2159

管制機関：大阪航空局福岡空港事務所

　　　　　TEL：092-629-4012　e-mail:cab-fukuokatrng@mlit.go.jp

設置管理者：大阪航空局長崎空港事務所　TEL：0957-53-6151

管制機関：大阪航空局長崎空港事務所　TEL：0957-53-6870

設置管理者：上五島空港管理事務所　TEL：0959-42-8844

設置管理者：熊本国際空港株式会社　TEL：096-232-2311

管制機関：大阪航空局熊本空港事務所 TEL：096-232-2853

設置管理者：熊本県天草空港管理事務所　TEL：0969-57-6111

設置管理者：熊本県警察本部　TEL：096-381-0110

設置管理者：済生会 熊本病院 総務室 　TEL：096-351-8000

設置管理者：長崎県壱岐振興局壱岐空港管理事務所　TEL：0920-44-5167

管制機関：大阪航空局福岡空港事務所

　　　　　TEL：092-629-4012　e-mail:fukuokatrng@mlit.go.jp

設置管理者：三佼会 宮崎病院　TEL：0957-25-4800

設置管理者：長崎県庁総務部管財課　TEL：095-895-2181

航空自衛隊 新田原基地にお問い合わせください。

設置管理者：大阪航空局宮崎空港事務所　TEL：0985-51-3223

管制機関：大阪航空局宮崎空港事務所　TEL：0985-53-9910

設置管理者：長崎県五島振興局福江空港管理事務所　TEL：0959-72-2400

管制機関：大阪航空局福岡空港事務所

　　　　　TEL：092-629-4012　e-mail:cab-fukuokatrng@mlit.go.jp

設置管理者：海上自衛隊 大村航空基地にお問い合わせください。

管制機関：大阪航空局長崎空港事務所　TEL：0957-53-6870

設置管理者：独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 　TEL：0957-52-3121

設置管理者：大阪航空局大分空港事務所　TEL：0978-67-3771

管制機関：大阪航空局大分空港事務所

　　　　　TEL：0978-67-3775　e-mail:cab-rjfoatc1@mlit.go.jp

設置管理者：大分県央飛行場管理事務所　TEL：0974-34-4411

設置管理者：大分県会計管理局 用度管財課　TEL：097-506-2963

13



〇九州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県） 【R5.4.5時点版】

【鹿児島県】

鹿児島空港
管制圏、特別管制区

種子島空港
情報圏

屋久島空港
情報圏

奄美空港
情報圏

喜界空港
情報圏

徳之島空港
情報圏

沖永良部空港
情報圏　

与論空港
情報圏　

三島村薩摩硫黄島

鹿屋飛行場
管制圏

枕崎ヘリポート

米盛病院ヘリポート

海上自衛隊 鹿屋航空基地にお問い合わせください。

設置管理者：大阪航空局鹿児島空港事務所　TEL：0995-58-4463

管制機関：大阪航空局鹿児島空港事務所　TEL：0995-58-4457

設置管理者：枕崎市企画調整課企画調整係　TEL：0993-72-1111

設置管理者：社会医療法人緑泉会 米盛病院　TEL：099-230-0100

設置管理者：大島支庁徳之島事務所総務課 TEL：0997-82-1333

管制機関：大阪航空局鹿児島空港事務所　TEL：0995-58-4463

設置管理者：大島支庁沖永良部事務所総務福祉課 TEL：0997-92-1632

管制機関：大阪航空局鹿児島空港事務所　TEL：0995-58-4463

設置管理者：大島支庁沖永良部事務所総務福祉課 TEL：0997-92-1632

管制機関：大阪航空局鹿児島空港事務所　TEL：0995-58-4463

設置管理者：鹿児島県三島村役場経済課　TEL：099-222-3141

設置管理者：熊毛支庁屋久島事務所総務企画課　TEL：0997-46-2211

管制機関：大阪航空局鹿児島空港事務所　TEL：0995-58-4463

設置管理者：大島支庁建設部建設課　TEL：0997-57-7332

管制機関：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5132

設置管理者：大島支庁喜界事務所　TEL：0997-65-2091

管制機関：大阪航空局鹿児島空港事務所　TEL：0995-58-4463

設置管理者：熊毛支庁建設部建設課　TEL：0997-22-1136

管制機関：大阪航空局鹿児島空港事務所 TEL：0995-58-4463
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〇沖縄 【R5.4.5時点版】

【沖縄県】

空港等名称

那覇空港
管制圏、特別管制区

粟国空港

久米島空港
情報圏

慶良間空港

南大東空港
情報圏

北大東空港
情報圏

伊江島空港

宮古空港
管制圏　

下地島空港
管制圏　

多良間空港
情報圏

新石垣空港
管制圏　

波照間空港

与那国空港
情報圏

沖縄県警察ヘリポート

設置管理者：南大東空港管理事務所　TEL：09802-2-2716

管制機関：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5132

連絡先

設置管理者：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5132

管制機関：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5120

設置管理者：粟国空港管理事務所　TEL：098-988-2313

設置管理者：久米島空港管理事務所　TEL：098-985-2939

管制機関：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5132

設置管理者：慶良間空港管理事務所　TEL：098-987-2794

設置管理者：波照間空港管理事務所　TEL：0980-85-8375

設置管理者：与那国空港管理事務所　TEL：0980-87-2831

管制機関：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5132

設置管理者：沖縄県警察本部　TEL：098-862-0110

設置管理者：北大東空港管理事務所　TEL：09802-3-4016

管制機関：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5132

設置管理者：伊江島空港管理事務所　TEL：0980-49-2001

設置管理者：宮古空港管理事務所　TEL：0980-72-4127

管制機関：大阪航空局宮古空港・航空路監視レーダー事務所　TEL：0980-72-

3198

設置管理者：下地島空港管理事務所　TEL：0980-78-4184

大阪航空局宮古空港・航空路監視レーダー事務所　TEL：0980-72-3198

設置管理者：多良間空港管理事務所　TEL：0980-79-2637

管制機関：大阪航空局那覇空港事務所　TEL：098-859-5132

設置管理者：石垣空港管理事務所　TEL：0980-87-0793

管制機関：大阪航空局石垣空港出張所　TEL：0980-84-4300
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