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平成27年度
空港法協議会等の活動状況報告（年報）

（大阪航空局管内）

平成29年 6月

航空局　空港業務課

大阪航空局　環境・地域振興課



小松空港 広島空港 米子空港（美保） 岩国空港

・各種エアポートセールスの実施【③⑤】

・首都圏での広島空港利用促進PR【③】

・空港レンタサイクル事業スタート【④】 ・広島・宮島・岩国地区観光宣伝活動【③】

・搭乗者１００万人達成記念セレモニー【③】

・広島臨空広域都市圏振興協議会　観光振興事業【③⑤】 ・岩国祭ブース出展【③④】

・海外修学旅行の促進活動（旅行セミナー、助成）【③⑤】

・広島空港ＰＲ事業【③⑤】

・ゑびすライナー出発式【⑤】

・香港チャーター便歓迎イベント【③】

・ホームページによる広報【②】
・「薬物及び銃器取締強化期間ＰＲイベント【②
③】

・広島空港ホームページの運営【③⑤】

・広島空港プレス見学会【①】

・広島空港時刻表の発行【③⑤】

・広島空港お客様満足度調査【④】

・広島空港CS向上推進部会の開催【⑤】

・空港見学会【②】 ・米子鬼太郎空港　春フェスタ【④】 ・空の日＆防災フェスタ【①②③④】

・エアポートフェスタ（年間６回開催）【④】 ・展望デッキビアガーデン【④】

・ＪＩＣＡ北陸パネル展【④】 ・ひろしま空の日２０１５ふれあい秋祭り【①②③④⑤】

・恐竜王国福井フェア【④】 ・滑走路ウォーク【①】 ・季節・記念日のおもてなし【④】

・航空教室【④】 ・米子鬼太郎空港G.Gフェスタ【④】 ・自治体主催イベント開催【③】

・米子鬼太郎空港フェスタ２０１５【①②③④】 ・空港ビル・各航空会社主催イベント開催【④】

・空のビアガーデン【④】
・館内撮影スポット＆空港イルミネーション
【④】

・その他関係者主催イベント開催【⑤】

・航空祭フェアの実施【④】 ・空港クリスマスイベント【④】 ・地方自治法施行６０周年記念貨幣展【②】

・ＡＮＡ　防府天満宮特大絵馬合格祈願【④】 ・くすのき花火大会での地元交流【④⑤】

・見学デッキ無料開放【④】

・ハンドベルクリスマスコンサート【④】

・バレンタイン・スイーツ・フェア【④】

・エアポートロック広島（音楽バトルイベント）【④】

・カープタウンヒロシマ（アプリ）への参加【④】

 【実施主体】　　①空港管理者・空港法協議会、②国の機関（地方運輸局、地方整備局等）、③地方自治体、④航空会社、空港ビル会社、⑤その他

○大阪航空局管内における各空港の空港法協議会の活動状況（開催状況）一覧（平成27年度）
小松空港 広島空港 米子空港（美保） 岩国空港

【平成21年4月1日設立】 【平成21年7月1日設立】 【平成21年9月1日設立】

・平成28年5月31日 協議会 ・平成28年1月13日 協議会

・平成27年10月22日 広島空港ＣＳ向上推進部会 ・平成28年3月23日 協議会

・平成27年12月17日 作業部会

・平成28年2月9日 作業部会

・平成28年5月20日 広島空港ＣＳ向上推進部会　

・平成28年6月30日 広島空港ＣＳ向上推進部会　

・平成28年2月3日 広島空港経営改革プロジェクト推進部
会

・空港開港３周年記念イベント「スカイフェスタ
2015」【③④】

・FLY！広島空港キャンペーン事業（旅行セミナー、各種
就航記念イベント等）【③⑤】

・「ジャパンエコトラック第1号認定ルート試走
会」出発式【③】

・横浜・新都市プラザでの鳥取県観光ＰＲイベ
ントの実施【③】

・空港見学会（年間５３回）、空港見学ツァー（年間８回）実
施【④】

・広島空港における訪日外国人受入れ環協整備連絡調
整会議【①②③④⑤】

・利便性向上事業（白市～空港連絡バス等のＰＲ活動等）
【③⑤】

・ひろしま宝しまキャンペーン（搭乗者への周辺自治体ＰＲ
活動等）【④】

・鬼太郎装飾リニューアルお披露目会（鳥取
県）【③】

〔1〕航空ネット
ワークの維持

・来て・見て・乗って・楽しんで！広島空港GO！GO！キャ
ンペーン【④】

・「岩国錦帯橋空港における増便の実現につい
て」要望書【③】

○大阪航空局管内における各空港等の取組状況一覧表（平成27年度） （注）青字は、報告書中「主な取組として紹介している事業。

地域振興等
の類型

中部北陸地区 中国地区

・沖縄線新規就航・東京線増便記念セレモニー
【③】

〔3〕空港利用
者便益の増進

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

・かーにバルイベント「地酒フェア・カニふるま
い」【④】

・ラストサマー！～夏の思い出を米子鬼太郎
空港で～（米子鬼太郎空港イベント）【④】

協議会等の活
動状況

〔4〕空港と地
域との交流促

進

・メティサージュ ＩＮ 小松空港（地元で評判の
パン屋による実演販売）【④】

・小松市どんどんまつり・ルクセンブルクフェア
【④】

・加賀野菜にふれよう！ぬか漬け体験教室
【④】

・職業紹介（定期航空運送事業、講演による空港業務等
の紹介）【④】

・大型クリスマスツリーの設置及び見学デッキへのイルミ
ネーション【④】

・アンサンブル金沢他によるコンサート（ラ・
フォル・ジュネル金沢の一環）【④】

・じわもん美味しい物フェア（地元食材を使用し
たお菓子等んお試食販売）【④】



高松空港 松山空港 徳島空港 高知空港

・国内線及び国際線利用促進事業【⑤】 ・高知から名古屋へ　ひろがる空の旅【③】

・近いきね！高知フェア（福岡線）実施【③】

・近いきね！高知フェア（大阪線）実施【③】

・クリスマス装飾【④】 ・四国西海地域誘客促進事業【⑤】 ・徳島阿波おどり空港　歓迎阿波おどり【③④】 ・１０００円レンタカーキャンペーン【③④⑤】

・お正月装飾【④】

・第２７回洋蘭展示即売会【④】

・着陸帯内安全パトロール【①④⑤】 ・ターミナルビル内コンビニエンスストアの開店【④】

・国内線保安検査場の増設【④⑤】

・旅客ターミナルビル２階のトイレの改修【④】

・ターミナルビル内トイレの改修【④】

・タッチパネル式多言語館内案内版の設置【④】

・中央エレベーターの更新【④】

・バス・タクシー等乗降場の案内板の更新【④】

・カート置場の設置及びカート台数の増台【④】

・訪日外国人２０００万人受入対応ＷＧ立上げ【⑤】

・高松空港「刈草」無償提供【①】 ・松山空港夏祭り【④】 ・マチアソビ「ヴァジュラ」像展示【③】 ・高知家・まるごと東部博のＰＲ【④⑤】

・音楽の世界!アートコンポ香川２０１５【⑤】 ・松山空港空の日フェスタ【⑤】

・高松空港まつり２０１５【①②③④】 ・松山空港フォトコンテスト【④】

・「空の日」・「空の旬間」イベント【①】

・徳島阿波おどり空港クリスマスコンサート【④】

・空港内バス見学ツアー【①】 ・ひな人形の展示【④】 ・「空の日」エアポートフェスティバル【①③④】

・徳島阿波おどり空港ひなまつりコンサート【④】

・宿毛市特産品フェア及び写真展示【④⑤】

・各種イベント開催【④】

 【実施主体】　　①空港管理者・空港法協議会、②国の機関（地方運輸局、地方整備局等）、③地方自治体、④航空会社、空港ビル会社、⑤その他

○大阪航空局管内における各空港の空港法協議会の活動状況（開催状況）一覧（平成27年度）
高松空港 松山空港 徳島空港 高知空港

【平成21年7月10日設立】 【平成21年5月14日設立】 【平成23年4月22日 設立】 【平成22年3月3日設立】

・平成27年6月25日 協議会 ・平成27年2月26日 第４回協議会

・平成27年6月11日 ・平成27年7月28日他（計5回） ・平成27年8月6日、平成28年3月3日

高松空港利用促進・活性化対策専門部会

・平成27年7月30日 訪日受入対応ＷG

・平成28年3月17日 訪日受入対応ＷG

・平成28年5月27日 訪日受入対応ＷG

・平成27年6月25日 

高松空港エコエアポート専門部会

高松空港ユニバーサルデザイン推進専門部会

○大阪航空局管内における各空港等の取組状況一覧表（平成27年度） （注）青字は、報告書中「主な取組として紹介している事業。

地域振興等
の類型

四国地区

〔1〕航空ネット
ワークの維持

・徳島阿波おどり空港　太宰府天満宮　願礼奉納
行事【④】

協議会等の活
動状況

・松山空港民間航空旅客機就航６０年「還暦祭」記
念式典【④】

・ターミナルビル開館時間の変更（０６：３０から０６：
００へ）【④】

〔4〕空港と地
域との交流促
進

〔3〕空港利用
者便益の増進

・総合案内所(インフォメーションセンター)改修
工事【④】

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

・訪日外国人2000万人受入対応会議開催【①
②③④】

・ターミナルビル１階総合案内所及び売店のリ
ニューアル【④】

・訪日外国人旅行者数2000万人受入に向けた徳島
空港における検討【①】

・訪日外国人２０００万人受入対応等会議体設
立【①③④⑤】

訪日外国人旅行者数2000万人受入に向けた徳島
空港検討会【平成27年7月28日設立】

高知龍馬空港利用促進・活性化連絡調整会議
【平成27年8月3日設立】

・無料Wi-Fiフリースポット（公衆無線ＬＡＮ）開通
【④】

・バス路線「高知龍馬空港～安芸駅」運行開始
【⑤】

・地元の高校生が手がけた饅頭の先行販売
【④】

・空飛ぶ野菜プロジェクト「空飛ブ八百屋」出
店！【④】

・観光客お出迎え・歓迎おもてなしイベント【③
④⑤】

・徳島阿波おどり空港５周年記念　こどもまつり
2015【④】

・高知家まるごと東部博応援企画第1弾「安芸
市・芸西村」フェア【④⑤】



福岡空港 北九州空港 長崎空港 熊本空港

・ソウル線PR広報【③】

・熊本～台湾高雄線PR広報【③】

・北九州空港ＦＤＡ就航一周年記念セレモニー【④】 ・熊本～香港線PR広報【③】

・国際線利用促進のための助成【③】

・熊本～名古屋線PR広報【③】

・ナイトトリップin北九州空港①、②【④】 ・長崎に来てみんねキャンペーン【①③】 ・新規国際路線の誘致活動【③】

・北九州空港定額タクシー運行開始【⑤】 ・YS-11展示事業【④】

・杖立温泉鯉のぼり祭り連携事業【④】

・外国人旅行者に対する消費税免税対応【④】

・福北リムジンバス運行開始記念式典【③④⑤】 ・平成２７年度上半期ＣＳ表彰式【①④】

・ＣＳ講演の実施【①②③④⑤】 ・阿蘇くまもと空港時刻表の作成【③】

・機関紙「そらよか通信」の発行【①②③④⑤】 ・総合消防航空センター（仮称）の建設開始【③】

・外国人旅行者に対する消費税免税対応【④】

・空港新鮮市【④】 ・ミニ花菖蒲園【③④】 ・国際キッズダンスフェスティバルの開催【③】

・七夕祭り【④】 ・６月イベント（親子スケッチ大会他）【④】

・夏休み小・中学生自由研究教室【⑤】 ・２０１５北九州空港まつり【①②③④⑤】 ・大村物産市 ＩＮ 長崎空港【③④】

・クリスマスイベント【④】 ・沼楽奉納演舞、春秋太鼓演奏会【④】 ・小学生による絵画作品展の実施【④】

・北海道物産展in北九州空港【④】 ・阿蘇くまもと空港フォトコンテストの実施【④】

・豊前街道新鮮市【④】 ・大村湾沿岸清掃【④】 ・冬期イルミネーションの実施【④】

・X'masイルミネーション点灯式【④】 ・空の日フェスタ【①③④】 ・クリスマスコンサートの実施【④】

・長崎空港開港４０周年記念祭【③④】 ・年末餅つき大会の実施【④】

・クリスマスイベント【④】

・クリスマス装飾及びメインツリー点灯式【④】

・プラネタリウム上映会【④】

 【実施主体】　　①空港管理者・空港法協議会、②国の機関（地方運輸局、地方整備局等）、③地方自治体、④航空会社、空港ビル会社、⑤その他

○大阪航空局管内における各空港の空港法協議会の活動状況（開催状況）一覧（平成27年度）
福岡空港 北九州空港 長崎空港 熊本空港

【平成16年5月10日設立】 【平成21年5月28日設立】 【平成21年4月22日 設立】 【平成21年8月6日設立】

・平成27年5月22日 協議会 ・平成28年2月17日 第１回協議会 ・平成27年4月22日 協議会 ・平成28年1月14日　幹事会

・平成27年7月1日 第１回幹事会 ・平成27年10月16月 協議会 ・平成27年11月26日 交通部会

・平成28年1月21日 第2回幹事会 ・平成27年10月16日 ・平成28年1月14日 交通部会

・平成27年6月1日 第１回ＣＳ推進専門部会 ・平成28年3月7日 交通部会

・平成27年6月18日 そらよか大賞表彰式 ・平成27年6月3日 地域促進・「空の日」部会

・平成27年8月27日 第２回ＣＳ推進専門部会 ・平成27年5月19日 CS分科会 ・平成27年7月21日 地域促進・「空の日」部会

・平成27年11月24日 第３回ＣＳ推進専門部会 ・平成27年11月18日 CS分科会 ・平成27年9月18日 地域促進・「空の日」部会

・平成27年12月21日 そらよか大賞表彰式
・平成28年3月23日CS・空港ｻｰﾋﾞｽ向上推進部
会

・平成２８年３月２８日第４回ＣＳ推進専門部会 ・平成27年7月4日、平成28年3月2日

阿蘇くまもと空港国際振興協議会

・平成28年3月4日

阿蘇くまもと空港ﾗｲﾅｰ運営検討協議会

・平成27年9月7日、平成28年3月7日

阿蘇くまもとくうこう周辺環境整備協議会

○大阪航空局管内における各空港等の取組状況一覧表（平成27年度） （注）青字は、報告書中「主な取組として紹介している事業。

地域振興
等

の類型

九州地区

〔1〕航空
ネットワーク
の維持

・日本航空　北九州－東京線　就航25周年記念イ
ベント【④】

・「飛び出せ海外へ！」を「空の日イベント」と同
時開催【①②③④⑤】

・「空行け！九州」キャンペーン支援ポスター作
成【①②③④⑤】

・スターフライヤー就航10周年記念品配布、お見送
り【④】

〔2〕航空・空
港を活用し
た地域振
興、航空需
要の開拓

・観光・館内等の情報電子表示「空NET　ビジョ
ンふくおか」【④】

・新規乗り入れ航空会社就航記念セレモニー
【②】

・北九州空港　開港10周年記念式典及び10周年感
謝際【①②③④⑤】

協議会等の
活動状況

〔4〕空港と
地域との交
流促進

・福岡空港ランウェイウオーク2015の実施【①
②③④⑤】

〔3〕空港利
用者便益の
増進

・鉄軌道を利用した空港ライナーの試験運行の
実施【③、④】

・熊本市内からの新たな空港アクセスとして「北
熊本エアポートバス」の試験運行を実施【③】

・CSアワード「そらよか大賞」の実施【①②③④
⑤】

・福岡空港フォトコンテスト、「作文・絵画コン
クール」等【④】

・阿蘇くまもと空港空の日フェスタ2015開催【①、
③、④】

訪日外国人旅行者2000万人の受入に向けた長
崎空港連絡専門部会【平成27年10月16日設立】

・福岡空港イルミネーション「天空の光劇場」
【④】

・長崎くんちイベント「龍踊体験と龍舞披露」【④
⑤】



大分空港 宮崎空港 鹿児島空港 那覇空港

・宮崎発　ＬＣＣピーチ就航【④】 ・新規就航路線就航セレモニー開催【④⑤】

・国際チャーター便包括支援事業【③④】

・定期便就航促進・活性化支援事業【③④】

・鹿児島の島々PRイベント【④】 ・夏期深夜便運航【④】

・ブーゲンビリア５００本プレゼント抽選会【④】

・香港就航１周年記念イベント【④】

・大分空港足湯設置【④】 ・ユニバーサルデザイン研修会開催【①②③④】

・大分空港初日の出イベント【④】

・宮崎空港サインモニュメントの完成【④】

・那覇空港案内冊子(フロアガイド)発行 (５言語)【④】

・大分空港開運祈願所設置【④】

・宮崎空港線修景美化活動【①②③④⑤】

・台風時観光客の対応【①③④⑤】

・那覇空港駅　多言語駅名標設置【⑤】

・エアポート音楽彩【④】 ・ANA　七夕イベント【④】 ・早朝クリーン作戦【①④⑤】

・くにさきドリーム展【③④⑤】 ・第６回エアポート・コンサート【③⑤】 ・国内線２階多目的広場イベント開催【④】

・大分空港夏祭り【④】 ・２０１６年春季キャンプ　歓迎セレモニー【④】 ・航空会社による空港内イベント行事開催【④】

・空港ナイトサファリ（夜の空港見学会）【④】 ・空の日イベント【①④⑤】

・大分空港「空の日」イベント【①③④⑤】 ・沖縄ドライブマップ発行【⑤】

・大分空港雛めぐり【④】

・お仕事講座【④】

・消防車見学【①】

 【実施主体】　　①空港管理者・空港法協議会、②国の機関（地方運輸局、地方整備局等）、③地方自治体、④航空会社、空港ビル会社、⑤その他

○大阪航空局管内における各空港の空港法協議会の活動状況（開催状況）一覧（平成27年度）
大分空港 宮崎空港 鹿児島空港 那覇空港

【平成21年4月1日設立】 【平成21年4月1日設立】 【平成21年4月22日設立】 【平成21年10月30日設立】

・平成27年11月30日 協議会 ・平成28年1月28日 第１回協議会 ・平成27年9月16日 第１回空の日部会 ・平成28年3月24日 協議会

・平成27年11月30日 ・平成28年8月19日 協議会(書面) ・平成27年10月8日、平成28年2月29日

大分空港アクセス改善検討部会 ・平成27年8月5日 第１回交通部会 那覇空港利用促進委員会

・平成27年11月30日 ・平成27年12月22日 第2回交通部会 那覇空港ユニバーサルデザイン推進委員会

大分空港施設魅力アップ検討部会 那覇空港景観委員会

〔1〕航空ネット
ワークの維持

・大分＝東京線直行便就航５０周年記念セレ
モニー【④】

○大阪航空局管内における各空港等の取組状況一覧表（平成27年度）（注）青字は、報告書中「主な取組として紹介している事業。

地域振興等
の類型

九州地区 沖縄地区

・就航地域を中心とする路線別プロモーション等の展
開【③⑤】

・那覇空港利便性向上支援事業(立体連絡通路整備
費用補助)【③④】

・踊る宮崎ブーゲンビリア空港公開【①②③
④】

協議会等の活
動状況

〔4〕空港と地
域との交流促
進

・「第３０回国民文化祭かごしま２０１５」開催に
伴う鹿児島空港での「空の文化祭」【①②③④
⑤】

〔3〕空港利用
者便益の増進

・宮崎ブーゲンビリア空港内お手洗いリニュー
アル完了【④】

・「大分空港ハッピーハロウィン2015」ロビーコ
ンサート【④】

・雨天対策(国際・国内移動時)傘、カート用レインカ
バー設置【④】

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

・宮崎空港　国際定期便利用促進キャンペー
ン【③④⑤】

・宮崎ブーゲンビリア空港「空の日」イベント
【①②③④】

・アクセス改善検討・魅力アップ検討両部会設
立【①】

・JALグループ便　鹿児島＝伊丹線就航３５周
年記念イベント【④】

・空港ターミナルビル前の駐停車マナーに関す
る取組【①②③④⑤】

・空港ターミナル前近辺の混雑緩和対策【①②
③④⑤】



（１）-②空港法協議会構成員
設立日：平成２１年４月１日

役職
計画調整官
所長
課長
部長
取締役
所長
所長
所長
空港長

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等
設立日：平成２３年３月８日

役職
所長
グループリーダー
部長
所長
所長
所長
取締役部長
取締役航空本部長
所長
空港長

開催日

（２）地域の協議会の構成員
設立日：昭和３６年１０月２４日

役職

知事（会長）
市長（副会長）
市長（副会長）
市長（監事）
会頭（監事）

北陸エアターミナルビル（株）　施設管理部
日本航空（株）　小松空港所

　名　称　：　小松空港利用者利便向上協議会

　名　称　：　エコエアポート推進部会

　名　称　：小松空港協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

構成メンバー
中日本航空（株）　小松運航所

開催状況
主な議題

開催状況

（株）東亜メンテナンス　ＴＡＰＳ部
（株）北鉄航空
（一財）空港環境整備協会　小松事務所

主な議題
書面等により連絡・情報交換を実施

大阪航空局　小松空港事務所

組織名
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県　航空消防防災グループ

全日本空輸（株）　小松空港所

大阪航空局　小松空港事務所

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

構成メンバー

組織名
北陸信越運輸局　企画観光部
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県　企画振興部　空港企画課
小松市　観光文化部
北陸エアターミナルビル（株）
日本航空（株）　小松空港所
全日本空輸（株）　小松空港所
（一財）空港環境整備協会　小松事務所

