
平成１３年８月２９日現在

空　　　港　　　名 実施期間 行　　　事　　　内　　　容

丘珠空港 丘珠空港事務所管理課 011-781-4161 9/20～30 ヒコーキ教室（９月１６日）・機体デザインコンテスト

新千歳空港 新千歳空港事務所総務課 0123-23-4101 9/20～24

航空安全祈願祭・一日空港長・空に関するパネル、写真展・世界の飛行機展・スタンプラリー・キャラクターショー・航空
自衛隊北部航空音楽隊演奏会・空の日クイズ・タイムテーブル世界一周競争・チャリティー子供縁日・体験搭乗

稚内空港 稚内空港事務所総務課 0162-27-2727 9/15 施設見学・空港内バスツアー・写真撮影会・紙飛行機大会・消防車等展示・物品販売

函館空港 函館空港事務所総務課 0138-57-1737 9/20～30 子供書道展・子供絵画展

釧路空港 釧路空港事務所総務課 0154-57-8250 9/15
管制塔、気象施設見学・滑走路、場周道路見学・海上保安庁救難訓練・消防車両放水訓練・小型機等展示・吹奏楽演奏会・
無料記念撮影会・ラジコン実演・お楽しみ抽選会・各種模擬店・特産品販売

三沢空港 三沢空港事務所管理課 0176-53-2461 9/30
写生会・航空教室・模擬店・フリーマーケット・送迎デッキ無料開放・バンド演奏・小学生一日航空業務体験・お楽しみ抽
選会・地場産品販売

仙台空港 仙台空港事務所総務課 022-383-1211 9/29 空港見学会・空の日記念セール・空港歩こう会・空港撮影会

新東京国際空港 新東京空港事務所地域調整課 0476-32-6426 9/16～23
ジャンボ機との綱引き・招待体験飛行・空港内見学会・空港中央広場にて各種イベント・航空科学博物館にてジャンク市
等・ＪＡＬオープンハウス・グラウンドゴルフ大会

東京国際空港 東京空港事務所総務課 03-5757-3000 9/15～16
子供一日空港長・全航空人美術展・空港場内、格納庫見学バス・航空関係グッズ等の展示販売・航空教室・ミニコンサー
ト・お楽しみ抽選会

調布空港 調布空港事務所管理課 0422-31-7330 10月下旬 管制塔見学・小型航空機展示・三鷹囃子・紙飛行機教室・滑走路飛行体験・物産展

新潟空港 新潟空港事務所総務課 025-273-4567 9/24 オープニングセレモニー・小型機体験飛行・航空クイズ・親子航空教室・一日空港長・送迎デッキ無料開放

旭川空港 旭川空港出張所 0166-83-2541 9/16 滑走路ナイトバスツアー・小型機、ラジコン、消防車等展示・ロビーコンサート・航空教室・地場産品フェアー

帯広空港 帯広空港出張所 0155-64-4707 9/23
帯広空港「空の日」記念航空まつり（海上保安庁デモフライト・管制塔見学・小型機等展示・消防車放水デモ・航空教室・
ラジコン曲技飛行・紙飛行機大会・各種模擬店）

中標津空港 中標津空港出張所 01537-2-2067 9/2 空港施設学見学・小型機展示・デモフライト・もちまき・写真展示

女満別空港 女満別空港出張所 01527-4-2673 9/16 一日空港長・航空ミニ教室・施設見学・ウルトラクイズ・紙飛行機大会

紋別空港 紋別空港出張所 01582-8-2423 9/15
空港施設見学会・紙飛行機競技・ウルトラクイズ・セスナ機体験登場・よさこいダンスチーム公演・サーカーゲーム・宝さ
がし

青森空港 青森空港出張所 0177-39-2240 8/26
小型機等展示・場周道路バス走行・管制塔、空港気象施設公開・小型機遊覧飛行・航空教室・熱気球係留体験搭乗・地場産
品販売

花巻空港 花巻空港出張所 0198-26-2014 9/23 空港場内見学・紙飛行機大会・記念品抽選会・吹奏楽演奏・写真展

秋田空港 秋田空港出張所 0188-86-3161 9/16
航空写真展・航空機展示・紙飛行機大会・親子空港探検隊・空港トロットカー遊覧・空港ほり出し物物産市・ちびっ子絵画
展

