
公共用ヘリポート一覧
（令和5年1月31日現在）

№ 名　　　称 所　　在　　地 設置管理者

1 豊富 北海道天塩郡豊富町字西豊富 豊富町

2 米沢 山形県米沢市八幡原2-444-9 山形県

3 栃木 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台128-1 栃木県

4 群馬 群馬県前橋市下阿内町377-2 群馬県

5 高崎 群馬県高崎市八千代町1-7-1和田橋交通公園内 高崎市

6 東京都東京 東京都江東区新木場4丁目 東京都

7 静岡 静岡県静岡市葵区諏訪8-10 静岡市

8 若狭 福井県小浜市高塚66-20 福井県

9 津市伊勢湾 三重県津市雲出鋼管町2-2 津　市

10 奈良県 奈良県奈良市矢田原町2446 奈良県

11 広島 広島県広島市西区観音新町4-10 広島県

12 枕崎 鹿児島県枕崎市あけぼの町264 枕崎市



非公共用ヘリポート一覧
（令和5年1月31日現在）

№ 名　　　称 所　　在　　地 設 置 管 理 者

1 北海道警察 北海道札幌市中央区北2条西7-1-1 北海道警察

2 青森県庁 青森県青森市新町2-4-5 青森県

3 岩手県警察盛岡 岩手県盛岡市内丸3-40 岩手県警察

4 宮城県庁 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県

5 仙台合同庁舎東北地方整備局 宮城県仙台市青葉区本町三丁目３番１号 国土交通省東北地方整備局

6 福島県警察 福島県福島市荒井字下笊森81-1 福島県警察

7 茨城県庁 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県

8 前山下妻 茨城県下妻市高道祖5413-1 前山倉庫㈱

9 つくば 茨城県つくば市上境992 つくば航空（株）

10 みかも 栃木県佐野市関川町字八幡399-1 (株)藤坂

11 群馬県警察 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県警察

12 プラス 群馬県前橋市群馬県前橋市神沢の森1 プラス㈱

13 さいたま広域防災拠点 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 国土交通省関東地方整備局

14 朝日・川越 埼玉県川越市大字平塚字中割662-1 朝日航洋㈱

15 美樹 千葉県千葉市緑区下大和田町1375番1 美樹観光株式会社

16 浦安 千葉県浦安市千鳥14 エクセル航空㈱

17 千葉西総合病院 千葉県松戸市金ヶ作107-1 医療法人徳洲会

18 警視庁本部屋上 東京都千代田区霞が関2-1-1 警視庁

19 中央合同庁舎第２号館 東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館 総務省

20 東京朝日 東京都中央区築地5-3-2朝日新聞社東京本社 ㈱朝日新聞社



非公共用ヘリポート一覧
（令和5年1月31日現在）

№ 名　　　称 所　　在　　地 設 置 管 理 者

21 アークヒルズ 東京都港区赤坂1-12-32 森ビル㈱

22 芝浦 東京都港区海岸3-5-10 東京倉庫運輸㈱

23 神奈川県警察 神奈川県横浜市中区海岸通2-4 神奈川県警察

24 横浜 神奈川県横浜市金沢区福浦3-2 横浜市

25 山梨県警察 山梨県西八代郡市川三郷町黒澤5375 山梨県警察

26 山梨県立中央病院 山梨県甲府市富士見1-1245 （独）山梨県立病院機構

27 日本航空学園双葉 山梨県甲斐市大字志田字向河原1053-1-14 学校法人日本航空学園

28 佐久総合病院佐久医療センター 長野県佐久市中込字西大堰手前3400-28 長野県厚生農業協同組合連合会

29 浜松市消防 静岡県浜松市浜北区四大地10-2 浜松市

30 ＳＢＳ静岡 静岡県静岡市駿河区登呂3-1-1 ㈱静岡新聞社

31 富山県立中央病院 富山県富山市西長江2-2-78 富山県立中央病院

32 富山市民病院 富山県富山市今泉北部町2-1 富山市民病院

33 砺波総合病院 富山県砺波市新富町1-61 砺波総合病院

34 高岡市民病院屋上 富山県高岡市宝町4-1 高岡市民病院

35 石川県警察 石川県金沢市湊1-55-20 石川県警察

36 福井県立病院 福井県福井市四ツ井2-8-1 福井県立病院

37 岐阜県立多治見病院 岐阜県多治見市前畑町5-161 岐阜県立多治見病院 

38 岐阜県警察 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県警察

39 岐阜県総合医療センター 岐阜県岐阜市野一色4-6-1 （独）岐阜県総合医療センター

40 大垣市民病院 岐阜県大垣市南頬町4-86 大垣市民病院



非公共用ヘリポート一覧
（令和5年1月31日現在）

№ 名　　　称 所　　在　　地 設 置 管 理 者

41 中濃厚生病院 岐阜県関市若草通5-1 岐阜県厚生農業協同組合連合会

42 愛知県警察 愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 愛知県警察

43 トヨタ名駅 愛知県名古屋市中村区名駅4-701-1 トヨタ自動車㈱