構成メンバー

次頁へ

組織名

石川県
小松市
金沢市
加賀市
小松商工会議所

１．協議会等の概要

小松空港

小松空港利用者利便向上協議会

エコエアポート推進部会

【専門部会】
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部長（事務局長）

司令（参与）
所長（参与）
所長（参与）
所長（参与）

開催日

平成２７年６月５日　平成２７年度総会

近畿中部防衛施設局　金沢防衛事務所

開催状況
主な議題

平成２６年度事業報告 他

石川県　企画振興部

大阪航空局　小松空港事務所

　他幹事３４機関

大阪税関金沢税関支署　小松空港出張所

航空自衛隊　第六航空団構成メンバー

　他会員５９機関

2



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
アンサンブル金沢他によるコンサート（ラ・フォル・ジュネル金沢の一環） ● 4

ＪＩＣＡ北陸パネル展 ● 4

★ 恐竜王国福井フェア ● 4

加賀野菜にふれよう！ぬか漬け体験教室 ● 4

★ 空のビアガーデン ● 4

航空祭フェアの実施 ● 4

小松市どんどんまつり・ルクセンブルクフェア ● 4

★ ハンドベルクリスマスコンサート ● 4

じわもん美味しい物フェア（地元食材を使用したお菓子等んお試食販売） ● 4

メティサージュ ＩＮ 小松空港（地元で評判のパン屋による実演販売） ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

航空会社、空港ビル会社

その他

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（小松空港）
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小松空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 北陸ｴｱﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（株）

実施時期 平成27年6月12日～14日（日）

恐竜王国福井フェアの実施

　

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 北陸ｴｱﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（株）

実施時期 平成27年8月7日～9月26日

　

「空のビアガーデン　空coomon門」　の実施

内容等

福井県勝山市にある福井県立恐竜博物館のＰＲと博物館でしか購入できない急流グッ
ズの販売を行った。

ターミナルビル展望デッキにおいて、空のビアガーデンを実施した

①恐竜王国福井フェア

概要

内容等

②空のビアガーデン　空coomon門

概要

（３） 主な取組内容
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小松空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 北陸ｴｱﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ（株）

実施時期 平成27年12月23日

　

「ハンド別クリスマスコンサート」の実施

　

内容等

③ハンドベルコンサート

北陸学院中学校の生徒によるハンドベルコンサートを実施した。

概要

5



（１）-②空港法協議会構成員

役職
次長（航空調整官）
副所長
課長
課長
部長
部長
所長
所長
個客サービス部長
所長
専務理事
会長
専務理事
空港長

開催日
平成２８年５月３１日　　協議会開催

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
中国運輸局交通政策部　
中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所

広島県土木建築局空港振興課
広島市市道路交通局都市交通部交通対策担当

三原市総務企画部
広島商工会議所産業・地域振興部
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島空港ビルディング（株）個客サービス部

（一財）空港環境整備協会広島事務所
大阪航空局広島空港事務所

開催日

　名　称　：　広島空港ユニバーサルデザイン推進部会　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年７月１日

構成メンバー

組織名

開催状況
主な議題

広島空港タクシー運営協会
（一社）広島空港レンタカー協会
国土交通省大阪航空局広島空港事務所

開催状況
主な議題

前年度事業実施報告及び本年度実施計画、規約改正

広島商工会議所産業・地域振興部
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島空港ビルディング（株）
（一財）空港環境整備協会広島事務所
（公社）広島県バス協会

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　広島空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年７月１日

構成メンバー

組織名
中国運輸局交通政策部
中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所
広島県土木建築局空港振興課
広島市道路交通局都市交通部交通対策担当
三原市総務企画部

１．協議会等の概要

広島空港

【専門部会等】

１．協議会等の概要

広島空港

広島空港利用者利便向上協議会

ユニバーサルデザイン推進部会

広島空港ＣＳ向上推進部会（作業部会含む）

空港経営改革プロジェクト推進部会
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役職

開催日
平成２７年１０月２２日開催
平成２７年１２月１７日開催（作業部会）
平成２８年　２月　９日開催（作業部会）
平成２８年　５月２０日開催 部会活動報告、計画について
平成２８年　６月３０日開催

役職

開催日
平成２８年２月３日開催

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事（顧問）
議長（顧問）
局長（参与）
局長（参与）
局長（参与）
税関長（参与）
局長（参与）
所長（参与）
所長（参与）
所長（参与）
会頭（会長）
副知事（副会長）
市長（副会長）
副会頭（副会長）
副議長（理事）

広島県市長会 会長（理事）
広島県市議会議長会 会長（理事）
広島県町村会 会長（理事）
広島県町議会議長会 会長（理事）
広島県商工会議所連合会 副会頭（理事）
広島県商工会連合会 会長（理事）
広島県中小企業団体中央会 会長（理事）
中国経済連合会 会長（理事）
広島県経済同友会 代表幹事（理事）
広島県経営者協会 会長（理事）
広島県農業協同組合中央会 会長（理事）
日本貿易振興機構広島貿易情報センター 会長（理事）

農林水産省動物検疫所神戸支所
広島県商工会議所連合会
広島県
広島市
広島県商工会議所連合会
広島県議会

国土交通省中国地方整備局
国土交通省大阪航空局
財務省神戸税関
法務省広島入国管理局
厚生労働省広島検疫所
農林水産省神戸植物防疫所

開催状況
主な議題

平成２８年度提案事業について

　名　称　：広島県空港振興協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成　６年　３月２４日

構成メンバー

組織名

広島県
広島県議会
国土交通省中国運輸局

次頁へ

　名　称　：　広島空港経営改革プロジェクト推進部会　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２７年５月２８日

構成メンバー

組織名
広島県土木建築局港湾空港部空港振興課
広島空港ＡＯＣ加盟航空会社
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島空港ビルディング（株）
（一財）空港環境整備協会　広島事務所

ＣＡＢ、ＣＩＱ、警察、広島県、三原市等の行政機関

開催状況

主な議題
基本方針並びに行動指針等について
取り組みと報告
取り組みと報告

平成27年度活動報告及び平成28年度活動計画

　名　称　：　広島空港ＣＳ向上推進部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２７年５月２８日

構成メンバー

組織名
広島空港ビルディング（株）及び関連会社
広島空港就航航空会社
ハンドリング会社
広島空港ビルで物販、飲食、清掃等のサービスを提供するテナント及び事業所

広島空港の警備、手荷物検査を行う警備会社等
広島空港へのアクセスとなるバス会社、タクシー会社、レンタカー会社

広島空港の利用者のための駐車場事業者

7



（公社）広島県バス協会 （理事）
（一社）広島県観光連盟 会長（理事）
広島空港ビルディング（株） 代表取締役社長（理事）
広島県空港港湾部 部長（理事）
広島市道路交通局 局長（理事）
（一社）日本旅行業協会 中四国支部長（監事）

会長（監事）

開催日

平成２８年３月２９日理事会開催

役職
副会頭
空港港湾部長
局長
広域空港管理官
会長
会長
会長
会長
会頭
会頭
会頭
会長
会長
理事
代表幹事

広島県経営者協会 会長
広島県農業協同組合中央会 会長
（公社）広島県バス協会 会長
（一社）広島県観光連盟 会長
（一社）日本旅行業協会 中四国支部長
広島市 道路交通局長
西日本旅客鉄道（株） 広島支社長
広島空港ビルディング（株） 代表取締役社長
全日本空輸（株） 中四国支社長
日本航空（株） 広島支店長
エアソウル 広島支店長
中国東方航空 中四国地区総支配人兼広島支店長
中国国際航空 広島支店長
中国南方航空 広島支店長
チャイナエアライン 中国四国地区支店長

開催日
平成２２年２月８日開催

役職

市長、市議会議長
市長、市議会議長
市長、市議会議長
市長、市議会議長
町長、町議会議長
町長、町議会議長

開催日

平成２８年５月２５日開催開催状況
主な議題

平成２７年度事業報告、決算報告・平成２８年度事業計画、予算等

　名　称　：広島臨空広域都市圏振興協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成８年５月２２日

構成メンバー

組織名

竹原市
三原市
東広島市
尾道市
大崎上島町
世羅町
大阪航空局広島空港事務所（オブザーバー参加）

開催状況
主な議題

事業実施状況、事業計画、アクセス対策ＷＧの設置

広島県町議会議長会
呉商工会議所
福山商工会議所
東広島商工会議所
広島県商工会連合会
広島県中小企業団体中央会

　名　称　：広島県空港振興協議会　利用促進部会　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成　６年　３月２４日

構成メンバー

組織名
広島商工会議所
広島県
国土交通省中国運輸局
国土交通省大阪航空局広島空港事務所
広島県市長会
広島県町村会
広島県市議会議長会

中国経済連合会
広島経済同友会

構成メンバー

広島国際航空貨物運送協会

開催状況
主な議題

平成２７年度事業報告・平成２８年度収支予算及び事業計画
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（３）その他協議会（国主催）

役職
中国経済連合会 理事

幹事長
（公社）広島県バス協会 専務理事

会長
社長
所長
所長
所長
所長
支店長
空港所長
所長
所長

キャセイパシフィック航空福岡空港支店 課長代理
（一社）日本旅行業協会中四国支部 事務局長

理事
中国地域観光推進協議会 事務局長
広島エアポートホテル 取締役総支配人
広島県土木建築局空港振興課 課長
三原市総務企画部 部長
広島空港ビルディング（株）企画総務部 部長
財務省神戸税関広島税関支署広島空港出張所 所長
法務省広島入国管理局広島空港出張所 所長
厚生労働省広島空港検疫所支所 支所長
農林水産省動物検疫所神戸支所広島空港出張所 所長
農林水産省神戸植物防疫所広島支所広島空港分室 次席植物防疫官

計画調整官（次長・航空調整官）
中国地方整備局企画部広域計画課 課長
中国地方整備局港湾空港部港湾物流企画室 室長
大阪航空局広島空港事務所 空港長

開催日
平成２７年　８月３１日開催
平成２７年１１月１０日開催
平成２８年　１月１５日開催
平成２８年　７月２５日開催

開催状況

主な議題
訪日2000万受入対応等
訪日2000万受入対応等
訪日2000万受入対応等
訪日2000万受入対応等

（一財）空港環境整備協会広島事務所
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
春秋航空日本（株）広島空港所
エアソウル広島支店
中国国際航空広島支店広島空港事務所

　名　称　：広島空港における訪日外国人旅行者受入環境整備連絡調整会議　　　　設立日：平成２７年　８月３１日

構成メンバー

組織名

広島県商工会議所連合会

広島空港タクシー運営協会
（一社）広島県レンタカー協会会員　ニッポンレンタカー中国(株)

中国東方航空広島支店広島空港事務所
チャイナエアライン広島支店広島空港事務所

（一社）全国旅行業協会中国地方協議会

中国運輸局交通政策部
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
ホームページによる広報 ● 2

空港見学会 ● 2

FLY！広島空港キャンペーン事業（旅行セミナー、各種就航記念イベント等） ● ● ３，５

各種エアポートセールスの実施 ● ３，５

広島空港ホームページの運営 ● ● ３，５

海外修学旅行の促進活動（旅行セミナー、助成） ● ３，５

広島空港時刻表の発行 ● ３，５

広島空港ＰＲ事業 ● ３，５

利便性向上事業（白市～空港連絡バス等のＰＲ活動等） ● ● ３，５

★ 空の日イベント ● １，２．３．４．５

滑走路ウォーク ● 1

★ 広島臨空広域都市圏振興協議会　観光振興事業（観光バスツァー等） ● ● ３，５

航空教室 ● 4

ひろしま宝しまキャンペーン（搭乗者への周辺自治体ＰＲ活動等） ● ● 4

職業紹介（定期航空運送事業、講演による空港業務等の紹介） ● 4

★ 来て・見て・乗って・楽しんで！広島空港GO！GO！キャンペーン ● 4

空港見学会（年間５３回）、空港見学ツァー（年間８回）実施 ● 4

★ エアポートフェスタ（年間６回開催） ● 4

見学デッキ無料開放 ● 4

大型クリスマスツリーの設置及び見学デッキへのイルミネーション ● 4

★ 広島空港プレス見学会 ● ● 1

広島空港お客様満足度調査 ● 4

エアポートロック広島（音楽バトルイベント） ● 4

カープタウンヒロシマ（アプリ）への参加 ● 4

★ 首都圏での広島空港利用促進PR ● ● 3

広島空港CS向上推進部会の開催 ● 5

広島空港における訪日外国人受入れ環協整備連絡調整会議 ● １，２．３．４．５

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（広島空港）

10



広島空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 ひろしま空の日２０１５ふれあい秋祭り実行委員会、広島空港空の日実行委員会

実施時期 平成27年10月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステージイベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滑走路ウォーク

　　　　　　　　　防災センター　　　　　　　　　　　　　　　　消防車庫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働く車展

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 広島臨空広域都市圏振興協議会

実施時期 通年

広島空港をとりまく竹原市、三原市、尾道市、東広島市、大崎上島町、世羅町を圏域と

する臨空広域都市圏の地域振興や圏域外への情報発信・PRを実施。

①サイクリングスタンプラリー事業　②バスツアー事業　③情報発信（協議会ホームペ

ージ、観光パンフレット作成、空港ビルへのパンフレット設置により観光情報PRを実施。

①ひろしま空の日２０１５ふれあい秋祭り

概要

内容等

内容等

広島空港周辺市町で構成するひろしま空の日２０１５ふれあい秋祭り実行委員会と広島
空港空の日実行委員会が共催し、広島空港での各種イベントに併せ隣接する空港ホテ
ル、県営森林公園とも協力し空の日イベントを実施。

②広島臨空広域都市圏振興協議会　観光振興事業

概要

（３） 主な取組内容
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広島空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 広島空港ビルディング（株）

実施時期 平成２７年７月１６日～１０月３１日

航空機事故後、航空機利用者数の回復を目的とした利用促進キャンペーンを、空港

ビルが、航空会社、アクセス事業者等の協力を得て実施。

アンケート回答者対象の懸賞、キャンペーン協賛旅行商品造成の支援等。

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 広島空港ビルディング（株）

実施時期 通年

地域住民等に空港や航空機に親しみを持ってもらうことや空港の賑わいづくりのため、

ターミナルビルにおいて、協議会メンバーと協力して年６回広島エアポートフェスタを開

催。

８月には夏休み企画として、「広島エアポート宇宙フェスティバル」を開催。

JAXA航空・宇宙展、宇宙３Dトリックアート、映画かいけつゾロリうちゅうの勇者たちパ

ネル展示、スタンプラリーを実施。JAXAタウンミーティングや映画試写会も実施。

　１１月の「エアポートフェスタ　ＡＵＴＵＭＮ」

③来て・見て・乗って・楽しんで！・広島空港GO！GO！キャンペーン

④エアポートフェスタ（年６回開催）

概要

内容等

概要

内容等
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広島空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 広島空港事務所

実施時期 平成27年9月14日

広島空港航空機事故で破損した無線施設のCATⅢｂ復旧に併せ、広島空港の運航安

定性と信頼回復を広く県内外の方にアピールし、航空機利用者の回復、更なる利用

促進の目的から、報道関係者を対象に空港見学会を開催。

在京１社を含む１１社２１名に、空港概要、利用状況などを説明し、空港制限区域（消防

車両、ローカライザー施設等）見学を実施。

見学会を通じて、事故前の運航に戻り、安心して広島空港を利用できるということの理

解が深まり、報道各社から好意的な報道がされたことにより、広島空港の広報・利用の

促進に役立った。

　　　　　空港概要、利用状況説明　　　　　　　　　　　　消防車両見学　　　　　　　　　　　　　　　　ローカライザー施設見学

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 広島県

実施時期 平成２７年１１月２３日～１２月３１日

広島空港航空機事故後に欠航が相次いだことなどにより、首都圏から広島への航空機利用を

敬遠する状況を受け、広島空港の無線施設が復旧し安全、安心に利用できることをアピールし、

イメージ回復と利用促進のため、主に首都圏在住者をターゲットにPR活動を実施。

広島県の観光ガイドと空港の無線施設の復旧を併せたホームページ「CATな目　広島」を新設。

首都圏の新幹線利用者をターゲットに品川駅、東京駅において、ポスター、デジタルサイネージ

でのPRを実施し、ホームページについてもPRを実施。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←ポスター、サイネージのイメージ

　　　　　　　　　　品川駅デジタルサイネージ（自由通路、中央改札内）　　　 　　　　　　　東京駅ポスター（新幹線乗換口）

⑥首都圏での広島空港利用促進PR

概要

内容等

⑤広島空港プレス見学会

概要

内容等
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（１）-②空港法協議会構成員
設立日：平成２１年　９月　１日

役職
空港長
次長
所長
支店長
所長
支店長
代表取締役専務
所長
営業課長
会長
支部長
店長

開催日
平成28年1月13日
平成28年3月23日

（２）地域の協議会の構成員
設立日：平成５年４月１３日

役職

会長
幹事長

副会長
副会長

南部町
伯耆町
日吉津村
大山町
日南町

まつえ北商工会
東出雲町商工会
鳥取県
米子市
境港市
松江市
安来市

次頁へ

　名　称　：米子空港利用促進懇話会

構成メンバー

組織名

米子商工会議所
境港商工会議所
松江商工会議所
安来商工会議所
鳥取県経済同友会西部地区
鳥取県中小企業団体中央会西部地区
鳥取県西部地区商工会連絡協議会

空港内レンタカー事業者　代表　タイムズ

開催状況

主な議題
訪日外国人受入体制の検討
訪日外国人受入体制の検討

（一社）鳥取県ハイヤータクシー協会西部支部

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　米子空港利用者利便向上協議会

構成メンバー

組織名
大阪航空局美保空港事務所
中国運輸局鳥取運輸支局
中国地方整備局境港湾・空港整備事務所
全日本空輸（株）山陰支店
全日本空輸（株）米子空港所
アシアナ航空（株）山陰支店
米子空港ビル（株）
日ノ丸自動車（株）米子航空営業所
西日本旅客鉄道（株）米子支社
（一社）鳥取県バス協会

１．協議会等の概要

米子空港（美保）

米子空港利用者利便向上協議会

【専門部会等】 なし
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日野町
江府町
米子市観光協会 監事
境港市観光協会
（公財）とっとりコンベンションビューロー

米子空港ビル（株）

オブザーバー

開催日

平成27年 5月26日開催状況
主な議題

事業報告等

構成メンバー

全日本空輸（株）山陰支店
大阪航空局　美保空港事務所

（一社）日本旅行業協会鳥取地区会米子空港利用促進委員会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
米子鬼太郎空港　春フェスタ ● 4

空港レンタサイクル事業スタート ● 4

★ 「ジャパンエコトラック第1号認定ルート試走会」出発式 ● 3

横浜・新都市プラザでの鳥取県観光ＰＲイベントの実施 ● 3

★ 展望デッキビアガーデン ● 4

ラストサマー！～夏の思い出を米子鬼太郎空港で～（米子鬼太郎空港イベント） ● 4

米子鬼太郎空港G.Gフェスタ ● 4

★ 米子鬼太郎空港フェスタ２０１５ ● 1,2,3,4

ゑびすライナー出発式 ● 5

香港チャーター便歓迎イベント ● 3

館内撮影スポット＆空港イルミネーション ● 4

空港クリスマスイベント ● 4

★ ＡＮＡ　防府天満宮　特大絵馬合格祈願 ● 4

★ かーにバルイベント「地酒フェア・カニふるまい」 ● 4

バレンタイン・スイーツ・フェア ● 4

★ 鬼太郎装飾リニューアルお披露目会（鳥取県） ● 3

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（米子空港（美保））
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米子空港（美保）

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 鳥取県（協力：ジャパンエコトラック推進協議会）

実施時期 平成27年6月4日（木）12:00～12:30

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 米子空港ビル（株）

実施時期 平成27年7月10日～8月16日

概要 米子鬼太郎空港展望デッキビアガーデン

内容等

空港施設（屋上）の有効活用及び、地元住民の集客を図るため、ターミナルビル展望
デッキにてビアガーデンを開催。

②展望デッキビアガーデン

①「ジャパンエコトラック第1号認定ルート試走会」出発式

概要 「ジャパンエコトラック第1号認定ルート試走会」出発式

内容等

アウトドアスポーツを活かして自然を満喫する新しい旅のスタイル「ジャパンエコトラック」
認定第1号ルートである『シートゥーサミットルート』（境港～皆生～大山）において、県内
外に「ジャパンエコトラック」のコンセプト及び当該ルートの魅力を伝えるとともに、多くの
ツーリストの誘客を図るため、関係者やマスメディア等による試走会を開催。

（３） 主な取組内容
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米子空港（美保）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 米子空港「空の日」・「空の旬間」実行委員会