大館能代空港 大館能代空港出張所 0186-62-5290 9/16 空港探検隊・展望デッキ無料開放・広報パネル展示・ロビーコンサート・遊覧飛行・ラジコンヘリ実演・クイズコーナー

庄内空港 庄内空港出張所 0234-92-4151 9/30 滑走路、航空機、管制塔、測候所見学・防災ヘリ訓練見学・航空機、特殊車両展示・熱気球体験搭乗・送迎デッキ無料開放

山形空港 山形空港出張所 0237-48-1118 9/22
管制塔、滑走路、防災ヘリ訓練見学・防災ヘリ、小型航空機、特殊車両等展示・遊覧飛行・小型航空機、ラジコン飛行機、
超軽量動力機デモフライト・送迎デッキ無料開放

福島空港 福島空港出張所 0247-57-1101 10/7 オープニングセレモニー・施設見学会・救助訓練・野外フェスティバル・記念撮影・送迎デッキ無料開放・地元特産品販売

大島空港 大島空港出張所 04992-2-2395 9/24 施設見学・航空機見学・紙飛行機大会・航空クイズ大会・ラジコン飛行

三宅島空港 三宅島空港出張所 04994-6-1446 本年度は実施しない

江東空港？ 江東空港出張所 03-3521-0346 9/15 施設見学・ヘリ格納庫見学

佐渡空港 佐渡空港出張所 0259-27-2843 8/26
体験搭乗・航空機等展示・記念撮影・凧、模型飛行機等プレゼント・ウルトラライトプレーン試験飛行・ラジコンデモ・フ
リーマーケット・大凧競演・ビデオ上映

松本空港 松本空港出張所 0263-50-3111 9/30 ２００１スカイフェスティバルｉｎ松本（航空体験、マルチメディア体験、お祭りコーナー・航空レジャー展示、等）

八丈島空港
八丈島空港・
航空路監視レーダー事務所

04996-2-4078 9/23～24
ナイトバスツアー・遊覧飛行・記念撮影会・「空の日」記念歓迎八丈太鼓・紙飛行機大会・ライトアップジョギング大会・
空港施設等見学

函館航空路監視レー
ダー事務所

函館航空路監視レーダー事務
所

0138-57-7979 9/21 横津岳ＡＲＳＲサイト施設見学

釧路航空路監視レー
ダー事務所

釧路航空路監視レーダー事務
所

0154-91-9474 9/13 施設見学

八戸航空路監視レー
ダー事務所

八戸航空路監視レーダー事務
所

0178-34-3148 9/20 施設見学・電波教室

石巻航空路監視レー
ダー事務所

石巻航空路監視レーダー事務
所

0225-93-0280 9/20 小学生施設見学

いわき航空路監視
レーダー事務所

いわき航空路
監視レーダー事務所

0246-22-9786 9/20 小学生施設見学

大和航空路監視レー
ダー事務所

大和航空路監視レーダー事務
所

0462-61-1183 10/14 施設見学

長岡航空路監視レー
ダー事務所

長岡航空路監視レーダー事務
所

0258-28-2724 9/14 高校生等施設見学

大宮航空無線標識所 大宮航空無線標識所 048-663-6910 9/20 施設見学

館山航空無線標識所 館山航空無線標識所 0470-22-0591 9/20～30 ポスターの掲示依頼等

木更津航空無線標識
所

木更津航空無線標識所 0438-23-3416 無実施

御宿航空無線標識所 御宿航空無線標識所 0470-68-2654 9/19 施設見学

浜松航空無線標識所 浜松航空無線標識所 053-485-4002 無実施

友部航空無線通信所 友部航空無線通信所 0296-77-0269 9/1～20 「空」の作品コンクール

坂戸航空無線通信所 坂戸航空無線通信所 0492-85-0064 無実施

小松空港 小松空港事務所管理課 0761-24-0828 9/15～24 スカイフェスタ２００１ｉｎ小松

名古屋空港 名古屋空港事務所総務課 0568-28-2111 9/20～30
記念祝賀会（９月２７日）・一日空港長、航空宇宙館・送迎デッキ無料開放、（９月２３日）・絵画展・書道展・老人クラ
ブ空港見学会・中部国際空港ＰＲコーナー

