
資料　５　

管　轄　消　防　本　部　等

名　　　　　　称 所　　在　　地 名　　　　　　称 所　　　在　　　地
寸法(m)
荷重等

電　　話　　番　　号

21×20 北緯 43度03分17秒 札幌市消防局

10.0t 東経 141度20分01秒 011-215-2100

120×100m 北緯 43度04分14秒 札幌市消防局

Roll 東経 141度17分29秒 011-215-2100

21×20m 北緯 43度04分15秒 札幌市消防局

6.0t 東経 141度20分04秒 011-215-2100

－ 北緯 43度07分03秒 札幌市消防局

－ 東経 141度22分53秒 011-215-2100

20.6×17m 北緯 43度07分19秒 札幌市消防局

5.4t 東経 141度14分37秒 011-215-2100

21×17m 北緯 41度48分20秒 函館市消防本部

5.5t 東経 140度43分48秒 0138-22-2126

－ 北緯 42度14分45秒 八雲町消防本部

－ 東経 140度15分59秒 0137-63-2686

100×100m 北緯 41度54分43秒 檜山広域行政組合消防本部

Grass 東経 140度08分49秒 0139-52-3026

21×22.5m 北緯 43度11分08秒 小樽市消防本部

9.0t 東経 141度0分26秒 0134-22-9137

135×113m 北緯 42度53分58秒 羊蹄山ろく消防組合消防本部

Grass 東経 140度45分39秒 0136-22-2822

95×84m 北緯 43度11分36秒 岩見沢地区消防事務組合消防本部

Grass 東経 141度46分43秒 0126-22-4300

22×22m 北緯 43度29分40秒 砂川地区広域消防組合消防本部

6.4t 東経 141度54分16秒 0125-54-2196

167×122m 北緯 43度42分55秒 深川地区消防組合消防本部

Grass 東経 142度01分12秒 0164-22-3160

21×17m 北緯 42度18分58秒 室蘭市消防本部

22.0ｔ 東経 140度59分13秒 0143-41-4040

120×90m 北緯 42度19分09秒 室蘭市消防本部

Grass 東経 140度58分38秒 0143-41-4040

20×20m 北緯 42度28分52秒 西胆振消防組合消防本部

Iron 東経 140度51分14秒 0142-21-5000

110×84m 北緯 42度39分22秒 苫小牧市消防本部

Grass 東経 141度35分35秒 0144-32-6111

110×84m 北緯 42度39分06秒 苫小牧市消防本部

Grass 東経 141度36分07秒 0144-32-6111

100×100m 北緯 42度09分52秒 日高東部消防組合消防本部

Grass 東経 142度46分38秒 0146-22-2144
日　高 浦 河 町

室 蘭 市

病院敷地内ヘリポート

2

病院立体駐車場屋上ドクヘリ用
ヘリポート

札幌市西区山の手5条７丁目1-1 山の手小学校グランド

区
分

基
幹

7

8

10

11

病棟屋上ヘリポート

江差町伏木戸町484

南渡島 函 館 市

北渡島
檜山

八雲総合病院

江 差 町 北海道立江差病院

座標（緯度・経度）

医療
圏名

全道域 札 幌 市

市町村名

医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田１条12丁目1-10

道立江差高等学校グランド

札幌市中央区南1条西16丁目291

八 雲 町 八雲町東雲町50

札幌医科大学附属病院

5

6 市立函館病院

病　　　　　　　　　　院

札 幌 市

№

1

航空自衛隊八雲分屯基地
(八雲飛行場）

南檜山

札　幌

函館市港町1丁目10-1

市立札幌病院

国立病院機構 北海道医療センター

札幌市中央区北11条西13丁目1-1

岩見沢市9条西7丁目2

虻田郡倶知安町北４条東１丁目２番
地

倶知安中央公園

病棟屋上ヘリポート

病棟屋上ヘリポート

3

12

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院

南空知 岩 見 沢 市 岩見沢市立総合病院

倶 知 安 町

13

東山公園陸上競技場