実施時期 平成27年10月17日

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 全日本空輸（株）

実施時期 2016.1.15～3月中旬

概要 ＡＮＡ　防府天満宮　特大絵馬合格祈願

内容等

木絵馬、紙絵馬に願い事を書いて頂き、防府天満宮へ定期的に奉
納し、受験生等の合格祈願をする。

④ＡＮＡ　防府天満宮　特大絵馬合格祈願

③米子鬼太郎空港フェスタ２０１５

概要 米子鬼太郎空港フェスタ２０１５

内容等

美保空港事務所、米子空港ビル（株）を中心として、実行委員会を結成し、「空の日」・
「空の旬間」事業として「米子鬼太郎空港フェスタ２０１５」を開催した。
空港ビルにおいて、関係事業者により催し物ブースの設置、キッズ制服撮影会、クイズ
ラリー、美保空港事務所の空港見学バスツアー、海上保安庁美保基地による格納庫開
放見学会等のイベントを実施した。
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米子空港（美保）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 米子空港ビル（株）

実施時期 平成28年1月2日（土）～平成28年1月3日（日）

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 鳥取県

実施時期 平成28年3月8日

内容等

日本交通文化協会より寄贈のステンドグラスお披露目
リニューアルされた鬼太郎ファミリーモニュメントのお披露目

⑤　かーにバルイベント「地酒フェア・カニふるまい」

概要 米子鬼太郎空港　かーにバルイベント「地酒フェア・カニふるまい」を開催

内容等

山陰の地酒試飲会の開催。ベニズワイガニのカニ汁ふるまい

⑥鬼太郎装飾リニューアルお披露目会（鳥取県）

概要 鬼太郎装飾リニューアルお披露目会（鳥取県）
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（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
空港長
空港利用促進室長
代表取締役副社長
所長
副所長

開催日
平成２７年度の開催なし

（２）地域の協議会の構成員

役職

市長（会長）
市長
市長
市長
市長
町長
町長
町長
町長
町長
会頭
会頭
会頭
会頭
会頭
会頭
会頭
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長

次頁へ

構成メンバー

組織名

岩国市
柳井市
光市

熊毛町商工会

新南陽商工会議所
大竹商工会議所
周防大島町商工会
和木町商工会
岩国西商工会
やましろ商工会
大畠商工会
上関町商工会
大和商工会
田布施町商工会
平生町商工会

徳山商工会議所

下松市
周南市
周防大島町
田布施町
和木町
平生町
上関町
岩国商工会議所
柳井商工会議所
光商工会議所
下松商工会議所

開催状況
主な議題

　名　称　：岩国錦帯橋空港利用促進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２２年　９月　１日

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　岩国空港エコエアポート協議会　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２７年　１月　６日

構成メンバー

組織名
国土交通省　大阪航空局　岩国空港事務所
岩国市　産業振興部　観光振興課
岩国空港ビル（株）
全日本空輸（株）　岩国空港所
（株）ニシモト・エネルギー・サプライ　航空燃料事業部　岩国空港事務所

１．協議会等の概要

岩国空港

空港法協議会未設置
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会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
支店長
代表取締役
オブザーバー
オブザーバー

開催日

平成２７年　７月１０日

（３）その他協議会（国主催）

役職
空港長
課長
空港利用促進室長
代表取締役社長
所長
岩国錦帯橋空港警備派出所長
オブザーバー
オブザーバー
オブザーバー
オブザーバー
オブザーバー
オブザーバー
オブザーバー

開催日
平成２８年　１月２０日
平成２８年　３月１４日

（山口県観光スポーツ文化部観光政策課　連携・国際班）

開催状況
主な議題

岩国空港における訪日外国人旅行者受入に向けた課題
等の整理

東京都と中四国９県の連携による外国人旅行者誘致推進協議会

　名　称　：　岩国空港訪日外国人対応連絡調整会議　　　　　　　　 設立日：平成２８年　１月２０日

構成メンバー

組織名
国土交通省　大阪航空局　岩国空港事務所
山口県　観光スポーツ文化部　交通政策課
岩国市　産業振興部　観光振興課
岩国空港ビル（株）
全日本空輸（株）　岩国空港所
山口県岩国警察署　地域第一課
航空局　航空ネットワーク部　航空ネットワーク企画課
国土交通省　大阪航空局　総務部　航空振興課
国土交通省　大阪航空局　広島空港事務所　広域空港管理官
国土交通省　中国運輸局　交通政策部
国土交通省　中国運輸局　企画観光部
（一社）せとうち観光推進機構

山口県
大阪航空局　岩国空港事務所

開催状況
主な議題

総会

田布施町観光協会
光市観光協会
下松市観光協会
（一財）周南観光コンベンション協会
全日本空輸（株）山口支店
岩国空港ビル（株）

構成メンバー

（一社）岩国市観光協会
由宇町観光協会
美和町観光協会
錦川観光協会
柳井市観光協会
（一社）周防大島観光協会
平生町観光協会
上関町観光協会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
地方自治法施行６０周年記念貨幣展 ● 2

★ 自治体主催イベント開催 ● ● 3

★ 空港ビル・各航空会社主催イベント開催 ● 4

★ その他関係者主催イベント開催 ● 5

「薬物及び銃器取締強化期間ＰＲイベント ● ２、３

岩国祭ブース出展 ● ３、４

くすのき花火大会での地元交流 ● ４、５

★ 広島・宮島・岩国地区観光宣伝活動 ● 3

★ 搭乗者１００万人達成記念セレモニー ● ● 3

★ 空の日＆防災フェスタ ● １、２、３、４

「岩国錦帯橋空港における増便の実現について」要望書 ● ● ● 3

★ 開港３周年記念イベント「スカイフェスタ2015」 ● ● ３、４

★ 季節・記念日のおもてなし ● 4

★ 沖縄線新規就航・東京線増便記念セレモニー ● 3

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（岩国空港）
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岩国空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体 県内各自治体
実施時期 平成27年7月～平成28年7月の各期間

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体 空港ビル・各航空会社
実施時期 平成27年7月～平成28年7月の各期間

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体 その他関係者
実施時期 平成27年7月～平成28年7月の各期間

①自治体主催イベント実施

概要

内容等

②空港ビル・各航空会社主催イベント実施

概要

内容等

③その他関係者主催イベント実施

概要

内容等

（３） 主な取組内容

・和木町ＰＲイベント（９０万人達成記念）

・金魚ちょうちん飾り付け

・旅行応援キャンペーン

・ぶちうま！お盆フェア

・島育ちみかん１００％ジュース試飲会

・萩美術館・浦上記念館すぽっと展示in空港ロビー

・ふるさと納税キャンペーンＩＮ岩国錦帯橋空港

・岩国商工会議所青年部講演会

・クリスマスツリー点灯式

季節・祭事に応じて各自体が空港を活用した展示やイベント（各種フェアや講演等）

・岩国錦帯橋空港ターミナルビル見学

・中学生・高校生職業体験学習

・七夕イベント

・門松の設置

・受験合格祈願天神絵馬設置

・中学生への職業講話会

・小学校・中学校教諭社会体験学習

・こどもの日フェスタ

季節・祭事に応じて空港を活用した展示やイベント（各種フェアや講演等）を実施。

・第３回 岩国青年部茶会in錦帯橋空港

・「岩国錦帯橋空港売店スカイショップ・アイアイ」の「やまみちゃん応援

店」としてお披露目会

・畳オブジェ「岩国城」「錦帯橋」の展示

・赤十字パネル展

・公開模擬挙式イベント

季節・祭事に応じて空港を活用した展示やイベント（各種フェアや講演等）を実施。
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岩国空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 広島宮島岩国地方観光連絡協議会

実施時期 平成２７年９月２５日～２７日

　

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓　〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 岩国錦帯橋空港利用促進協議会

実施時期 平成２７年９月２４日

　

　

内容等

④広島・宮島・岩国地区観光宣伝活動

概要

内容等

⑤搭乗者１００万人達成記念セレモニー

概要

岩国錦帯橋空港の開港から約２年９ヶ月、空港利用者が１００万人を達成いたしまし

た。岩国錦帯橋空港では、記念セレモニーが開催され、華やかな一日となりました。

また、空港を利用して下さった方々の笑顔の写真で作った『笑顔でつなぐモザイク

アート』の展示もされました。（１０月末まで）

空港利用者が１００万人達成を記念し、記念セレモニーを開催した

広島・宮島・岩国地区の観光宣伝のため、東京ビックサイトで行われたツーリズム

ＥＸＰＯジャパン２０１５に出展し、観光ＰＲと岩国錦帯橋空港のＰＲ活動を実施した。

【展示ブースの様子】 【空港をＰＲするソラッ
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岩国空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 国土交通省岩国空港事務所、ＡＮＡ岩国空港所、岩国警察署、岩国市、岩国海上保安署

実施時期 平成２７年９月５日

　９月２０日の空の日を記念し、車両展示、マーシャラー模擬体験、ぬりえ教室他のイベ

ントを実施。また、９月が防災月間であることから、警察等による防災広報やパトカーの

展示、お子様制服着用体験を同時開催。

　

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進　〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 岩国商工会議所青年部・岩国錦帯橋空港利用促進協議会・ＡＮＡ岩国空港所

実施時期 平成２７年１２月１３日

　

　開港３周年記念セレモニー、地元園児の発表会、ヒーローショー、歌謡ショー、山口県ＰＲ、ビン
ゴゲーム、定期便へのSTARWARS特別塗装機アサイン、搭乗旅客へのキャンディサービス、アン
ケートに答えた方を対象にした抽選会、山口県物産の販売、みかんの販売・無料試飲、搭乗者
（出発･到着全便）の方に記念品配布、展望デッキ無料開放を実施した。

内容等

⑦開港３周年記念イベント「スカイフェスタ2015」

概要

内容等

概要

⑥空の日 ＆ 防災フェスタ

開港３周年に併せ空港ターミナルビルにおいて、「スカイフェスタ2015」を開催
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岩国空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体 ＡＮＡ岩国空港所
実施時期 下記のとおり

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 岩国錦帯橋空港利用促進協議会（後援：岩国市）

実施時期 平成２８年３月２７日

　

ＡＮＡ便の沖縄（那覇）新規就航 ・東京（羽田）増便を記念したセレモニーを開催した。

⑨沖縄線新規就航 ・東京線増便記念セレモニー

概要

内容等

　沖縄（那覇）線新規就航 ・東京（羽田）線増便を記念したセレモニーを開催しました。関
係者によるテープカットや記念品贈呈を行い、華やかな一日となりました。

⑧季節・記念日のおもてなし

概要

内容等

季節毎のイベントに合わせて、キャンディー、

豆菓子、チョコレート等のお菓子をプレゼン

ト。（那覇路線書便については搭乗証明書

付き）

季節の節目や各種記念日に併せて感謝の気持ちを表したイベントを実施

期間中の実施日
1月 正月

2月 節分、バレンタインデー

3月 ひなまつり、ホワイトデー

5月 母の日

6月 父の日

10月 ハロウィン

12月 クリスマス
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
企画観光部長
支局長
所長
所長
総務課長
所長
支所長
所長
交流推進部長
署長
市民政策局長
町長
町長
専務理事
専務理事
代表取締役社長
所長
所長
所長
支店長
在日日本代表

春秋航空日本（株）高松空港所 所長
所長
代表取締役社長
代表取締役社長
会長
会長
会長
空港長

開催日
平成２７年６月２５日　平成２７年度協議会開催

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
交通企画課長
首席運輸企画専門官
企画調整課長

　名　称　：　高松空港利用促進・活性化対策専門部会　　　　　　　　　　設立日：平成　２３年　６月　２１日

組織名
四国運輸局企画観光部
四国運輸局香川運輸支局
四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所

開催状況
主な議題

前年度報告及び新年度事業計画

次頁へ

構成メンバー

（公社）香川県観光協会
香川県商工会議所連合会
高松空港ビル株式会社
（一財）空港環境整備協会高松事務所

高松商運（株）
（一財）香川県バス協会
高松タクシー協会
香川県レンタカー協会
大阪航空局高松空港事務所

広島検疫所　坂出出張所
神戸植物防疫所　坂出支所
動物検疫所関西空港支所　小松島出張所
香川県
香川県高松南警察署
髙松市

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　高松空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成　２１年　７月　１０日

構成メンバー

組織名
四国運輸局
四国運輸局　香川運輸支局
四国地方整備局　高松港湾・空港整備事務所
神戸税関坂出税関支署　高松出張所
高松入国管理局　

全日本空輸（株）高松空港所
日本航空（株）高松空港所
アシアナ航空（株）高松支店
春秋航空（株）

チャイナエアライン高松営業所
四国航空（株）

香川県　綾川町
香川県　三木町

１．協議会等の概要

○○空港

○○空港利用者利便向上協議会

●●部会

◆◆部会

◆◆部会

【専門部会等】

１．協議会等の概要

高松空港

高松空港利用者利便向上協議会

利用促進・活性化対策

エコエアポート

ユニバーサルデザイン推進

【専門部会等】

訪日外国人２０００万人受入対応Ｗ
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統括監視官
総務課長
次席植物検疫官
所長
交通政策課長
交通課長
交通政策課長
町長
町長
事務局長
総務部長
総務部長
所長
所長
所長
支店長
日本開発室長

春秋航空日本（株）高松空港所 所長
営業所社員
業務部長
専務理事
運送委員長
専務理事
広域空港管理官

開催日
平成２７年６月１１日　平成２７年度部会開催 前年度報告及び新年度事業計画
平成２７年７月３０日　訪日外国人２０００万人受入対応ＷG開催

役職
所長
総務課長
交通政策課長
総務部長
所長
所長
所長
支店長
日本開発室長

春秋航空日本（株）高松空港所 所長
営業所社員
専務理事
運送委員長
専務理事
広域空港管理官

開催日
平成２７年７月３０日　開催 訪日外国人２０００万受入対応等
平成２８年３月１７日　開催
平成２８年５月２７日　開催

役職
環境物流課課長補佐
工務課長
統括観測員
交通政策課主任
課長補佐
退庁
所長

次頁へ

構成メンバー

開催状況

主な議題

高松空港ビル（株）
（一財）空港環境整備協会高松事務所
全日本空輸（株）高松空港所
日本航空（株）高松空港所
アシアナ航空（株）高松支店
春秋航空（株）

　名　称　：　高松空港エコエアポート専門部会　　　　　　　　　　　　 設立日：平成　２２年　５月　２０日

組織名
四国運輸局交通環境部　
四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所
関西航空地方気象台高松航空気象観測所
香川県政策部
香川県警察航空隊
香川県防災航空隊
（一財）空港環境整備協会高松事務所

開催状況
主な議題

　名　称　：　訪日外国人２０００万人受入対応ＷG　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２７年　７月３０日

構成メンバー

組織名
神戸税関坂出税関支署高松出張所
高松入国管理局
香川県

チャイナエアライン高松営業所
（一財）香川県バス協会
高松タクシー協会
香川県レンタカー協会
大阪航空局高松空港事務所

アシアナ航空（株）高松支店

（公社）香川県観光協会

神戸税関坂出税関支署高松出張所
高松入国管理局
神戸植物防疫所坂出支所
動物検疫所関西空港支所小松島出張所

大阪航空局高松空港事務所

香川県
香川県高松南警察署
髙松市
香川県綾川町
香川県三木町

構成メンバー

春秋航空（株）

チャイナエアライン高松営業所
四国航空（株）
（一財）香川県バス協会
高松タクシー協会
香川県レンタカー協会

高松商工会議所
高松空港ビル（株）
（一財）空港環境整備協会高松事務所
全日本空輸（株）高松空港所
日本航空（株）高松空港所
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施設部次長
所長
所長
支店長
在日本代表

春秋航空日本（株）高松空港所 所長
営業所社員
業務部長
サービス事業部長
航空部長
所長
副会長

先任施設運用管理官
開催日

平成２７年６月２５日　平成２７年度部会開催

役職
首席運輸企画専門官
工務課長
統括監視官
会計係長
検疫業務係長
次席植物検疫官
所長
副主幹
施設部次長
所長
所長
所長
支店長
在日本代表

春秋航空日本（株）高松空港所 所長
営業所社員
業務部長
航空部次長
専務理事
副会長
専務理事
総務課長
先任施設運用管理官

開催日
平成２７年６月２５日　平成２７年度部会開催

（２）地域の協議会の構成員

役職

議長、副議長、総務委員長
知事、副知事、土木部長、教育委員会、

教育長、商工労働部長、政策部長
会長
会長
市長、市民政策局長
会長

次頁へ

構成メンバー

香川県市長会

アシアナ航空（株）高松支店

開催状況
主な議題

前年度報告及び新年度事業計画

　名　称　：  高松空港振興期生会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和　５４年１２月　４日

組織名

香川県議会 
香川県

四国経済連合会 
香川県商工会議所連合会
高松市

　名　称　：　高松空港ユニバーサルデザイン推進専門部会　　　　　　設立日：平成　２２年　６月　１７日

構成メンバー

組織名
四国運輸局香川運輸支局
四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所
神戸税関坂出税関支署高松出張所
高松入国管理局
広島検疫所坂出出張所
神戸植物防疫所坂出支所
動物検疫所関西空港支所小松島出張所

香川県レンタカー協会
大阪航空局高松空港事務所
大阪航空局高松空港事務所

春秋航空（株）

チャイナエアライン高松営業所
四国航空（株）
高松商運（株）
（一財）香川県バス協会
高松タクシー協会

香川県政策部交通政策課
高松空港ビル（株）
（一財）空港環境整備協会高松事務所
全日本空輸（株）高松空港所
日本航空（株）高松空港所

開催状況
主な議題

前年度報告及び新年度事業計画

四国航空（株）
四国航空（株）
高松商運（株）
國際航空給油（株）高松航空事業所
（一財）香川県バス協会
高松タクシー協会

構成メンバー

高松空港ビル（株）
全日本空輸（株）高松空港所
日本航空（株）高松空港所
アシアナ航空（株）高松支店
春秋航空（株）

チャイナエアライン高松営業所

香川県レンタカー協会
大阪航空局高松空港事務所
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会長
会長
会長
会長
会長
会長
代表幹事
取締役社長
会長
取締役頭取
取締役頭取
代表取締役　
代表取締役社長
取締役専務執行役員
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
議長、総務消防常任委員長
会長
四国支店長
会長
会長
会長
代表理事会長
代表理事
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役
香川県支部長
高松支店長
中国四国　高松支店長
高松支店長
高松支店長
香川支店長
高松支店長
高松営業所長
高松支店長
代表取締役社長
高松支店長
代表取締役社長
高松営業所長
理事長
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
高知営業所長
高知営業所長
理事長
岡山支店長
代表取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長

開催日

平成２７年３月１９日（総会）

神戸新聞興産（株）
高松空港ビル（株）

開催状況
主な議題

前年度報告及び新年度事業計画

（株）阪急交通社 
（株）エイチ・アイ・エス 
（一財）徳島県観光協会
沖縄ツーリスト（株）
倉敷タクシー（株）
万達旅運（株）
（株）山陽新聞事業社
（株）大川観光

構成メンバー

（株）香南パーキング
（株）エイチ・アイ・エス
（公財）高松観光コンベンション・ビューロー
（株）エアトラベル徳島
（株）エアトラベル日本
（株）高知新聞企業

（株）農協観光 
（株）タビックスジャパン 
（株）読売旅行
（株）阪急交通社 
（株）フジトラベルサービス
名鉄観光サービス（株）

大川自動車（株）
（一社）全国旅行業協会
（株）日本旅行
（株）近畿日本ツーリスト中国四国
トップツアー（株）
（株）ＪＴＢ中国四国

高松ホテル旅館料理協同組合
テーブルマーク（株）
（株）タダノ
（株）四電工
四国旅客鉄道（株）
ことでんバス（株）

香川県婦人団体連絡協議会 
（公社）香川県観光協会
（一社）香川県建設業協会
香川県漁業協同組合連合会

（一社）香川経済同友会
四国電力（株）
（一社）香川県銀行協会
（株）百十四銀行 
（株）香川銀行
（株）四国新聞社 

香川県市議会議長会
香川県町村会 
香川県町村議会議長会
香川県商工会連合会
香川県中小企業団体中央会
香川県農業協同組合中央会

香川県信用金庫協会
（株）日本政策投資銀行

西日本放送（株）
（株）瀬戸内海放送
琴参バス（株）
高松商運（株）
四国航空（株）
高松市議会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 高松空港着陸帯内安全パトロール ● 1 4 5

★ 訪日外国人2000万人受入対応会議開催 ● ● ● 1 2 3 4

高松空港「刈草」無償提供 ● 1

音楽の世界!アートコンポ香川２０１５ ● ● 5

高松空港まつり　２０１５ ● ● 1 2 3 4

★ 旅客ターミナルビル２階のトイレの改修 ● 4

クリスマス装飾 ● 4

お正月装飾 ● 4

第２７回洋蘭展示即売会 ● ● 4

★ 総合案内所(インフォメーションセンター)改修工事 ● 4

★ 中央エレベーターの更新 ● 4

★ バス・タクシー等乗降場の案内板の更新 ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（高松空港）
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高松空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高松空港事務所

実施時期 平成27年7月24日

空港内の各事業所と協力し運用時間前に滑走路内のゴミ拾いを実施。

　

約２５名の参加により運用時間前の早朝６時から作業を実施した。

地域振興等類型
〔1〕航空ネットワークの維持　　〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓
〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高松空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成27年7月30日

訪日外国人２０００万人受け入れに向けた高松空港の現状把握及び諸課題に

ついて施設、利用促進の両面から項目別に討議した。

内容等

①高松空港着陸帯内安全パトロール

概要

内容等

②訪日外国人２０００万人受入対応会議開催

概要
訪日対応四国ブロック会議に対応した空港関係者によるワーキンググループの開催
（高松空港利用促進・活性化対策専門部会のWGとして開催）

（３） 主な取組内容
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高松空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高松空港ビル(株)