大阪国際空港 大阪空港事務所総務課 06-6843-1121 9/15～21

航空功労者表彰・記念セール・エアポートフェスティバル（空港内バス見学・航空グッズ、物産販売等記念セール・航空機
整備工場見学・盲導犬訓練実演・プレゼントの抽選会・航空機展示・アマチュアバンド等演奏会・航空教室・ＶＯＲ／ＤＭ
Ｅ施設用地開放

八尾空港 八尾空港事務所総務課 0729-92-0031 9/23
体験搭乗・小型航空機の機体等説明・操縦体験（パソコンシュミレーター）・八尾婦人会イベント・カルタ取り大会（エプ
ロン上）・空港内外マラソン大会

関西国際空港 関西空港事務所総務課 0724-55-1300 9/2 スタンプラリー・管制塔見学ツアー・航空教室

美保空港 美保空港事務所管理課 0859-45-6111 9/30
紙飛行機デザインコンテスト・人工蘇生術体験・ウルトラクイズ大会・ストラックアウト・写真撮影会・ビンゴ大会・航空
機展示・見学会

広島空港 広島空港事務所総務課 0848-86-8656 10/28
ステージイベント・航空灯火、器具等の展示・モデルプレーン、乗員制服展示、記念撮影・航空機等展示・航空教室・紹介
パンフレットコーナー・スタンプラリー・フリーマーケット・物品販売・ふるさと郵便局

徳島空港 徳島空港事務所管理課 0886-99-2980 9/30
写真展、屋上送迎デッキ無料開放・撮影会・地上支援車両等展示・写生会・模擬店出店・県防災ヘリの訓練デモ・航空教室

お問い合わせ先

各空港等行事予定
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空　　　港　　　名 実施期間 行　　　事　　　内　　　容お問い合わせ先

各空港等行事予定

高松空港 高松空港事務所総務課 087-879-6770 9/15

オープニングセレモニー・一日空港長・キャラクターと遊ぼう・空の旅獲得ゲーム・制服撮影・空の日写真展・くにまるく
んラリー・航空教室、管制塔見学・ヘリコプター体験飛行・防災航空隊降下訓練・消防車放水・大型照明車実演

松山空港 松山空港事務所総務課 089-972-0319 9/15
パネル展・紙飛行機大会・施設見学・航空機等展示・防災ヘリ救助訓練公開・水軍太鼓演奏・グランドゴルフ大会・送迎
デッキ解放・直産品フェア

高知空港 高知空港事務所総務課 088-863-2621 9/22
一日空港長・紙飛行機大会・大型化学消防車デモンストレーション・航空教室・小型航空機等展示・絵画展示・写真展・送
迎デッキ無料開放

福岡空港 福岡空港事務所総務課 092-621-2221 9/20
管制塔、レーダー室見学・小型機等展示・バザー・展望台無料開放・ビデオ放映・空港写真展・紙飛行機大会・機内見学

北九州空港 北九州空港事務所管理課 093-473-0111 9/22
北九州空港まつり（管制塔見学・小型飛行機、地上支援機材展示・飛行場内見学（バス）・航空教室・消防航空隊救助訓練
実演・青空市、買い物コーナー・軽食・バザーコーナー・お楽しみ抽選会・バンド演奏・消防音楽隊、カラーガード隊演
奏・新北九州空港見学ツアー）

長崎空港 長崎空港事務所総務課 0957-53-6151 9/15
花文字山開放・送迎デッキ開放・空港防災センターにおける火災消火訓練実演及び見学・場周道路見学（バス）・模擬売
店・アミューズビジョン体験・一日空港長・団扇プレゼント

熊本空港 熊本空港事務所総務課 096-232-2853 9/24
くまもと「空の日」フェスタ２００１（紙飛行機コンテスト・ダッシュ８体験飛行・小型機体験飛行・管制塔見学・フリス
ビーゲーム大会・滑走路ミニバスツアー・地元特産品販売・航空機展示）