44 アルペン丸の内 愛知県名古屋市中区丸の内2-9-40 ㈱アルペン

45 三重県警察 三重県津市栄町1-100 三重県警察

46 三重県立総合医療センター 三重県四日市市大字日永5450-132 （独）三重県総合医療センター

47 三重県立志摩病院 三重県志摩市阿児町鵜方1257 三重県立志摩病院

48 滋賀県警察本部 滋賀県大津市京町4-1-2 滋賀県警察

49 滋賀県警察 滋賀県蒲生郡日野町北脇カミ山1-3 滋賀県警察

50 大阪航空日野 滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字中瀬214-71 大阪航空㈱

51 京都府警察 京都府京都市上京区下立売釜座東入薮ノ内町 京都府警察

52 京都府 京都府久世郡久御山町市田西観世51 京都府

53 京都消防 京都府京都市伏見区横大路千両松町 京都市

54 大阪府警察本部 大阪府大阪市中央区大手前3-1-11 大阪府警察

55 ＮＨＫ大阪 大阪府大阪市中央区大手前4-1-20 日本放送協会大阪放送局

56 大阪 大阪府大阪市此花区北港緑地2-1-1 小川航空㈱

57 近畿地方整備局屋上 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 国土交通省近畿地方整備局

58 兵庫県庁 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県

59 兵庫県警察 兵庫県神戸市中央区下山手通5-4-1 兵庫県警察

60 兵庫県立災害医療センター 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1 兵庫県



非公共用ヘリポート一覧
（令和5年1月31日現在）

№ 名　　　称 所　　在　　地 設 置 管 理 者

61 ＮＴＴ神戸中央ビル 兵庫県神戸市中央区海岸通11 西日本電信電話㈱

62 三木防災 兵庫県三木市志染町御坂1-19 兵庫県

63 明石川崎 兵庫県明石市川崎町1-1 川崎重工業㈱

64 和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 公立大学法人和歌山県立医科大学

65 島精機 和歌山県和歌山市坂田85-1 ㈱島精機製作所

66 小倉Ｃ・Ｃ 和歌山県和歌山市下三毛勝宝山879 ㈱中村組

67 島根県立中央病院 島根県出雲市姫原4-1-1 島根県立中央病院

68 岡山県庁 岡山県岡山市内山下2-4-6 岡山県

69 ＮＨＫ広島 広島県広島市中区大手町2-11-2 日本放送協会広島放送局

70 周南 山口県周南市岐南町8-31 福谷産業㈱

71 徳島県警察 徳島県徳島市万代町2-5-1 徳島県警察

72 高知県警察本部 高知県高知市丸ノ内2-4-30 高知県警察

73 高知医療センター 高知県高知市池2125-1 高知県・高知市病院企業団

74 ＮＨＫ福岡 福岡県福岡市中央区六本松1-1-10 日本放送協会福岡放送局

75 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県福岡市中央区天神1-3-46 済生会福岡総合病院

76 福岡和白病院 福岡県福岡市東区和白丘2-2-75 医療法人財団池友会福岡和白病院

77 九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 国立大学法人九州大学九州大学病院

78 福岡市立こども病院 福岡県福岡市東区香椎照葉5-1-1 地方独立行政法人福岡市立病院機構

79 久留米大学 福岡県久留米市旭町67 学校法人久留米大学

80 聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422 社会医療法人雪の聖母会



非公共用ヘリポート一覧
（令和5年1月31日現在）

№ 名　　　称 所　　在　　地 設 置 管 理 者

81 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県佐賀市鍋島5-18 国立大学法人佐賀大学

82 宮崎病院 長崎県諫早市久山町1575-1 （医）三佼会宮崎病院

83 長崎県庁 長崎県長崎市尾上町13番1号 長崎県

84 長崎医療センター 長崎県大村市久原2-1001-1 （独）国立病院機構長崎医療センター

85 熊本県警察 熊本県熊本市水前寺6-18-1 熊本県警察

86 済生会熊本病院 熊本県熊本市近見5-3-1 済生会熊本病院

87 大分県庁 大分県大分市大手町3-1-1 大分県

88 米盛病院 鹿児島県鹿児島市与次郎1-7-1 社会医療法人緑泉会

89 沖縄県警察 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県警察



非公共用飛行場一覧
（令和5年1月31日現在）

№ 名　　　称 所　　在　　地 設 置 管 理 者

1 鹿部 北海道茅部郡鹿部町字本別450-1 トヨタ自動車㈱

2 竜ヶ崎 茨城県龍ヶ崎市半田町3177 川田工業㈱

3 ホンダエアポート 埼玉県比企郡川島町出丸下郷53-1 本田航空㈱

4 三島村薩摩硫黄島 鹿児島県鹿児島郡三島村硫黄島城ヶ原 三島村


