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平成28年度
空港法協議会等の活動状況報告（年報）

（東京航空局管内）

平成30年 3月

航空局　空港業務課

東京航空局　環境・地域振興課



新千歳空港 稚内空港 釧路空港 函館空港

・お客様感謝イベント【④】

・FDA宗谷上空遊覧飛行【④】

・ANA（稚内）クリスマス装飾【④】

・ひなまつり人形展示【④】

・クリスマスツリーの展示【④】

・JAL七夕イベント【④】

・外国人向けPR【③⑤】

・サイクルステーションの設置【④】 ・顔出しパネル設置【④】

・函館空港ビアガーデンの開催【④】

・釧路空港産直感謝市【④】

・AIR DO 20周年記念イベント【④】 ・豊富小学校空港見学【④】

・アイヌ民芸品展示会【⑤】

・十勝ししゃも試食＆即売会【⑤】 ・函館空港七夕飾りの設置【④】

・

・ANA（稚内）七夕イベント【④】

・稚内東中学校 職場体験学習【④】

・太宰府天満宮特大絵馬設置【④】

・お正月餅つきイベント【④】

○東京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28年度）
新千歳空港 稚内空港 釧路空港 函館空港

【平成２１年４月１６日設立】 【平成２１年５月１８日設立】 【平成２１年８月１１日設立】 【平成２２年３月１０日設立】

・平成２９年３月１０日 ・平成２８年５月２０日　協議会 ・平成２８年１１月１５日　協議
会

・平成２９年３月３０日

平成２８年度第１回協議会 第１０回協議会

・ANA東京便の大型化開始に伴う
「初便歓迎のお出迎え」【③⑤】

・稚内空港「空の日」まつり２０１６
の開催【①②③④⑤】

・FDA稚内チャーター最終便の見
送りセレモニー【③⑤】

協議会等の活
動状況

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

〔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】
　　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

・函館エアポートフェスタ２０１６【①
②③④⑤】

・JAL BELL STAR ミュージック演
奏会【④】

地域振興等
の類型

北海道地区

〔1〕航空ネット
ワークの維持

・小中学校対象空港見学・インター
シップ【④】

・赤い羽根募金共同募金 伝達式
【④】

・稚内空港冬季利用者歓迎活動
【①②③④⑤】

・国内線２階売店入口パネル、国
内線・国際線歓送歓迎看板の入替
【④】

・函館空港出前鋼材の実施【①②
③④⑤】

・江差姥神大神宮渡御祭 山車「加
藤清正公」の展示【④】

・函館港まつり ワッショイはこだて
参加【⑤】

○東京航空局管内における各空港等の取組状況一覧表（平成28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。

