
資料１１－５表

平成２２年 災害活動一覧表（平成２２年１月１日～平成２２年１２月３１日）
№ 活 動 種 別 活動内容 発 生 場 所 若鮎 飛行時間 要 請 機 関 備 考

1 H22.1.7 (木) 12:16 救急搬送活動 医師搬送 郡上市 ホワイトピアたかすスキー場 Ⅰ 1:00 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗 現場に向かう

2 H22.1.7 (木) 12:16 救急搬送活動 一般負傷 郡上市 ホワイトピアたかすスキー場 Ⅰ 0:24 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

3 H22.1.11 (月) 16:30 捜索救助活動 その他 高山市荘川町 寺川戸山中峠付近 Ⅰ 0:35 高山市消防本部 エバックハーネスにて救助

4 H22.1.11 (月) 16:30 救急搬送活動 急病 高山市荘川町 寺川戸山中峠付近 Ⅰ 0:27 高山市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

5 H22.1.16 (土) 14:40 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:28 郡上市消防本部 岐阜ハートセンター医師搭乗（転院搬送）

6 H22.1.16 (土) 14:40 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:29 郡上市消防本部 岐阜ハートセンターへ搬送

7 H22.1.18 (月) 15:40 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 1:31 高山市消防本部 長野県立こども病院へ搬送

8 H22.1.24 (日) 14:34 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:24 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

9 H22.1.24 (日) 14:34 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:26 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

10 H22.1.27 (水) 13:23 火災防御活動 林野火災 岐阜市 駿河山 Ⅰ 0:17 岐阜市消防本部 偵察活動実施

11 H22.1.30 (土) 15:23 救急搬送活動 医師搬送 高山市 チャオ御岳スノーリゾート Ⅰ 0:34 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗 現場に向かう

12 H22.1.30 (土) 15:23 救急搬送活動 一般負傷 高山市 チャオ御岳スノーリゾート Ⅰ 0:33 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

13 H22.1.31 (日) 10:04 火災防御活動 林野火災 岐阜市 上加納山 Ⅰ 0:19 岐阜市消防本部 偵察活動実施

14 H22.2.10 (水) 8:54 救急搬送活動 転院搬送 岐阜市 岐阜赤十字病院 Ⅰ 1:08 岐阜市消防本部 大津赤十字病院へ搬送

15 H22.2.13 (土) 13:59 救急搬送活動 医師搬送 郡上市明宝奥住 めいほうスキー場 Ⅰ 0:28 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗 現場に向かう

16 H22.2.13 (土) 13:59 救急搬送活動 急病 郡上市明宝奥住 めいほうスキー場 Ⅰ 0:43 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

17 H22.2.14 (日) 10:53 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:22 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

18 H22.2.14 (日) 10:53 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:24 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

19 H22.2.15 (月) 16:58 捜索救助活動 山岳 各務原市蘇原北山町 権現山 Ⅰ 0:30 各務原市消防本部 誤報

20 H22.2.18 (木) 10:05 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 1:03 高山市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

21 H22.2.21 (日) 14:50 捜索救助活動 山岳 郡上市高鷲町 たかすスノーパーク Ⅰ 0:46 郡上市消防本部 バーティカル担架にて救助

22 H22.2.21 (日) 14:50 救急搬送活動 一般負傷 郡上市高鷲町 たかすスノーパーク Ⅰ 0:25 郡上市消防本部 白鳥場外にて救急隊に引き継ぐ

23 H22.2.28 (日) 12:00 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:23 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

24 H22.2.28 (日) 12:00 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:25 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

出 場 日 時



№ 活 動 種 別 活動内容 発 生 場 所 若鮎 飛行時間 要 請 機 関 備 考出 場 日 時

25 H22.3.3 (水) 10:17 救急搬送活動 転院搬送 高山市大新町 久美愛厚生病院 Ⅰ 1:12 高山市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

26 H22.3.6 (土) 15:44 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 Ⅰ 0:27 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

27 H22.3.6 (土) 15:44 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 Ⅰ 0:25 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

28 H22.3.10 (水) 13:31 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:23 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

29 H22.3.10 (水) 13:31 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:23 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

30 H22.3.14 (日) 12:13 火災防御活動 林野火災 岐阜市洞 御望山 Ⅰ 1:09 岐阜市消防本部 空中消火 11回4,400ℓ散水

31 H22.3.14 (日) 14:45 火災防御活動 林野火災 本巣市根尾水鳥 西光寺西付近 Ⅰ 0:26 本巣消防事務組合消防本部 偵察活動実施

32 H22.3.16 (火) 12:00 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

33 H22.3.16 (火) 12:00 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:37 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

