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空　港　等　名 実施期間 行　　事　　内　　容

新千歳空港 新千歳空港事務所総務課 0123-23-4101 9月17日～18日
Yes！プリキュア５ショー　航空教室＆空港見学ツアー 空の日クイズ 紙飛行機創作教室　ミニ飛行
機滑走レース　17日、航空安全祈願祭　１日空港長　18日、空に関するパネル・写真展　スペシャル
スタンプラリー 縁日　17～18日

函館空港 函館空港事務所総務課 0138-57-1737 9月10日～30日
函館エアポートフェスタ'07　22日、子供絵画・書道展（応募締切 8月下旬 審査日 9月下旬 表彰式 9
月22日　展示期間 9月20日～30日）、エアフロントオアシス花いっぱい作戦　9月中旬

釧路空港 釧路空港事務所総務課 0154-57-6281 9月8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、地元小中学生による野外コンサート、ヘ
リ・除雪車・消防車展示、航空機撮影会、ラジコン展示飛行、模型飛行機工作教室、飲食屋台等、抽
選会、ヘリコプターを使用して海上保安庁救難模擬訓練

旭川空港 旭川空港出張所 0166-83-2541 9月9日

「管制塔・管技業務・気象業務」施設見学、旭川空港飛来機写真展及びﾎﾟｽﾄｶｰﾄﾞ販売、小型航空機の
ﾃﾞﾓﾌﾗｲﾄ及び展示、AIR　DO航空機乗員との記念写真撮影会、JAL/ANA航空機乗員制服（子供用）なりき
り撮影会、JAL整備士による「航空教室」と航空機見学会、ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝで紙飛行機と遊ぼう、滑走路ﾅｲﾄﾂ
ｱｰ、ﾗｲﾌﾞ･ｵﾝ･ｽﾃｰｼﾞ ほか　★空港駐車場：当日無料開放

帯広空港
帯広市
商工観光部　空港事務所

0155-64-5320 9月23日

まつり太鼓、航空機体験搭乗、救難ﾍﾘﾃﾞﾓﾌﾗｲﾄ、熱気球体験搭乗、管制塔・気象施設見学、ｽﾎﾟｰﾂｶｲﾄ、
空港見学ﾊﾞｽﾂｱｰ、化学消防車・除雪車展示、JAL機体見学会、JAL制服で記念写真、JAL飛行機お絵かき
ｺﾝﾃｽﾄ、JALﾏｰｼｬﾗｰ、ちびっこ消防隊、ﾐﾆﾁｭｱﾎｰｽとふれあい、化学消防車走行放水ﾃﾞﾓ、紙飛行機大会、
小型飛行機展示、航空機部品展示、航空灯火照明器具展示 ほか

女満別空港 女満別空港出張所 0152-74-2673 9月8日
遊覧飛行、場周見学、タワー＆気象見学、紙ヒコーキ教室、記念撮影会、ビンゴ大会、わたあめ＆
ヨーヨーすくい、野菜の即売、消防車・除雪車の展示

紋別空港 紋別空港出張所 0158-24-1146 9月9日 曲技飛行、ラジコン展示飛行、ﾓｰﾀｰｸﾞﾗｲﾀﾞｰﾃﾞﾓﾌﾗｲﾄ

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23日 帯広空港と共同事業

青森空港 青森空港管理事務所 017-739-2121 9月15日
ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ、航空教室、小型機遊覧飛行、防災ヘリ等体験搭乗、施設公開（管制塔、気象施設）、飛
行場内ﾊﾞｽﾂｱｰ、消防車・除雪車等展示、絵画・写真展、その他航空機部品等展示、各種出店

三沢空港 三沢空港事務所管理課 0176-53-2461 9月15日
航空教室・空港見学、空港車輌展示、紙飛行機で遊ぼう、小学校ブラスバンド演奏、幼稚園マーチン
グバンド演奏、○×クイズ大会、模擬店、フリーマーケット、送迎デッキ無料開放