実施時期 平成２７年度下半期

老朽化したトイレの改修によるイメージアップにより利便性向上を図る

　

利用者の利便性向上を図るため、老朽化した旅客ターミナルビル２階の

出発ロビー東側のトイレ（ラウンジ前）及び西側のトイレ（ファミリーマート前）を改修する。

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高松空港ビル(株)

実施時期 平成２８年２月２５日竣工

総合案内所の機能向上

内容等

利用者の利便性向上を図るため、老朽化した旅客ターミナルビル１階の総合案内所を
改修し、新たにインフォーメーションセンターとしてリニューアルオープン。併せて、レンタ
カーカウンターの一部改修を実施。

③旅客ターミナルビル２階のトイレの改修

概要

内容等

概要

④総合案内所(インフォメーションセンター)改修工事
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高松空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高松空港ビル(株)

実施時期 平成２８年４月２２日供用

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高松空港ビル(株)

実施時期 平成２８年５月２０日供用

内容等

⑥バス・タクシー等乗降場の案内板の更新

概要
旅客ターミナルビル前のバス・タクシー等の配置変更に伴い、暫定的に設置していたバ
ス・タクシー・身障者用・一般車用の乗降場の案内板を、多言語対応した案内板に更新

内容等

⑤中央エレベーターの更新

概要

利用者の利便性向上を図るため、老朽化した旅客ターミナルビル中央のエレベーターを
改修
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長
支局長
所長
支署長
所長
所長
所長
所長
部長
部長
専務取締役
支店長
所長
支店長
支店長
所長
専務理事
専務理事
専務理事
支部長

開催日
平成２７年２月２６日　第４回協議会開催

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
所長
支局長
所長
部長
隊長
部長
専務取締役
所長
所長
支店長
支店長
航空課長

次頁へ

構成メンバー

(株)日本航空インターナショナル松山空港所
全日本空輸(株)松山空港所
アシアナ航空(株)松山支店
中国東方航空松山支店
伊予鉄道（株）関連事業部

大阪航空局松山空港事務所
四国運輸局愛媛運輸支局
四国地方整備局松山港湾整備事務所
愛媛県企画情報部
愛媛県警察航空隊
松山市都市整備部
松山空港ビル(株)

(株)日本航空インターナショナル松山支店
全日本空輸(株)松山出張所
アシアナ航空(株)松山支店
中国東方航空松山支店
（一財）空港環境整備協会松山事務所
愛媛県商工会議所連合会

　名　称　：　松山空港エコエアポート協議会　　　　　　　　設立日：平成２１年５月１４日

組織名

開催状況
主な議題

松山空港観光バス乗降場の利便向上について

広島検疫所松山支所
動物検疫所関西空港支所小松島出張所
神戸植物防疫所坂出支所松山出張所
愛媛県企画情報部
松山市都市整備部
松山空港ビル(株)

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　松山空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年５月１４日

構成メンバー

組織名
大阪航空局松山空港事務所
四国運輸局愛媛運輸支局
四国地方整備局松山港湾整備事務所
神戸税関松山税関支所
高松入国管理局松山出張所

（社）愛媛県観光物産協会
（一社）愛媛県バス協会
（一社）愛媛県ハイヤータクシー協会松山支部

１．協議会等の概要

松山空港

松山空港利用者利便向上協議会

松山空港エコエアポート協議会

空港駐輪場WG

訪日２０００万人受入対応ＷＧ

【専門部会等】
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所長
代表取締役
所長
専務理事
副支部長

開催日
平成２４年１１月２６日　専門部会開催

（２）地域の協議会の構成員

役職

局長
交通対策課長
道路建設課長
都市計画課長
部長
企画官兼都市政策課長
空港港湾課長
代表
代表
代表
代表
代表
代表
代表
代表

開催日

平成２７年１１月１９日　協議会開催

役職

知事
議長
市長
議長
副会長
会長
会長
会長
会頭
会長
会長
代表幹事
会長
県本部長
代表理事理事長
代表理事会長
代表理事会長
代表理事会長
会長
会長
相談役
代表取締役社長
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長

（一社）愛媛県トラック協会
道後温泉旅館協同組合
石崎汽船(株)
いずみ観光(株)
一宮運輸(株)
伊予鉄道(株)

次頁へ

　名　称　：松山空港利用促進協議会　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成４年１月９日

組織名

愛媛県
愛媛県議会
松山市
松山市議会
愛媛県市長会
愛媛県町村会
愛媛県市議会議長会

構成メンバー

全国農業協同組合連合会愛媛県本部
愛媛県信用農業協同組合連合会
愛媛県酪農業協同組合連合会
愛媛県森林組合連合会
愛媛県漁業協同組合連合会
（社）愛媛県観光物産協会

愛媛県町村議会議長会
愛媛県商工会議所連合会
愛媛県商工会連合会
愛媛県中小企業団体中央会
愛媛県経済同友会
愛媛県農業協同組合中央会

開催状況
主な議題

平成27年度総会（平成27年度事業概要及び収支決算、
平成28年度事業計画）

南吉田地区
南吉田地区
東垣生地区
東垣生地区
西垣生地区
西垣生地区

　名　称　：松山空港地域活性化推進協議会　　　　　　　設立日：平成１５年４月１日

構成メンバー

組織名

愛媛県企画振興部地域振興局
愛媛県企画振興部地域振興局
愛媛県土木部道路都市局
愛媛県土木部道路都市局
松山市都市整備部
松山市都市整備部
松山市都市整備部

余戸地区
余戸地区

（一社）愛媛県バス協会
（一社）愛媛県ハイヤータクシー協会松山支部

構成メンバー

開催状況
主な議題

広報費を活用した航空・空港の利用促進活動について

（一財）空港環境整備協会松山事務所
愛媛航空（株）
藤村石油(株)空港営業所
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代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
支店長
支店長
支店長
代表取締役社長
支店長
支店長
代表取締役
代表取締役社長
支店長
所長
所長
支店長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役頭取
代表取締役社長
代表取締役社長
統括マネージャー
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
頭取
代表取締役社長
理事長
代表取締役社長
代表取締役社長
常務執行役松山支店長
代表取締役
執行役員別子事業所長
代表取締役社長
代表取締役専務執行役員所長
松山事業所長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
常務取締役
代表取締役
代表取締役社長
代表取締役社長

開催日

平成２７年７月９日　総会開催

ヤマキ(株)
(有)リバプール企画（コナン・パーキング）

開催状況
主な議題

平成26年度事業報告及び収支決算、平成27年度事業計
画及び収支決算

南海放送(株)
(株)フジ
松山空港ビル(株)
マルトモ(株)
三浦工業(株)
(株)松山三越

構成メンバー

(株)新来島どっく大西工場
住友金属鉱山(株)別子事業所
ＤＣＭダイキ(株)
太陽石油(株)四国営業所
帝人(株)松山事業所
(株)テレビ愛媛

(株)愛媛銀行
(株)愛媛新聞社
愛媛信用金庫
四国ガス(株)
四国通運(株)
四国電力(株)松山支店

(株)伊予鉄高島屋
渦潮電機(株)
ＮＥＣソリューションイノベータ(株)松山センター
(株)愛媛朝日テレビ
(株)えひめ飲料
愛媛エフ・エー・ゼット(株)

(株)エイチ・アイ・エス松山営業所
(株)阪急交通社松山支店
(株)協和トラベル
(株)あいテレビ
今治造船(株)
(株)伊予銀行

(株)日本旅行松山支店
(株)農協観光愛媛支店
はと観光(株)
(株)フジトラベルサービス
名鉄観光サービス(株)松山支店
(株)読売旅行松山営業所

(株)伊予鉄トラベル
(株)愛媛新聞旅行
(株)近畿日本ツーリスト中国四国松山支店
(株)JTB中国四国松山支店
東部トップツアー(株)松山支店
(株)日本交通社

宇和島自動車(株)
愛媛近鉄タクシー(株)
四国名鉄運輸(株)
瀬戸内運輸(株)
森実運輸(株)
伊予商運(株)

37



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
国内線及び国際線利用促進事業 ● 5

★ 四国西海地域誘客促進事業 ● 5

★ ターミナルビル内コンビニエンスストアの開店 ● 4

★ 国内線保安検査場の増設 ● 4、5

松山空港夏祭り ● 4

松山空港空の日フェスタ ● 5

松山空港フォトコンテスト ● 4

ターミナルビル１階総合案内所及び売店のリニューアル ● 4

★ ターミナルビル内トイレの改修 ● 4

★ タッチパネル式多言語館内案内版の設置 ● 4

松山空港民間航空旅客機就航６０年「還暦祭」記念式典 ● 4

ターミナルビル開館時間の変更（０６：３０から０６：００へ） ● 4

★ カート置場の設置及びカート台数の増台 ● 4

空港内バス見学ツアー ● 1

訪日外国人２０００万人受入対応ＷＧ立上げ ● ● ● 5

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２６年度における利用促進取組状況（松山空港）
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松山空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 松山空港利用促進協議会

実施時期 平成28年3月26日～11月20日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 松山空港ビル（株）

実施時期 平成27年7月17日

概要 ターミナルビル内にコンビニエンスストアを開店

内容等

　ターミナルビル１階に「サークルＫ松山空港店」を開店。オープンセレモニーを実施し
た。

②ターミナルビル内コンビニエンスストアの開店

①四国西南地域誘客促進事業

概要 四国西南地域誘客促進事業

内容等

　愛媛県の「えひめいやしの南予博２０１６」と高知県の「２０１６奥四万十博」が県境を挟
んだ隣接エリアで開催される機会を捉え、高知県空港利用促進協議会と連携し、松山・
高知両空港の相互利用による四国西南地域への誘客促進を図った。

（３） 主な取組内容

39



松山空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 松山空港利用促進協議会・松山空港ビル（株）

実施時期 平成27年7月17日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 松山空港ビル（株）

実施時期 平成28年2月～平成28年4月

内容等

　ターミナルビル１階全日空側及び３階トイレの改修を実施した。（他のトイレも順次改修
予定）

③国内線保安検査場の増置

概要 国内線の保安検査場を増設

内容等

就航便数の増加に伴う国内線保安検査場の混雑解消のため検査場レーンを１レーン
増設した。（３レーンから４レーンへ）

④ターミナルビル内のトイレ改修

概要 ターミナルビル内の各トイレを順次改修
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松山空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 松山空港ビル（株）

実施時期 平成28年3月1日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 松山空港ビル（株）

実施時期 平成28年6月23日

概要 カート置場の設置及びカートの増台

内容等

バス乗り場及びタクシー乗り場にカート置場を設置。あわせてカートの台数を増台（３０
台から５０台へ）した。

⑤タッチパネル式多言語館内案内版の設置

概要 ターミナルビル内にタッチパネル式多言語館内案内版を設置

内容等

館内の案内サービスの充実と外国人旅行者の利便性向上のため、ターミナルビル内
の３箇所にタッチパネル式多言語館内案内版（日本語・英語・中国語・韓国語 ５５イン
チ画面）を設置した。

⑥カート置場の設置及びカート台数の増台
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
支局長
所長
課長
副町長
代表取締役社長
所長
所長
所長
所長

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
担当課長補佐
事業部長
准教授
准教授
管理課長

開催日

（２）地域の協議会の構成員

役職

徳島バス(株)
次頁へ

日本通運(株)徳島航空支店

開催状況
主な議題

　名　称　：徳島空港利用促進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成９年８月１９日

構成メンバー

組織名

徳島県
松茂町
徳島市
徳島空港ビル(株)
日本航空(株)徳島支店
全日本空輸(株)徳島支店
(株)エアトラベル徳島
（株）徳島航空サービス

構成メンバー

組織名
徳島県県土整備部次世代交通課
徳島空港ビル（株）
四国大学生活科学部
阿南工業高等専門学校
大阪航空局徳島空港事務所

開催状況
主な議題

書面等により連絡・情報交換を実施

　名　称　：　徳島空港経営改革提案事業検討部会　　　　　設立日：平成２７年１月２１日

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　徳島空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２３年４月２２日

構成メンバー

組織名
四国運輸局徳島運輸支局
四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所
徳島県県土整備部運輸総局交通戦略課
松茂町
徳島空港ビル（株）
日本航空（株）徳島空港所
全日本空輸（株）徳島空港所
（一財）空港環境整備協会徳島事務所
大阪航空局徳島空港事務所

１．協議会等の概要

徳島空港

徳島空港利用者利便向上協議会

徳島空港経営改革提案事業検討部会

【専門部会等】
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（一社）徳島経済同友会

以下オブザーバー
（一社）日本旅行業協会徳島地区委員会
（一財）空港環境整備協会徳島事務所
四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所

開催日

平成２７年５月１４日　平成27年度総会開催

役職

開催日

平成２７年７月２８日他（計５回）

以下オブザーバー
大阪航空局

開催状況
主な議題

徳島空港における外国人旅行者の受入環境の整備に係
る具体的な対応中期計画の策定及び実行

大阪航空局徳島空港事務所

開催状況
主な議題

平成26年度事業報告及び収支決算
平成27年度事業計画及び予算

　名　称　：訪日外国人旅行者数2000万人受入に向けた徳島空港検討会　　　設立日：平成２７年７月２８日

構成メンバー

組織名

徳島県
徳島空港ビル(株)
日本航空(株)徳島支店
全日本空輸(株)徳島支店
(株)エアトラベル徳島
（株）徳島航空サービス
（一財）空港環境整備協会徳島事務所
徳島県警察徳島空港警備派出所

構成メンバー

徳島商工会議所
徳島県商工会連合会
徳島県中小企業団体中央会

大阪航空局徳島空港事務所
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
マチアソビ「ヴァジュラ」像展示 ● 3

★ 徳島阿波おどり空港５周年記念　こどもまつり2015 ● 4

★ 徳島阿波おどり空港　歓迎阿波おどり ● 3、4

★ 「空の日」・「空の旬間」イベント ● 1

徳島阿波おどり空港クリスマスコンサート ● 4

★ 徳島阿波おどり空港　太宰府天満宮　願礼奉納行事 ● 4

ひな人形の展示 ● 4

★ 徳島阿波おどり空港ひなまつりコンサート ● 4

★ 訪日外国人旅行者数2000万人受入に向けた徳島空港における検討 ● ● ● 1

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（徳島空港）
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徳島空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 徳島空港利用促進協議会

実施時期 平成27年6月21日

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 徳島県利用促進協議会

実施時期 平成27年8月11日～15日

　

夏の帰省客を対象とした歓迎阿波おどり

　

概要

内容等

お盆の阿波おどり期間中に空港の阿波おどり銅像前において、到着便に併せて、学生
連や有名連による阿波おどり公演を実施。公演後はに到着客の方々も一緒になり阿波
おどりを踊り、本場の阿波おどりを楽しんで頂いた。

②阿波おどり公演事業

①こどもまつり事業

概要
子どもたちを対象とした空港内でのイベントの実施。これをきっかけとした空港への親し
みをもっていただくことを目的とする。

内容等

ＪＡＬマーシャリング体験教室、ＡＮＡちびっこ制服撮影会、渦戦士エディーショー、わた
がし・ポップコーン・クレープ・ししゃもねこグッズの販売、お菓子のつかみ取り、うずぴー
のお面づくり、隠れたうずぴーはどこだ（館内に貼られたうずぴーのシールを探し、キー
ワードを完成させるゲーム）、フライトシミュレーター。空港近隣の幼稚園、小学校にチラ
シを配布し、多くのお客様にご来場頂いた。（推定500名）

（３） 主な取組内容
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徳島空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 徳島阿波おどり空港「空の日」・「空の旬間」実行委員会

実施時期 平成27年9月13日

　

「空の日」・「空の旬間」イベント

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 徳島空港利用促進協議会

実施時期 平成27年12月～平成28年1月

　

太宰府天満宮、願礼奉納行事

内容等

空港でお客様から募集した合格祈願/心願成就の願礼をＪＡＣが運航する福岡線を利用
し、協議会職員がお客様に代わって福岡県の太宰府天満宮に奉納する毎年の恒例行
事。奉納当日は、出発前に式典を実施。

概要

③空の日事業

概要

内容等

空港敷地内にふれあい広場と称して特設会場を設け、海上自衛隊の練習機等の展示
や離陸する航空機を間近でみるバスツアー、徳島県のゆるキャラ「すだちくん」とのふれ
あい等、約１，０００名の来場者で賑わった。また、旅客ターミナルビル内では、小学生以
上を対象にパイロットやＣＡのお仕事教室、ヒコーキ教室を開催し、大盛況を博した。

④正月イベント事業
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徳島空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 徳島空港ビル（株）

実施時期 平成27年3月6日

お客様に音楽を通して春の訪れを感じ、空港に親しみを持って頂く。

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 訪日外国人旅行者数2000万人の受入に向けた徳島空港検討会

実施時期 平成27年7月～平成28年3月

⑥訪日外国人旅行者受入に係る検討

概要
訪日外国人2000万人の受入対応四国ブロック連絡会と連動し、徳島空港における受入
に向けて取り組みに関する検討会を開催。

内容等

「観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１５」による提言を受けて、徳島空港
における外国人旅行者の受入環境の整備等を行うことを目的として、計5回にわたって
検討会を開催し、対応すべき課題等を掘り下げ、その実現に向けて議論を行った。

⑤空港内コンサート事業

概要

内容等

徳島では初めての公演となるザッハトルテは、愛媛や高知などからファンが駆けつける
ほど高い人気を誇り、高い演奏技術で観客を魅了するだけでなく、手品やトークで盛り
上げ、アンコールも出るなど、大変好評をいただいた。
また、公演終了後に空港Facebookでコンサートの様子を紹介したところ、「来年もザッハ
トルテを呼んでほしい」とお客様からコメントを頂いた。
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（１）-②空港法協議会構成員
設立日：平成２２年　３月　３日

役職
所長（議長）
支局長
所長
産業振興推進部　交通運輸政策課長
企画課長
企画財政課長
代表取締役社長
所長
所長
支店長
所長
会長

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等
設立日：平成２２年　３月　３日

役職

総務課長（部会長）

首席運輸企画専門官

工務課長
産業振興推進部　交通運輸政策課　課長補佐

企画課　コミュニティ推進係長
企画課長
業務担当
担当職員
担当職員
所長

開催日

設立日：平成２７年　２月　５日
役職

総務課長（部会長）
管理運営課長
業務担当
担当職員

（１）-①空港法協議会組織図

　名　称　：　高知龍馬空港利用者利便向上協議会

構成メンバー

組織名
大阪航空局　高知空港事務所
四国運輸局　高知運輸支局
四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所
高知県
南国市

　名　称　：　ユニバーサルデザイン推進部会

香南市
高知空港ビル（株）
日本航空（株）　高知空港所
全日本空輸（株）　高知空港所
（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店
（一財）空港環境整備協会　高知事務所
（公財）高知県観光コンベンション協会

開催状況
主な議題

書面等により連絡・情報交換を実施

（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店
（一財）空港環境整備協会　高知事務所

開催状況
主な議題

構成メンバー

組織名

大阪航空局　高知空港事務所

四国運輸局　高知運輸支局

四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所
高知県
南国市
高知空港ビル(株)
日本航空(株)　高知空港所
全日本空輸(株) 　高知空港所

全日本空輸(株) 　高知空港所
次頁へ

構成メンバー

　名　称　：　エコエアポート推進部会
組織名

大阪航空局　高知空港事務所
高知空港ビル(株)
日本航空(株)　高知空港所

１．協議会等の概要

高知空港

【専門部会等】

高知龍馬空港利用者利便向上協議会

ユニバーサルデザイン推進部会

エコエアポート推進部会
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担当職員

所長

開催日

（２）地域の協議会の構成員

役職
社長
専務理事
専務理事
専務理事
理事長
理事兼事務局長
理事長
専務理事
専務理事
副代表幹事
支部長
委員長
支店長
支店長

支店長

事務局長
事務局長
理事（中山間対策・運輸担当）

開催日

平成２７年６月２２日　協議会総会開催

平成２８年３月２５日　協議会総会開催

役職
総務課長（議長）
産業振興推進部　交通運輸政策課　チーフ

管理運営課長
業務担当
業務担当
担当職員
所長

開催日
平成２７年８月６日　会議開催
平成２８年３月３日　会議開催

（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店

（一財）空港環境整備協会　高知事務所
構成メンバー

（一社）日本旅行業協会　高知地区委員会
日本航空（株）　高知支店
全日本空輸（株）　高知支店

開催状況

主な議題

　名　称　：高知県航空利用促進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成１８年　４月１０日

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
（公財）高知県観光コンベンション協会
（一社）高知県バス協会
土佐経済同友会
（一社）日本旅館協会　四国支部連合会高知県支部

高知県市長会
高知県町村会
高知県

開催状況

主な議題

平成２７年度予算・事業計画

平成２８年度予算・事業計画

構成メンバー

組織名
高知空港ビル（株）
高知県経営者協会
高知県商工会議所連合会

（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店

高知県商工会連合会
高知県商店街振興組合連合会
高知県中小企業団体中央会

開催状況
主な議題

訪日外国人２０００万人受入に向けた対応等
高知空港の現状、位置付け等

　名　称　：高知龍馬空港利用促進・活性化連絡調整会議　　　　　　　　　設立日：平成２７年　８月　３日

構成メンバー

組織名
大阪航空局　高知空港事務所
高知県
高知空港ビル(株)
全日本空輸(株) 　高知空港所
日本航空(株)　高知空港所
（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店
（一財）空港環境整備協会　高知事務所
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
訪日外国人２０００万人受入対応等会議体設立 ● ● ● 1,3,4,5