・稚内空港繁忙期利用者歓迎活動
【①②③④⑤】

・ゴールデンウィーク期間中のこい
のぼり・五月人形展示【④】

・FDAチャーター初便お出迎え【③
⑤】

・北門神社 神輿渡御への参加【①
④⑤】

・バニラ・エア五島社長・函館市工
藤市長 共同記者会見【③】

・ANA（チャーター便）「ワンワンフラ
イト」歓迎行事【③④】

・釧路空港ターミナルビル展望デッ
キ植栽事業【①②③④⑤】

・釧路空港ウェルカムフラワー事業
【①②③④⑤】

・はこだてくうこうキッズクリスマス
イベント【④】

・北海道教育大学附属函館小学校
函館PRポスター・チラシ展示【④】

・北海道外国人観光客再訪促進事
業 空港プロモーション【③⑤】

・空手函館オープン２０１６の開催
【④】

・こどもの日キッズイベントの開催
【④】

・平成28年度春の職域清掃活動
【⑤】

・釧路船漕ぎ大会写真コンテスト入
選作品展【④⑤】

・「漁～釧路の海と生きる」写真展
「釧路湿原自然再生事業」パネル
展【④】

・たんちょう釧路空港と阿寒湖畔の
アクセス強化検討会【②③⑤】

・そらフェスin釧路空港【①②③④
⑤】

・エゾシカ衝突事故マップの配付
【③】

・札幌（丘珠）線の臨時便の運航
【④】

・太宰府天満宮巨大絵馬と願いの
札の奉納【④】

・釧路ひがし北海道マップの配付
【①②③④⑤】

・たんちょう釧路空港「冬の利用促
進事業」【④⑤】

・AIR DO利用のお客様限定の札
幌発着日帰りバスツアー割引（継
続）【④】

・LCC連携5日間道東エリア特別企
画乗車券（継続）「ひがし北海道フ
リーパス」の発売【④】

・テナントオープン記念ウォークラ
リー【④】

・「WE LOVE HOKKAIDO シリーズ
2016」限定ユニフォーム着用イベン
ト【④】

・道内空港（国管理・共用空港）利
用促進担当者会議の実施【①】

・釧路空港国際化推進協議会幹事
会【③】

・道道釧路空港線植栽事業【①②
③④⑤】

・たんちょう釧路空港七夕イベント
【④】

・ANA伊丹線（季節便）運航歓迎行
事【⑤】

・JAL中部線（季節便）運航歓迎行
事【⑤】

・新千歳空港ビル国内線商業施設
リニューアルオープン5周年イベン
ト【④】

・中国東方航空 就航記念式典（新
千歳⇔南京 路線）【④】

・新千歳空港ターミナルビル内多
言語通訳システム導入【④】

・「空の日」「空の旬間」記念事業
【①②③④⑤】

・新千歳空港ターミナルビル「北海
道外国人観光案内所」開設【④⑤】

・新千歳空港運用時間「乗入制限」
の一部緩和【②】

・空港のバリアフリー教室【①②③
④⑤】

・JALチェックインカウンターのリ
ニューアル【④】



丘珠空港（札幌） 仙台空港 三沢空港 茨城空港（百里）

・那覇直行便運航セレモニー【④】

・航空貨物取扱施設整備【③】

・地ビールまつり【③】

・三沢アメリカンデー2016【①③】

・七夕フェスティバル【④】

・中学生の職場体験学習【④】

・空美ちゃん撮影講座イベント【④】

・クリスマスイベント【②③④⑤】

・お正月イベント【②③④⑤】

・書道パフォーマンス【②③④⑤】

・お琴のコンサート【②③④⑤】

・和装着付けイベント【②③④⑤】

○東京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28年度）
丘珠空港（札幌） 仙台空港 三沢空港 茨城空港（百里）

