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北海道 危機対策課長 007-0880 札幌市東区丘珠町755-11　北海道防災航空室 011-782-3233

青森県 消防保安課長 030-0155 青森市長島一丁目１－１ 017-722-1111

岩手県 防災消防課長 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-5151

宮城県 消防課長 980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-2372

秋田県 総合防災課長 010-1211 秋田市雄和椿川字山籠40-1　秋田空港内　秋田県消防防災航空隊 018-886-8103

山形県 危機管理課長 990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2232

福島県 災害対策課長 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7194

茨城県 消防安全課長 310-8555 水戸市笠原町978-6 029-301-2873

栃木県 消防防災課長 320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2131

群馬県 消防保安課長 371-8570 前橋市大手町1-1-1 027-223-1111

埼玉県 消防防災課長 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 049-830-8171

千葉県 危機管理課長 260-8667 千葉市中央区市場町1-1 043-223-2175

東京都 防災管理課長 163-8001 新宿区西新宿2-8-1　 03-5388-2565

神奈川県 消防課長 231-8588 横浜市中区日本大通1 045-210-3422

新潟県 危機対策課長 950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025-282-1638

富山県 消防課長 939-8254 富山市別名字源田割245-2富山県防災航空センター 076-495-3060

石川県 消防保安課長 920-8580 金沢市鞍月1-1 076-225-1481

福井県 危機対策防災課長 910-8580 福井市大手3-17-1 0776-20-0309

山梨県 消防保安課長 400-8501 甲府市丸の内1-6-1 0552-23-1432

長野県 消防課長 380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2　 026-235-7182

岐阜県 防災課長 504-0000 岐阜県各務原市那加官有無番地 岐阜県防災航空センター　 058-385-3772

静岡県 消防保安課長 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2073

愛知県 消防保安課長 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町　名古屋空港内 0568-29-3121

三重県 災害対策課長 514-0301 津市雲出鋼管町2-2　三重県防災航空隊 059-235-2555

滋賀県 防災危機管理局副局長 529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇214-71 0748-52-6677

京都府 災害対策課長 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 075-414-4472

大阪府 消防保安課長 540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22 06-6944-3947

兵庫県 消防課長 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-9823

奈良県 消防救急課長 630-8501 奈良市登大路町30 0742-22-1101

和歌山県 災害対策課長 640-8585 和歌山市小松原通り1-1 073-441-2260

鳥取県 消防防災航空センター所長 680-0941 鳥取市湖山町北4-344-2　鳥取空港内 0857-38-8125

島根県 消防総務課長 690-8501 島根県松江市殿町1番地 0852-22-5884

岡山県 消防保安課長 700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 086-226-7295

広島県 危機管理課防災担当監 730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-2786

山口県 防災危機管理課長 753-8501 山口市滝町1-1 083-933-2370

徳島県 消防保安課長 770-8570 徳島市万代町1-1 088-621-2109

香川県 危機管理課長 760-8570 高松市番町4-1-10 087-832-3184

愛媛県 消防防災安全課長 790-8570 松山市一番町4-4-2 089-933-2934

高知県 消防政策課長 780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9098

福岡県 消防防災指導課長 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3111

佐賀県 消防防災課長 840-8570 佐賀市城内1-1-59 0952-25-7026

長崎県 危機管理課長 850-8570 長崎市江戸町2-13 095-824-3597

熊本県 消防保安課長 862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2116

大分県 消防保安室長 870-8501 大分市大手町3-1-1 097-506-3158

宮崎県 消防保安課長 880-0912 宮崎市大字赤江無番地　宮崎空港内宮崎県防災救急航空ｾﾝﾀｰ 0985-56-0586

鹿児島県 消防保安課長 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2259

沖縄県 防災危機管理課長 900-8570 那覇市泉崎1-2-2 098-866-2143

札幌市消防局 　警防部長 061-3243 石狩市新港東２丁目１－２　札幌市消防局石狩ヘリポート 0133-62-4119

仙台市消防局 　警防部長 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新拓160-1 0223-23-7850

千葉市消防局 　警防部長 260-0854 千葉市中央区長洲1-2-1 043-202-1655

東京消防庁 　警防部長 100-8119 東京都千代田区大手町1-3-5 03-3212-2111

横浜市消防局 　警防部長 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-9 045-334-6702

川崎市消防局 　警防部長 210-0015 川崎市川崎区南町20-7 044-223-1199

静岡市消防局 　警防部長 420-0902 静岡市葵区諏訪8-10静岡ﾍﾘｰﾎﾟｰﾄ内　静岡市消防航空隊 054-267-3019

浜松市消防局 　警防課長 434-0006 浜松市浜北区四大地10-2 053-428-9119

名古屋市消防局 　消防部長 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町豊場　名古屋空港内 名古屋市消防航空隊 0568-28-0119

京都市消防局 　警防部長 604-0931 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450-2 075-212-6732

大阪市消防局 　警防部長 550-0025 大阪市西区九条南1-12-54 06-4393-6486

神戸市消防局 　警防部長 650-0001 神戸市中央区加納町6-5-1 078-322-5747

岡山市消防局 　審議監 700-0913 岡山市北区大供1-1-1 086-234-1197 

広島市消防局 　警防部長 733-0036 広島市西区観音新町4-10-2広島市消防航空隊    082-546-3454

北九州市消防局 　警防部長 800-0306 北九州市小倉南区空港北町6　北九州空港内　北九州市消防航空隊 093-475-6701

福岡市消防局 　警防部長 812-0891 福岡市博多区雀居　福岡空港内　福岡市消防航空隊 092-451-3119
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