34 H22.3.20 (土) 11:27 救急搬送活動 一般負傷 中津川市付知町 不動滝 Ⅰ 1:05 中津川市消防本部 バーティカル担架にて救助

35 H22.3.22 (月) 11:53 捜索救助活動 山岳 郡上市和良町 横野テクノパーク付近 Ⅰ 0:18 郡上市消防本部 途中帰途

36 H22.3.27 (土) 16:14 救急搬送活動 医師搬送 恵那市大井町 市立恵那病院 Ⅰ 0:27 恵那市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

37 H22.3.27 (土) 16:14 救急搬送活動 転院搬送 恵那市大井町 市立恵那病院 Ⅰ 0:28 恵那市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

38 H22.3.29 (月) 9:07 捜索救助活動 水難 岐阜市水谷風呂地内 長良川 Ⅰ 2:29 岐阜市消防本部 発見に至らず

39 H22.3.29 (月) 17:12 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:21 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

40 H22.3.29 (月) 17:12 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:19 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

41 H22.4.1 (木) 11:12 救急搬送活動 転院搬送 多治見市前畑町 県立多治見病院 Ⅰ 0:30 多治見市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

42 H22.4.3 (土) 12:18 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:43 下呂市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

43 H22.4.6 (火) 14:03 火災防御活動 林野火災 恵那市笠置町 毛呂窪 Ⅰ 0:15 恵那市消防本部 偵察活動実施

44 H22.4.9 (金) 12:49 捜索救助活動 その他 美濃加茂市山之上町 みのかも健康の森 Ⅰ 0:49 可茂消防事務組合消防本部 地上隊にて対応

45 H22.4.13 (火) 13:29 捜索救助活動 水難 岐阜市古津 長良川 Ⅰ 1:27 岐阜市消防本部 発見に至らず

46 H22.4.14 (水) 9:22 救急搬送活動 転院搬送 岐阜市大学西 岐阜大学医学部附属病院 Ⅰ 0:47 岐阜市消防本部 県立下呂温泉病院へ搬送

47 H22.4.17 (土) 13:27 捜索救助活動 水難 海津市平田町 揖斐川 Ⅰ 2:54 海津市消防本部 地上隊にて対応

48 H22.4.25 (日) 12:33 捜索救助活動 水難 下呂市小坂町 小坂川 Ⅰ 0:40 下呂市消防本部 エバックハーネスにて救助

49 H22.4.25 (日) 12:33 救急搬送活動 一般負傷 下呂市小坂町 小坂川 Ⅰ 0:27 下呂市消防本部 下呂場外にて救急隊に引き継ぐ

50 H22.4.28 (水) 8:37 捜索救助活動 山岳 郡上市高鷲町 鷲見 立石キャンプ場付近 Ⅰ 1:20 郡上市消防本部 大和場外にて警察に引き継ぐ



№ 活 動 種 別 活動内容 発 生 場 所 若鮎 飛行時間 要 請 機 関 備 考出 場 日 時

51 H22.4.28 (水) 14:35 捜索救助活動 水難 各務原市川島笠田町 木曽川 Ⅰ 0:27 各務原市消防本部 移動救助し地上隊に引き継ぐ

52 H22.4.30 (金) 11:08 火災防御活動 林野火災 岐阜市 上加納山 Ⅰ 0:46 岐阜市消防本部 空中消火 5回 2,000ℓ散水

53 H22.5.2 (日) 8:19 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:21 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

54 H22.5.2 (日) 8:19 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:21 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