【平成２６年９月１８日設立】 【平成２１年４月２４日設立】 【平成２１年６月９日設立】 【平成２２年９月９日設立】

・平成２８年８月２日　協議会 ・平成２８年９月１３日　協議会 ・平成２８年５月２３日 ・平成２８年５月２６日

・平成２８年９月１３日 三沢空港振興会 利用促進等協議会

専門部会解散

・茨城空港開港7周年記念イベント
「茨城空港フェスタ2017」【②③④
⑤】

・茨城空港「空の日」イベント2016
【①②③④⑤】

・ハロウィンイベントin茨城空港【②
③④⑤】

・（仮称）石岡小美玉スマートICア
クセス道路整備事業起工式【③】

・科学フェスタin茨城空港【②③④
⑤】

・「茨城＝神戸」線増便記念キャン
ペーン【②③④⑤】

・梅まつりのパンフレット掲示【②
③④⑤】

・茨城空港スカイフリーフェスタ「わ
んぱく教室」【②③④⑤】

・茨城県利用者限定キャンペーン
【①②③④⑤】

・FDA・稚内チャーター運航時の歓
迎イベント【③】

・ジンエアー・済州チャーターの歓
迎イベント【③】

・ベトナム航空チャーター歓迎セレ
モニー【③】

・平成28年度道路里親茨城県知
事表彰【③】

ハロウィンフェスタ IN MISAWA
2016【③⑤】

・電動ゲート開放訓練及び安全パ
トロールの実施【②】

・三沢空港オリジナル商品の開発
【④】

・三沢空港利用促進事業の実施
【③⑤】

・バスロケーションサービス「バス
予報」実証開始【④】

東北地区

・三沢駅～青森空港間連絡タク
シー運行【④】

・丘珠空港産直市奥尻直送とロ
ビーコンサート、及び地域歴史講
座【④】

・仙台エアポートキッズフェスタ
2016【④】

・出前講座・施設見学の実施【①
②③④⑤】

・平成28年度国際交流イベント
「ジャパンデー」開催【⑤】

・三沢空港ターミナル写真コー
ナー設置【④】

・三沢空港駐車場無料化一周年
記念写真展開催【④】

・フライデーツアー（米軍三沢基地
内バスツアー＆市内散策ツアー）
【①③】

・大空のまち みさわスカイフェスタ
【⑤】

・丘珠空港産直市オホーツク・網
走・女満別直送、ロビーコンサート
及び寄席【④】

・札幌丘珠空港ビル開業25周年記
念！フォトコンテスト【④】

・札幌丘珠空港お正月生花アレン
ジメント教室【④】

○東京航空局管内における各空港等の取組状況一覧表（平成28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

〔1〕航空ネット
ワークの維持

関東地区

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

・FDAによる札幌丘珠-静岡今期
最終便に伴うお見送り等【③④】

・札幌丘珠空港ビル開業25周年記
念HACサーブ340Bで飛ぶ！札幌
上空遊覧飛行【④】

・丘珠空港産直市増毛直送とロ
ビーコンサート、及びマジック
ショー【④】

〔3〕空港利用
者便益の増進

〔4〕空港と地
域との交流促
進

協議会等の活
動状況

【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

・丘珠空港産直市稚内・利尻直送
とロビーコンサート、及び寄席の実
施【④】

・丘珠空港産直市静岡直送とロ
ビーコンサート、及び寄席の実施
【④】

・「空の日」札幌丘珠空港フェスタ
2016【⑤】

・丘珠空港産直市丘珠やさい直売
及びとロビーコンサート及び地域
歴史講座【④】

北海道地区

・丘珠空港理想促進PR活動その2
【③④】

・FDAによる札幌丘珠-静岡今期
最終便に伴うお見送り等【③④】

・「空の日」行事 第29回札幌航空
ページェント【⑤】

・空港お仕事体験「きっずわーく」
開催【④】

・丘珠空港理想促進PR活動【①②
③④⑤】

・2016年10月30日の共同引受開
始に伴う記念行事【③】

・札幌丘珠空港ビル開業25周年記
念ツアー！八戸・函館2日間の実
施【④】



新潟空港

・新潟空港利用促進PR活動【④⑤】

・駐車場ルーフの設置等【②】

・新潟空港施設見学【④⑤】

・七夕祭り【④】

・新潟空港夏フェスタ【③④】

○東京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28年度）
新潟空港

【平成２２年３月25日設立】
・平成２８年１２月２１日　第１回協議会

・平成２９年３月１４日　第２回協議会

○東京航空局管内における各空港等の取組状況一覧表（平成28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