中空知 砂 川 市 砂川市立病院 砂川市西4条北2丁目1-1

室蘭市新富町1丁目5-13

18

西胆振

北空知 深 川 市 深川市立病院

苫小牧市立病院 苫小牧市清水町1丁目5番20号

総合病院浦河赤十字病院 浦河町東町ちのみ1丁目2-1 潮見が丘球場19

総合病院伊達赤十字病院 伊達市末永町81番地 伊達市防災備蓄センター16

岩見沢市総合公園４

砂川市西4条北2丁目1-1

深川市深川町字メム10号線山1線
4558-1

病院東側立体駐車場ヘリポート14 室蘭市新富町1丁目3

病棟屋上ヘリポート

深川市6条6-1 拓殖短大サッカー・ラグビー場

日鋼記念病院

札幌市中央区南1条西16丁目291

函館市港町1丁目10-1

八雲町緑町34

江差町字伏木戸町460-1

札幌市西区山の手５条６丁目1-1

札幌市中央区北11条西13丁目1-1

札幌市手稲区前田１条12丁目1-10

災　害　拠　点　病　院　付　近　の　ヘ　リ　コ　プ　タ　ー　離　着　陸　場

伊達市館山町29番地1

苫小牧市清水町1丁目5番20号

浦河町潮見町20

離　　　着　　　陸　　　場　　　所

4 北海道大学病院 札幌市北区北14条西5丁目 札幌飛行場（丘珠空港） 札幌市東区丘珠町

後　志 小 樽 市 9 小樽市立病院 小樽市若松1丁目2-1 病棟屋上ヘリポート

医療法人王子総合病院

小樽市若松1丁目2-1

15 市立室蘭総合病院 室蘭市山手町３丁目8-1 入江運動公園芝広場 室蘭市入江町1

虻田郡倶知安町南3条東4丁目

地

域

苫小牧市若草町3丁目4-8 緑が丘公園多目的広場 苫小牧市清水町3丁目1東胆振 苫 小 牧 市 17



管　轄　消　防　本　部　等

名　　　　　　称 所　　在　　地 名　　　　　　称 所　　　在　　　地
寸法(m)
荷重等

電　　話　　番　　号

区
分

座標（緯度・経度）

医療
圏名

市町村名
病　　　　　　　　　　院

№
離　　　着　　　陸　　　場　　　所

21×18.5m 北緯 43度46分12秒 旭川市消防本部

6.0t 東経 142度20分55秒 0166-23-4556

18×18ｍ 北緯 43度43分39秒 旭川市消防本部

Asph 東経 142度23分02秒 0166-23-4556

21×21m 北緯 44度20分54秒 上川北部消防事務組合消防本部

7.0t 東経 142度27分05秒 01654-3-2627

40×28m 北緯 43度20分51秒 富良野地区消防組合消防本部

Asph 東経 142度23分31秒 0167-23-5119

50×50m 北緯 43度55分20秒 留萌消防組合消防本部

Grass 東経 141度38分08秒 0164-42-2212

－ 北緯 45度24分15秒 稚内地区消防事務組合消防本部

－ 東経 141度48分03秒 0162-23-2177

－ 北緯 44度18分15秒 紋別地区消防組合消防本部

－ 東経 143度24分15秒 0158-24-2111

151×71m 北緯 44度03分34秒 遠軽地区広域組合消防本部

Grass 東経 143度30分41秒 0158-42-7600

21m×21m 北緯 43度48分33秒 北見地区消防組合消防本部

7.0t 東経 143度53分36秒 0157-25-1515

72×84m 北緯 43度59分39秒 網走地区消防組合消防本部

Asph 東経 144度16分14秒 0152-43-2220

20×20m 北緯 42度55分22度 帯広市消防本部

14.0ｔ 東経 143度11分39秒 0155-26-0119

22×19m 北緯 42度58分35秒 釧路市消防本部

9.0t 東経 144度24分12秒 0154-22-2156

－ 北緯 43度34分34秒 根室市消防本部

－ 東経 144度57分16秒 0153-24-3164

21×21m 北緯 43度32分10秒 根室北部消防事務組合消防本部

Asph 東経 144度58分25秒 0153-72-9114

管　轄　消　防　本　部　等

名　　　　　　称 所　　在　　地 名　　　　　　称 所　　　在　　　地
寸法、荷

重等
電　　話　　番　　号

24×20m 北緯 43度07分42秒 札幌市消防局

6.0t 東経 141度12分39秒 011-215-2100

2１×2１m 北緯 43度01分45秒 札幌市消防局

6.0t 東経 141度26分53秒 011-215-2100