55 H22.5.2 (日) 16:25 火災防御活動 林野火災 加茂郡東白川村 Ⅰ 0:02 可茂消防事務組合消防本部 火勢鎮圧、途中帰投

56 H22.5.3 (月) 11:21 火災防御活動 林野火災 岐阜市 駿河山 Ⅰ 0:06 岐阜市消防本部 偵察活動実施

57 H22.5.3 (月) 11:27 火災防御活動 林野火災 恵那市上矢作町本郷 Ⅰ 0:15 恵那市消防本部 火勢鎮圧、途中帰投

58 H22.5.5 (水) 10:48 火災防御活動 林野火災 岐阜市 上加納山 Ⅰ 0:17 岐阜市消防本部 偵察活動実施

59 H22.5.5 (水) 14:41 火災防御活動 林野火災 高山市上宝町在家 Ⅰ 3:05 高山市消防本部 空中消火 17回 6,800ℓ散水

60 H22.5.6 (木) 10:16 火災防御活動 林野火災 岐阜市 上加納山 Ⅰ 0:35 岐阜市消防本部 空中消火 3回 1,200ℓ散水

61 H22.5.6 (木) 12:49 火災防御活動 林野火災 高山市上宝町在家 Ⅰ 2:24 高山市消防本部 空中消火 11回 4,400ℓ散水

62 H22.5.8 (土) 12:19 救急搬送活動 急病 飛騨市神岡町山之村 Ⅰ 1:09 飛騨市消防本部 神岡場外にて救急隊に引き継ぐ

63 H22.5.16 (日) 9:40 救急搬送活動 医師搬送 郡上市八幡町 郡上市民病院 Ⅰ 0:18 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

64 H22.5.16 (日) 9:40 救急搬送活動 転院搬送 郡上市八幡町 郡上市民病院 Ⅰ 0:19 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

65 H22.5.21 (金) 10:21 捜索救助活動 水難 各務原市川島松倉町 木曽川 Ⅰ 0:33 各務原市消防本部 レスキュースリングにて救助

66 H22.5.21 (金) 10:21 救急搬送活動 自損行為 各務原市川島松倉町 木曽川 Ⅰ 0:10 各務原市消防本部 上中屋場外にて救急隊に引き継ぐ

67 H22.5.21 (金) 11:49 救急搬送活動 医師搬送 揖斐郡揖斐川町 原谷付近 Ⅰ 0:20 揖斐郡消防組合消防本部 岐阜大学医師搭乗 現場に向かう

68 H22.5.21 (金) 11:49 救急搬送活動 労働災害 揖斐郡揖斐川町 原谷付近 Ⅰ 0:19 揖斐郡消防組合消防本部 緑地公園緊着場にて救急隊に引き継ぐ

69 H22.5.21 (金) 16:26 救急搬送活動 医師搬送 美濃加茂市古井町 木沢記念病院 Ⅰ 0:16 可茂消防事務組合消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

70 H22.5.21 (金) 16:26 救急搬送活動 転院搬送 美濃加茂市古井町 木沢記念病院 Ⅰ 0:16 可茂消防事務組合消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

71 H22.5.25 (火) 14:24 捜索救助活動 山岳 本巣市根尾 奥谷付近 Ⅰ 0:35 本巣消防事務組合消防本部 バーティカル担架にて救助

72 H22.5.25 (火) 14:24 救急搬送活動 労働災害 本巣市根尾 奥谷付近 Ⅰ 0:14 本巣消防事務組合消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

73 H22.5.28 (金) 14:57 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 1:02 高山市消防本部 名古屋徳州会病院へ搬送

74 H22.5.31 (月) 9:58 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:47 下呂市消防本部 長良医療センターへ搬送

75 H22.6.1 (火) 9:52 救急搬送活動 医師搬送 高山市大新町 久美愛厚生病院 Ⅰ 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

76 H22.6.1 (火) 9:52 救急搬送活動 転院搬送 高山市大新町 久美愛厚生病院 Ⅰ 0:35 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送



№ 活 動 種 別 活動内容 発 生 場 所 若鮎 飛行時間 要 請 機 関 備 考出 場 日 時

77 H22.6.2 (水) 7:29 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:35 高山市消防本部 岐阜ハートセンター医師搭乗（転院搬送）

78 H22.6.2 (水) 7:29 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:35 高山市消防本部 岐阜ハートセンターへ搬送

79 H22.6.6 (日) 9:42 救急搬送活動 医師搬送 下呂市金山町 金山病院 Ⅰ 0:23 下呂市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

80 H22.6.6 (日) 9:42 救急搬送活動 転院搬送 下呂市金山町 金山病院 Ⅰ 0:22 下呂市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

81 H22.6.6 (日) 13:50 救急搬送活動 医師搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:21 下呂市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

82 H22.6.6 (日) 13:50 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:26 下呂市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

83 H22.6.10 (木) 14:56 火災防御活動 その他火災 各務原市前渡西町 木曽川右岸 Ⅰ 1:18 各務原市消防本部 空中消火 47回 23,500ℓ散水

84 H22.6.12 (土) 12:48 救急搬送活動 医師搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:25 下呂市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

85 H22.6.12 (土) 12:48 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:24 下呂市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