協議会等の活
動状況

〔4〕空港と地
域との交流促
進

・公衆無線LANサービス『Niigata
City Wi-fi』の提供【③】

・新潟空港ウェルカムフラワー事業
【③】

・ファーイースタン航空『新潟-台北
線チャーター便』新規就航セレモ
ニー【②③④⑤】

・新潟空港HAPPYそらフェスタ
Winterの開催【③④】

・新潟空港セミナーの実施【①②③
④⑤】

【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

〔1〕航空ネット
ワークの維持

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

〔3〕空港利用
者便益の増進

・新潟空港における福岡県柳川市
の観光プロモーション【③】

・アルビレックス新潟台湾キャンプ
出発セレモニー【②③④⑤】

・春節に伴う訪日旅行者の歓迎イ
ベント【③】

・新潟空港空旅（そらたび）講座 韓
国編【③】

・親子ランウェイウォーク【①②③④
⑤】

・新潟空港ビル内に訪日外国人向
け観光案内所を試験的に設置【③】



（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長
交通政策部長
所長
支署長
支所長
所長
総合政策部航空局長
企画部長
総合政策部長
市民まちづくり局総合交通計画部空港担当部長

理事・事務局長
政策・企画部長
支店長
支店長
支店長
支店長
支店長
所長
事業・戦略本部ネットワーク・企画部長

ステーションヘッド

春秋航空日本（株） 空港所長

委員長
代表取締役社長
代表取締役社長
常務取締役
駅長
所長
常務理事
常務理事
事務局長
事務局長
常務理事
支部長
代表

新千歳空港ＡＯＣ

構成メンバー

（株）ＡＩＲＤＯ千歳空港支店

札幌入国管理局千歳苫小牧出張所
北海道

ジェットスター・ジャパン（株）

バニラ・エア（株）

新千歳空港許可車乗降所連絡協議会

（一財）空港環境整備協会新千歳事務所

（公社）北海道観光振興機構
（一社）千歳観光連盟

（一社）札幌レンタカー協会新千歳空港レンタカー協議会
（一社）北海道バス協会
（一社）日本旅行業協会北海道支部

千歳地区ハイヤー事業協同組合

苫小牧市
札幌市
北海道経済連合会

（株）フジドリームエアラインズ
Peach Aviation（株）

北海道空港（株）
千歳空港給油施設（株）
札幌国際エアカーゴターミナル（株）
北海道旅客鉄道（株）新千歳空港駅

北海道開発局札幌開発建設部千歳空港建設事業所

（一社）北海道商工会議所連合会
日本航空（株）千歳空港支店
全日本空輸（株）千歳空港支店
スカイマーク（株）千歳空港支店

函館税関千歳税関支署
小樽検疫所千歳空港検疫所支所

千歳市

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　新千歳空港利用者利便向上協議会　　　　　設立日：平成２１年４月１６日

組織名
新千歳空港事務所
北海道運輸局

１．協議会等の概要

新千歳空港

【専門部会等】

新千歳空港利用者利便向上協議会

ユニバーサルデザイン化推進部会

地域交流促進・「空の日」部会

ＣＳ・空港サービス向上推進部会

エコエアポート推進部会
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開催日

　①ユニバーサルデザイン化推進部会
　②地域交流推進・「空の日」部会
　③ＣＳ・空港サービス向上推進部会
　④エアエアポート推進部会

・新千歳空港における降雪事案を受けた改善策について

・国内線旅客ターミナルビル施設改修工事について

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
総務部長
交通政策部消費者行政・情報課長
副長
統括監視官
庶務課長
所長
総合政策部航空局参事
企画部空港・基地課長
総合政策部まちづくり推進室空港政策課長