花巻空港 岩手県花巻空港事務所 0198-26-2016 9月22日

鹿踊り、ﾊﾞｽによる場内一周、小型機等展示、遊覧飛行、化学消防車との綱引き、防災ﾍﾘの救助ﾃﾞﾓﾝｽﾄ
ﾚｰｼｮﾝ、ｱｸﾛﾊﾞｯﾄ飛行、ﾏｲｶｰ点検教室、機内持込制限品展示ｺｰﾅｰ、空の市（ﾊﾞｻﾞｰ）、犯罪防止等啓発ｺｰ
ﾅｰ、屋台村、餅つき体験・振舞い餅ｺｰﾅｰ、花巻地方食文化発信ｺｰﾅｰ、県産農産物紹介ｺｰﾅｰ、JALｺｰﾅｰ、
「平泉ー世界遺産登録に向けて」資料展、NHK連続ﾃﾚﾋﾞ小説「どんど晴れ」名場面集ﾊﾟﾈﾙ展 ほか

仙台空港 仙台空港事務所総務課 022-383-1211 9月9日
空港内見学ﾊﾞｽﾂｱｰ、小型機体験搭乗、物販コーナー（エアライングッズ、空港限定商品など）、ｽﾃｰｼﾞ
ｲﾍﾞﾝﾄ（ﾐﾆｺﾝｻｰﾄなど）、禁制品・装備品等の展示（横浜税関・第二管区海上保安本部）、東北地方整
備局パネル展、紙ひこうき手作りコーナー、客室乗務員による航空教室

秋田空港
秋田空港・航空路監視レ－
ダ－事務所　管理課

018-886-3161 9月9日
救難ヘリ・救難ジェット機・消防防災へりのデモフライト及び展示会、角館伝統芸能「ささら舞」披
露、空港場内バスツァ－、管制塔・気象施設見学、秋田及び韓国などの物産展、航空自衛隊救難隊基
地見学、空港特殊車両展示会、消防車放水実演、ジャンケン大会

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9日
オープニングイベント、空港探検隊（飛行場内及び飛行場内で働く特殊車両をバスに乗って見学）、
管制塔見学、ヘリコプター遊覧飛行、空港で使用している車両の公開、ちびっ子空港ふれあいタイ
ム、広場での屋台祭・温泉の足湯コーナー設置、ロビーコンサート等

山形空港 山形空港出張所 0237-48-1118 9月22日
滑走路を歩こうツアー,エアラインスタッフと話そう、航空機外観見学、管制塔・気象設備見学、特殊
車両展示、お楽しみ抽選会、ラジコン模型飛行機飛行見学

庄内空港
山形県庄内総合支庁建設部
庄内空港事務所

0234-92-4123 9月30日

各種航空機材展示(海上保安庁機、県防災ヘリ、空港特殊車両他）、アトラクション（芸能・チアダン
ス・ラジコン飛行機曲芸飛行・消防隊放水訓練・防災ヘリ救助訓練等の披露）、売店（軽食・空港
グッズ販売・地元農産物の産直等）、航空教室(特別講座、空港施設の見学（管制塔・気象施設、場周
道路等)、航空機離着陸の見学)、送迎展望デッキ終日無料開放
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福島空港 福島県　福島空港事務所
0247-57-1111
(内線256）

9月22日

施設見学会（管制塔・測候所施設・GSE車両・消防車両、除雪車両等の一般公開（管制塔など一部は応
募抽選者のみ））、ﾊﾞｽ見学会、消防防災航空隊ﾍﾘの救助訓練及びFAI世界ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ選手権金ﾒﾀﾞﾘｽﾄによ
るﾌﾘｰｽﾀｲﾙ飛行、各種航空機展示、税関ｺｰﾅｰ（麻薬犬探知実演ｼｮｰ）、移動水族館、各種特産物特売
会、空港ｸﾞｯｽﾞ販売、就航先（国内外）の物産市、子供限定の「紙飛行機飛ばし大会」　ほか

東京国際空港 東京空港事務所総務課 03-5756-1510 9月9日
航空会社（JAL・ANA）の格納庫見学バスツアー、航空関係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、「これからの羽田空港～再拡張事業展～」、ミニ羽田航空宇宙科学館、スト
リートパフォーマンス、セラピードッグのデモンストレーション

調布飛行場 調布飛行場管理事務所 0422-34-4840 10月28日
地元・島しょの伝統芸能、調布飛行場の歴史・役割のアピール、地元からの発信イベント、地元３市
と島しょの物産販売、格納庫イベント、体験飛行・管制塔見学イベント、島しょ観光の紹介　など。

