
平成１７年９月１日現在

空　港　等　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月17日～30日 （航空写真展、17日～30日)、(紙飛行機教室、機体展示、機体デザインコンテスト23日)

新千歳空港 新千歳空港事務所総務課 0123-23-4101 9月19日～20日
空の日クイズ勝ち抜き大会、空に関するパネル・写真展、スタンプラリー、航空自衛隊北部航空音楽
隊演奏会、キャラクターショー、空港内バス見学

稚内空港 稚内空港事務所総務課 0162-27-2727 8月28日
管制塔、格納庫等の見学、消防車両等の展示、空港内（場周等）バスツアー、写真撮影会（制服（子
供用）を着て・飛行機をバックに）、航空機関連グッズ等販売

函館空港 函館空港事務所総務課 0138-57-1737 9月16日～30日
（空港施設見学会、9月23日）（子供絵画・書道展、9月20日～9月30日）（エアフロントオアシス花
一杯作戦、9月16日）（エアポート・ミーティング、9月27日）、（「仮称　空に向かって夢を飛ばそ
う！」フェスティバルへの後援、9月19日）

釧路空港 釧路空港事務所総務課 0154-57-6281 9月10日

管制塔及び気象施設の見学、バス乗車による場周道路見学、ヘリコプターを使用しての模擬訓練、
マーメイドくしろによる空港内巡回、小型機、ヘリ、除雪車消防車展示、飲食屋台等、地元小中学生
による野外コンサート、一般参加型クイズ、地元の歌手によるコンサート、景品が当たる抽選会を実
施、子供用パイロット、ＣＡの制服を着て記念撮影、航空機をバックに記念撮影

三沢空港 三沢空港事務所管理課 0176-53-2461 9月17日 送迎デッキ無料開放、記念グッズの配布

仙台空港 仙台空港事務所総務課 022-383-1211 9月11日 空港施設見学、小型機(セスナ・ヘリ）遊覧飛行、航空教室、パネル展示、グッズ販売

成田国際空港 成田空港事務所地域調整課 0476-32-0984 9月10日～23日

【航空科学博物館会場】
(ジャンク市 10～11日、地元物産販売10～11日,17～19日,23日、※こども模型飛行機教室 17日、
キャラクターショー・バンド演奏・クイズ大会 18日、※お天気教室 19日、入館無料 17～19日,23
日）
【中央広場会場】
(キャラクターショー・各種アトラクション・抽選会・地元物産販売等　19日)
【芝山千代田駅前広場】
（「芝山元気市」地元物産販売、16日,18～19日,23日、ミニＳＬ運行・フリーマーケット等 23日)
【芝山町総合運動場】
（グラウンドゴルフ大会（招待者） 20日＜雨天順延：21日＞）
【整備場地区】
（※最新鋭ジェット機綱引き大会・空港内見学ツアー 19日）
【第１旅客ターミナル】
（ターミナル　クラシックコンサート 19日）　　　　　　　　　　　　　　　※印は事前申込制

東京国際空港 東京空港事務所総務課 03-5756-1510 9月11日
第38回「全航空美術展」（16日迄）、航空関連グッズ等の展示販売、ビッグバードクイズラリー、子
供航空教室、「さらにひろがる羽田空港展2005」、格納庫見学バスツアー、ミニ羽田航空宇宙科学
館、ストリートパフォーマンス

調布飛行場 調布飛行場管理係 0422-34-4840 10月9日

管制塔見学会（先着順　午前・午後各120名ずつ）、飛行機（ヘリコプター・小型機・グライダー
等）展示、働く自動車（消防車・パトカー等）展示、キッズコーナー（紙飛行機制作と飛行・小型機
と記念撮影等）、出店コーナー（島しょ、多摩、地元商工会等の物産販売等）、格納庫見学（格納庫
内展示・グッズ販売等）、模型展示・実演（ハンドランチグライダー）、フリーマーケット（約90
店）、スタンプラリー

新潟空港 新潟空港事務所総務課 025-273-4567 9月10日
（ポートクイーン新潟一日空港長任命、親子航空教室、航空クイズ＜参加者に記念品プレゼント＞、
空港内バスツアー
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※各空港で行うイベントの内容、日程、場所については変更もあり得ますので、問い合わせ先にご確認下さい。