高知家・まるごと東部博のＰＲ ● 4,5

高知家まるごと東部博応援企画第1弾「安芸市・芸西村」フェア ● 4,5

★ 高知から名古屋へ　ひろがる空の旅 ● 3

無料Wi-Fiフリースポット（公衆無線ＬＡＮ）開通 ● 4

★ バス路線「高知龍馬空港～安芸駅」運行開始 ● 5

観光客お出迎え・歓迎おもてなしイベント ● 3,4,5

★ 近いきね！高知フェア（福岡線）実施 ● 3

★ 「空の日」エアポートフェスティバル ● 1,3,4

★ 近いきね！高知フェア（大阪線）実施 ● 3

★ 空飛ぶ野菜プロジェクト「空飛ブ八百屋」出店！ ● 4

★ １０００円　レンタカーキャンペーン ● 3,4,5

宿毛市特産品フェア及び写真展示 ● 4,5

★ 地元の高校生が手がけた饅頭の先行販売 ● 4

★ 各種イベント開催 ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（高知空港）

50



高知空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 高知県

実施時期 平成27年7月20日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高知東部交通（株）

実施時期 ８月１日から１２月末まで

②バス路線「高知龍馬空港～安芸駅」運行開始

①高知から名古屋へ　ひろがる空の旅

概要 高知から名古屋へ　ひろがる空の旅

内容等

高知市内の繁華街にて、県民並びに観光客に高知－名古屋（小牧）線の利用を呼びか
けるＰＲ活動を実施。

概要 バス路線「高知龍馬空港～安芸駅」運行開始【８月１日〜】

内容等

平成２７年８月１日から１２月末までの期間限定で、新たに「高知龍馬空港～安芸駅」間
のバス路線を運行。これにより、高知龍馬空港から県東部地域へ直接アクセスすること
が可能となり、現在開催中の「高知家・まるごと東部博」などで東部地域を観光されるお
客様にとっても、大変便利になりました。
＊運航期間：平成27年８月１日～８月３１日の全日、平成２７年９月から１１月までの土
日祝日、平成２７年１２月の土日祝日及び２５日から３１日まで、計７７日間、運航便数：
１日４往復

（３） 主な取組内容

地元新聞に取り上げられた

休日の朝の情報番組でイベント開催を告知

高知新聞（朝刊） 平成27年7月21

ひろめ市場でのＰＲ活動
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高知空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 高知県

実施時期 平成27年9月12日～13日

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 高知空港「空の日」・「空の旬間」記念事業実行委員会

実施時期 平成27年10月17日

内容等

航空教室（一般財団法人　航空交通管制協会）、わくわく空港見学バス、ＪＡＬ整備士と
めぐる空港探検、管制塔見学、マーシャラー体験、工作教室、ＪＡＬ・ＡＮＡ・ＦＤＡの制服
を着てチビッ子写真撮影会、空の日絵画展示及び表彰式、ゴメンジャーショー、高知空
港オリジナル曲発表披露会、航空機用品販売、市町村特産物を目玉とした屋台村、縁
日コーナーやミニ四駆工作コーナーなど子どもから大人まで楽しめるイベントを開催し、
今年も盛大のうちに終了しました。

③近いきね！高知フェア（福岡線）実施

概要
「近いきね！高知フェア　高知のうまいもん!!秋の観光情報満載!!福岡～高知 約７０分!」
を開催し、観光情報等をＰＲ

内容等

高知と九州をつなぐ唯一の空路である高知～福岡線は、開設以来多くの方に利用され
てきましたが、ここ数年は６万人前後と、ピーク時（平成３年度）の約半数程度で推移し
ている。今後も当該路線を取り巻く環境は非常に厳しい状況が続くことが予測される中、
少しでも多くの方に利用して頂くために高知県をもっと知ってもらい、来てもらうための
きっかけづくりになればと福岡県内で観光ｲﾍﾞﾝﾄを開催しました。

④「空の日」エアポートフェスティバル

概要 第２５回高知龍馬空港「空の日」エアポートフェスティバル

福岡県内にて ○高知県への空路紹介 ○観光、食・物産展 ○アンケート調査など。
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高知空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持
実施主体 高知県
実施時期 平成27年10月30日～31日

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体 高知空港ビル（株）
実施時期 平成27年11月2日～

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓
実施主体 高知県航空利用促進協議会
実施時期 平成27年12月1日～平成28年2月15日（※12/30～1/3の利用分を除く）

概要 「高知龍馬空港 　１０００円！！レンタカーキャンペーン」の実施

⑤近いきね！高知フェア（大阪線）実施

概要
「近いきね！高知フェア　伊丹～高知なら飛行機で片道４５分」を開催し、観光情報等を
ＰＲ

内容等

高知県の観光及び物産をＰＲすることで高知県をもっと知ってもらい、航空機を使って来
てもらうためのきっかけづくりになればと大阪市内（梅田地区）で観光イベントを開催しま
した。

⑥空飛ぶ野菜プロジェクト「空飛ブ八百屋」出店！

概要 空飛ぶ野菜プロジェクト「空飛ブ八百屋」を出店

内容等

朝採れの新鮮な野菜を空路の手土産にしてもらうおうと、２階の一角に「空飛ブ八百屋」と銘打っ
た青果コーナーを設置。
高知空港ビル（株）は、「土佐らしい空港のしつらえ」「他の空港とは違う（高知県らしい）感動をも
たらす」をコンセプトに高知工科大学（マーケティング）、農家（供給）とタッグを組み、南国市内を
中心に農家から新鮮な野菜を買い付け、その販売を通じて、豊かな食を都市圏の人たちに発信
するプロジェクトを立ち上げました。

⑦１０００円レンタカーキャンペーン

内容等

高知龍馬空港着定期便を2名以上で利用された旅客のレンタカー代を最初の24時間に
限り税込1,000円利用いただけるキャンペーン。
※高知県内乗捨て無料！全車カーナビ付！

53



高知空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体 高知空港ビル（株）
実施時期 平成28年2月～

地域振興等類型 〔４〕空港と地域との交流促進

実施主体 航空会社、空港ビル会社

実施時期 平成２７年７月～平成２８年８月

⑨各種イベント開催

概要 空港ビルのスペースを活用し各種イベントを開催

内容等

概要 地元の高校生が手がけた饅頭の先行販売

内容等

香美市の県立山田高校。地域の活性化について考える授業で、地元の食材を使った商
品開発に挑戦した商業科３年生１７人のグループが発表したのが「高校三年生の山田
まん」。きざみショウガを練り込んだ餡（アン）を黒い生地でくるんだ饅頭です。
味やパッケージのすべてに１７人の思いが表現された一品に仕上がっています。製造・
販売を菓子製造県内大手の会社がサポートしました。
このほど高知龍馬空港で先行販売されました。空港から出発するお客様によって、１７
人の地元愛が県外へ運ばれます。香美市土佐山田町の新たな名物になりそうです。

⑧地元の高校生が手がけた饅頭の先行販売

期間内に実施したイベント

○高知龍馬空港 高知家流 土佐弁おもてなし～毎月１３日は土佐弁の日～

○ウェルカムフラワーの展示

○「さがそう、身近な生物多様性フォトコンテスト」作品展示

○夏休み子ども教室

○室戸市・馬路村フェア

○北川村・東洋町フェア～高知家まるごと東部博応援企画第４弾「北川村・東洋町

フェア」～

○自然豊かな風土や高知龍馬空港の一日をメロディーに表現♪～テーマ曲「Ａｉｒｐｏ

ｒｔ」 制作・披露～

○「高知家土産物コンクール2015」受賞商品フェア

○高知龍馬空港 冬のイルミネーション

○年末年始ウェルカムフラワーの展示

○いの町フェア
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（１）-②利用促進協議会構成員

役職
福岡商工会議所 特命担当部長
九州運輸局福岡運輸支局 支局長
福岡県 空港整備課長
福岡市 空港対策課長
福岡空港ビルディング（株） 常務取締役
日本航空（株）福岡空港支店 支店長
全日本空輸（株）福岡空港支店 支店長
スカイマーク（株）福岡空港支店 支店長
（株）スターフライヤー福岡空港所 所長
（株）フジドリームエアラインズ福岡空港支店 支店長
Peach Aviation（株）福岡空港所 所長
（一財）空港環境整備協会 所長
門司税関福岡空港税関支署 次長
福岡入国管理局福岡空港出張所 所長
福岡検疫所福岡空港検疫支所 支所長
九州地方整備局　博多港湾・空港整備事務所 事務所長
動物検疫所門司支所福岡空港出張所 所長
門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所 所長
（一社）福岡県バス協会 専務理事
（一社）福岡市タクシー協会 専務理事
（一社）福岡県レンタカー協会 会長
大阪航空局福岡空港事務所 空港長及び広域空港管理官

開催日
平成２7年５月２２日　　福岡空港利用促進協議会開催

（１）-③利用促進協議会　専門部会等

役職
福岡商工会議所 特命担当部長
九州運輸局福岡運輸支局 首席運輸企画専門官
福岡県 空港整備課長補佐
福岡市 空港対策係長
福岡空港ビルディング（株） 地域広報課長
日本航空（株）福岡空港支店 総務グループ長
全日本空輸（株）福岡空港支店 総務課リーダー
スカイマーク（株）福岡空港支店 総務課長
（株）スターフライヤー福岡空港所 所長
（株）フジドリームエアラインズ福岡空港支店 支店長

開催状況
主な議題

平成27年度活動方針案

（１）-①福岡空港利用促進協議会組織図

組織図

　名　称　：　福岡空港利用促進協議会　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成１６年５月１０日

構成メンバー

組織名

　名　称　：　福岡空港利用促進協議会幹事会　　 　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成１６年５月１０日

組織名

次頁へ

構成メンバー

１．協議会等の概要

福岡空港

福岡空港利用促進協議会

幹事会

ＣＳ推進専門部会

ユニバーサルデザイン推進専門部会

【専門部会等】
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Peach Aviation（株）福岡空港所 空港所員
（一財）空港環境整備協会 総務課長
門司税関福岡空港税関支署 総務課長
福岡入国管理局福岡空港出張所 統括審査官
福岡検疫所福岡空港検疫支所 庶務課長
九州地方整備局　博多港湾・空港整備事務所 工務課長
動物検疫所門司支所福岡空港出張所 主任検疫官
門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所 次席植物検疫官
（一社）福岡県バス協会 業務課長
（一社）福岡市タクシー協会 専務理事
（一社）福岡県レンタカー協会 事務理事
大阪航空局福岡空港事務所 広域空港管理官

開催日
平成２７年７月１日　　平成２７年度第１回幹事会

平成28年１月２１日　平成２７年度第２回幹事会

役職
九州運輸局福岡運輸支局
九州地方整備局　博多港湾・空港整備事務所
福岡県
福岡県福岡空港警察署
福岡市
福岡空港ビルディング（株）
福岡空港AOC運営委員会（事務局）
（一財）空港環境整備協会
門司税関福岡空港税関支署
福岡入国管理局福岡空港出張所
福岡検疫所福岡空港検疫所支所
動物検疫所門司支所福岡空港出張所
門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所
（一社）福岡県バス協会
（一社）福岡市タクシー協会
（一社）福岡県レンタカー協会
大阪航空局福岡空港事務所

開催日
開催なし

役職
福岡商工会議所 特命担当部長
九州運輸局福岡運輸支局 首席運輸企画専門官
福岡県 空港整備課長補佐
福岡市 空港対策係長
福岡空港ビルディング（株） 企画課長
日本航空（株）福岡空港支店 総務グループ長
全日本空輸（株）福岡空港支店 総務課リーダー
スカイマーク（株）福岡空港支店 総務課長
（株）スターフライヤー福岡空港所 所長
（株）フジドリームエアラインズ福岡空港支店 支店長
Peach Aviation（株）福岡空港所 空港所員
（一財）空港環境整備協会 総務課長
門司税関福岡空港税関支署 総務課長
福岡入国管理局福岡空港出張所 統括審査官
福岡検疫所福岡空港検疫支所 庶務課長
九州地方整備局　博多港湾・空港整備事務所 工務課長
動物検疫所門司支所福岡空港出張所 主任検疫官
門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所 次席植物検疫官

開催状況
主な議題

協議会開催報告、福岡空港ランウェイウォーク2015について

空港経営改革提案事業について

構成メンバー

　名　称　：　ユニバーサルデザイン推進専門部会　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２０年４月２５日

構成メンバー

組織名

開催状況
主な議題

次頁へ

構成メンバー

　名　称　：　ＣＳ推進専門部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２６年５月１６日

組織名
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（一社）福岡県バス協会 業務課長
（一社）福岡市タクシー協会 専務理事
（一社）福岡県レンタカー協会 事務理事
大阪航空局福岡空港事務所 広域空港管理官

開催日
平成２７年６月１日　　第１回ＣＳ推進専門部会

平成２７年６月１８日　　そらよか大賞表彰式
平成２７年８月２７日　　第２回ＣＳ推進専門部会

平成２７年１１月２４日　　第３回ＣＳ推進専門部会

平成２７年１２月２１日　そらよか大賞表彰式
平成２８年３月２８日　第４回CS推進専門部会

（２）地域の協議会の構成員

役職

副会長
副会長
会長　副会長
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員
常任委員

開催日

平成２７年６月２日　福岡空港利活用推進協議会

平成２８年３月２９日　福岡空港利活用推進協議会専門委員会

平成２７年度上期そらよか大賞表彰式（５機関７名受賞）

構成メンバー

福岡空港CSポリシーについて

　名　称　：福岡空港利活用推進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２６年７月７日

構成メンバー

組織名

福　岡　県　　　
福　岡　市
福岡商工会議所
日本航空（株）
全日本空輸（株）
西日本空輸（株）

開催状況

主な議題
平成26年度下期そらよか大賞選考
平成２６年度下期そらよか大賞表彰式（６機関８名受賞）
「そらよか通信」の発行、H26年空港満足度調査結果について

平成２７年度上期そらよか大賞について

西日本鉄道（株）

開催状況
主な議題

平成２７年度事業計画案及び予算案
平成２７年度事業報告（案）及び平成２８年度事業計画（案）

（株）九電工

福岡空港ビルディング（株）
九州電力（株）
（株）スターフライヤー
（株）フジドリームエアラインズ

（株）西日本シティ銀行
（株）福岡中央銀行
中興化成工業（株）
（株）岩田屋三越
（株）博多大丸

西部瓦斯（株）
（株）福岡銀行
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 福岡空港ランウェイウオーク2015の実施 ● １，２，３，４，５

★ CSアワード「そらよか大賞」の実施 ● １，２，３，４，５

機関紙「そらよか通信」の発行 ● １，２，３，４，５

★ 「飛び出せ海外へ！」を「空の日イベント」と同時開催 ● ● １，２，３，４，５

★ 夏休み小・中学生自由研究教室 ● 5

「空行け！九州」キャンペーン支援ポスター作成 ● ● １，２，３，４，５

★ ＣＳ講演 ● １，２，３，４，５

クリスマスイベント ● 4

「作文・絵画コンクール」 ● 4

★ 福岡空港フォトコンテスト ● 4

福岡空港イルミネーション「天空の光劇場」 ● 4

観光・館内等の情報電子表示「空NET　ビジョンふくおか」 ● ● 4

★ 新規乗り入れ航空会社就航記念セレモニー ● 2

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（福岡空港）
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福岡空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 福岡空港ランウェイウォーク2015

実施時期 平成27年8月1日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 福岡空港利用促進協議会

実施時期 平成27年6月18日及び平成27年12月2１日

①福岡空港ランウェイウォーク2014

概要

内容等

②ＣＳアワード「そらよか大賞」の実施

概要

今年は、定員を倍増し８１名が参加。内容として、①「ランウェイウォーク開始地点までバ
ス車内から空港内の見学」、②「500メートル程度のランウェイウォーク」、③「スポット停
留中の航空機（日本航空／Ｂ７６７）の見学」、④「消防庁舎の見学」、⑤「（朝７時過ぎに
出発する）一番機の見送り」を実施。終了後はアンケート調査を行った。

航空・空港への理解を促進するため滑走路を歩くイベントを実施

内容等

ＣＳ（顧客満足度）推進活動の一環として表彰制度（「そらよか大賞」）の実施と機関紙の
発行。

福岡空港で働く職員のＣＳ（顧客満足度）意識の向上及びＣＳ活動の推進を目的に、平成26年度
下期、平成27年度上期における福岡空港におけるＣＳ活動に貢献した職員を表彰した。また、表
彰者を紹介するとともに、ＣＳ活動の普及のために機関紙「そらよか通信」を発行。

（３） 主な取組内容
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福岡空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 福岡空港ビル(株)

実施時期 平成27年10月10日

　

子供から大人まで幅広い世代に楽しんでもらえるイベントの実施

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 公益社団法人日本技術士会九州本部

実施時期 平成27年8月22日

子供から大人まで幅広い世代に楽しんでもらえるイベントとして開催。海外旅行の需要
喚起と空港・地域の活性化を図ることを目的。イベント内容として、３秒でハワイへ～3D
バーチャル体験、イベント限定機内食ランチの販売、海外旅行があたる大抽選会等が催
された。来場者数は、約１０、５００名。

概要

内容等

③「飛び出せ海外へ！」を「空の日イベント」と同時開催

④平成27年度夏休み小学生・中学生自由研究教室～福岡空港の安全を守る仕事を学ぼう

概要
公益社団法人日本技術士会九州本部において「夏休み自由研究教室」を福岡空港で開
催することとなり、航空保安業務の紹介をテーマに「航空管制官、航空管制運航情報
官、航空管制技術官、航空灯火・電気技術官の仕事」について講演した。

内容等

航空保安業務の紹介の他、福岡空港ビルディング(株)による福岡空港の概要、全日本空輸(株)
によるＡＮＡ航空教室、技術士による「飛行機とお天気による意外な関係」の講演を実施。参加者
は公募で選ばれた親子１０組２７名。

大抽選会

中国雑技団ショー
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福岡空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 福岡空港利用促進協議会

実施時期 平成２７年１２月１５日　（午前と午後の２回実施）

　

ＣＳ推進活動のための基礎的知識・技能を習得するための講演を実施

　

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 福岡空港ビル(株)

実施時期 平成２７年度

　

空港ビルの空きスペースを利用した展示

航空機絵画＆航空会社ポスター展in福岡空港（h27.05.30～06.23)

九州の観光魅力展２０１５(h27.08.07～08.31)

福岡空港空の日写真展２０１５(h27.09.01～10.01)

福岡空港児童画展２０１５(h27.10.03～11.05)

国際線就航地デザインポスター展（h27.12.08～h27.12.25)

内容等

⑤ＣＳ講演の実施

空港で働く事業者、機関のスタッフを対象としたＣＳセミナーを開催。参加者２３機関１０５名。
講演は、佐賀嬉野バリアフリーセンター会長の小原健史氏を講師として招き、「高齢者・障がい者
へのおもてなし～心のバリアフリー対策～」というテーマで、高齢者・障がい者のお客様にもスト
レスなく快適に空港を利用したもらるための基礎的識、技能を習得していただくことを目的として
実施。

概要

⑥福岡空港フォトコンテスト　作文・絵画コンクール等

概要

内容等

空港への誘客、地域活性化、空港賑わいを創出するため、空港ビルの空きスペースを
利用して展示会を実施。
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福岡空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 各航空会社（セブパシフィック航空、Ｖ air、マカオ航空）

実施時期 平成２７年１２月１７日、平成２８年１月２５日、３月２８日

写真左上：セブパシフィック航空（12/17）、写真右上：Ｖ air(1/25)

写真左下：マカオ航空(3/28)　　　　　　　　　　　　　　　　　

内容等

国際線ターミナルビル内にて、来賓を招き福岡空港への就航をお祝いする。

各航空会社において、福岡空港への就航を記念し式典を開催。

⑦福岡空港就航記念セレモニー

概要
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
支局長
事務所長
総務部企画調整室長
入国審査官
北九州空港出張所長
次長
所長
課長
空港企画室　集客誘致担当課長
交通商工課長
専務理事
専務理事
常務理事
参与
北九州空港所長
北九州空港支店長
福岡支店総務課リーダー
北九州空港支店長
北九州空港支店長
統括
会長
会長
ﾀｽﾃｯｸ･ﾚﾝﾀﾘｰｽ（株）常務取締役
空港長

開催日
平成２８年２月１７日　　第１回協議会開催

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
支局長
事務所長
空港整備課長
室長
交通商工課長
参与
北九州空港所長
北九州空港所長

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　北九州空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年５月２８日

構成メンバー

組織名
九州運輸局　福岡運輸支局
九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所
門司税関
福岡入国管理局北九州出張所
厚生労働省福岡検疫所　門司検疫所支所