大島空港 大島空港出張所 04992-2-2395 9月22日 管制塔見学会

成田国際空港 成田空港事務所地域調整課 0476-32-0984 9月8日～18日

【空港中央広場会場】（獣拳戦隊ｹﾞｷﾚﾝｼﾞｬｰｼｮｳ・さかなｸﾝﾄｰｸｼｮｳ・各種ｱﾄﾗｸｼｮﾝ・抽選会等17日）
【航空科学博物館会場】（航空ｼﾞｬﾝｸ市・地元物産販売　8日～9日）（日本航空協会こども模型飛行機
教室　15日　要事前申込）（仮面ﾗｲﾀﾞｰ電王ｼｮｳ・くにまるくんとｸｳﾀﾝ・ｸｲｽﾞ大会・地元物産販売等
16日～17日)
【芝山千代田駅前広場】（地元物産販売・各種ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ・抽選会・ｷｬﾗｸﾀｰ写真撮影会　16日)
【芝山町総合運動場】（ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会　18日）

新潟空港 新潟空港事務所総務課 025-273-4567 9月8日 オープニングセレモニー、親子航空教室、航空クイズ、空港内場周バスツアー、小型機体験搭乗、

松本空港 松本空港出張所 0263-50-3111 9月30日

記念抽選券配布、お楽しみ抽選会、JAL航空教室、信州松本空港絵画・写真ｺﾝｸｰﾙ入選作展示及び表彰
式、航空管制模擬体験、紙飛行機教室、航空関連ｸﾞｯｽﾞ販売、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ、一人乗ﾍﾘ展示、綿飴・ﾎﾟｯﾌﾟ
ｺｰﾝ・ふわふわﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ、地元農産物販売・ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、小型機遊覧飛行、機体展示、空港車両展示、ﾚｽ
ｷｭｰ機材等ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾄﾓﾃﾞﾙ展示、県警ﾍﾘﾃﾞﾓﾌﾗｲﾄ、飛行場内施設ﾊﾞｽ見学、管制塔見学　ほか

友部航空無線通信所 友部航空無線通信所 0296-77-0269 9月1日～30日 施設見学会及び紙飛行機・ペットボトルロケット大会等

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19日 施設見学(市内中学生）、職員との対話及び質疑応答、グッズ配布（一般参加は受け付けていません）

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20日 管制部施設見学会

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

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9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

中部国際空港 中部空港事務所総務課 0569-38-2155 9月15日
一日空港長、航空管制教室、航空無線教室、ステージイベント、空港見学ツアー、航空機体験搭乗、
航空機と綱引き

名古屋飛行場
愛知県地域振興部航空対策
課

0568-29-1603 9月29日（土）
空港一周バスツアー、空の仕事紹介コーナー、名機百選模型展示、就航先物産コーナー（22日～30
日）

富山空港 富山県富山空港管理事務所 076-495-3055 9月24日
管制塔・気象施設見学、富山空港施設見学バスツアー、富山空港１日消防隊、県警音楽隊オープニン
グコンサート、エアラインスタッフと話そう！、大阪税関麻薬探知犬デモンストレーション、紙飛行
機教室、富山空港航空ファンクラブ写真展、展望デッキ無料開放

小松空港 小松空港事務所管理課 0761-24-0828 9月30日
空港内見学バスツアー、航空機見学会、紙飛行機教室、麻薬探知犬デモ、ぼくらはＣＰ・ＣＡ、なん
でもやりまＳＨＯＷ、バルーンアートショー、空の日コンサート、空の日クイズ大会、見学送迎デッ
キ無料開放（9/22～9/30）、空港絵画コンクール作品展示（9/22～10/1）

能登空港 能登空港管理事務所 0768-26-2100 9月30日

管制塔・気象施設見学、遊覧飛行、空港内バスツアー、東京へ行きたいか～!!能登空港ウルトラクイ
ズ、フライト・シミュレーション、やってみようマーシャリング＆見てみようＧＳＥ車両、バルーン
アート・ジャグリング、産業用無人ヘリコプター・デモンストレーション、アトラクション、地物
市、県防災ヘリ訓練、ウルトラマン、県警察音楽隊マーチング・ドリル・ショーほか

福井空港 福井県福井空港事務所 0776-51-4066 9月23日

「空の日」記念絵画ｺﾝｸｰﾙ応募作品展示(9/20～30)、園児のためのｽｶｲﾌｪｽ(9/21)、ｾｽﾅ機体験搭乗、複
葉機の展示・航空ｼｮｰ、防災航空隊災害救出訓練、災害救助犬訓練、ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄｶｰ広場、陸上自衛隊ﾍ
ﾘ・車両・ﾊﾟﾈﾙ展示、海上保安庁飛行機・ﾊﾟﾈﾙ展示、軽飛行機・防災ﾍﾘ・ｸﾞﾗｲﾀﾞｰ・はしご消防車・化
学消防車展示、空港夕市・母子連ﾊﾞｻﾞｰ、坂井農業高校生産物即売