86 H22.6.13 (日) 8:37 航空消防防災相互応援 水難 三重県桑名市長島町 木曽川 Ⅰ 2:45 桑名市消防本部 発見に至らず

87 H22.6.16 (水) 16:28 救急搬送活動 医師搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:25 下呂市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

88 H22.6.16 (水) 16:28 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:26 下呂市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

89 H22.6.18 (金) 10:45 救急搬送活動 転院搬送 多治見市前畑町 県立多治見病院 Ⅰ 0:34 多治見市消防本部 名古屋市立大学病院へ搬送

90 H22.6.20 (日) 9:55 捜索救助活動 水難 羽島郡笠松町 木曽川 Ⅰ 0:31 羽島郡広域連合消防本部 誤報と判明し帰投

91 H22.6.21 (月) 11:29 救急搬送活動 転院搬送 高山市大新町 久美愛厚生病院 Ⅰ 1:15 高山市消防本部 大垣市民病院へ搬送

92 H22.6.22 (火) 9:25 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:36 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

93 H22.6.22 (火) 9:25 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:38 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

94 H22.6.22 (火) 14:12 救急搬送活動 医師搬送 本巣市根尾東小鹿 Ⅰ 0:14 本巣消防事務組合消防本部 岐阜大学医師搭乗 現場に向かう

95 H22.6.22 (火) 14:12 救急搬送活動 一般負傷 本巣市根尾東小鹿 Ⅰ 0:17 本巣消防事務組合消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

96 H22.6.22 (火) 16:16 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:45 下呂市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

97 H22.6.25 (金) 14:00 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:59 高山市消防本部 長良医療センターへ搬送

98 H22.6.26 (土) 10:24 捜索救助活動 水難 恵那市笠置町毛呂窪 Ⅰ 0:42 恵那市消防本部 バーティカル担架にて救助

99 H22.6.26 (土) 10:24 救急搬送活動 一般負傷 恵那市笠置町毛呂窪 Ⅰ 0:18 恵那市消防本部 県立多治見病院へ搬送

100 H22.6.27 (日) 15:39 捜索救助活動 山岳 飛騨市神岡町山之村 天蓋山 Ⅰ 0:58 飛騨市消防本部 天候不良のため、途中帰投

101 H22.6.28 (月) 9:13 救急搬送活動 転院搬送 恵那市大井町 市立恵那病院 Ⅰ 1:14 恵那市消防本部 国立病院機構鈴鹿病院へ搬送

102 H22.7.6 (火) 17:03 救急搬送活動 医師搬送 恵那市上矢作町 上矢作中学校 リース機 0:20 恵那市消防本部 県立多治見医師搭乗（転院搬送）
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103 H22.7.6 (火) 17:03 救急搬送活動 転院搬送 恵那市上矢作町 上矢作中学校 リース機 0:19 恵那市消防本部 県立多治見病院へ搬送

104 H22.7.8 (木) 16:29 捜索救助活動 山岳 郡上市白鳥町 ウイングヒルズスキー場 リース機 0:43 郡上市消防本部 バーティカル担架にて救助

105 H22.7.8 (木) 16:29 救急搬送活動 労働災害 郡上市白鳥町 ウイングヒルズスキー場 リース機 0:24 郡上市消防本部 白鳥場外にて救急隊に引き継ぐ

106 H22.7.10 (土) 13:43 捜索救助活動 山岳 大野郡白川村 三方岩岳 リース機 0:44 高山市消防本部 バーティカル担架にて救助

107 H22.7.10 (土) 13:43 救急搬送活動 急病 大野郡白川村 三方岩岳 リース機 0:40 高山市消防本部 高山場外にて救急隊に引き継ぐ

108 H22.7.12 (月) 16:15 捜索救助活動 水難 各務原市川島小網町 木曽川 リース機 0:30 各務原市消防本部 地上隊にて対応

109 H22.7.13 (火) 11:08 捜索救助活動 水難 岐阜市日野西 長良川 リース機 0:47 岐阜市消防本部 発見に至らず

110 H22.7.16 (金) 7:20 災害応急対策活動 自然災害 中濃地域 リース機 0:35 岐阜県 偵察活動実施

111 H22.7.16 (金) 13:14 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 1:02 高山市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