苅田商工会議所
北九州空港振興協議会
北九州エアターミナル(株)
日本航空(株)
(株)スターフライヤー
全日本空輸（株）

農林水産省動物検疫所　門司支所
農林水産省門司植物防疫所
福岡県 企画・地域振興部空港対策局空港整備課
北九州市　港湾空港局
苅田町
北九州商工会議所

大阪航空局　北九州空港事務所

開催状況
主な議題

平成2７年度事業報告、次年度事業計画協議等

　名　称　：　北九州空港ユニバーサルデザイン推進部会　　　　　　　　　　　　 設立日：平成１９年６月２８日

(株)フジドリームエアライン
日本貨物航空（株）
(株)合人社計画研究所　北九州支店
北九州空港連絡バス運営協議会
（一社）北九州タクシー協会
空港内レンタカー事業者

組織名
九州運輸局福岡運輸支局
九州地方整備局北九州港湾･空港整備事務所
福岡県企画･地域振興部空港整備課
北九州市空港企画室
苅田町
北九州エアターミナル（株）
日本航空（株）
（株）スターフライヤー

次頁へ

構成メンバー

１．協議会等の概要

北九州空港

北九州空港利用者利便向上協議会

北九州空港ユニバーサルデザイン推進部会

北九州空港エコエアポート推進部会

【専門部会等】
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統括
空港長

開催日
開催無し

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
支局長
事務所長
総務部企画調整室長
入国審査官
北九州空港出張所長
次長
所長
課長
空港企画室　集客誘致担当課長
交通商工課長
専務理事
専務理事
常務理事
参与
北九州空港所長
北九州空港支店長
福岡支店総務課リーダー
北九州空港支店長
北九州空港支店長
統括
会長
会長
ﾀｽﾃｯｸ･ﾚﾝﾀﾘｰｽ（株）常務取締役
空港長

開催日
開催無し

（２）地域の協議会の構成員

役職

会頭
会頭
代表取締役社長
常務取締役
北九州航空支店長
代表取締役社長
西日本営業部長
専務取締役
常務取締役
代表取締役社長
副町長
副市長
空港対策局長
常務理事
幹事会（オブザーバー）

九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所 幹事会（オブザーバー）
農林水産省動物検疫所　門司支所 幹事会（オブザーバー）

（株）合人社計画研究所北九州支店
大阪航空局北九州空港事務所

開催状況
主な議題

構成メンバー

　名　称　：　北九州空港エコエアポート推進部会　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年５月２８日

構成メンバー

組織名
九州運輸局　福岡運輸支局
九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所
門司税関
福岡入国管理局北九州出張所
厚生労働省福岡検疫所　門司検疫所支所
農林水産省動物検疫所　門司支所
農林水産省門司植物防疫所

北九州エアターミナル(株)
日本航空（株）
(株)スターフライヤー
全日本空輸（株）
(株)フジドリームエアライン
日本貨物航空（株）

福岡県 企画・地域振興部空港整備課
北九州市　空港企画室
苅田町
北九州商工会議所
苅田商工会議所
北九州空港振興協議会

(株)合人社計画研究所　北九州支店
北九州空港連絡バス運営協議会
（一社）北九州タクシー協会
空港内レンタカー事業者
大阪航空局　北九州空港事務所

開催状況
主な議題

　名　称　：北九州空港国際航空貨物推進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成１９年４月２４日

組織名

JPサンキュウグローバルロジスティクス（株）
グリーンシッピング（株）
北九州エアターミナル（株）
苅田町
北九州市
福岡県

次頁へ

構成メンバー

北九州商工会議所
苅田商工会議所
（株）スターフライヤー
日本貨物航空（株）
日本通運（株）
（株）ジェネック
西日本鉄道（株）国際部流事業本部

北九州空港振興協議会
大阪航空局北九州空港事務所
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農林水産省門司植物防疫所 幹事会（オブザーバー）
九州運輸局　福岡運輸支局 幹事会（オブザーバー）
門司税関 幹事会（オブザーバー）

開催日

平成２７年６月２９日　　第２回幹事会開催

役職

代表取締役社長
代表取締役専務
空港長
産業振興部長
総務課長
事務局長
山口・北九州支店長
取締役（営業担当）
北九州地区会長
空港対策局空港整備課長
空港企画室長
産業建設部交通商工課長
総務部総合政策課長
総合政策課長
企画振興課長
総合政策課長

開催日

平成２７年４月９日　第一回幹事会開催

開催状況
主な議題

規約改正、平成27年度事業計画及び予算案協議

構成メンバー

　名　称　：北九州空港利用促進連絡会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成４年１０月２９日

構成メンバー

組織名

北九州エアターミナル株式会社
北九州エアターミナル株式会社
国土交通省大阪航空局北九州空港事務所
北九州商工会議所
苅田商工会議所
北九州空港振興協議会
日本航空株式会社

豊前市
築上町
みやこ町

開催状況
主な議題

規約改正、２７年度事業計画及び予算案協議

株式会社スターフライヤー
日本旅行業協会（JATA）
福岡県企画・地域振興部
北九州市港湾空港局
苅田町
行橋市
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
空港新鮮市 ● 4

七夕祭り ● 4

★ 福北リムジンバス運行開始記念式典 ● ３．４．５

★ ナイトトリップin北九州空港①、② ● ● 4

２０１５北九州空港まつり ● １．２．３．４．５

沼楽奉納演舞、春秋太鼓演奏会 ● 4

北海道物産展in北九州空港 ● 4

豊前街道新鮮市 ● 4

★ 北九州空港定額タクシー運行開始 ● 5

X'masイルミネーション点灯式 ● 4

★ 北九州空港　開港10周年記念式典及び10周年感謝際 ● ● １．２．３．４．５

日本航空　北九州－東京線　就航25周年記念イベント ● 4

北九州空港ＦＤＡ就航一周年記念セレモニー ● 4

スターフライヤー就航10周年記念品配布、お見送り ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（北九州空港）
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北九州空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 北九州空港利用促進協議会（福岡県）、西日本鉄道㈱

実施時期 平成27年7月17日

〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 空港事務所、北九州エアターミナル（株）、エアライン

実施時期 平成27年7月26日、平成27年8月22日

②ナイトトリップin北九州空港①、②

①福北リムジンバス運行開始記念式典

概要
北九州空港と福岡都市圏を結ぶ早朝深夜帯の航空便に合わせた「福北リムジンバス」
の運行開始に伴う記念式典

内容等

当該事業は空港利用者の利便向上を基本に北九州空港の利用促進、路線誘致を進め
るためのもので、運行初日の17日に空港ターミナル１階ホールにおいて記念式典を実
施。
（福岡県知事、北九州副市長、苅田町長、北九州空港長ほか関係者テープカット、23:00
発の初便バス見送り実施）

地域振興等類型

概要
両日17:00-21:00　　　　　　　　　　40組80名×2日間
参加費無料　　往復はがき応募
実施場所：空港ビル内（ＣＩＱ含む）、空港制限区域、ＳＦＪトレーニングセンター

内容等

小学生親子を対象に航空教室、・出入国模擬体験、貸切バスでの夜の空港を体験して
もらう滑走路周辺、航空灯火見学を実施。

（３） 主な取組内容
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北九州空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 京築地区運行タクシー会社

実施時期 平成27年12月1日

〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 北九州空港開港10周年記念事業実行委員会

実施時期 平成28年3月13日

③北九州空港定額タクシー運行開始

概要
これまで実施している乗り合い（あいのり）タクシー運行に加え、北九州空港と京築地域
（苅田町の一部、みやこ町、行橋市、築上群、豊前市、上毛町、吉富町）一帯を夜間を含
め直接繋ぐ、地域別に設定された料金で運行する新たなアクセス

内容等

旅客ビル2階中央スペースで、記念式典（大阪航空局、国会議員等及び関係自治体、航
空会社が参列）及びビル内外で感謝際を開催し、節目となる記念日を祝うとともに、今
後の利用促進を祈念した。

内容等

④北九州空港　開港10周年記念式典及び10周年感謝際

地域振興等類型

概要 開港10周年を迎えるにあたり、記念式典と感謝祭の実施
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
空港長
代表取締役専務
代表取締役社長
所長
所長
代表取締役社長
支店長
支店長
長崎空港代表者
支店長
支店長
支店長
所長
所長
代表取締役社長
専務理事
会長
会長
相談役
幹事長
支局長
所長
所長
企画振興部長
商工観光部長
会長
会頭

開催日
平成２７年４月２２日　　協議会開催
平成２７年１０月１６月　協議会開催 空港経営改革提案事業について

空港満足度調査について

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
空港長
支局長
所長

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　長崎空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年　４月２２日

構成メンバー

組織名
大阪航空局長崎空港事務所
長崎空港ビルディング（㈱）
長崎国際航空貨物ターミナル㈱
日本航空㈱長崎空港所
全日本空輸㈱長崎空港所

エス・ジー・シー佐賀航空㈱長崎支店
大村警察署　長崎空港警備派出所
（一財）空港環境整備協会　長崎事務所
長崎空港給油施設（株）
（一社）長崎県バス協会
大村市タクシー協会

オリエンタルエアブリッジ㈱
スカイネットアジア航空㈱長崎空港支店
スカイマーク株長崎空港支店
Peach　Aviation（株）
ジンエアー長崎支店
中国東方航空長崎支店

長崎県
大村市
（一社）大村市観光コンベンション協会
大村市商工会議所

開催状況

主な議題
空港経営改革提案事業について

専門部会設置について

（一社）長崎県レンタカー協会
安田産業汽船（株）
空港乗合タクシー共同事業体
九州運輸局長崎運輸支局
九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所
長崎税関　長崎空港出張所

　名　称　：　訪日外国人旅行者２０００万人の受入に向けた長崎空港連絡専門部会　    設立日：平成２７年１０月１６日

組織名
大阪航空局長崎空港事務所
九州運輸局長崎運輸支局
九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所

次頁へ

構成メンバー

１．協議会等の概要

長崎空港

長崎空港利用者利便向上協議会

ＣＳ分科会

訪日外国人旅行者２０００万人の受入に向けた長崎空港連絡専門部会

【専門部会等】
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所長
所長
所長
所長
所長
新幹線・総合交通対策課長
観光振興課長
商工振興課長
観光振興課長
所長
専務取締役
所長
所長
支店長
支店長
所長
専務理事
会長
会長
幹事長

開催日
平成２７年１０月１６日　　専門部会開催

役職
空港長
代表取締役専務
代表取締役社長
所長
所長
代表取締役社長
支店長
支店長
長崎空港代表者
支店長
支店長
所長
専務理事
会長
会長
相談役
幹事長

開催日
平成２７年５月１９日　　CS専門部会開催
平成２７年１１月１８日　CS専門部会開催　　

（２）地域の協議会の構成員

役職

専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務理事
専務取締役

長崎税関　長崎空港出張所
福岡入国管理局長崎出張所
福岡検疫所長崎検疫所
動物検疫所門司支所長崎空港出張所

開催状況
主な議題

長崎空港利用者利便向上協議会専門部会について
一層の訪日外国人旅行者受入に向けた対策等について

長崎空港ビルディング（株）
日本航空（株）長崎空港所
全日本空輸（株）長崎空港所
中国東方航空長崎支店
ジンエアー長崎支店
（一財）空港環境整備協会　長崎事務所

構成メンバー

門司植物防疫所福岡支所長崎出張所
長崎県企画振興部
長崎県文化観光国際部
大村市商工観光部
大村市商工観光部
大村警察署　長崎空港警備派出所

（一財）長崎県バス協会
（一財）長崎県レンタカー協会
大村市タクシー協会
空港乗合タクシー共同事業体

　名　称　：　CS分科会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２４年　２月１７日

構成メンバー

組織名
大阪航空局長崎空港事務所
長崎空港ビルディング（株）
長崎国際航空貨物ターミナル（株）
日本航空（株）長崎空港所
全日本空輸（株）長崎空港所
オリエンタルエアブリッジ（株）
スカイネットアジア航空（株）長崎空港支店

大村市タクシー協会
（一社）長崎県レンタカー協会
安田産業汽船（株）
空港乗合タクシー共同事業体

　名　称　：長崎県空港活性化推進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２１年　３月２５日

組織名

長崎商工会議所
佐世保商工会議所
大村商工会議所
長崎県商工会連合会
（一社）長崎県観光連盟
（一社）長崎県貿易協会
（一社）長崎県バス協会

構成メンバー

長崎空港ビルディング（株）
次頁へ

開催状況
主な議題

平成２６年度下半期CS表彰者及び年間グランプリ表彰者選考

平成２７年度上半期CS表彰者選考

スカイマーク（株）長崎空港支店
Peach　Aviation（株）
ジンエアー長崎支店
中国東方航空長崎支店
（一財）空港環境整備協会　長崎事務所
（一社）長崎県バス協会
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代表取締役専務
営業課長
理事長
統括マネージャー
マネージャー
常務取締役営業運送部長
総務課長
文化観光部長
企画部長
市民生活環境部長
商工観光部長
しまづくり戦略本部長
総務部長
商工振興課長
事務局長
営業部長
港湾課長
観光振興課長

開催日

平成２７年６月１日開催状況
主な議題

平成２６年度事業報告及び収支決算について
平成２７年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

対馬市
壱岐市
五島市
長崎県町村会
長崎県交通局
長崎県土木部
長崎県文化観光物産局

構成メンバー

オリエンタルエアブリッジ（株）
大阪航空局長崎空港事務所
長崎市
佐世保市
諫早市
大村市

長崎国際航空貨物ターミナル（株）
（株）JTB九州長崎支店
（一社）長崎青年会議所
日本航空（株）長崎支店
全日本空輸（株）長崎支店
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
ミニ花菖蒲園 ● 3,4

６月イベント（親子スケッチ大会他） ● 4

★ 長崎に来てみんねキャンペーン ● 1,3

大村物産市 ＩＮ 長崎空港 ● 3,4

★ 長崎くんちイベント「龍踊体験と龍舞披露」 ● 4,5

大村湾沿岸清掃 ● 4

空の日フェスタ ● 1,3,4

★ 長崎空港開港４０周年記念祭 ● ● 3,4

平成２７年度上半期ＣＳ表彰式 ● 1,4

クリスマスイベント ● 4

★ クリスマス装飾及びメインツリー点灯式 ● 4

プラネタリウム上映会 ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（長崎空港）
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長崎空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 長崎空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２７年６月

　ＷＥＢ広告による宣伝

　神戸、大阪、京都繁華街での長崎の宣伝

　野球場等オーロラビジョンでの長崎の宣伝　

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 長崎空港ビルディング㈱/長崎大学龍舞部

実施時期 平成２７年９月

　

　

　長崎最大のイベントである長崎くんちを前に龍踊の披露と体験ができるイベントを
開催。

①長崎に来てみんねキャンペーン【空港経営改革提案事業】

概要

内容等

②長崎くんちイベント「龍踊体験と龍舞披露」

概要

内容等

（３） 主な取組内容

②観光サンプリングﾞ
三ノ宮・河原町・難波 6/26～27

6/27,28,7/8 3回

③阪急梅田駅１Ｆ及び２Ｆデジタルサイネージﾞ(15秒)

6/22～28 1330回

④阪急三ノ宮及び河原町貼りポスター

ﾞ 三ノ宮6/20～26 河原町6/22

～28

①阪神甲子園 オーロラビジョン（30秒）

6月～12月の合計を比較

5%増の目標に対し約9％増を達成

↑⑤Youtubu動画ﾞ（３０
秒）

大阪・京都・兵庫・奈良15万7千

回
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長崎空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 長崎空港ビルディング㈱/長崎県空港活性化推進協議会

実施時期 平成２７年１０月

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 長崎空港ビルディング㈱

実施時期 平成２７年１２月

③長崎空港開港４０周年記念祭

概要
平成２７年５月１日に開港４０周年の節目をを迎えるに当たり、地域の方々をはじめ空港
利用者への感謝の気持ちを込めて、フォトコンテストやふれあいミニ動物園、航空会社
歴代制服展示など従来よりイベント数を増やし開催。

内容等

④クリスマス装飾及びメインツリー点灯式

概要
 長崎空港館内にクリスマスの季節感や賑わいを演出するとともに大村市内の幼稚園児
による　点灯式、お願いツリーの設置を実施

内容等
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
熊本空港長
代表取締役社長
首席運輸企画専門官
第一工務課長
所長
交通政策課長
観光課長
事務局長
事務局長
交通政策総室長
総合政策課長
総合政策課長
企画財政課長
総務課長
所長
事務局長
事務局長
専務理事
支部長
委員長
支店長
所長
支店長
所長
支店長
支店長
営業部長
専務理事
事務局長
会長
会長
会長
支店長
総務部長
署長

開催日
平成24年11月29日

熊本県企画振興部交通政策・情報局
熊本県商工観光労働部観光経済交流局
熊本県市長会
熊本県町村会
熊本市
大津町

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年８月６日

構成メンバー

組織名
大阪航空局熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州運輸局熊本運輸支局
九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所
長崎税関八代税関支署熊本空港出張所

（公社）熊本県観光連盟
（一社）全国旅行業協会熊本県支部
（一社）日本旅行業協会九州支部熊本地区委員会
日本航空（株）熊本支店
日本航空（株）熊本空港所
全日本空輸（株）熊本支店

菊陽町
益城町
西原村
（一財）空港環境整備協会熊本事務所
熊本県商工会議所連合会
熊本経済同友会

熊本県レンタカー協議会（ニッポンレンタカー九州（株））
熊本空港ビル発展会
阿蘇くまもと空港PR推進協議会
（株）フジドリームエアラインズ熊本空港支店
熊本給油施設（株）
熊本東警察署

全日本空輸（株）熊本空港所
（株）ソラシドエア熊本空港支店
アシアナ航空（株）熊本支店
天草エアライン（株）
（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会

開催状況
主な議題

専門部会の立ち上げ

１．協議会等の概要

阿蘇くまもと空港

阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会

幹事会

交通部会

地域交流促進・「空の日」部会

ＣＳ・空港サービス向上推進部会

【専門部会等】
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（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
総務課長
総務部長
港湾保安調査官
交通政策課政策監
所長
所長
所長
運営委員会
事務局長

開催日
平成28年1月14日

役職
総務課長
業務部長　
首席運輸企画専門官
港湾保安調査官
交通政策課課長補佐
所長
誘致部長
運営委員長
事務局長
会長
空港派出所

開催日
平成27年11月26日
平成28年1月14日
平成28年3月7日

役職
総務課長
企画営業課長補佐
港湾保安調査官
所長
交通政策課課長補佐
総合政策課長
総合政策課長
企画財政課長
総務課長

日本航空（株）熊本空港所 リーダー
全日本空輸（株）熊本空港所 所長
（株）ソラシドエア熊本空港支店 支店長
（株）フジドリームエアラインズ熊本事業所 所長
アシアナ航空（株）熊本支店 支店長

所長
庶務課課長補佐
会長

九州産交ツーリズム（株）熊本空港営業所 所長
空港派出所

開催日
平成27年6月3日
平成27年7月21日
平成27年9月18日

熊本県企画振興部交通政策・情報局
（一財）空港環境整備協会熊本事務所
日本航空（株）熊本空港所
全日本空輸（株）熊本空港所
（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会

　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　幹事会　　　 設立日：平成２２年７月９日

構成メンバー

組織名
大阪航空局熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所

開催状況
主な議題

協議会総会の開催について

　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　交通部会　　　 設立日：平成１８年９月２９日

構成メンバー

組織名
大阪航空局熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州運輸局熊本運輸支局

熊本空港レンタカー協議会（ニッポンレンタカー九州（株））
熊本東警察署

開催状況

主な議題
空港降車帯における渋滞緩和策の検討
空港降車帯における渋滞緩和策のための広報活動報告
空港降車帯における渋滞緩和策のための活動について

九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所
熊本県企画振興部交通政策・情報局
（一財）空港環境整備協会熊本事務所
（公社）熊本県観光連盟
（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会

　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　地域促進・「空の日」部会　 設立日：平成２４年１１月２９日

構成メンバー

組織名
大阪航空局熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所
長崎税関八代税関支署熊本空港出張所
熊本県企画振興部交通政策・情報局
大津町
菊陽町

開催状況

主な議題
平成２７年度　空の日イベントについて
平成２７年度　空の日イベントについて
平成２７年度　空の日イベントについて（反省会）

益城町
西原村

（一財）空港環境整備協会熊本事務所
学校法人君が淵学園　崇城大学
阿蘇くまもと空港PR推進協議会

熊本東警察署
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役職
取締役

大阪航空局熊本空港事務所 総務課長
首席運輸企画専門官
所長

日本航空（株）熊本空港所 チーフ
全日本空輸（株）熊本空港所 庶務
（株）ソラシドエア熊本空港支店 庶務
アシアナ航空（株）熊本支店 支店長
天草エアライン（株） 運送部長
（株）フジドリームエアラインズ熊本空港支店 支店長

所長
誘致部長
専務理事
事務局長
所長
総務課
企画営業課課長補佐
保安警備隊小隊長

開催日
平成28年3月23日

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事
代表取締役社長
会長
代表幹事
会長
市町村長
各団体長

町村長

開催日

H27.7.4　総会
H28.3.2　役員会

役職

交通政策・情報局長
大津町長
代表取締役社長
熊本支社長
所長

専務理事
空港長

開催日

平成28年3月4日 平成27年度事業報告、収支決算
平成28年度事業計画、収支予算

役職

交通政策・情報局交通政策課長

　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　CS・空港サービス向上推進部会　 設立日：平成２５年３月１４日