大阪国際空港 大阪空港事務所総務課 06-6843-1121 9月15日 航空ｸﾞｯｽﾞ・物産・飲食物販売、空港内親子見学ﾊﾞｽﾂｱｰ、空港内ｸｲｽﾞﾗﾘｰ、航空教室、福引抽選会他



八尾空港 八尾空港事務所総務課 072-992-0031
7月上旬～10月上旬（表彰
式・ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ：9月23日実

施）
絵画コンテスト、障害者を対象とした体験搭乗、フリーマーケット

神戸空港
神戸市みなと総局空港事業
室

078-322-6378 9月16日

【神戸空港マリンエア「空の日」の催し】
（事前申込制のイベント）　管制塔・気象台見学会、場周道路バスツアー、空港で働く車の撮影会
（当日参加型のイベント）　ウルトラマン1日空港長任命式、スタンプラリー、航空会社ＰＲｺｰﾅｰ、就
航都市ＰＲｺｰﾅｰ　ほか

南紀白浜空港 南紀白浜空港出張所 0739-42-4327 9月15日
開会セレモニー、曲技飛行、訓練実演、航空機展示、飛行場施設見学、屋上デッキ開放、航空教室、
記念撮影会、バザー、くじ引き大会、格納庫開放、空港で働く車の展示、消防車放水訓練、遊覧飛行

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26日 三国山ＡＲＳＲ（レーダー局舎）の見学

神戸航空衛星セン
ター

神戸航空衛星センター 078-996-2000
9月25日（火）
10:00～15:00

施設見学（事前申し込み必要）

鳥取空港 鳥取空港管理事務所 0857-28-1150 9月24日

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ、制服を着て記念撮影、滑走路ﾊﾞｽ見学、航空機展示、防災ﾍﾘ体験搭乗・訓練展示、ﾀｯﾁﾀﾞｳﾝ
を見よう!!、化学消防車体験走行、特殊車両展示、化学消防車出動実演・放水、県警音楽隊演奏会、ﾗ
ｼﾞｺﾝﾜｰﾙﾄﾞ、防災ﾍﾘの仕事、航空ﾏﾆｱ写真展、ﾌﾗｲﾄｼｭﾐﾚｰﾀｰ体験、鳥取ｷﾀﾛｳｽﾞ球団ｸﾞｯｽﾞ販売、応急手当
実演会、ｶｳﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ体験、管制塔見学、餅つき大会、空港屋台、鳥取空港ｳﾙﾄﾗｸｲｽﾞ ほか

美保空港 美保空港事務所 管理課 0859-45-6111 10月13日～20日
写真・絵画展、クイズラリー、物販、
（10月20日）ｸｲｽﾞ大会、大声ｺﾝﾃｽﾄ、航空機展示、記念撮影、滑走路延長工事現場見学会、航空教室

出雲空港 出雲空港出張所 0853-72-0129
9月17日～9月22日
主な実施日9月23日

管制塔及び施設見学、エプロンにての各種展示説明会、滑走路及び場周道路走行見学会、よさこい踊
り、やまたのおろち神楽、島根県警察及び海上保安庁ヘリによるデモ飛行、空の日記念・物品販売等

石見空港 石見空港出張所 0856-23-5023 9月23日

子供神楽、ﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ、ﾊﾞﾝﾄﾞ演奏、ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ、絵画展、特産品販売、赤ちゃんﾊｲﾊｲ、竹ﾄﾝﾎﾞ制作教
室、三輪車競技、飲食ﾌﾞｰｽ、石見銀山ＰＲ、紙飛行機大会、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、空港内施設見学、特殊車両の
展示、福祉施設による展示販売、海上保安庁航空機の展示、管制塔・気象現業室施設見学、ｻｯｸｽ演
奏、よさこい演舞、市民100人の吹奏楽、世界の飛行機写真展、大作揮毫

隠岐空港
島根県隠岐支庁県土整備局
隠岐空港管理所

08512-2-0703 9月22日
凧揚げ、ｹﾞｰﾑ大会、空港内滑走路でｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞ＆ｳｫｰｸ、大空市、航空機・車両展示、お楽しみ抽選会、
写真（空港建設経過）展示