旭川空港 旭川空港出張所 0166-83-2541 9月11日

ミス旭川「一日空港長」、グランドスタッフ体験、整備士体験、管制塔・気象業務の見学、モーター
グライダー機の展示、模擬店、子供縁日、お楽しみ抽選会、空港消防車・除雪車両等の展示、ＧＳＥ
車両展示及び一部体験乗車、旭川空港飛来機と自然ポストカード展、ラジコン機の展示、ライブス
テージ、ロビーコンサート、ホールインワンで紙飛行機と遊ぼう、機内販売用グッズの特別販売会、
航空機部品のアクセサリー販売会、滑走路ナイトバスツアー、送迎デッキ無料開放（９月１１日～２
０日）

帯広空港
帯広市
商工観光部　空港事務所

0155-64-5320 9月11日

航空機体験搭乗、管制塔・気象施設見学、ラジコン曲技飛行、スポーツカイト、空港見学バスツ
アー、化学消防車・除雪車展示、客室乗務員制服で記念撮影、航空機お絵かきコンテスト、トーイン
グカーと綱引き、ちびっ子消防隊、化学消防車走行放水デモ、紙飛行機大会、ミニホースふれあい体
験、小型飛行機展示、航空機部品展示、航空灯火照明器具展示、ふれあい縁日（輪投げ、くじ引き
等）、ＩＳＯ環境パネル展、味覚と地場産品コーナー、ディスクドックショー

中標津空港 中標津空港出張所 0153-72-2067 9月4日
空港内施設見学、空港内バス見学、紙飛行機大会、小型航空機の展示、制限区域の一部開放、アマ
チュアバンドによる演奏会、「空の日記念」餅まき大会、化学消防車及び施設見学

女満別空港 女満別空港出張所 01527-4-2673 9月2日～30日
紙ヒコーキ教室、管制塔・気象施設の見学、空港場周見学、特産品販売、物産品販売、送迎デッキ無
料開放、エアラインから子供用の制服を借用し写真撮影会、くじ付餅まき大会、セスナ体験搭乗

紋別空港 紋別空港出張所 01582-4-1146 9月17日～18日
ウェルカムパーティー、スカイダイビング、曲技飛行、軽飛行機・モーターグライダー・モーターパ
ラグライダー展示及びデモフライト、紙飛行機大会、空港内バスツアー、写真撮影会、ヘリコプター
遊覧飛行

花巻空港 花巻空港出張所管理課 0198-26-2014 9月23日
モーターパラグライダー飛行、バスによる場内一週、小型機との綱引き、防災ヘリによるデモ飛行、
アクロバット飛行、チビッコ運転免許証プレゼント、空の市、小型機展示、遊覧飛行、送迎デッキ無
料開放、空の日クイズ

大館能代空港
秋田県大館能代空港管理事
務所　総務班

0186-63-1001 9月12日
空港探検隊（飛行場内及び特殊車両等の見学)、展望デッキ無料開放、空港あれこれ写真展、ロビー
コンサート、大館能代空港タや飛行機に関するクイズ大会及び乗務員等の制服で写真撮影、ヘリコプ
ター遊覧飛行、空港で使用している車両の公開、切手販売

庄内空港
山形県庄内総合支庁建設部
庄内空港事務所

0234-92-4122 9月25日

モーターパラグライダーのデモフライト、ラジコン飛行機のアクロバット飛行、海上保安庁小型機・
県防災ヘリ・航空大学校訓練機・空港特殊車両展示、地元高校生チアリーディング、地元和太鼓、売
店（軽食等）、庄内空港近隣上空の遊覧飛行、管制塔・気象施設・場周道路・滑走路見学、送迎展望
デッキ終日無料開放

山形空港 山形空港出張所 0237-48-1118 9月10日
トーイングカー（飛行機を引っ張る車）の体験乗車、ラジコンデモフライト、管制塔見学、小型航空
機・ラジコン等の展示、航空機外観見学、写真パネル展示、ヘリコプター展示、滑走路を歩こうツ
アー・紙ヒコーキ教室、臨時売店、おたのしみ抽選会

福島空港 福島県　福島空港事務所
0247-57-1111
(内線251）

9月19日～25日

施設見学会（管制塔、無線機器室等航空局施設・気象台施設・消防車両、除雪車両等の一般公開（管
制塔など一部は事前の応募抽選者のみ）、バス見学会）、福島県消防防災航空センター消防防災航空
隊ヘリの救助訓練デモンストレーション、展望デッキ無料開放、航空教室、紙飛行機大会、スタンプ
ラリー、ウルトラマンと遊ぼう、地元特産品特売会、マラソン大会