112 H22.7.16 (金) 14:53 捜索救助活動 水難 可児市土田 木曽川 リース機 0:31 可茂消防事務組合消防本部 発見に至らず

113 H22.7.16 (金) 15:24 捜索救助活動 水難 加茂郡白川町 中川 リース機 0:25 可茂消防事務組合消防本部 地上隊にて対応

114 H22.7.17 (土) 8:29 捜索救助活動 水難 可児市土田 木曽川 Ⅰ 2:29 可茂消防事務組合消防本部 発見に至らず

115 H22.7.17 (土) 11:00 災害応急対策活動 自然災害 中農・東濃地域 Ⅰ 1:19 岐阜県 偵察活動実施

116 H22.7.18 (日) 9:26 捜索救助活動 水難 可児市土田 木曽川 Ⅰ 2:16 可茂消防事務組合消防本部 発見に至らず

117 H22.7.18 (日) 13:25 捜索救助活動 交通事故 本巣市根尾宇津志 Ⅰ 0:39 本巣消防事務組合消防本部 バーティカル担架にて救助

118 H22.7.18 (日) 13:25 救急搬送活動 交通事故 本巣市根尾宇津志 Ⅰ 0:13 本巣消防事務組合消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

119 H22.7.18 (日) 17:29 捜索救助活動 水難 関市池尻 鮎之瀬橋 長良川 Ⅰ 1:10 中濃消防組合消防本部 発見に至らず

120 H22.7.19 (月) 8:57 捜索救助活動 水難 関市池尻 鮎之瀬橋 長良川 Ⅰ 1:21 中濃消防組合消防本部 発見に至らず

121 H22.7.19 (月) 10:52 捜索救助活動 水難 可児市土田 木曽川 Ⅰ 2:08 可茂消防事務組合消防本部 発見に至らず

122 H22.7.19 (月) 13:28 捜索救助活動 水難 郡上市八幡町 木曽川 Ⅰ 1:30 郡上市消防本部 発見に至らず

123 H22.7.20 (火) 9:11 捜索救助活動 水難 可児市土田 木曽川 Ⅰ 2:13 可茂消防事務組合消防本部 発見に至らず

124 H22.7.20 (火) 10:42 捜索救助活動 水難 関市池尻 長良川 Ⅰ 0:35 中濃消防組合消防本部 上空から発見、地上隊誘導引き継ぐ

125 H22.7.21 (水) 9:44 捜索救助活動 水難 郡上市八幡町 長良川 Ⅰ 1:08 郡上市消防本部 発見に至らず

126 H22.7.24 (土) 18:35 捜索救助活動 水難 海津市海津町駒ヶ江 長良川 Ⅰ 0:43 海津市消防本部 発見に至らず

127 H22.7.25 (日) 8:47 捜索救助活動 水難 海津市海津町駒ヶ江 長良川 Ⅰ 1:14 海津市消防本部 発見に至らず

128 H22.7.25 (日) 11:01 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:31 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）
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129 H22.7.25 (日) 11:01 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:34 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

130 H22.7.25 (日) 16:52 捜索救助活動 水難 本巣市木知原 根尾川 Ⅰ 0:33 本巣消防事務組合消防本部 エバックハーネスにて救助

131 H22.7.25 (日) 16:52 救急搬送活動 水難 本巣市木知原 根尾川 Ⅰ 0:11 本巣消防事務組合消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

132 H22.7.30 (金) 16:05 捜索救助活動 山岳 下呂市小坂町 大洞国有林内 Ⅰ 1:02 下呂市消防本部 バーティカル担架にて救助

133 H22.7.30 (金) 16:05 救急搬送活動 労働災害 下呂市小坂町 大洞国有林内 Ⅰ 0:22 下呂市消防本部 下呂場外にて救急隊に引き継ぐ

134 H22.8.1 (日) 14:44 捜索救助活動 水難 美濃市前野 長良川 Ⅰ 0:18 中濃消防組合消防本部 地上隊にて対応

135 H22.8.1 (日) 15:07 捜索救助活動 水難 各務原市川島北山町 木曽川 Ⅰ 0:24 各務原市消防本部 地上隊にて対応

136 H22.8.4 (水) 13:29 救急搬送活動 転院搬送 岐阜市野一色 岐阜県総合医療センター Ⅰ 1:33 岐阜市消防本部 長野県立こども病院へ搬送

137 H22.8.5 (木) 17:25 捜索救助活動 山岳 岐阜市米廩谷洞 金華山 瞑想の小径 Ⅰ 0:18 岐阜市消防本部 バーティカル担架にて救助

138 H22.8.5 (木) 17:25 救急搬送活動 急病 岐阜市米廩谷洞 金華山 瞑想の小径 Ⅰ 0:12 岐阜市消防本部 岐阜赤十字病院へ搬送

139 H22.8.7 (土) 9:45 捜索救助活動 水難 加茂郡白川町 飛騨川 Ⅰ 1:27 可茂消防事務組合消防本部 発見に至らず

140 H22.8.8 (日) 15:43 捜索救助活動 水難 加茂郡白川町 飛騨川 Ⅰ 0:55 可茂消防事務組合消防本部 発見に至らず

141 H22.8.8 (日) 14:04 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:26 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