21×21m 北緯 43度05分17秒 札幌市消防局

7.0t 東経 141度16分24秒 011-215-2100

22×22ｍ 北緯 43度19分43秒 美唄市消防本部

Asph 東経 141度52分11秒 0126-66-2221

17×17ｍ 北緯 43度00分22秒 釧路市消防本部

6.0t 東経 141度52分11秒 0154-22-2156

20×20ｍ 北緯 43度01分45秒 釧路市消防本部

Asph 東経 144度23分50秒 0154-22-2156

札幌市西区宮の沢2条1丁目16

根室市有磯町1丁目2 中標津空港

36 北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢2条1丁目16 病棟屋上ヘリポート

札幌市手稲区金山１条１丁目260-6

札幌市厚別区大谷地東1丁目434-
30

34

旭川市曙1条1丁目1-1

札　幌 札 幌 市

北　網

中標津町字中標津1847-3根　室 根 室 市

紋 別 市

上　川
北　部

名 寄 市

富良野

オホーツク紋別空港

旭川市曙1条1丁目1-1 病棟屋上ヘリポート

旭川医科大学病院

釧　路 釧 路 市

遠　紋

北 見 市

そ　の　他　へ　リ　ポ　ー　ト　を　保　有　す　る　病　院　一　覧

28

20 総合病院旭川赤十字病院
上　川
中　部

日本赤十字社　北見日赤病院 北見市北6条東2丁目1 病棟屋上ヘリポート

№

32 市立根室病院

区
分

病　　　　　　　　　　院 ヘ　　　リ　　　ポ　　　ー　　　ト

市町村名

座標（緯度・経度）

医療
圏名

旭川市緑が丘東２条１丁目1-1 大学敷地内ドクヘリ用ヘリポート21

旭 川 市

病院敷地内ヘリポート23

名寄市立総合病院 名寄市西7条南8丁目1 病棟屋上ヘリポート22

遠 軽 町 ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院

富 良 野 市 北海道社会事業協会 富良野病院 富良野市住吉町1-30

26

留　萌 留 萌 市 留萌市立病院 留萌市東雲町2丁目16

25

浜中運動公園（野球場）24

宗　谷 稚 内 市 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11-6 稚内空港

十　勝 帯 広 市 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 帯広市西6条南8丁目1

紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5
号

太陽の丘えんがる公園グラウン
ド

27

網 走 市

病棟屋上ヘリポート

29 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 網走市北6条西１丁目9番地 網走消防署南出張所

中 標 津 町 町立中標津病院
標津郡中標津町西10条南9丁目1
番地1

病棟屋上ヘリポート30

釧　路 釧 路 市

33

31 市立釧路総合病院 釧路市春湖台1-12

稚内市大字声問村字声問6744

帯広市西6条南8丁目1

釧路市春湖台1-12

旭川市緑が丘東２条１丁目１-１

名寄市西7条南8丁目1

富良野市住吉町1－30

北見市北6条東2丁目1

紋別郡遠軽町西町1丁目1番地4

網走市潮見172番地1

紋別市小向19-3

留萌市浜中町

広域紋別病院 紋別市緑町5丁目6-8

標津郡中標津町西10条南9丁目1番
地1

南空知 美 唄 市 37
独立行政法人労働者健康安全機構
北海道中央労災病院せき損センター

病院敷地内ヘリポート

美唄市東４条南１丁目3-1 病院敷地内ヘリポート 美唄市東４条南１丁目3-1

釧路市愛国191－212

釧路市中園町13－23 病棟屋上ヘリポート 釧路市中園町13－23

病院敷地内ドクヘリ用ヘリポート

38
独立行政法人労働者健康安全機構
釧路ろうさい病院

釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国191－21239

35

道立子ども総合医療・療育センター
（コドモックル）

札幌市手稲区金山１条１丁目260-6 病棟屋上ヘリポート

札幌徳洲会病院
札幌市厚別区大谷地東1丁目434-
30

病棟屋上ヘリポート

地

　
　
域