大島空港 大島空港出張所 04992-2-2395 10月10日 空港施設見学、航空機見学、消防車両見学、航空教室、その他

東京ヘリポート 江東空港出張所 03-3521-0346 10月2日 東京ヘリポート庁舎施設見学、ヘリ格納庫見学、ヘリ体験搭乗飛行

松本空港 松本空港出張所 0263-50-3111 10月2日

お楽しみ抽選会、ｷｬﾋﾞﾝｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ教室・同撮影会、県警音楽隊・小中学生吹奏楽・園児の鼓笛隊・地元
グループによる和太鼓等、小型機展示、県警ヘリ・消防ヘリの体験見学、デモフライト、ＭＤ８７機
体見学及び整備士による説明会、ＰＣ・ＴＶゲーム機によるフライトシミュレーション、航空関係ビ
デオ放映、子供向けの簡単なゲーム、綿飴・ポップコーン・ボンボン釣りのサービス、子供用遊具を
設置し無料開放、航空機模型その他展示、送迎デッキ無料開放、航空関係写真展示、信州松本空港絵
画・写真コンクール、気象観測用気球模型及び資料の展示、フリーマーケットによる農産物の販売、
バスにて滑走路見学

秋田空港
秋田県秋田空港管理事務所
総務班

018-886-3362 9月13日～20日
秋田空港○×クイズ、消防車の放水実演、物産の販売、絵画・写真展、場周バスツアー、管制塔見
学、自衛隊・消防デモフライト、小型機展示

※各空港で行うイベントの内容、日程、場所については変更もあり得ますので、問い合わせ先にご確認下さい。



八丈島空港
八丈島空港管理事務所（東
京都八丈支庁港湾課）

04996-2-0163 9月23日
管制塔及び気象施設見学、「空の日」記念撮影会、海上保安庁・警視庁機公開、消防施設・化学消防
車見学、子供紙ヒコーキ大会、ヘリコプター遊覧飛行、滑走路バスツアー、子供たちによる伝統芸能
「八丈太鼓」、お楽しみ抽選会、レストラン２００円カレー

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月19日 横津岳レーダーサイト施設見学会

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 10月上旬予定 釧路ARSR局舎見学

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月20日 施設見学、航空教室

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　管理課

046-261-1183 9月10日 箱根ＡＲＳＲサイト施設見学

友部航空無線通信所 友部航空無線通信所 0296-77-0269
８月８日、

１０月（予定）
友部航空無線通信所の見学、ラジコン飛行機、紙飛行機及びペットボトルロケット大会、
金魚すくい、ヨーヨー風船すくい

小松空港 小松空港事務所管理課 0761-24-0828 9月16日～26日
(空港内見学バスツアー・航空機見学会、9月25日）（マーチングバンド演奏会、9月21日）(空港絵画
コンクール、9月16日～9月26日、表彰式9月25日）

中部国際空港 中部空港事務所総務課 0569-38-2155 10月１日、２日
【スカイフェスタ】
一日空港長、地方観光イベント、機内食試食、写真撮影、紙飛行機大会、空の日絵画展、管制無線教
室、ステージイベント、他空港ＰＲイベント、遊覧飛行

大阪国際空港 大阪空港事務所総務課 06-6843-1121 9月20日～30日
航空グッズ等販売、バス見学会（空港内場周道路一周）、クイズラリー、クイズ大会、航空教室、パ
イロット、スチュワーデス模擬制服写真撮影大会（子供用のみ）、エイサー踊り、大道芸大会・ミニ
コンサート、福引き抽選会、記念セール、パネル展

八尾空港 八尾空港事務所総務課 0729-92-0031 9月23日
障害者及び絵画コンテスト入賞者を対象としたセスナ機による体験搭乗・絵画コンテスト表彰式、絵
画展示９／２９～１０／７　／フリーマーケット開催／格納庫見学実施

関西国際空港 関西空港事務所総務課 0724-55-1300 9月3日 航空教室、空港施設見学バスツアー、ステージイベント等（9月3,4日)