熊本給油施設（株）
熊本空港ビル発展会（熊本空港ビルディング（株））
熊本空港警備株式会社

開催状況
主な議題

平成27年度ＣＳ・空港サービス向上推進部会活動報告

構成メンバー

組織名
熊本空港ビルディング（株）

九州運輸局熊本運輸支局
長崎税関八代税関支署熊本空港出張所

（一財）空港環境整備協会熊本事務所
（公社）熊本県観光連盟
（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会
熊本空港レンタカー協議会（ニッポンレンタカー九州（株））

報道、国際交流、空港周辺対策、地域振興等団体
隣接他県町村

開催状況
主な議題

H26年度事業報告及び決算、H27年度事業計画の一部変更、H27年度補正予算

H28年度事業計画（案）、H28年度予算（案）、平成27年度主な取組等報告

　名　称　：阿蘇くまもと空港国際線振興協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和５８年６月１７日

構成メンバー

組織名

熊本県
熊本空港ビルディング（株）
熊本県商工会議所連合会
熊本経済同友会
熊本県観光連盟
県内市町村
その他経済、観光、運輸、教育、スポーツ、青年・婦人、

　名　称　：阿蘇くまもと空港ライナー運営検討協議会　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２４年３月１８日

構成メンバー

組織名

熊本県
大津町
熊本空港ビルディング（株）
九州旅客鉄道株式会社
（財）空港環境整備協会熊本事務所
（オブザーバー）
熊本県タクシー協会
国土交通省大阪航空局熊本空港事務所

開催状況
主な議題

　名　称　：阿蘇くまもと空港周辺環境整備協議会　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成１７年９月３０日

構成メンバー
組織名

熊本県
次頁へ
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交通関係所管課長、環境関係所管課長

区長等

開催日

平成27年9月7日 役員改選、空港に関する取組に関する報告等
平成28年3月7日 　　　　　　　　航空機騒音調査結果の報告等

構成メンバー
空港周辺市町村
空港周辺市町村住民代表

開催状況
主な議題
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 鉄軌道を利用した空港ライナーの試験運行の実施 ● ３、４

ソウル線ＰＲ広報 ● 3

熊本～台湾高雄線ＰＲ広報 ● 3

熊本～香港線ＰＲ広報 ● 3

★ 新規国際路線の誘致活動 ● 3

国際線利用促進のための助成の実施 ● ● 3

阿蘇くまもと空港時刻表の作成 ● 3

国際キッズダンスフェスティバルの開催 ● 3

★ 総合消防航空センター（仮称）の建設開始 ● 3

熊本～名古屋線ＰＲ広報 ● 3

熊本市内からの新たな空港アクセスとして「北熊本エアポートバス」の試験運行を実施。 ● 3

★ 阿蘇くまもと空港空の日フェスタ2015の開催 ● １、３、４

★ YS-11展示事業 ● ● 4

杖立温泉鯉のぼり祭り連携事業 ● ● 4

★ 小学生による絵画作品展の実施 ● ● 4

★ 阿蘇くまもと空港フォトコンテストの実施 ● ● 4

冬季イルミネーションの実施 ● ● 4

クリスマスコンサートの実施 ● 4

★ 年末餅つき大会の実施 ● 4

★ 外国人旅行者に対する消費税免税対応 ● ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（阿蘇くまもと空港）
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熊本空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 阿蘇くまもと空港ライナー運営検討協議会

実施時期 平成23年10月～平成29年3月31日

鉄軌道を利用した空港アクセス「空港ライナー」を試験運行

　

　　　

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 熊本県

実施時期 通年

新規国際路線の誘致

　

新規国際路線の誘致活動を展開。

平成２７年１０月に熊本～台湾高雄間、１２月には熊本～香港間の定期便が就航。

阿蘇くまもと空港の国際線は、ソウル線と合わせて、初めて３路線に拡大した。

①鉄軌道を利用した空港アクセス「空港ライナー」を試験運行

概要

内容等

空港へのアクセスを強化するため、鉄軌道を利用し、空港最寄駅と空港を結ぶ無料タ
クシー「空港ライナー」を試験的に運行。

②新規国際路線の誘致活動

概要

内容等

（３） 主な取組内容

〇利用実績 年間利用者数（1日あたり平均利用者

数）

平成23年度 21,401人（116人）

（H23.10～H24.3）

平成24年度 50,897人（138人）

平成25年度 62,758人（171人）
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熊本空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 熊本県

実施時期 平成２８年～平２９年

九州の広域防災拠点としての機能強化

　

　

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成27年9月17日

③総合消防航空センター（仮称）の建設開始

概要

内容等

④阿蘇くまもと空港空の日フェスタ2015の開催

概要
阿蘇くまもと空港「空の日事業」管制塔、消防施設、税関等施設見学会、空港内制限区
域バスツアー、ランウェイウォークを通じた広報活動

内容等

県警ヘリ基地 総合消防航空センター（仮称）

防災消防航空ｾﾝﾀｰ

参加者：管制塔等見学 ６名、ランウェイウォーク25名、

空港内制限区域バスツアー31名

九州の広域防災拠点に向けて、熊本県防災消防航空センターと県警ヘリ基地を、

熊本県防災用駐機場に移転・集約した総合航空センター（仮称）を整備するもの。
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熊本空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 熊本空港ビルディング株式会社

実施時期
展示公開…平成27年４月１日～平成２８年３月３１日（通年）
機内特別公開イベント…平成27年4月11日、5月9日、6月13日、7月11日、8月8日、9月12日、10月10日、11月14日、12月12日、平成28年1月9日、2月13日、3
月12日

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 熊本空港ビルディング株式会社

実施時期 平成27年10月26日～11月25日

小学生による絵画作品展の実施

空港周辺４ヶ町村の小学生を対象とした絵画作品展で、入賞作品をはじめ、

出品者全員の作品を館内に展示。今年で10回目。

空港に関する子供たちの夢いっぱいの絵画は、訪れたお客様の目を楽しませた。

⑥小学生による絵画作品展の実施

⑤YS-11展示事業

概要 国産旅客機であるＹＳ-11を、熊本空港内で展示公開する事業

内容等

国産旅客機であるＹＳ-11を、熊本空港内で展示公開し、子どもたちの体験学習の場、素材として活用する
ことにより、空港や航空への理解、関心を深めると共に公共インフラとしての空港の機能や効用を高めるこ
とに貢献するものである。教育機関等の団体からの予約の際は、機内を公開しており、社会科見学として
空港見学が増加している。また、誰でも参加できるイベントを定期的（原則、毎月第二土曜日）に開催し機
内を公開。子ども用パイロット制服を貸し出し、操縦席で写真撮影ができる他、国内線ターミナルビルでスタ
ンプラリーとガラポン抽選会を行い、特に家族連れに人気である。

概要

内容等
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熊本空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 熊本空港ビルディング株式会社

実施時期 平成27年12月1日～平成28年1月25日

　美しい自然に囲まれた阿蘇くまもと空港の魅力を全国に発信していくために、

フォトコンテストを実施。

　

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 熊本空港ビルディング株式会社

実施時期 平成27年12月28日

　

館内で餅つきを行い、旅客や送迎のお客様へふるまうもの。

内容等

⑦阿蘇くまもと空港フォトコンテストの実施

概要

内容等

⑧年末餅つき大会の実施

概要

県警ヘリ基地 総合消防航空センター（仮

称）

阿蘇くまもと空港は、四季折々の美しい自然に囲まれ、夕日の写真が撮影できる

スポットとして、写真愛好家に親しまれている。フォトコンテストを通して、全国から

広く作品を募集することで、さらに当空港の魅力を全国へ発信する。

入賞した作品は、館内での写真展、カレンダーへの活用、ホームページ掲載等に

より、航空写真ファンだけでなく、多くの方々に紹介し、阿蘇くまもと空港のPRに貢

献している。

国内線ターミナルビル２F「ふれあい広場」にお

いて、空ビル職員による餅つきを行った。

また、ご来場のお客様で希望の方には、餅つ

き体験をしていただいた。

ついた餅はその場で約400名様へお配りした。
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熊本空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 熊本空港ビルディング株式会社

実施時期 平成27年12月14日より

⑨外国人旅行者に対する消費税免税対応

概要
「消費税免税手続カウンター」を設置し、外国人旅行者に対する消費税免税対応を行っ
た。

内容等

外国人旅行者の利便性と利用促進を図る為、国内線ターミナルビル1階に「消費税免税手続カウンター」を
設置し、12月14日から運用を開始した。これは「手続委託型輸出物品販売場制度」（以下、「委託型」）を活
用するもので、複数社・複数店舗に亘る消費税免税金還付業務を、契約により受託した当社が一括して行
うもの。テナント各社のご協力のもと、県内及び全国の空港では初めての「委託型」での対応開始となっ
た。
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
空港長
支局長
所長
課長
局長
社長
支店長
支店長
支店長
支店長
会長
会長
所長
会長
事務局長
会長
事務局長

開催日
平成２７年１１月３０日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
総務課長
交通政策課長
利用促進課長
大分事務所長
主席運輸企画専門官
専務理事
自動車部長
会長
統括マネージャー
マネージャー
大分エリアマネージャー

開催日
平成２７年１１月３０日

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　大分空港利用者利便向上協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年４月１日

構成メンバー

組織名
大分空港事務所
大分運輸支局
九州整備局別府港湾・空港整備事務所
大分県企画振興部交通政策課
大分県東部振興局

（公社）ツーリズムおおいた

大分航空ターミナル(株)
日本航空(株)大分支店
全日本空輸(株)大分支店
(株)ソラシドエアー大分空港支店
(株)大韓航空大分支店
大分県バス協会
（一社）大分空港タクシー協議会
（一財）空港環境整備協会大分事務所
（一社)国東市観光協会
由布院観光総合事務所
（一社）別府市観光協会

日本航空（株）大分支店

開催状況
主な議題

大分空港アクセス改善検討部会の設置
大分空港施設魅力アップ検討部会の設置

　名　称　：　大分空港アクセス改善検討部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２７年１１月３０日

構成メンバー

組織名
大分空港事務所
大分県企画振興部観光・地域局
大分航空ターミナル（株）事業部
（一財）空港環境整備協会
大分運輸支局
（一社）大分県バス協会
大分交通（株）
大分空港タクシー協議会

全日本空輸（株）大分支店
（株）ソラシドエア

開催状況
主な議題

部会立ち上げ・規約制定・今後の活動等

１．協議会等の概要

○○空港

大分空港利用者利便向上協議会

大分空港施設魅力アップ検討部会

大分空港アクセス改善検討部会

【専門部会等】

１．協議会等の概要

大分空港
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役職
総務課長
交通政策課長
利用促進課長
大分事務所長
事務局長
統括マネージャー
マネージャー
大分エリアマネージャー

開催日
平成２７年１１月３０日

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事
議長
会長
会長
会長
委員長
市町村長
会長
会長
会長
代表幹事
会長
会長
理事長
会長
会長
会長
代表取締役社長

開催日

平成２７年８月１８日

　名　称　：大分空港利用促進期成会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和５４年１０月３１日

　名　称　：　大分空港施設魅力アップ検討部会　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２７年１１月３０日

構成メンバー

組織名
大分空港事務所
大分県企画振興部観光・地域局
大分航空ターミナル（株）事業部
（一財）空港環境整備協会
（公社）ツーリズムおおいた
日本航空（株）大分支店
全日本空輸（株）大分支店
（株）ソラシドエア

開催状況
主な議題

部会立ち上げ・規約制定・今後の活動等

（一社）大分県貿易協会

構成メンバー

組織名

大分県
大分県議会
大分県市長会
大分県商工会議所連合会
（公社）ツーリズムおおいた
大分県議会総務企画委員会
各市町村
大分県市議会議長会
大分県町村会
大分県町村議会議長会
大分経済同友会
大分県商工会連合会
大分県中小企業団体中央会

大分県農業協同組合中央会
（一社）大分県バス協会
（一社）大分県タクシー協会
大分航空ターミナル(株)

開催状況
主な議題

平成２６事業年度事業・決算報告
平成２７事業年度事業（案）・予算（案）
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
エアポート音楽彩 ● 4

大分空港足湯設置 ● 4

くにさきドリーム展 ● ３，４，５

大分空港夏祭り ● 4

空港ナイトサファリ（夜の空港見学会） ● 4

★  大分空港「空の日」イベント ● １，３，４，５

「大分空港ハッピーハロウィン2015」ロビーコンサート ● 4

★ 大分＝東京線直行便就航５０周年記念セレモニー ● 4

★ 大分空港初日の出イベント ● 4

大分空港開運祈願所設置 ● 4

大分空港雛めぐり ● 4

お仕事講座 ● 4

消防車見学 ● 1

  アクセス改善検討・魅力アップ検討両部会設立 ● ● ● 1

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（大分空港）
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大分空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 空の日実行委員会

実施時期 平成27年9月5日

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 日本航空(株)

実施時期 平成27年11月1日

　

大分＝東京線直行便就航５０周年記念セレモニー

　

②大分＝東京線直行便就航５０周年記念セレモニー

概要

内容等

内容等

① 大分空港「空の日」イベント

概要  大分空港「空の日」のイベントを開催　

（３） 主な取組内容

関係者挨拶、テープカット、搭乗証明書・記念品の配布、地元小学生の見送り

ランウェイ・ライド、エプロン開放、場内バスツアー、機用品販売等
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大分空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 大分航空ターミナル(株)

実施時期 平成28年1月1日

　

大分空港送迎デッキから初日の出を見るイベントを実施

　

送迎デッキを初日の出（7時17分頃）前から開放し、あたたかいドリンクサービスと大分

空港開運グッズをプレゼント

内容等

③大分空港初日の出イベント

概要
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長（宮崎空港長）
首席運輸企画専門官（総務企画担当）

所長
所長
課長
所長
課長
所長
所長
支店長
支店長
所長
航空部長
取締役　兼　総務部長
取締役支配人
部長
専務理事
専務理事
宮崎ブロック　ブロック長
代表取締役
所長
常務理事

開催日
平成28年1月28日　第１回協議会開催

・ターミナル前中之島駐車対策について
平成28年8月19日　第１回協議会開催(書面)

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
総務課長
首席運輸企画専門官（総務企画担当）

保全課長
所長
空港営業所長
取締役　兼　総務部長
専務理事

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　宮崎空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成21年 4月 1日

構成メンバー

組織名
国土交通省　大阪航空局　宮崎空港事務所
国土交通省　九州運輸局　宮崎運輸支局
国土交通省　九州地方整備局　宮崎港湾・空港整備事務所
法務省　福岡入国管理局　宮崎出張所
宮崎県　総合政策部　総合交通課

チャイナエアライン　宮崎営業所
宮崎交通（株）
宮崎空港ビル（株）
（株）日米商会
ＪＲ九州旅客鉄道（株）鹿児島支社　宮崎総合鉄道事業部
（一社）宮崎県バス協会

宮崎県警察　宮崎南警察署　宮崎空港警備派出所
宮崎市　企画財政部　企画政策課
日本航空（株）宮崎空港所
全日本空輸（株）宮崎空港所
（株）ソラシドエア　運送本部　運送業務部　宮崎空港支店
アシアナ航空（株）宮崎支店

（一社）宮崎県タクシー協会
レンタカー協会代表（ニッポンレンタカー九州（株））

構成メンバー

駐車場業代表（（有）シャトル）
（一財）空港環境整備協会　宮崎事務所
（公財）みやざき観光コンベンション協会

開催状況

主な議題
・規約改正（構成員の追加、構成員の社名変更）
・空港経営改革提案事業について

・宮崎ブーゲンビリア空港植栽プロジェクトの推進について

　名　称　：　交通部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成26年　5月　2日

組織名
国土交通省　大阪航空局　宮崎空港事務所
国土交通省　九州運輸局　宮崎運輸支局
国土交通省　九州地方整備局　宮崎港湾・空港整備事務所
宮崎県警察　宮崎南警察署　宮崎空港警備派出所
宮崎交通（株）
宮崎空港ビル（株）
（一社）宮崎県バス協会

次頁へ

１．協議会等の概要

宮崎空港

宮崎空港利用者利便向上協議会

交通部会

【専門部会等】
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専務理事
宮崎ブロック　ブロック長
代表取締役
所長

開催日
平成27年8月5日　   　第１回会議開催
平成27年12月22日　　第2回会議開催

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事
市長
会長
会長
委員長
委員長
会長
会長
会頭
会長
会長
会長
代表幹事
会長
会長
会長
会長
会長
理事長
会長
代表理事会長
代表理事会長
会長
会長
会長
会長
理事長
会長
会長
取締役社長
代表取締役社長
局長
代表取締役社長
代表取締役社長
支店長
支店長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役ＣＥＯ
支店長
所長
支社長

構成メンバー

宮崎県
宮崎市
宮崎県市長会
宮崎県町村会
宮崎県議会総務政策常任委員会

宮崎県経営者協会
宮崎経済同友会
（公社）宮崎青年会議所九州地区宮崎ブロック協議会

（一社）宮崎県タクシー協会
レンタカー協会代表（ニッポンレンタカー九州（株））
駐車場業代表（（有）シャトル）
（一財）空港環境整備協会　宮崎事務所

宮崎県議会商工建設常任委員会
宮崎県市議会議長会
宮崎県町村議会議長会

開催状況

主な議題
空港ターミナルビル前道路の駐停車マナー問題について
送迎車（民間駐車場）の乗降場について

　名　称　：宮崎空港振興協議会

組織名

【構　成　員】

（株）宮崎日日新聞社
ＮＨＫ宮崎放送局
（株）宮崎放送
（株）テレビ宮崎
全日本空輸（株）宮崎支店

（一社）宮崎県商工会議所連合会
宮崎県商工会連合会
宮崎県中小企業団体中央会

宮崎県青年団協議会
（公財）宮崎県国際交流協会
宮崎県立学校長協会
（公財）宮崎県私学振興会
宮崎県旅行業連絡協議会
宮崎県日韓親善協会

（公社）宮崎市観光協会
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合
宮崎県農業協同組合中央会
宮崎県漁業協同組合中央会
宮崎県森林組合連合会
宮崎県地域婦人連絡協議会

（公社）宮崎県物産貿易振興センター
（公社）みやざき観光コンベンション協会

（一社）宮崎県工業会

香港航空有限公司日本支社
【顧　　　問】
宮崎県議会議長
衆議院議員（3名）

次頁へ

構成メンバー

日本航空（株）宮崎支店
（株）ソラシドエア
アイベックスエアラインズ（株）
Peach　Aviation（株）
アシアナ航空（株）宮崎支店
チャイナエアライン　宮崎営業所

宮崎空港ビル（株）
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取締役頭取
取締役頭取
代表取締役社長
代表取締役社長

開催日

総会

（株）宮崎銀行
（株）宮崎太陽銀行
フェニックスリゾート（株）
宮交ホールディングス（株）

開催状況
主な議題

事業実績報告、事業計画

参議院議員（2名）
【賛助会員】

構成メンバー
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
宮崎空港　国際定期便利用促進キャンペーン ● 3,4,5

ブーゲンビリア５００本プレゼント抽選会 ● ● 4

★ 宮崎ブーゲンビリア空港内お手洗いリニューアル完了 ● 4

宮崎発　ＬＣＣピーチ就航 ● 4

★ 宮崎空港サインモニュメントの完成 ● 4

★ 空港ターミナルビル前の駐停車マナーに関する取組 ● 1,2,3,4,5

★ 宮崎ブーゲンビリア空港「空の日」イベント ● 1,2,3,4

★ 踊る宮崎ブーゲンビリア空港公開 ● 1,2,3,4

２０１６年春季キャンプ　歓迎セレモニー ● 4

★ 宮崎空港線修景美化活動 ● 1,2,3,4,5

★ 空港ターミナル前近辺の混雑緩和対策 ● 1,2,3,4,5

★ 香港就航１周年記念イベント ● 4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（宮崎空港）
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宮崎空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港ビル（株）

実施時期 平成27年7月17日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港ビル（株）

実施時期 平成27年8月25日

①宮崎ブーゲンビリア空港内お手洗いリニューアル完了

概要 空の玄関口である宮崎ブーゲンビリア空港のトイレ全面リニューアルが完了。

宮崎空港ターミナルビルのトイレを昨年より順次リニューアルを行っておりましたが、
平成２７年7月17日（金）に最後のトイレがオープン致しました。

内容等

②宮崎空港サインモニュメントの完成

概要
　宮崎ブーゲンビリア空港のシンボル、屋上に「宮崎ブーゲンビリア空港」のサインモ
ニュメントが完成。

　４Ｆの飛行機のある展望公園「エアプレインパーク」にてネオンサインのお披露目。日没の前に、宮崎ブー
ゲンビリア空港のサインモニュメントの点灯式を行いました。
　写真右上は、ＬＥＤの「ブーゲンビリアピンク」色の電照看板です。今まで宮崎ブーゲンビリア空港を永年見
守ってくれていた赤色の「ＭＩＹＡＺＡＫＩ」の文字もブーゲンビリアピンクへ進化し、宮崎ブーゲンビリア空港の
アイコンとしてこれからも空港を照らし続けます。夜になると、滑走路側から見るとこのように文字が浮き出
るので素敵です。
　他にも宮崎ブーゲンビリア空港敷地内合わせて5ヵ所に宮崎ブーゲンビリア空港の電照看板や石のモニュ
メントなどを設置し空港に見えるお客様をお待ちしております。

内容等

（３） 主な取組内容
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宮崎空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成27年9月30日

　　　　　　【配布チラシ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【配布の様子】

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 宮崎空港ビル(株)