岡山空港 岡山県岡山空港管理事務所 086-294-5550 9月22日、23日
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ見学、自衛隊輸送機見学、管制塔見学、空港まるごとｸｲｽﾞﾗﾘｰ、航空教室、大型化学消防車見
学・放水訓練、GSE車両展示、ﾌﾗｲﾄｼｭﾐﾚｰﾀｰ体験、麻薬探知犬ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ、CA写真撮影会、展望ﾃﾞｯｷ無
料開放、空港大好きこども空の絵画展、岡山空港写真展、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、遊覧飛行（有料）

広島空港 広島空港事務所総務課 0848-86-8650 10月21日
空港見学ツアー、航空教室、スタンプラリー、臨空広域物産展、ステージイベント、紙飛行機大会、
乗員制服着せ替え写真大会、臨空広域バスツアー

広島西飛行場
広島県空港港湾部空港振興
室地域航空グループ

082-211-1746 9月25日 広島県警のヘリコプター・広島市消防のヘリコプター・セスナ機・飛行場消防車の見学

山口宇部空港 山口宇部空港出張所
0836-21-
9860/2530

9月22日

滑走路見学会、GSE車両・消防防災ﾍﾘ・県警ﾍﾘ見学会、空港消防隊体験入隊、消防ﾍﾘの散水・救難訓
練、管制塔・気象施設見学会、わくわくどきどきｽｶｲﾌｪｽﾀ、ﾌﾗｲﾄｼｭﾐﾚｰﾀｰ操縦体験、JALｵﾌｨｽ見学会、ﾃﾅ
ﾝﾄ大抽選会、ｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｰﾂｱｸｾｻﾘｰ販売、ﾌﾟﾗﾓﾃﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ、「空の日」ｽｹｯﾁ大会、おんだ翼空港まつり、ﾍﾟｰ
ﾊﾟｰｸﾞﾗｲﾀﾞｰ教室、特別塗装機との写真撮影会、空港のあゆみ展、防災ﾍﾘきらら展 ほか

徳島空港 徳島空港事務所管理課 088-699-2980 9月30日

県消防防災ヘリの消火・救助訓練飛行、化学消防車の展示・放水展示、救急医療搬送車・照明電源車
の展示、空港内バスツアー、空港拡張工事現場探検バスツアー、航空教室、エアラインフェスタ「空
の日」記念撮影会、写生大会、徳島空港拡張工事パネル展示、作って飛ばそう紙飛行機、空港ビル内
クイズラリー、送迎デッキ無料開放、模擬店、ビル内レストラン特別割引

高松空港 高松空港事務所総務課 087-879-6770 9月9日
オープニングセレモニー、保育園児和太鼓演奏、くにまるくんラリー、ヘリコプター体験飛行、キャ
ラクターと遊ぼう、小型機展示、県防災航空隊降下訓練、讃岐民謡、阿波踊り、よさこい踊り、県警
音楽隊演奏、子供制服撮影会、管制塔見学、消防車放水実演、ヒップホップダンス

松山空港 松山空港事務所総務課 089-972-0319 9月15日

場周道路バスツアー、航空教室、空港整備事業紹介、空港気象現業室の見学会、県防災ヘリコプター機体・
装備公開展示、県防災救助訓練展示、ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ、制服写真撮影会、直産品フェア、親子竹とんぼ大会と遊
覧飛行、韓国・中国ＰＲ、幼稚園児による鼓隊演奏、幼稚園児による演技披露、ラジコン展示、ﾌﾗｲﾄｼｭﾐﾚｰﾀｰ
公開、航空機模型展示、管制塔見学、消防車展示、くにまるくん・はれるん回遊、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8日
空港ﾜｸﾜｸﾄﾛｯｺ、空港探検ﾊﾞｽ、航空に関する絵画展示（優秀作品表彰式は後日）、航空ｸﾞｯｽﾞ即売、１
日空港長、空港近隣地区の物産展、邦楽ｺﾝｻｰﾄ、ﾋﾞﾝｺﾞｹﾞｰﾑ、ちびっこﾊﾟｲﾛｯﾄ＆ＣＡｺｽﾌﾟﾚｺｰﾅｰ ほか