美保空港 美保空港事務所 管理課 0859-45-6111 9月23日
大クイズ大会、大声コンテスト、フリーマーケット、航空機展示会、「このちゃん団子」サービス、
人工蘇生法体験会、空港クイズラリー

広島空港 広島空港事務所総務課 0848-86-8650 10月23日
航空教室及び施設見学（小学生及び中学生を対象）、場内バスツアー、ステージイベント、空港テナ
ント等記念セール、空港ビル屋上デッキ無料開放、空港周辺ウォークラリー、空港周辺スタンプラ
リー、空港周辺回遊バスの運行

徳島空港 徳島空港事務所管理課 088-699-2980 10月2日
徳島県消防防災ヘリの訓練飛行、化学消防車の放水展示、救急医療搬送車・照明電源車の展示、空港
拡張工事現場探検バスツアー、空港内ぐるり一周バスツアー、航空教室、記念撮影会、写生大会（小
学生以下対象）、大声コンテスト、風船パフォーマンス、送迎デッキ無料開放

高松空港 高松空港事務所総務課 087-879-6770 9月11日
１日空港長委嘱式、ママさんコーラス、フライトチャンスゲーム午前・午後１回、くにまるくんラ
リー、空港内バスツアー、キャラクターと遊ぼう、小型航空機展示、空の日写真展、大型消防車の放
水、航空教室、ブラスバンド演奏、空の日記念「ゆう湯う空上パス周遊宿泊券付き」親子募集

松山空港 松山空港事務所総務課 089-972-0319 9月17日

ビル出発ロビーにおいて伊予万歳の実演、直産品フェア、航空機写真展、航空教室、写真撮影会（ANA、
JAL、アシアナ航空）、チャリティーバザー（ANA、JAL、天草エアライン）、韓国紹介キャンペーン（アシアナ航
空）、中国写真展、空港模型・パネル展示、小型機展示消防車両の展示、防災ヘリの機体・救助資機材写真
展示、地震体験、親子竹とんぼ大会、遊覧飛行（飛行クラブ）、パターゴルフ大会、飲料水・子供用菓子類・
グッズ販売、来場者プレゼント

高知空港 高知空港事務所総務課 088-863-2621 9月17日
絵画大会、大道芸（Ｍｒ．チョップリンショー）＆コント（CUB&MUSI)、航空グッズ販売、ＣＡとの
写真撮影、空港探検バス、航空教室、フリーマーケット、邦楽ミニコンサート、１日空港長

福岡空港 福岡空港事務所総務課 092-621-2221 9月17日

航空機展示、大型化学消防車展示、税関麻薬探知犬のデモンストレーション、空港施設見学バスツ
アー、気象ドップラーレーダー公開、福岡市消防ヘリ訓練展示、海上保安庁基地開放、バザー、
ウォーク・ラリー、福岡空港児童絵画展、空港工事パネル展示、管制塔見学（定員３０人抽選要申
込、小学生５年生以上）、航空教室（定員２４０人、４回開催各回６０名）、大空に広がる夢・福岡
空港展

※各空港で行うイベントの内容、日程、場所については変更もあり得ますので、問い合わせ先にご確認下さい。



北九州空港 北九州空港事務所管理課 093-473-0111 9月17日
管制塔見学、飛行場内見学（空港内見学・化学消防車展示・小型機遊覧飛行）、北九州空港祭り（市
民バンド演奏・中国民族楽器演奏・消防音楽隊演奏・女性デュオ・バナナの叩き売り・青空市場・バ
ザー・軽食コーナー・移動動物園・お楽しみ抽選会）

長崎空港 長崎空港事務所総務課 0957-53-6151 9月17日

空港施設見学周遊バス運行、パネル・資料展、一日空港長、遊覧飛行、クイズ・ジャンケン大会、
キャラクターショー、花文字山山頂展望広場設置、空港保安防災教育訓練センター施設開放、地元有
名人（出身者）による記念講演会、パイロット子供制服試着、記念撮影、離発着機案内・解説、ス
ケッチ大会、団扇・記念品等の配布、プレゼント抽選会、パラグライダースクール、シャトルバス運
行、物販等、長崎税関による催し物、長崎空港遊覧船