大分空港 大分空港事務所総務課 0978-67-3771 10/14
大分空港開港３０周年記念事業（記念式典・マラソン大会・一日空港長・羽田空港探検隊・ホーバー体験搭乗・物産販売・
郷土芸能

宮崎空港 宮崎空港事務所総務課 0985-51-3223 9/9
オープニングセレモニー・宮崎県「職場対抗囲碁選手権」空港大会・送迎デッキ無料開放・華道家池坊、宮崎県連合支部花
展・小川紀子絵画展・一日空港長・パネルクイズ・管制塔等見学

鹿児島空港 鹿児島空港事務所総務課 0995-58-4440 9/23
オープニングセレモニー・ＦＭ鹿児島による生放送・空の日ステージ・クイズラリー・親子体力測定・送迎デッキ開放・写
真撮影会・航空教室・グッズ販売・海上保安庁航空基地一般公開

那覇空港 那覇空港事務所総務課 098-857-1101 9/20～30 送迎デッキ無料開放・パネル展・一日空港長（９月２０日）・施設、航空機見学会

下地島空港 下地島空港事務所管理課 09807-8-3415 9/30 管制塔見学・お天気コーナー・化学消防車放水訓練・航空機客室見学・「空の日」Ｇ・Ｇ大会・絵画展

富山空港 富山空港出張所 076-495-3088 9/23
早朝滑走路ウォーキング大会・富山空港探検チャレンジ・救難訓練見学・管制塔見学・写真展・送迎デッキ無料開放・マル
チビジョン上映

福井空港 福井空港出張所 0776-51-0400 9/26～30 スカイフェスタ2001（９／３０）・児童園児のためのスカイフェスタ（９／２７）

南紀白浜空港 南紀白浜空港出張所 0739-42-3827 9/22
キャラクターショー・県警防災ヘリ訓練・飛行機展示・管制塔見学・空港ビルデッキ開放・マルチビジョンビデオ上映・航
空教室・クイズ大会・バザー

鳥取空港 鳥取空港出張所 0857-28-1170 9/16
滑走路等見学・管制塔見学・送迎デッキ無料開放・ビンゴゲーム・演奏会・ポニー体験乗馬・餅つき大会・ヘリコプター、
消防車、除雪車の展示・１日カウンターサービス体験・子供記念撮影会

出雲空港 出雲空港出張所 0853-72-0129 9/15 滑走路、防災・県警ヘリ、消防車見学・管制塔、気象施設見学・送迎デッキ無料開放

石見空港 石見空港出張所 0856-23-5023 9/23
絵画展・遊覧飛行・管制塔気象施設見学・空港内施設見学・空港パネル展・送迎デッキ解放・子供神楽・特産品販売・バン
ド演奏・バルーンアート・航空機展示・案山子展示

隠岐空港 隠岐空港出張所 08512-2-0499 9/24
いぐり凧、連凧２連実演・車両展示・管制塔見学・隠岐太鼓演奏・新空港工事パネル展示・ジョグ＆ウォークスケボー大
会・体験飛行・大空市

岡山空港 岡山空港出張所 086-294-2326 無実施

山口宇部空港 山口宇部空港出張所 0836-21-9860 9/15 管制塔見学・滑走路見学・航空教室・小型機等展示・送迎デッキ無料開放

佐賀空港 佐賀空港出張所 0952-46-0002 9/24
管制塔見学会・ラジオ移動局・エアポートバスツアー・ＹＳ１１、化学消防車等公開・記念撮影・クイズラリー・パネル展
示

壱岐空港 壱岐空港出張所 09204-4-5163 9/30 航空教室・管制塔、コックピット見学・小型機、防災ヘリ、消防車展示・体験搭乗・消防訓練実演

対馬空港 対馬空港出張所 09205-4-3482 9/8
航空機体験搭乗・滑走路マラソン・フリースロー大会・管制塔、気象施設見学・お楽しみ抽選会・キャラクターショー・祝
敬老ゲーム・展示飛行・フリーマーケット