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15日 レーダー施設の見学

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21日(予定) 今の山ARSRレーダー施設見学会

福岡空港 福岡空港事務所総務課 092-621-2221 9月22日
クイズ大会、バザー、大声コンテスト、航空機等展示、麻薬探知犬デモ、海上保安庁訓練デモ、管制
塔等見学、福岡市消防航空隊訓練展示、小学生写生大会、ＡＮＡ航空教室、ＪＡＬ空から見た地球環
境講座、気象ドップラーレーダー見学

北九州空港 北九州空港事務所管理課 093-474-0204 9月23日
空港事務所管制塔見学、空港内見学、消防音楽隊演奏、お楽しみ抽選会、キャラクターショー、郷土
芸能、航空グッズ販売、空港パネル展、ロールケーキカフェ、小型機遊覧飛行　ジャグリング　飲
食・地元物産等販売

佐賀空港 佐賀空港出張所 0952-46-0002
9月18日
9月23日

18日 管制塔見学（特定の中学校のみ）
23日 航空グッズ販売、航空教室、県警音楽隊演奏会、化学消防車の展示及び放水、フライトシュミ
レーション、YS-11の見学、紙飛行機教室、子供制服写真撮影会

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29日 空港見学

熊本空港 熊本空港事務所総務課 096-232-2853 9月30日
フライトシミュレーター、紙飛行機大会、音楽演奏＆ダンス、国際線振興コーナー、特産品販売、空
の日ＣＤ、空港内バスツアー、子供用制服記念写真撮影会、折り紙教室、金魚すくい、ビル屋上無料
開放、駐車場無料開放

天草空港 熊本県天草空港管理事務所 0969-57-6111 9月15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、ダッシュ８体験搭乗、紙飛行機・
ペーパークラフト・リグラスアート教室、空港○×クイズ、地区振興会による物産販売

大分空港 大分空港事務所総務課 0978-67-3771 9月15日
ホーバー体験搭乗、空港内バスツアー、事務所庁舎見学、遊覧飛行、物産即売会、観光宣伝隊、文化
芸能アトラクション、杵築中学校ブラスバンド部コンサート、仁王像レプリカ除幕式、大分空港クイ
ズラリー、機内用品バザー、航空教室

宮崎空港 宮崎空港事務所総務課 0985-51-3223 9月1日～9月10日 9日　オープニングセレモニー、施設見学（管制塔、消防庁舎、気象施設の見学）、航空教室

鹿児島空港 鹿児島空港事務所総務課 0995-58-4440 9月8～9日
オープニングセレモニー、クイズラリー（正解者に抽選で記念品）、キャラクターショー、空の日ス
テージ（幼稚園児による合唱）、フライトシミュレーター体験、エアライングッズ販売、航空教室、
空港内見学バスツアー等

奄美空港 奄美空港出張所管理課 0997-63-0067 9月8日 気象施設・消防施設・管制塔及び飛行場内の見学、お天気フェアー

種子島空港 種子島空港出張所 0997-27-5021 9月22日 管制塔・気象施設及び消防施設見学

那覇空港 那覇空港事務所総務課 098-857-1101 9月22日 空港見学・航空教室・展示等・送迎デッキの開放

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14日～9月24日

20日オープニングセレモニー（一日空港長、琉球国際太鼓の演舞、記念品贈呈、送迎ﾃﾞｯｷ無料開
放）、エアーラインによる航空教室（小学校に出向いて14日と20日）、24日空港施設見学（管制塔・
気象観測室）、24日空港内一周バスツアー（消防車放水実演・航空保安施設・気象観測装置等）、24
日紙飛行機大会

石垣空港 石垣空港出張所 0980-82-5015
9月中旬～下旬
のうち１日

ビデオ放映、島唄ライブ、空港施設見学概況説明、海上保安庁航空基地及び訓練見学、航空教室、紙
飛行機大会

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7日 事務所施設見学及び航空保安業務の概要説明(近隣中学校対象)

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15日 施設見学会

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20日 航空管制シミュレーター及び航空交通管理運用室の見学（事前申込要）

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22日
航空管制体験教室（高校生以上対象）、那覇航空交通管制部施設見学（中学生以上対象）、航空保安
施設(八重岳ARSRサイト)見学（近隣小学生対象）

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

舞洲ヘリポート 舞洲ヘリポート管理事務所
090-1448-

6617(8月1日以
降）

10月13日
ヘリコプター体験搭乗、ヘリコプター展示、ヘリポート内見学・ヘリコプター教室、航空機パーツ等
の販売