熊本空港 熊本空港事務所総務課 096-232-2853 9月18日
管制塔見学、小型機体験フライト、体験シュミレーター、滑走路周辺ミニバスツアー、紙飛行機コン
テスト、ＹＳ－１１・防災ヘリ・大型化学消防車展示、国際線振興コーナー、エアライングッズ・地
元特産品販売・アジアのグルメ屋台、絵画コンクール、陸上自衛隊第８師団音楽隊演奏

大分空港 大分空港事務所総務課 0978-67-3771 9月19日～30日 (空港内バスツアー、ホバークラフト体験搭乗、演奏会（県警音楽隊）、ＣＡＢ庁舎見学

宮崎空港 宮崎空港事務所総務課 0985-51-3223 9月1日～9月30日
オープニングセレモニー、空港事務所（管制塔、消防庁舎、気象施設の見学）、航空大学校（航空大
学校訓練機体験搭乗、訓練機展示、航空教室）、エアライン航空教室、写真展

鹿児島空港 鹿児島空港事務所総務課 0995-58-4440 9月24日～25日
オープニングセレモニー（小中学生による演奏会）、空港温泉“足湯”、キャラクターショー、クイ
ズラリー（正解者に抽選で賞品）、送迎デッキ終日無料開放、エアライングッズ販売、海上保安庁救
難展示訓練、場内見学バスツアー

那覇空港 那覇空港事務所総務課 098-857-1101 9月10日
一日空港長任命（ミス那覇）、航空機見学会（旅客機、ヘリコプター等）、管制塔見学（見学及びシ
ミュレーターにての模擬体験）、空港職場体験（カウンター業務等空港内の仕事体験）、航空教室
（部品、計器類の販売,10日）、送迎デッキ開放(9月10日～30日）、空港パネル展（9月10～20日）

下地島空港 下地島空港事務所管理課 0980-78-3415 9月20～10月2日
空の日「絵画展」、グランドゴルフ、少年野球大会、航空機見学、大型化学消防車展示と放水訓練見
学、管制塔施設見学、気象施設見学

富山空港 富山県富山空港管理事務所 076-495-3055 9月25日

富山空港探検隊（クイズラリー）、救難訓練見学、大阪税関麻薬探知犬デモンストレーションと輸入
規制品展示、管制塔と気象施設見学、航空ファンクラブ写真展と富山空港カルトクイズ世界大会、
キャビンアテンダントトークショー、航空機部品アクセサリー展示販売、航空教室とわくわくイベン
ト（国際線サービスの擬似体験）、空港特殊車両展示、ヘリコプターによる遊覧飛行、制服（パイ
ロット、キャビンアテンダント、ツナギ）を着て記念撮影、県警音楽隊演奏会、送迎展望デッキ無料
開放（9月20日～30日）

能登空港 能登空港管理事務所 0768-26-2100 9月25日
管制塔・気象施設見学、遊覧飛行、空港内バスツアー、空の日絵画展、能登空港クイズ大会、熱気球
体験、紙飛行機大会、移動水族館、「インターネット・ラジオ」ライブ

福井空港 福井県福井空港事務所 0776-51-4066 9月20日～10月上旬

空の日記念絵画コンクール、児童の為のスカイフェス（絵画コンクール表彰式、グライダー曲技飛行
見学、滑走路見学、22日）、スカイフェスボランティア体験搭乗（セスナ機体験搭乗・管制塔見学、
24日）、スカイフェス（一般イベント、セスナ機体験搭乗、アミューズメントカー広場、防災救急隊
災害救出訓練、グライダー曲技飛行見学、航空局・気象台コーナー、自衛隊ヘリ・軽飛行機・防災ヘ
リ・グライダー等展示、25日）、幼稚園児のためのスカイフェス（防災救急隊災害救出訓練、災害救
助犬救出訓練）

南紀白浜空港 南紀白浜空港出張所 0739-42-4327 10月23日
曲技飛行実演・機材展示・サイン会、海上保安庁・県警航空隊・県防災航空センターのヘリコプター
による救助消火等訓練実演、航空機展示、施設見学ウォーキング、管制塔見学会、ビル屋上の展望・
送迎デッキ無料開放、バザー

鳥取空港 鳥取空港出張所 0857-28-1170 9月25日
滑走路等見学会、記念ゲーム大会、記念餅つき大会、国際交流イベント、航空教室（管制塔見学含
む）、航空機・消防車等展示、ポニー体験乗馬、県警音楽隊演奏会、空港内スタンプラリー、化学消
防車と綱引き・消火活動実演、空港屋台村、イベントショップ、福祉の店　展示即売会

