
『無人航空機の 飛行に 関する 許可 ・承認 の審査要領』の５－４（３）ｃ）キ）に該当する場合は、下表にある飛行エリアに応じて周知を行って下さい。
飛行エリアが複数にまたがる場合は、該当する周知先全てに周知を行って下さい。
飛行エリアによっては、単独の飛行エリアであっても、複数の周知先全てに周知する必要がありますので、遺漏の無いように御確認ください。

周知内容は、「飛行マニュアルの記載について（補足）」を参照すること（https://www.mlit.go.jp/common/001260188.pdf）
メールアドレスは、■を『@』に変換してメール送信して下さい。
周知先が周知メールの受信を確認した場合、空メール等を返信することとなっています。空メール等の返信がない場合は、受信確認をお願いします。
周知後、計画変更または飛行当日の天候等で飛行がキャンセルになった場合は必ずご連絡下さい。

更新日：2021年8月27日
都道府県 周知先名称 周知先メールアドレス 電話番号 周知方法 備考

中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp ― メール

旭川赤十字病院 医事課  nisseki-cs■asahikawa-rch.gr.jp 0166-22-8111 メール

中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp ― メール

道南ドクターヘリCS kgk-donancs■iwasaki-group.com 080-9248-8237 メール

中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp
017-726-8281
0178-72-5213

メール

秋田赤十字病院 医療社会事業部 社会課 shakai■akita-med.jrc.or.jp 018-829-5000 メール

中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp 019-611-0881 メール
秋田赤十字病院 医療社会事業部 社会課 shakai■akita-med.jrc.or.jp 018-829-5000 メール

宮城県 宮城ドクヘリCS hems-miyagi■t-a-s.co.jp ― メール
当日飛行前および飛行終了時にメー
ル連絡すること

秋田県 秋田赤十字病院 医療社会事業部 社会課 shakai■akita-med.jrc.or.jp 018-829-5000 メール
東邦航空 CS yamagata-dh■tohoair.co.jp 023-687-2512 メール

秋田赤十字病院 医療社会事業部 社会課 shakai■akita-med.jrc.or.jp 018-829-5000 メール

中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp ― メール

茨城県保健福祉部 医療局医療政策課 dr-heli.ibaraki■bz03.plala.or.jp 029-301-3186 メール メール先は、朝日航洋㈱CS

茨城県保健福祉部 医療局医療政策課 dr-heli.ibaraki■bz03.plala.or.jp 029-301-3186 メール メール先は、朝日航洋㈱CS

朝日航洋㈱ CS cs-hokusou■aeroasahi.co.jp ― メール

本田航空 CS cs.tochigi.drheli■honda-air.com 0282-87-2047 メール

茨城県保健福祉部 医療局医療政策課 dr-heli.ibaraki■bz03.plala.or.jp 029-301-3186 メール メール先は、朝日航洋㈱CS

前橋赤十字病院 救急災害事業課 maeseki■maebashi.jrc.or.jp 027-265-3333 メール

朝日航洋㈱ CS saitama-ems■aeroasahi.co.jp ― メール

埼玉県 朝日航洋㈱ CS saitama-ems■aeroasahi.co.jp ― メール
朝日航洋㈱ CS kimitsu-ems■aeroasahi.co.jp ― メール
朝日航洋㈱ CS cs-hokusou■aeroasahi.co.jp ― メール

東京都 ― ― ― メール ドクターヘリ未導入のため対象外
朝日航洋㈱ CS toukaidai■aeroasahi.co.jp ― メール

順天堂大学医学部附属静岡病院
ドクターヘリ運航対策室

chs.shizuoka■gmail.com 055-948-3181 メール

新潟県 新潟県東部ドクターヘリ運航管理室 niigata-dh■abelia.ocn.ne.jp 025-368-9096 メール
富山県 富山県ドクターヘリ運航管理室 toyama-dh■tohoair.co.jp 076-491-7135 メール
石川県 中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp ― メール

福井県ドクターヘリ CS chs.fukuidrheli■gmail.com 0776-43-6781 メール
ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール

岐阜大学医学部附属病院総務課
gjha01019■jim.gifu-u.ac.jp
chs.gifu■gmail.com

058-230-6011 メール

㈱ジャネット CS ych-cs■janet-air.co.jp 080-3590-0950 メール
順天堂大学医学部附属静岡病院
ドクターヘリ運航対策室

chs.shizuoka■gmail.com 055-948-3181 メール

中日本航空（株）CS（佐久） drone-info■nnk.co.jp ― メール
中日本航空（株）CS（松本） drone-info■nnk.co.jp ― メール

岐阜大学医学部附属病院総務課
gjha01019■jim.gifu-u.ac.jp
chs.gifu■gmail.com

058-230-6011 メール

富山県ドクターヘリ運航管理室 toyama-dh■tohoair.co.jp 076-491-7135 メール

順天堂大学医学部附属静岡病院
ドクターヘリ運航対策室

chs.shizuoka■gmail.com 055-948-3181 メール

静岡県西部ドクターヘリCS drone-info■nnk.co.jp ― メール

中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp 0561-62-3311 メール

岐阜大学医学部附属病院総務課
gjha01019■jim.gifu-u.ac.jp
chs.gifu■gmail.com

058-230-6011 メール

三重県 中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp ― メール
滋賀県 ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール
京都府 ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール
大阪府 ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール

道南エリア（振興局単位：檜
山、渡島)

北海道

（例：鹿児島県本土を飛行エリアとする場合は、鹿児島国際空港運航部、鹿児島ドクターヘリCS、奄美ドクターヘリCS、米森病院CS、宮崎ドクターヘリ運航管理室の全てに周知が必要）

府全域

県西部及び中部
（主に焼津、藤枝市以西）

県全域

県全域

県全域

県全域

飛行エリア

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

道央エリア（振興局単位：石
狩、後志、空知、胆振、日
高、上川（富良野圏域）、留
萌）
道北エリア（振興局単位：宗
谷、オホーツク（遠紋圏
域）、上川、留萌、空知（北
空知圏域、中空知圏域（一
部））、十勝（一部））

道東エリア（振興局単位：釧
路、根室、十勝、オホーツク
（北網））

府全域

尾張地方

県南部
（弘前市、鯵ヶ沢町、深浦
町）

県全域

群馬県南部
（伊勢崎市、玉村町、太田
市、大泉町、館林市、板倉
町、明和町、千代田町、邑楽
町、藤岡市、高崎市、吉井
町、神流町、上野村）

県南部
（鉾田市、行方市、鹿嶋市、
潮来市、神栖市、美浦村、稲
敷市、牛久市、龍ケ崎市、河
内町、利根町、取手市、つく
ばみらい市、守谷市、常総
市）

県全域

都全域

県全域

県北部
（遊佐町、酒田市、真室川
町、鮭川町、金山町、庄内
町、戸沢村、新庄市、最上
町）

県東部
（那珂川町、那須烏山市、茂
木町、市貝町、益子町、真岡
市、さくら市、高根沢町、芳
賀町）

県の一部
（矢祭町、塙町）

県全域

県全域

県全域

県の一部
（横浜市を除く神奈川県全
域）

飛騨地域北部
（高山市、飛騨市及び白川
村）

県の一部
（大野市和泉地区）

県全域

県全域

青森県

岩手県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

神奈川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

県全域

県全域

県全域

県全域



ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール

川崎医科大学附属病院 病院事務部 病院庶務課
岡山県ドクターヘリCS

hsyomu■med.kawasaki-m.ac.jp
chs.okayama■gmail.com

086-462-1111
086-464-1556

メール

奈良県 ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール
和歌山県 ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール

ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール
川崎医科大学附属病院 病院事務部 病院庶務課
岡山県ドクターヘリCS

hsyomu■med.kawasaki-m.ac.jp
chs.okayama■gmail.com

086-462-1111
086-464-1556

メール

島根県ドクターヘリＣＳ doctorheli.shimane.chs■gmail.com 0853-30-6688 メール

山口大学医学部総務課総務係
yu-dheli■yamaguchi-u.ac.jp
me202■yamaguchi-u.ac.jp

0836-22-2111 メール

岡山県
川崎医科大学附属病院 病院事務部 病院庶務課
岡山県ドクターヘリCS

hsyomu■med.kawasaki-m.ac.jp
chs.okayama■gmail.com

086-462-1111
086-464-1556

メール

中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp ― メール

川崎医科大学附属病院 病院事務部 病院庶務課
岡山県ドクターヘリCS

hsyomu■med.kawasaki-m.ac.jp
chs.okayama■gmail.com

086-462-1111
086-464-1556

メール

山口県 山口大学医学部総務課総務係
yu-dheli■yamaguchi-u.ac.jp
me202■yamaguchi-u.ac.jp

0836-22-2111 メール

徳島県 ヒラタ学園航空事業本部運航管理課 dpkobe■aerohirata.co.jp 078-304-5726 メール

香川県
川崎医科大学附属病院 病院事務部 病院庶務課
岡山県ドクターヘリCS

hsyomu■med.kawasaki-m.ac.jp
chs.okayama■gmail.com

086-462-1111
086-464-1556

メール

愛媛県 中日本航空（株）CS drone-info■nnk.co.jp ― メール
高知県 高知県健康政策部医療政策課 131301■ken.pref.kochi.lg.jp 088-823-9625 メール
福岡県 久留米ドクターヘリ運航センター drone-info̲kurumedh■googlegroups.com 0942-37-9223 メール

佐賀県健康福祉部医務課 imu■pref.saga.lg.jp 0952-25-7033 メール
西日本空輸 saga429d■yahoo.co.jp 0952-60-6588 メール
佐賀大学医学部附属病院 doctorheli.saga■gmail.com 0952-34-3160 メール
長崎県福祉保健部医療政策課 s04030■pref.nagasaki.lg.jp 095-895-2461 メール
西日本空輸 saga429d■yahoo.co.jp 0952-60-6588 メール
佐賀大学医学部附属病院 doctorheli.saga■gmail.com 0952-34-3160 メール
熊本県ドクターヘリ運航管理室 kumamoto̲cs■leo.bbiq.jp 096-381-1249 メール
鹿児島ドクターヘリ CS kgk-shiritsucs■iwasaki-group.com 099-257-0250 メール

大分県 大分大学医学部附属病院ドクターヘリ運航管理室 drone-info̲oita017w■googlegroups.com 097-586-5196 メール

宮崎ドクターヘリ運航管理室
drone-info̲miyazakidrheli■
googlegroups.com

0985-84-1249 メール

鹿児島ドクターヘリ CS kgk-shiritsucs■iwasaki-group.com 099-257-0250 メール
鹿児島国際航空 運航部 kgk-heli■iwasaki-group.com 0995-58-2304 メール
鹿児島ドクターヘリ CS kgk-shiritsucs■iwasaki-group.com 099-257-0250 メール
奄美ドクターヘリ CS kgk-amamics■iwasaki-group.com 080-8559-7824 メール
米盛病院 CS kgk-yes■iwasaki-group.com 080-9244-5202 メール

宮崎ドクターヘリ運航管理室
drone-info̲miyazakidrheli■
googlegroups.com

0985-84-1249 メール

奄美ドクターヘリ CS kgk-amamics■iwasaki-group.com 080-8559-7824 メール

沖縄県ドクターヘリ浦添発進基地
okinawa-dr-heli■aerohirata.co.jp
20093nishime■jin-aikai.xsrv.jp

098-875-5157 メール
当日飛行前に電話連絡すること

（記載例）

県本土

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県全域

県の一部
（益田市、津和野町、吉賀
町）

県全域

県の一部
（赤穂市、赤穂郡上郡町、佐
用郡佐用町、宍粟市）
県全域

県全域

県東部
（三次市、庄原市、府中市、
神石高原町、福山市、尾道
市、世羅郡世羅町、三原市）

鹿児島県

兵庫県

鳥取県

島根県

広島県

沖縄県

県全域

県全域

県本土

県全域

県全域

県全域

県全域

佐賀県

長崎県

熊本県

宮崎県