142 H22.8.8 (日) 14:04 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:25 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

143 H22.8.13 (金) 10:40 捜索救助活動 水難 美濃市片知谷戸 板取川 Ⅰ 0:26 中濃消防組合消防本部 レスキュースリングにて移動救助

144 H22.8.15 (日) 8:55 捜索救助活動 水難 関市倉知 津保川 Ⅰ 0:17 中濃消防組合消防本部 レスキュースリングにて救助

145 H22.8.15 (日) 8:55 救急搬送活動 一般負傷 関市倉知 津保川 Ⅰ 0:16 中濃消防組合消防本部 岐阜県立総合医療センターへ搬送

146 H22.8.15 (日) 16:33 捜索救助活動 水難 関市池尻 長良川 Ⅰ 0:37 中濃消防組合消防本部 サバイバースリングにて救助

147 H22.8.15 (日) 16:33 救急搬送活動 一般負傷 関市池尻 長良川 Ⅰ 0:15 中濃消防組合消防本部 下白金場外にて救急隊に引き継ぐ

148 H22.8.16 (月) 14:38 捜索救助活動 水難 羽島市正木町 木曽川 Ⅰ 0:07 羽島市消防本部 地上隊にて対応

149 H22.8.21 (土) 15:09 救急搬送活動 一般負傷 松本市安曇鈴蘭 肩の小屋付近 Ⅰ 1:04 高山市消防本部 高山場外にて救急隊に引き継ぐ

150 H22.8.24 (火) 16:55 捜索救助活動 山岳 可児市土田鳩吹山 Ⅰ 0:21 可茂消防事務組合消防本部 エバックハーネスにて救助

151 H22.8.24 (火) 16:55 救急搬送活動 急病 可児市土田鳩吹山 Ⅰ 0:10 可茂消防事務組合消防本部 中濃厚生病院へ搬送

152 H22.8.25 (水) 9:40 捜索救助活動 水難 各務原市川島笠田町 木曽川 Ⅰ 2:06 各務原市消防本部 発見に至らず

153 H22.8.27 (金) 12:49 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 Ⅰ 0:23 郡上市消防本部 岐阜ハートセンター医師搭乗（転院搬送）

154 H22.8.27 (金) 12:49 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 Ⅰ 0:23 郡上市消防本部 岐阜ハートセンターへ搬送
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155 H22.8.29 (日) 13:02 捜索救助活動 山岳 美濃市大矢田 天王山 Ⅰ 0:27 中濃消防組合消防本部 エバックハーネスにて救助

156 H22.8.29 (日) 13:02 救急搬送活動 急病 美濃市大矢田 天王山 Ⅰ 0:14 中濃消防組合消防本部 中濃厚生病院へ搬送

157 H22.8.29 (日) 14:27 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

158 H22.8.29 (日) 14:27 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:37 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

159 H22.8.30 (月) 7:44 捜索救助活動 その他 高山市清見町 松谷林道付近 Ⅰ 1:29 高山市消防本部 発見に至らず

160 H22.8.31 (火) 9:17 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

161 H22.8.31 (火) 9:17 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 Ⅰ 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

162 H22.8.31 (火) 11:07 捜索救助活動 その他 高山市清見町 松谷林道付近 Ⅰ 1:10 高山市消防本部 発見に至らず

163 H22.9.1 (水) 11:02 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:20 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

164 H22.9.1 (水) 11:02 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 Ⅰ 0:23 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

165 H22.9.2 (木) 14:07 救急搬送活動 転院搬送 高山市大新町 久美愛厚生病院 Ⅰ 1:03 高山市消防本部 羽島市民病院へ搬送

166 H22.9.11 (土) 13:40 救急搬送活動 医師搬送 加茂郡白川町 白川病院 Ⅰ 0:21 可茂消防事務組合消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

167 H22.9.11 (土) 13:40 救急搬送活動 転院搬送 加茂郡白川町 白川病院 Ⅰ 0:21 可茂消防事務組合消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

168 H22.9.12 (日) 11:57 救急搬送活動 医師搬送 飛騨市古川町 数河高原ラグビー場 Ⅰ 0:35 飛騨市消防本部 岐阜大学医師搭乗 現場に向かう

169 H22.9.12 (日) 11:57 救急搬送活動 運動競技 飛騨市古川町 数河高原ラグビー場 Ⅰ 0:36 飛騨市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

170 H22.9.14 (火) 6:58 捜索救助活動 その他 瑞浪市日吉町 松野湖付近 Ⅰ 2:27 瑞浪市消防本部 発見に至らず

171 H22.9.24 (金) 10:58 救急搬送活動 医師搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:25 下呂市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