出雲空港 出雲空港出張所 0853-72-0129 9月18日

気象施設及び管制塔見学、空港内バス見学、展望デッキ無料開放、茶菓子の無料サービス、四季のプ
レゼント、おにぎりとしじみ汁の無料サービス、物販、エプロン開放、島根県防災ヘリによる救助飛
行展示及び見学会、空港特殊車両見学会、地元ＦＭ局によるラジオ公開録音、切手販売、１日空港長
任命

※各空港で行うイベントの内容、日程、場所については変更もあり得ますので、問い合わせ先にご確認下さい。



石見空港 石見空港出張所 0856-23-5023 9月23日
絵画展（9月17日～9月29日）、遊覧飛行、管制塔見学、気象現業室施設見学、健康ウォーク、送迎
デッキ無料開放、特産品販売、ドリンクサービス、子供神楽、バンド・サックス演奏、バルーンアー
ト、ヘリコプター等展示、保健所コーナー、フリーマーケット

岡山空港 岡山県岡山空港管理事務所 086-294-5550 9月17日～30日 写真パネル展示、航空教室、送迎デッキ無料開放、施設見学

山口宇部空港 山口宇部空港出張所
0836-21-
9860/2530

9月23日

滑走路見学会、管制塔と気象施設見学会、航空機写真展、親子ペットボトルロケット工作教室、セス
ナ機体験飛行、わくわくどきどきスカイフェスタ（航空機運航関係者との交流会（航空教室））、Ｊ
ＡＬオフィス見学会、送迎デッキ無料開放、クイズラリー、地域団体によるイベント、県消防ヘリ散
水・救助訓練見学会、テナント大抽選会、プラモデルコンテスト、フライトシミュレータ操作体験、
エンジンパーツアクセサリー販売、空の日スケッチ大会、ヘリコプター・ＧＳＥ車両展示、

佐賀空港 佐賀空港出張所 0952-46-0002 9月13日 管制塔見学(川副町内の中学生を対象 ）、航空教室

壱岐空港 壱岐空港出張所 0920-44-5163 9月4日
小型航空機展示、空港消防自動車の展示及び実演、バザール、（商工会）販売、お楽しみ抽選会、バ
スツアー、（滑走路１周）、エアラインの制服展示（パイロットと客室乗務員）、ヘリコプター展示
及びデモフライト

対馬空港 対馬空港管理事務所 0920-54-2159 9月10日
遊覧飛行、「国境を走る」滑走路体験レース、施設見学、お楽しみ抽選会、海上自衛隊ヘリコプター
体験搭乗、キャラクターグッズ配布

種子島空港 種子島空港出張所 0997-27-0225 9月9日～26日 新種子島空港建設写真展

奄美空港 奄美空港出張所管理課 0997-63-0067 9月9日～13日
航空教室、施設見学、気象教室、送迎デッキ無料開放、お楽しみ抽選会（航空券等抽選）、ペットボ
トルロケット大会、絵画展

石垣空港 石垣空港出張所 0980-82-5015 9月24日～25日
花束贈呈、施設見学概況説明（ＴＷＲ、ＶＯＲ／ＤＭＥ、気象設備、消防車、場周道路等）、海上保
安庁基地（保安庁機展示、吊り上げ訓練）見学、ビデオ放映、島唄演奏、航空教室、紙飛行機大会
（小学生以下を対象）

福江空港
福江空港・航空路監視
レーダー事務所

0959-72-2952 9月16日 管制塔など施設見学、空港用大型化学消防車見学

宮古空港
宮古空港・航空路監視
レーダー事務所

0980-72-3198 9月20日
一日空港長（ミス宮古）委託、郷土芸能祭、空港施設（管制塔・気象施設・空港消防等）見学、航空
教室、紙飛行機大会、送迎デッキ無料開放

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月16日 三河ＡＲＳＲ施設見学会

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
９月中旬～10月中

旬
三国山ＡＲＳＲ（レーダー局舎）の見学

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月17日 レーダー施設の見学

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ダー
事務所

0993-53-5445 9月12日 ビデオ上映会

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月20日 基地局施設見学及び管制通信業務等のビデオ放映（中学生を招待）

