
函館空港供用規程 

空港法（昭和三十一年法律第八十号）第十二条第一項の規定に基づき、函館空港供用規程を次の

とおり定める。  

第一章 函館空港が提供するサービスの内容 

（運用時間等） 

第一条 函館空港の運用時間 １３時間 ７時３０分～２０時３０分 

ただし定期便の遅延、空港施設工事又は地震災害等の緊急事態等のため函館空港長が必要

と認める場合には運用時間を変更することが出来る。 

２ 函館空港機能施設事業等の営業時間及び駐車場の営業時間については、別に定め、インター

ネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確かつ

最新の内容に保つよう努める。 

（函館空港の概要） 

第二条 滑走路の本数（長さ×幅） 

滑走路 １本 （３，０００ｍ×４５ｍ） 

２ 単車輪荷重 

滑走路 ４３ｔ 

３ エプロン １０バース 

（大型航空機用３バース、中型航空機用２バース、小型航空機用５バース） 

４ ＩＬＳ施設の有無、数、運用カテゴリー 

１式、カテゴリーⅠ精密進入灯火 

（函館空港が提供するサービスの内容に関する情報） 

第三条 次に掲げる函館空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、イン

ターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。なお、その内容は常に正確か

つ最新の内容に保つよう努める。 

一 総合案内所、観光情報センターその他の函館空港が提供するサービスに係る施設に関する情

報 

二 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の函館空港に関する情報 

三 前二号に掲げるもののほか、函館空港が提供するその他のサービスの内容に関する情報 



（サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項） 

第四条 空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、空港管理規則

（昭和二十七年運輸省令第四十四号）の定めるところによる。 

 

 

附 則 

   この函館空港供用規程は、平成21年4月1日から施行する。 

 

附 則 

   この函館空港供用規程は、平成22年4月1日から施行する。 

 

附 則 

   この函館空港供用規程は、平成23年4月1日から施行する。 

    

附 則 

   この函館空港供用規程は、平成25年1月1日から施行する。 

 

附 則 

   この函館空港供用規程は、平成30年4月1日から施行する。 

 

 

 



（別紙） 
 

函館空港機能施設事業者の営業時間に関する情報【供用規程第一条の２】 

 
（空港機能施設事業者等の営業時間） 

 
（１）旅客取扱施設 函館空港ビルデング株式会社 7 時 00 分から 20 時 00 分 
（２）貨物取扱施設 函館空港ビルデング株式会社 6 時 30 分から 20 時 30 分 
（３）給油施設    國際航空給油株式会社 

函館空港事業所       7 時から 20 時 
          前側石油株式会社      7 時 30 分から 20 時 

 
（駐車場の営業時間） 

 
 一般財団法人空港環境整備協会  ２４時間 

 
     http://www.aeif.or.jp/hakodate/hakodate.html 



（別紙）

函館空港が提供するサービスの内容に関する情報【供用規程第三条の１】 

（１） 総合案内所

https://www.airport.ne.jp/facility/general/

（２） CIQ 函館税関

札幌入国管理局函館出張所

小樽検疫所函館空港出張所

動物検疫所北海道・東北支所函館空港分室

横浜植物防疫所札幌支所函館出張所

（３） ビジネスラウンジ

https://www.airport.ne.jp/facility/business_lounge/

（４） 国際電話 国内線旅客ターミナル ４台

国際線旅客ターミナル １台

（５） 宅配便

https://www.airport.ne.jp/facility/baggage/

（６） コインロッカー

https://www.airport.ne.jp/facility/coin_locker/

（７） ＡＴＭ、外貨自動両替機

・ＡＴＭ

https://www.airport.ne.jp/facility/bank_atm/

・外貨自動両替機

https://www.airport.ne.jp/facility/money_changer/

（８） 貸会議室、多目的ホール

・国内線

https://www.airport.ne.jp/facility/reception_room/

・国際線

https://www.airport.ne.jp/facility/reception_room_int/



 
（９） 車いす等の貸し出し所  総合案内所 
    https://www.airport.ne.jp/facility/wheelchair/ 

 
 
（１０） インターネット環境 
     ・コイン式 国内線旅客ターミナル ２台 
     ・公衆無線ＬＡＮ 
           https://www.airport.ne.jp/facility/wifi/ 

  
（１１） 授乳室 
     https://www.airport.ne.jp/facility/nursing_room/ 

 
（１２） キッズコーナー 無料 
     https://www.airport.ne.jp/facility/kids/ 

 
（１３） レンタカーカウンター 
     https://www.airport.ne.jp/facility/car_rental_tour_desk/ 

 
（１４） 飲食店、物販店 

  https://www.airport.ne.jp/facility/ 

 
（１５） 喫煙所 
     ・国内線 １階２カ所、２階１カ所、３階１カ所 
     ・国際線 １階１カ所、２階１カ所 

 https://www.airport.ne.jp/spend/floor_map/ 

 
（１６） 展望デッキ 
     https://www.airport.ne.jp/facility/deck/ 

 
（１７） マッサージコーナー 
     https://www.airport.ne.jp/facility/massage_chair/ 

 
（１８） 空港が提供するその他のサービス施設 
     ・多機能トイレ 

  https://www.airport.ne.jp/facility/toilet/ 



     ・オストメイト対応トイレ 
      https://www.airport.ne.jp/facility/ostomate_toilet/ 

     ・ＡＥＤ 
      https://www.airport.ne.jp/facility/aed/ 

     ・祈祷室 
      https://www.airport.ne.jp/facility/prayer_room/ 

 
         