種子島空港 種子島空港出張所 09972-7-0225 9/24 空港内施設見学・パイロット等の制服による記念撮影会・航空グッズ販売等

奄美空港 奄美空港出張所 0997-63-0067 9/23 施設見学・航空教室・写真展・ペットボトルロケット大会・ビデオ上映・送迎デッキの無料開放

徳之島空港 徳之島空港出張所 0997-85-2190 9/24
空港施設、管制塔見学・滑走路ジョギング、ウオーキング大会・ナイトバスツアー・「空の日」YES/NOクイズ大会・航空教
室・故郷民謡大会・消防車放水実演

宮古空港 宮古空港出張所 09807-2-3198 9/13～20 施設見学・航空教室・納涼際（空港の夕べ）・一日空港長・クリーン作戦

石垣空港 石垣空港出張所 09808-2-5015 9/30 空港関係施設見学・海上保安庁航空基地公開

福江空港・航空路監
視レーダー事務所

福江空港・
航空路監視レーダー事務所

0959-72-2952 9/20 施設見学

岡崎航空路監視レー
ダー事務所

岡崎航空路監視レーダー事務
所

0564-43-3060 9/20 施設見学

信太航空路監視レー
ダー事務所

信太航空路監視レーダー事務
所

0725-41-0093右記のとおり
三国山ＡＲＳＲサイト施設見学・航空関係ビデオ鑑賞（１０／１２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　基地局施設見
学・航空関係ビデオ鑑賞（１０／５）

平田航空路監視レー
ダー事務所

平田航空路監視レーダー事務
所

0853-62-3003 9/20 グッズ抽選会

加世田航空路監視
レーダー事務所

加世田航空路監視ﾚｰﾀﾞｰ事務
所

0993-53-5445 9/16 レーダー事務所の概要説明・施設見学

名瀬航空路監視レー
ダー事務所

名瀬航空路監視レーダー事務
所

0997-53-6523 9/20 中学生施設見学・業務概要説明及びビデオ放映

土佐清水航空路監視
レーダー事務所

土佐清水航空路
監視レーダー事務所

08808-2-3200 10/20 レーダー施設見学

平良航空路監視レー
ダー事務所

平良航空路監視レーダー事務
所

09807-3-3115 9/13～20 宮古空港と共同開催

札幌航空交通管制部 札幌航空交通管制部総務課 011-787-4011 9/20 施設見学・管制模擬体験

東京航空交通管制部 東京航空交通管制部総務課 0429-92-1181 9/20 埼玉県立所沢航空発祥記念館との共催による見学会（一般公募４０名）

福岡航空交通管制部 福岡航空交通管制部総務課 092-607-7111 9/20 施設見学

那覇航空交通管制部 那覇航空交通管制部総務課 098-858-8201 9/22 那覇空港との共催（航空保安施設パネル展・航空保安施設見学・航空管制体験教室）

航空大学校 航空大学校総務課 0985-51-1211 9/9 施設等公開・航空教室・体験搭乗・訓練機展示・スタンプラリー抽選会・模擬店・フリーマーケット

航空大学校仙台分校 航空大学校仙台分校総務課 0223-22-3853 9/29 仙台空港との共催（訓練機展示・施設公開）

航空大学校帯広分校 航空大学校帯広分校総務課 0155-64-5671 9/23 帯広空港「空の日」記念航空まつり（施設見学・体験搭乗）

航空保安大学校 航空保安大学校総務課 03-3747-0501 9/15 施設見学・体験入学・生バンド演奏・受験案内

航空保安大学校岩沼
分校

航空保安大学校岩沼分校総務
課

0223-22-5511 9/29 仙台空港との共催（訓練機展示・施設公開）

天草空港
熊本県企画開発部交通対策総
室

096-383-1111 9/24 小型機体験フライト・天草空港探検隊・航空グッズ販売等・紙飛行機大会

広島西飛行場 広島県空港港湾局空港振興室 082-211-1746 10/21 ２００１広島西飛行場まつり（一日飛行場長・体験飛行・場内バス見学等）

但馬空港 兵庫県県土整備部企画調整局 092-608-6122 8/25～26 但馬空港フェスティバル’０１開催

※各空港等で行うイベントは、８月２９日現在のものであり、日時等については現在調整中
　内容についても変更等有り
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