実施時期 平成27年1月31日

　　　　　　　　　　　【チラシ】　　　　　　　　　　　　　　　　【オアシス広場ステージイベント】

　　　【航空管制官のお仕事見学会】　　　　　　　　　　　　【空港見学無料周遊バス】

概要 車の駐停車マナーの向上を目的とした、マナー啓発の実施。

③空港ターミナルビル前の駐停車マナーに関する取組

内容等

　秋の交通安全運動（９月２１日から３０日）に併せて、宮崎空港ターミナル前の中之島
の駐停車マナーの向上を目的に、チラシの配布を行いました。

④宮崎ブーゲンビリア空港「空の日」イベント

概要
毎年恒例の子供から大人まで幅広い世代に楽しんでもらえる「空の日イベント」の開
催。

内容等
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宮崎空港

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 「踊るブーゲンビリア空港」委員会

実施時期 平成27年11月11日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港線修景美化推進協議会

実施時期 平成28年3月16日

⑥宮崎空港線の美化活動

⑤踊る宮崎ブーゲンビリア空港公開

概要  現役の空港職員ら、オール空港スタッフによるダンス動画をYouTubeに公開。

　「踊る宮崎ブーゲンビリア空港」 宮崎の空港スタッフはじめ関係者約150名が参加し、宮崎県
の新キャッチフレーズ「日本のひなた宮崎県」ダンスを踊る動画がYouTubeに公開されました。
ターミナル、滑走路での現役空港関係者たちによる「キレキレ」のダンスを是非ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=XK0YwZ4o3pc

内容等

概要 空港関係・周辺企業との共同作業によって行う美化活動。

宮崎空港線の美化を目的に、空港ビル、航空会社、レンタカー、駐車場業者職員が
参加して、空港入口の花壇に花の苗を植えました。また、ブーゲンビリアの鉢への寄せ
植えを行った後、空港ターミナルの車寄せに並べ、空港を華やかに飾りました。

内容等
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宮崎空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成28年2月1日～

地域振興等類型 〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 宮崎空港ビル（株）

実施時期 平成28年3月30日

内容等

　宮崎と香港の翼の架け橋である香港航空が就航１周年を迎え、記念イベントを実施。

　河野宮崎県知事や香港航空日本支社長からのご挨拶などが行われそして、鏡開き
が華やかに行われました。

⑦空港ターミナル前近辺の混雑緩和対策

概要 　宮崎空港ターミナルビル前（通称中之島）の混雑緩和のための周知広報等

内容等

　空港ターミナル前の通称中之島においては、民間駐車場業者の送迎車両及び一般車両による混雑のた
め、２重駐車などによる交通事故の危険性が増している状況にありました。２月１日の空港駐車場30分無料
化に併せて、民間駐車場業車両の乗車区域を空港ターミナル東側に設定するとともに、一般の迎車につい
ては空港駐車場の利用を促すこととし、周知広報等を図りました。
　これにより宮崎空港ターミナルビル前の混雑が緩和され、お客様が安全・快適に空港をご利用頂けるよう
期待しております。

⑧香港航空就航１周年記念イベント

概要 香港航空就航１周年記念イベント
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
空港長
専務取締役
支署次長
所長
支所長
鹿児島空港出張所長
所長
支局長
所長
交通政策課長
企画部長
鹿児島空港所長
鹿児島空港所長
取締役
鹿児島空港支店長
鹿児島支店長
鹿児島支店長代理
執行役員統括部長
専務理事
代表理事
協会会長
専務理事
常任幹事
所長
鹿児島空港支店長
鹿児島空港所長
鹿児島空港所長
鹿児島空港代表者
取締役常務執行役員

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
取締役部長
鹿児島空港所長代理
鹿児島空港所長

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　鹿児島空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年　４月２２日

構成メンバー

組織名
鹿児島空港事務所
鹿児島空港ビルディング（株）
鹿児島税関支署
福岡入国管理局鹿児島出張所
福岡検疫所鹿児島検疫所支所

日本航空（株）
全日本空輸（株）
日本エアコミューター（株）
スカイネットアジア航空（株）
（株）大韓航空
中國東方航空

門司植物防疫所鹿児島支所
動物検疫門司支所鹿児島空港出張所
鹿児島運輸支局
鹿児島港湾・空港整備事務所
鹿児島県
霧島市

鹿児島航空測候所
（株）フジドリームエアラインズ

次頁へ

構成メンバー

スカイマーク（株）
チャイナエアライン
ピーチアビエーション（株）
ジェットスター・ジャパン（株）

南国交通（株）
（社）鹿児島県バス協会
鹿児島空港タクシー事業協同組合
鹿児島県レンタカー協会
（社）鹿児島県観光連盟
鹿児島県商工会議所連合会

開催状況
主な議題

　名　称　：　アクセスバス部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年　９月　６日

組織名
鹿児島空港ビルディング（株）
日本航空（株）
全日本空輸（株）

１．協議会等の概要

鹿児島空港

鹿児島空港利用者利便向上協議会

アクセスバス部会

空の日部会

エコエアポート部会

【専門部会等】
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事業企画部グループ長
鹿児島空港支店長
鹿児島空港支店長
専務理事
専務取締役
取締役自動車事業部長
総務部長
首席運輸企画専門官
企画部交通政策課長

開催日

役職
総務部長
企画部交通政策課長
企画部企画政策課長
事業サービス部次長
鹿児島空港所長
鹿児島空港所長
総務部総務グループ長
鹿児島空港支店長
鹿児島空港支店長
鹿児島空港所長
取締役常務執行役員
取締役航空事業部長
鹿児島航空基地長
鹿児島空港出張所長
所長
所長
鹿児島第一事務所長

開催日
平成２７年９月１６日　第１回部会開催　他

役職
管制保安部長
施設課長
総務部主任
所長代理
主席整備士
管理部長
沿岸防災対策官
主幹兼航空対策係長
企画部交通政策課長

開催日

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事（事務局企画部交通政策課）
議長

鹿児島県

開催状況
主な議題

日本エアコミューター（株）
スカイネットアジア航空（株）
（株）フジドリームエアラインズ
（社）鹿児島県バス協会
いわさきコーポレーション（株）
南国交通（株）

構成メンバー

鹿児島空港事務所
鹿児島運輸支局

　名　称　：　空の日部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２５年１１月２５日

構成メンバー

組織名
鹿児島空港事務所
鹿児島県
霧島市
鹿児島空港ビルディング（株）
全日本空輸（株）
日本航空（株）
日本エアコミューター（株）

鹿児島税関支署
鹿児島港湾・空港整備事務所
鹿児島航空測候所
（財）航空保安協会

開催状況
主な議題

平成２７年度「空の文化祭」実施に向け全体会合、イベン
ト内容の確認等について

スカイネットアジア航空（株）
（株）フジドリームエアラインズ
スカイマーク（株）
ジェットスター・ジャパン(株)
南国交通（株）
第十管区海上保安本部

　名　称　：　エコエアポート部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年　９月　６日

構成メンバー

組織名
鹿児島空港事務所
鹿児島空港ビルディング（株）
日本エアコミューター（株）
日本航空（株）鹿児島空港所
全日本空輸（株）鹿児島空港所
南国交通（株）
九州地方整備局鹿児島港湾空港整備事務所
九州運輸局鹿児島運輸支局
鹿児島県企画部交通政策課
第十管区海上保安本部鹿児島航空基地
鹿児島警察本部航空隊
スカイネットアジア航空（株）

開催状況
主な議題

　名　称　：　鹿児島空港国際化促進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成１８年４月１日

組織名

鹿児島県（代表者）
鹿児島県議会

次頁へ

構成メンバー
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会長
会長
会長
会長
市長
建設委員長、建設副委員長
市長
議長
会長
会長
理事長
理事長
会長
会長
会長
代表幹事
会長
会長
会長
代表理事専務
代表理事会長
会長
会長
理事長
会長
会長
会長
理事長
委員長、副委員長
会長
会長
会長
代表取締役社長
会長
支店長
支店長
支店長代理
所長
代表取締役社長
局長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長

開催日

平成２７年５月１２日開催

鹿児島県商工会議所連合会

鹿児島市議会
霧島市
霧島市議会
（公社）鹿児島県貿易協会
（公社）鹿児島県観光連盟

中国東方航空鹿児島支店

鹿児島県地域女性団体連絡協議会
日本労働組合総連合会鹿児島県連合会

（公財）鹿児島県国際交流協会

鹿児島県市長会
鹿児島県市議会議長会
鹿児島県町村会
鹿児島県町村議会議長会
鹿児島市

鹿児島県中小企業団体中央会
鹿児島経済同友会
鹿児島県経営者協会
（一社）鹿児島県銀行協会
鹿児島県農業協同組合中央会

（一社）鹿児島県タクシー協会
鹿児島空港ビルディング（株）

鹿児島県商工会連合会

（公社）鹿児島県バス協会
日本航空（株）鹿児島支店

（公財）鹿児島観光コンベンション協会
（一社）日本旅行業協会九州支部鹿児島県地区委員会
鹿児島日韓親善協会
鹿児島県日中友好協会

（株）鹿児島讀賣テレビ

開催状況
主な議題

平成２６年度事業報告及収支決算報告並びに平成２７年
度事業計画案及び収支予算案の承認

チャイナエアライン鹿児島営業所
（株）南日本新聞社
ＮＨＫ鹿児島放送局
（株）南日本放送
鹿児島テレビ放送（株）
（株）鹿児島放送

構成メンバー

鹿児島県森林組合連合会
鹿児島県漁業協同組合連合会
（公社）鹿児島県医師会
鹿児島県ＰＴＡ連合会
（公社）鹿児島青年会議所
鹿児島県青年団協議会

（公社）鹿児島県特産品協会

（株）大韓航空鹿児島支店
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
JALグループ便　鹿児島＝伊丹線就航３５周年記念イベント ● 4

ANA　七夕イベント ● 4

鹿児島の島々PRイベント ● 4

第６回エアポート・コンサート ● 3、５

★ 「第３０回国民文化祭かごしま２０１５」開催に伴う鹿児島空港での「空の文化祭」 ● ● １．２．３．４．５

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（鹿児島空港）
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鹿児島空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 鹿児島空港利用者利便向上協議会　空の日部会

実施時期 平成２７年１０月３１日（土）

①「第３０回国民文化祭かごしま２０１５」開催に伴う鹿児島空港での「空の文化祭」

概要

　「第３０回国民文化祭かごしま２０１５」が鹿児島県において開催された際、文化祭の初
日に鹿児島空港において「空の文化祭」を、主催者である鹿児島県とタイアップし、空の
日フェスティバルを開催。空港関係者によるイベントを実施(場内バスツアー、管制塔見
学、機体見学、制服試着会、パネル展示、チャリティバザー等）空港を身近に感じてもら
うために実施し、地域との交流促進を図った。

内容等

（３） 主な取組内容
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
運輸部長
事務所長
観光政策統括監
企画部長
経済観光部長
代表取締役社長

支店長
支店長
会長
代表取締役社長
会長
代表取締役社長
会長
会長
会長
空港長(協議会会長)

開催日
平成２８年３月２４日　　協議会開催

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
運輸部企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長

那覇空港ビルディング（株） 事業部長
（株）日本航空　沖縄空港支店　 総務部長
日本トランスオーシャン航空（株） 空港企画部マネージャー
全日本空輸（株）沖縄空港支店 総務課リーダー
（株）ソラシドエア沖縄空港支店 支店長
那覇空港国際線航空会社連絡会 会長
那覇空港貨物ターミナル（株） 総務部長

国内事業部長
総務部長

那覇空港ビルディング（株）
（株）日本航空　沖縄空港支店　

日本航空(株)沖縄空港支店長
日本トランスオーシャン航空（株）
全日本空輸（株）沖縄空港支店
（株）ソラシドエア沖縄空港支店

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　那覇空港利用者利便向上協議会　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年１０月３０日

構成メンバー

組織名
内閣府　沖縄総合事務局
　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所
沖縄県　文化観光スポーツ部
沖縄県　企画部
那覇市　経済観光部

（一社）沖縄県レンタカー協会
大阪航空局　那覇空港事務所

開催状況
主な議題

平成27年度事業報告、平成28年度事業計画の概要
空港利用者利便向上に係る現状の報告

那覇空港国際線航空会社連絡会
那覇空港貨物ターミナル（株）
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
那覇都市モノレール(株)
（一社）沖縄県バス協会
（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会

次頁へ

　名　称　：　那覇空港利用促進委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２１年１０月３０日

構成メンバー

組織名
内閣府　沖縄総合事務局
　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所
沖縄県　文化観光スポーツ部
沖縄県　企画部
那覇市　経済観光部

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
那覇都市モノレール(株)

１．協議会等の概要

那覇空港

那覇空港利用者利便向上協議会

利用促進委員会

UD委員会

環境委員会

【専門部会等】

103



専務理事
事務局長
専務理事
広域空港管理官・総務部長・施設部長

開催日
平成２７年１０月８日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

平成２８年２月２９日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

役職
運輸部企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長

那覇空港ビルディング（株） 事業部長
（株）日本航空　沖縄空港支店　 総務部長
日本トランスオーシャン航空（株） 空港企画部マネージャー
全日本空輸（株）沖縄空港支店 総務課リーダー
（株）ソラシドエア沖縄空港支店 支店長
那覇空港国際線航空会社連絡会 会長
那覇空港貨物ターミナル（株） 総務部長

国内事業部長
業務部長
専務理事
事務局長
専務理事
広域空港管理官・総務部長・施設部長

開催日
平成２７年１０月８日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

平成２８年２月２９日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

役職
運輸部企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長

那覇空港ビルディング（株） 事業部長
（株）日本航空　沖縄空港支店　 総務部長
日本トランスオーシャン航空（株） 空港企画部マネージャー
全日本空輸（株）沖縄空港支店 総務課リーダー
（株）ソラシドエア沖縄空港支店 支店長
那覇空港国際線航空会社連絡会 会長
那覇空港貨物ターミナル（株） 総務部長

国内事業部長
総務部長
専務理事
事務局長
専務理事
広域空港管理官・総務部長・施設部長

開催日
平成２７年１０月８日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

平成２８年２月２９日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

構成メンバー

（一社）沖縄県バス協会
（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会
（一社）沖縄県レンタカー協会
大阪航空局　那覇空港事務所

開催状況
主な議題

前期事業報告
事業報告、実施計画　等

　名　称　：　那覇空港ユニバーサルデザイン推進委員会　　　　　　　　　 設立日：平成２１年１０月３０日

構成メンバー

組織名
内閣府　沖縄総合事務局
　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所
沖縄県　文化観光スポーツ部

（一社）沖縄県レンタカー協会
大阪航空局　那覇空港事務所

開催状況
主な議題

前期事業報告
事業報告、実施計画　等

沖縄県　企画部
那覇市　経済観光部

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
那覇都市モノレール(株)
（一社）沖縄県バス協会
（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会

（一社）沖縄県バス協会
（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会
（一社）沖縄県レンタカー協会
大阪航空局　那覇空港事務所

開催状況
主な議題

前期事業報告
事業報告、実施計画　等

　名　称　：　那覇空港景観委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年１０月３０日

構成メンバー

組織名
内閣府　沖縄総合事務局
　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所
沖縄県　文化観光スポーツ部
沖縄県　企画部
那覇市　経済観光部

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
那覇都市モノレール(株)
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（２）地域の協議会の構成員

役職

部長(会長)
会長
客員教授
教授
会長

(一社)石垣市観光交流協会 会長
(一社)那覇市観光協会 会長
(公財)名護市観光協会 理事長
(一社)沖縄市観光協会 会長
沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長
(一財)沖縄美ら島財団 理事長
沖縄都市モノレール(株) 代表取締役社長
(一社)沖縄県レンタカー協会 会長
(一社)沖縄県バス協会 会長
(一社)沖縄県ハイヤー・タクシー協会 会長
(一社)日本旅行業協会沖縄支部 支部長

支部長
支店長
支店長
代表取締役社長
代表取締役社長
部長
会長
会長
副管理者
部長
部長

開催日

平成27年5月25日
平成28年2月9日

　名　称　：沖縄観光推進戦略会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定：平成２７年５月１日

構成メンバー

組織名

沖縄県文化観光スポーツ部
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
国立大学法人琉球大学観光産業科学部
                        〃
(一社)宮古島観光協会

(一社)全国旅行業協会沖縄県支部
日本航空（株）沖縄支店

那覇港管理組合
内閣府沖縄総合事務局　開発建設部
              〃               　運輸部

開催状況
主な議題

戦略会議の概要等説明、ロードマップの推進に関する今年度の取組等

ロードマップの改訂、戦略会議の構成見直し等

全日本空輸（株）沖縄支店
日本トランスオーシャン航空(株)
那覇空港ビルディング(株)
国土交通省大阪航空局　空港部
（一社）沖縄旅客船協会
（有）沖縄シップスエージェンシー
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
国際チャーター便包括支援事業 ● ● 3,4

（チャーター便助成、地上ハンドリング料支援、団体バス支援）

定期便就航促進・活性化支援事業 ● ● 3,4

（国際線定期便地上ハンドリング支援事他４項目支援）

那覇空港利便性向上支援事業(立体連絡通路整備費用補助) ● 3,4

那覇空港案内冊子(フロアガイド)発行 (５言語) ● 4

国内線２階多目的広場イベント開催 ● ● 4

★ 航空会社による空港内イベント行事開催 ● 4

★ 空の日イベント ● 1,4,5

雨天対策(国際・国内移動時)傘、カート用レインカバー設置 ● 4

夏期深夜便運航 ● 4

沖縄ドライブマップ発行 ● 5

台風時観光客の対応　(台風時観光客対策協議会参画等) ● 1,3,4,5

★ 早朝クリーン作戦（6月、12月） ● 1,4,5

那覇空港駅　多言語駅名標設置 ● 5

就航地域を中心とする路線別プロモーション等の展開 ● 3,5

★ 新規就航路線就航セレモニー開催 ● 4,5

★ ユニバーサルデザイン研修会開催 ● 1,2,3,4

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（那覇空港）
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那覇空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 航空会社

実施時期 季節の節目

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 那覇空港「空の日　空の旬間」実行委員会

実施時期 平成27年11月14日

航空教室、那覇空港見学バスツアー、空港内職場見学(旅客、貨物、整備士)、制服着

用会、ぬり絵大会、飛行機機の誘導体験、整備部品の展示、空港パネル展、

展望デッキ無料開放等実施

空港利用者、地域住民の方々に那覇空港を身近に感じていただくため、航空会社

空港ビル会社等の協力のもと、各種イベントを実施。

①航空会社による空港内イベント行事開催

概要

内容等

②空の日イベント

概要

内容等

（３） 主な取組内容

○ＡＮＡが実施したひな祭りイベントの内容

航空機の到着から出発までの一連のハンドリング業務(手荷物や貨物の投降載、プッシュバック、

マーシャラー、機用品搭載、機内清掃業務)を各々ピンク色の反射ベストやピンク色の帽子着用の女

性職員のみで実施し、搭乗されるお客様には「ひなあられ」を配布。

また、琉装(沖縄の伝統的衣装)でおひなさまとお内裏さまに扮した男女の社内スタッフが搭乗口で

出迎え、その後出発便へのお見送りを実施し、おもてなしとＰＲに努めた。

(JALグループにおいても、ひなまつりイベントを実施)

航空会社においては、受験シーズンや七夕、ハロウィン、クリスマス、ひな祭り
等々季節の節目において、各種イベントを開催
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那覇空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 那覇空港ビルディング(株)　等

実施時期 6月期、12月期の年2回

　

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 (一財)沖縄観光コンベンションビューロー、就航航空会社等

実施時期 平成27年度

那覇空港へ新規就航する路線を対象に就航セレモニーの開催

(27年6月29日　タイガーエア台湾　台北、7月1日　中国東方航空　福州、

　9月4日　ピーチ　ソウル、28年3月27日　ANA 岩国　等)

④新規就航路線就航セレモニー開催

概要

内容等

③早朝クリーン作戦

概要

内容等

沖縄県では、平成33年度の観光収入1兆円、入域観光客数1,000万人等の目標の

達成を目指し、官民一体となって取り組んでいるところ。那覇空港の旅客数は、

年々増加しており、国際線も大きく増加している。新たな客層・旅行客の掘り起こし

にもつながる新規就航路線も一貫であり、新規路線就航時にはテープカット等のセ

レモニーを実施している。

沖縄を訪れた旅行者の皆様を気持ちよく迎えるため、空の玄関口である那覇

空港の清掃を行うもので、6月は沖縄全戦没者追悼式の前週土曜日、12月は

那覇マラソンの前日に実施。

利用者利便向上協議会・専門部会（那覇空港景観委員会）会員の

那覇空港ビルディング（株）等企画で、専門部会会員の各事業者等

有志の参加により年２回清掃作業を実施。
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那覇空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 那覇空港利用者利便向上協議会　　那覇空港ユニバーサルデザイン推進委員会

実施時期 平成27年11月6日

　ユニバーサルデザイン研修会開催

　

⑤ユニバーサルデザイン研修会開催

内容等

概要

空港関係者（職員）にバリアフリー（ＵＤ）に関する知識及び関心を持ってもらい空港利用者

にとって安全･安心な利便性の高い空港とするための意識の向上を図ることを目的に、外

部講師により座学（講義）と疑似体験（車いすの実地体験・加齢障害や視覚障害等の歩行

移動等）の2項目で実施。
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