（別紙） 
函館空港に関する情報【供用規程第三条の２】 

 
１ 空港管理者の名称、住所及び連絡先 

北海道函館市高松町５１１番地 
国土交通省 東京航空局 函館空港事務所 
電話０１３８－５７－１７３７ 

 
２ 空港機能施設事業者等の名称、住所及び連絡先 

 
（１） 旅客取扱施設 函館空港ビルデング株式会社 
           函館市高松町５１１番地 函館空港内 
           電話０１３８－５７－８８８２ 

 
（２） 貨物取扱施設 ※上記（１）に同じ 

 
（３） 給油施設   國際航空給油株式会社 函館空港事業所 
           函館市高松町５１０－１ 

             電話０１３８－５７－５９３６ 

 
             前側石油株式会社 

           函館市高松町５１０－１ 
             電話０１３８－５９－３２４０ 

 
３  駐車場管理者の名称、住所及び連絡先 

 
   一般財団法人空港環境整備協会 函館事務所 
   函館市高松町５１１番地 
   電話０１３８－５９－５０８１ 
      http://www.aeif.or.jp/hakodate/hakodate.html 

 
４  乗入れ航空会社 
    日本航空,全日本空輸,ＡＩＲＤＯ,北海道エアシステム, 

ＡＮＡウイングス,バニラエア,エバー航空,タイガーエア台湾 

 

 



５  路線・ダイヤ 
    ・国内線 
   https://www.airport.ne.jp/get_on/ 

 
  ・国際線 

https://www.airport.ne.jp/get_on/international/ 

 
６  給油施設が提供する燃料の種類  

     JET A-1 
 
７  空港使用料 

 
種 類 料 金 率 準則 

着陸料 

ア．【他人の需要に応じ、有

償で旅客又は貨物の運送を

行う国内航空に従事するジ

ェット機】 

（ａ） 

25ｔ以下    750 円/t 

26～100t      1,150 円/t 

101～200t     1,490 円/t 

201t 以上     1,610 円/t 

（ｂ） 

3,400 円× 

(騒音値-83)ＥＰＮｄＢ 

（ｃ） 

有償旅客数   120 円/人 

他人の需要に応じ、有償で旅客又

は貨物の運送を行う国内航空に従

事するジェット機の着陸１回ごと

に、左の(a)と(b)と(c)の合計金

額。 

(a)については、航空機の重量をそ

れぞれ左の等級に区分して順次に

各料金率を適用して得た金額の合

計額（航空機の重量は、 大離陸

重量を適用する。（１ｔ未満は１ｔ

とする。）） 

(b)の騒音値は、離陸測定点と進入

測定点における航空機の騒音値を

相加平均して得た値（１ＥＰＮｄ

Ｂ未満は１ＥＰＮｄＢとする。） 

(c)の有償旅客数については、一ヶ

月間の座席利用率が 70％を超え

る場合には、70％に相当する旅客

数とする。 

 



 

種 類 料 金 率 準則 

着陸料 

イ．【アに規定するジェット

機以外のジェット機】 

（ａ） 

25ｔ以下    950 円/t 

26～100t      1,380 円/t 

101～200t     1,650 円/t 

201t 以上     1,800 円/t  

（ｂ） 

3,400 円× 

(騒音値-83)ＥＰＮｄＢ 

アに規定するジェット機着陸１回

ごとに、左の(a)と(b)の合計金額。 

(a)については、航空機の重量をそ

れぞれ左の等級に区分して順次に

各料金率を適用して得た金額の合

計額。 

(b)の騒音値は、離陸測定点と進入

測定点における航空機の騒音値を

相加平均して得た値。 

ウ．【その他の航空機】 

(6t 以下の航空機) 

    一律 1,000 円 

(7t 以上の航空機) 

6t 以下   一律 700 円 

7t 以上     590 円/t 

 

その他の航空機の着陸１回ごと

に、航空機の重量をそれぞれ左の

等級に区分して順次に各料金率を

適用して得た金額の合計額。 

停留料 

【23t 以下の航空機】 

3ｔ以下   一律 810 円 

4～6t      一律 810 円 

7～23t以下    30円/t 

３時間以上空港内に停留する航空

機について、航空機の重量をそれ

ぞれ左の区分等に応じて、料金計

算して得た金額の合計額とし、停

留開始から 24 時間(24 時間未満

は、24 時間とする。)を超えるご

とに同額を停留終了までの間、加

算する。 

 

【24t 以上の航空機】 

25ｔ以下   90 円/t 

26～100t     80 円/t 

100t 以上   70 円/t 

保安料 

【旅客運送事業の用に供す

るジェット機】 

有償旅客数  103 円/人 

有償貨物量  309 円/t 

離陸した空港において、左の料金

率を適用し、計算して得た金額と

する。 

  
なお、料金の特例等の詳細については、「国土交通大臣が設置し、及び管理

する空港の使用料に関する告示（昭和四十五年運輸省告示第七十六号）」及び

「国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に



関する告示（平成十一年運輸省告示第百六十五号）」を参照するものとする。 
 

８  旅客取扱施設利用料 

無料 

 

９  空港アクセス 

       https://www.airport.ne.jp/to_go/ 

 

１０ 駐車場 

   収容台数：普通車７８１台 身障者用１０台 

    http://www.aeif.or.jp/hakodate/hakodate.html 

 

１１ 空港マップ 

https://www.airport.ne.jp/spend/floor_map/ 

 

１２ バリアフリー情報 

多機能トイレ等 

https://www.airport.ne.jp/get_on/disabled/ 

 
１３ 利用者の意向を反映する仕組み 

投書箱を国内線旅客ターミナルに設置 
ホームページ上では https://www.airport.ne.jp/contacts/form 

 

１４ 空港に関するその他の情報 

予約・各種問い合わせ先について 
https://www.airport.ne.jp/contacts/ 

 