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

0880-82-3200 9月30日 今の山ARSRレーダー施設見学会

札幌航空交通管制部 札幌航空交通管制部総務課
011-787-4011
(内線210)

9月10日

管制部の役割説明、施設見学（管制運用室及びシステム統制室の見学：高校・大学生を対象に公募
（事前申し込み制））、管制模擬体験（シミュレーターを使用しての簡単な管制模擬体験：高校・大
学生を対象に公募（事前申し込み制））、航空教室（航空機と管制の安全を支える施設についての学
習：高校・大学生を対象に公募（事前申し込み制））

東京航空交通管制部 東京航空交通管制部総務課 04-2992-1181 9月16日 管制部施設見学

※各空港で行うイベントの内容、日程、場所については変更もあり得ますので、問い合わせ先にご確認下さい。



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月17日
施設公開、航空管制官体験（事前応募制）、スタンプラリー、紙飛行機飛ばそう会、ペットボトルロ
ケット飛ばそう会

那覇航空交通管制部 那覇航空交通管制部総務課 098-858-7098 9月20～30日
航空保安施設パネル展、航空保安施設見学（近隣高校対象）、航空管制体験教室（高校生、大学生を
対象に新聞公募を行い、シミュレーション機器を使用して学習）

常陸太田航空衛星セ
ンター

常陸太田航空衛星センター 0294-72-9101 9月22日 施設見学

神戸航空衛星セン
ター

神戸航空衛星センター 078-996-2000 10月1日 施設見学(事前申込必要）

旧整備場地区航空機
展示会

航空局運用課飛行検査 03-3747-0558 9月11日 飛行検査用・海上保安庁・新聞社の航空機展示、来場者に記念グッズの配布

航空保安大学校 航空保安大学校総務課 03-3747-0504 9月11日 施設公開、管制官模擬体験、バンド演奏

航空保安大学校
岩沼研修センター

航空保安大学校
岩沼研修センター総務課

0223-22-5511 9月11日 仙台空港と共同事業

航空大学校 航空大学校総務課 0985-51-1211 9月1日～9月30日 宮崎空港と共同事業

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月11日 仙台空港と共同事業

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月11日 帯広空港と共同事業

佐渡空港
佐渡地域振興局地域整備部
港湾空港庶務課

0259-27-3311 8月28日
施設見学等、航空機の展示及び記念撮影、凧・模型飛行機作成、ペットボトルロケット競技会、空中
風船割りデモ、消防車両の展示・実演、フリーマーケット、佐渡上空の体験遊覧飛行

名古屋飛行場
愛知県企画振興部
航空対策課

052-954-6131 10月30日 名機百選特別展示、航空機見学、滑走路ウォーク

隠岐空港
島根県隠岐支庁土木建築局
隠岐空港管理所

08512-2-0703 9月23日
凧揚げ、新隠岐空港滑走路見学及びＰＲ，空港内滑走路でジョギング＆ウォーク、大空市、航空機・
車両展示、お楽しみ抽選会

天草空港 熊本県天草空港管理事務所 0969-57-6111 9月23日
天草空港絵画コンクール、天草空港ミニツアー、対空通信室見学、紙飛行機大会、ダッシュ８体験搭
乗、ラジコンヘリデモ飛行、ダッシュ８模型等展示

但馬空港
兵庫県県土整備部
県土企画局空港政策担当課

078-341-7711
(内線4531)

8月20～21日

【空に関するイベント】飛行船ツェッペリン号の展示飛行、ヘリコプターエアショー、エアロスバル
エアショー、デモフライト（但馬飛行クラブ、スーパーウィングス編隊飛行、福知山フライトクラ
ブ、ＵＰ　ＪＡＰＡＮ他）、大空体験フライト、遊覧飛行
【地上イベント】フィールドイベント（航空機地上展示、航空部品ジャンクセール、子供工作クラ
ブ、お楽しみ抽選会、プレイランドの設置、テントブースの設置、その他フィールドイベント
【特別企画】ＹＳ－１１機内公開展示、その他
【ステージイベント】テレビで人気のキャラクターショー、パフォーマンスショー、郷土芸能、吹奏
楽演奏、合唱隊、トークショー、ビンゴゲーム、その他

※各空港で行うイベントの内容、日程、場所については変更もあり得ますので、問い合わせ先にご確認下さい。