172 H22.9.24 (金) 10:58 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:22 下呂市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

173 H22.9.29 (水) 11:59 救急搬送活動 労働災害 高山市岩井町 乗鞍少年自然の家付近 Ⅰ 0:05 高山市消防本部 地上隊にて対応

174 H22.10.2 (土) 11:01 救急搬送活動 医師搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:25 下呂市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

175 H22.10.2 (土) 11:01 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田町 県立下呂温泉病院 Ⅰ 0:27 下呂市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

176 H22.10.3 (日) 11:21 捜索救助活動 水難 羽島市小熊町 長良川 Ⅰ 0:13 大垣消防組合消防本部 レスキュースリングにて救助

177 H22.10.3 (日) 11:21 救急搬送活動 自損行為 羽島市小熊町 長良川 Ⅰ 0:13 大垣消防組合消防本部 大垣市民病院へ搬送

178 H22.10.7 (木) 10:25 捜索救助活動 その他 下呂市萩原町 大洞林道 リース機 0:49 下呂市消防本部 バーティカル担架にて救助

179 H22.10.7 (木) 10:25 救急搬送活動 労働災害 下呂市萩原町 大洞林道 リース機 0:22 下呂市消防本部 下呂場外にて救急隊に引き継ぐ

180 H22.10.10 (日) 15:30 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 1:09 高山市消防本部 愛知医科大学附属病院へ搬送



№ 活 動 種 別 活動内容 発 生 場 所 若鮎 飛行時間 要 請 機 関 備 考出 場 日 時

181 H22.10.12 (火) 14:03 救急搬送活動 医師搬送 郡上市八幡町 郡上市民病院 リース機 0:20 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

182 H22.10.12 (火) 14:03 救急搬送活動 転院搬送 郡上市八幡町 郡上市民病院 リース機 0:21 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

183 H22.10.16 (土) 12:08 救急搬送活動 交通事故 飛騨市神岡町和佐府 飛越トンネル リース機 1:20 飛騨市消防本部 高山場外にて救急隊に引き継ぐ

184 H22.10.16 (土) 14:00 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:30 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

185 H22.10.16 (土) 14:00 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

186 H22.10.23 (土) 12:25 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 リース機 0:24 郡上市消防本部 岐阜ハートセンター医師搭乗（転院搬送）

187 H22.10.23 (土) 12:25 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 リース機 0:22 郡上市消防本部 岐阜ハートセンターへ搬送

188 H22.10.30 (土) 11:44 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:34 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

189 H22.10.30 (土) 11:44 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:31 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

190 H22.11.2 (火) 9:23 救急搬送活動 転院搬送 岐阜市大学西1丁目 岐阜大学附属病院 リース機 1:51 岐阜市消防本部 静岡てんかん神経医療センターへ搬送

191 H22.11.2 (火) 12:39 救急搬送活動 転院搬送 飛騨市神岡町 飛騨市民病院 リース機 1:25 飛騨市消防本部 名古屋大学医学部附属病院へ搬送

192 H22.11.6 (土) 14:47 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

193 H22.11.6 (土) 14:47 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:36 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

194 H22.11.9 (火) 16:20 救急搬送活動 医師搬送 郡上市八幡町 郡上市民病院 リース機 0:20 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

195 H22.11.9 (火) 16:20 救急搬送活動 転院搬送 郡上市八幡町 郡上市民病院 リース機 0:24 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

196 H22.11.14 (日) 9:30 救急搬送活動 医師搬送 恵那市笠置町 恵那北中学校 リース機 0:25 恵那市消防本部 岐阜大学医師搭乗（急病）

197 H22.11.14 (日) 9:30 救急搬送活動 急病 恵那市笠置町 恵那北中学校 リース機 0:23 恵那市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

198 H22.11.14 (日) 13:31 捜索救助活動 その他 大野郡白川村 飯島付近 リース機 2:03 高山市消防本部 発見に至らず

199 H22.11.16 (火) 15:03 捜索救助活動 山岳 岐阜市米廩谷洞 金華山 瞑想の小径 リース機 0:22 岐阜市消防本部 バーティカル担架にて救助

200 H22.11.16 (火) 15:03 救急搬送活動 急病 岐阜市米廩谷洞 金華山 瞑想の小径 リース機 0:09 岐阜市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

201 H22.11.19 (金) 11:47 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:58 高山市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

202 H22.11.20 (土) 11:40 捜索救助活動 山岳 岐阜市南釜ヶ洞 金華山 達目ハイキングコース リース機 0:31 岐阜市消防本部 地上隊にて対応

203 H22.11.20 (土) 13:04 捜索救助活動 山岳 岐阜市赤ヶ洞 金華山 馬の背登山道 リース機 0:16 岐阜市消防本部 地上隊にて対応

204 H22.11.20 (土) 13:39 救急搬送活動 医師搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:29 高山市消防本部 岐阜大学医師搭乗（急病）

205 H22.11.20 (土) 13:39 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:32 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

206 H22.11.21 (日) 10:51 救急搬送活動 その他 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:59 (社)日本臓器移植ネットワーク 富山空港へ搬送
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207 H22.11.21 (日) 10:51 救急搬送活動 その他 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 0:41 (社)日本臓器移植ネットワーク 県営名古屋空港へ搬送

208 H22.11.23 (火) 10:16 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 リース機 0:23 郡上市消防本部 岐阜大学医師搭乗（転院搬送）

209 H22.11.23 (火) 10:16 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 鷲見病院 リース機 0:21 郡上市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

210 H22.11.25 (木) 13:02 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 1:26 高山市消防本部 あいち保険小児医療総合センターへ搬送

211 H22.11.26 (金) 14:40 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田 県立下呂温泉病院 リース機 0:47 下呂市消防本部 長良医療センターへ搬送

212 H22.11.27 (土) 14:12 救急搬送活動 転院搬送 高山市天満町 高山赤十字病院 リース機 1:02 高山市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

213 H22.11.27 (土) 16:05 火災防御活動 林野火災 下呂市金山町 管原トンネル付近 リース機 0:25 下呂市消防本部 火勢鎮圧、途中帰投

214 H22.11.29 (月) 11:43 救急搬送活動 転院搬送 美濃加茂市古井町 木沢記念病院 リース機 0:24 可茂消防事務組合消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

215 H22.11.29 (月) 13:08 捜索救助活動 山岳 山県市葛原 釜ヶ谷山北側山頂付近 リース機 0:57 山県市消防本部 バーティカル担架にて救助

216 H22.11.29 (月) 13:08 救急搬送活動 労働災害 山県市葛原 釜ヶ谷山北側山頂付近 リース機 0:26 山県市消防本部 岐阜大学医学部附属病院へ搬送

217 H22.11.30 (火) 7:00 航空消防防災相互応援 山岳 滋賀県大津市 北比良登山道 リース機 1:35 大津市消防局 エバックハーネスにて救助

218 H22.11.30 (火) 12:26 救急搬送活動 医師搬送 関市若草通り 中濃厚生病院 リース機 0:14 中濃消防組合消防本部 岐阜ハートセンター医師搭乗（転院搬送）

219 H22.11.30 (火) 12:26 救急搬送活動 転院搬送 関市若草通り 中濃厚生病院 リース機 0:16 中濃消防組合消防本部 岐阜ハートセンターへ搬送

220 H22.12.6 (月) 10:00 捜索救助活動 その他 高山市荘川町 御母衣湖 リース機 1:49 高山市消防本部 発見に至らず

221 H22.12.6 (月) 13:13 救急搬送活動 転院搬送 下呂市幸田 県立下呂温泉病院 リース機 0:44 下呂市消防本部 岐阜県総合医療センターへ搬送

222 H22.12.18 (土) 7:06 救急搬送活動 その他 岐阜市野一色 岐阜県総合医療センター Ⅰ 0:26 (社)日本臓器移植ネットワーク 県営名古屋空港へ搬送

223 H22.12.20 (月) 16:08 救急搬送活動 医師搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 Ⅰ 0:23 郡上市消防本部 岐阜ハートセンター医師搭乗（転院搬送）

224 H22.12.20 (月) 16:08 救急搬送活動 転院搬送 郡上市白鳥町 白鳥病院 Ⅰ 0:25 郡上市消防本部 岐阜ハートセンターへ搬送