JALｽｶｲ札幌総務業務部業務グループ長

ANA新千歳空港総務課マネジャー
総務課主任
業務グループリーダー
委員長
空港事業本部施設計画部調査役

副駅長

管理課長
事業運営本部空港事業グループ課長

事務局長

事務局長

事務局参事

営業局営業部次長

総務課長
開催日

平成29年2月10日　平成28年度第1回部会

役職
広域空港管理官
企画部空港政策課長
総合政策部まちづくり推進室空港政策課長

総務グループアシスタントマネジャー
ＡＮＡ新千歳空港総務課リーダー
支店長
業務グループリーダー
委員長
取締役総務部長

副駅長

総務課長
経営企画本部長
事務局長
営業局営業部次長
会長千歳航空協会

（一社）千歳観光連盟
新千歳空港レンタカー連絡協議会
（株）えんれいしゃ

北海道旅客鉄道（株）新千歳空港駅

全日本空輸（株）
スカイマーク（株）千歳空港支店

新千歳空港事務所
千歳市

開催状況
主な議題

バリアフリー教室について

　名　称　：地域交流推進・「空の日」部会　　　　　設立日：平成２１年５月１８日

構成メンバー

（一財）空港環境整備協会　新千歳事務所

（株）ＡＩＲＤＯ千歳空港支店
新千歳空港ＡＯＣ
北海道空港（株）

新千歳空港事務所

千歳市
苫小牧市
日本航空（株）

平成29年3月10日　平成28年度第1回協議会

・各部会の活動報告及び今後の予定について

・新立体駐車場新設工事について

組織名

日本航空（株）千歳空港支店

（一社）千歳観光連盟
千歳地区ハイヤー事業協同組合

新千歳空港レンタカー連絡協議会

（一社）北海道バス協会

（株）えんれいしゃ

（福）千歳市社会福祉協議会

組織名

開催状況

主な議題

苫小牧市

　名　称　：　ユニバーサルデザイン化推進部会　　　　　設立日：平成２１年４月１６日

構成メンバー

北海道旅客鉄道（株）新千歳空港駅

（一財）空港環境整備協会新千歳事務所

北海道運輸局
北海道開発局札幌開発建設部千歳空港建設事業所

全日本空輸（株）

（株）ＡＩＲＤＯ千歳空港支店
新千歳空港ＡＯＣ
北海道空港（株）

北海道

スカイマーク（株）千歳空港支店

函館税関千歳税関支署
小樽検疫所千歳空港検疫所支所
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所
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開催日
平成28年6月9日　平成28年度第1回部会

・平成28年度事業実施計画（案）について

役職
常務取締役
総務部総務課長
交通政策部交通企画課長
管理課長
庶務課長
所長
総合政策部航空局航空課国内航空グループ主査

総務業務部総務グループ長
総務部長
総務担当
業務グループリーダー
委員長
副駅長
次長
空港事業グループ課長
事務局長
事務局長
参事
事務局長
業務部業務課長
メディア営業局営業部長代理兼映画祭事務局担当次長

開催日
平成28年度につきましては、部会を開催
しておりません。

役職
施設部長
交通政策部 環境・物流課長

北海道開発局 札幌開発建設部 千歳空港建設事業所 副長
第一管区海上保安本部 千歳航空基地 整備長
千歳市 企画部 空港・基地課長
苫小牧市 総合政策部 まちづくり推進室 空港政策課長

日本航空㈱ 千歳空港支店 総務グループ長
全日本空輸㈱ 千歳空港支店 総務課リーダー
スカイマーク㈱ 千歳空港支店 総務課長代理
㈱AIRDO 千歳空港支店 業務グループリーダー
北海道空港㈱ 施設管理部 取締役

技術部長
取締役社長
駅長
次長
事業運営本部 空港事業グループ課長
空港事業本部 技術部兼機械部長
支店長
業務部 総務課長補佐
総務部 総務グループ長
機内食事業部長

日興美装工業㈱ 業務管理設備部長
㈱キャスト 調査役
㈱北海道興農社 環境事業部 環境衛生課 係長

開催日
平成29年2月3日　平成28年度第1回部会

貯雪ピットにおけるＢＯＤ対策の試行
ＧＰＵ使用拡大について
調整池の水質管理について

㈱エージーピー 千歳空港支店
千歳空港モーターサービス㈱
㈱JALグランドサービス札幌
㈱ホテルニュー王子

開催状況

主な議題
平成２７年度　新千歳空港環境レポート

平成２７年度　実績報告について
空港訪問者などの利用者人数把握の協力依頼

構成メンバー

組織名
新千歳空港事務所
北海道運輸局

千歳空港給油施設㈱
札幌国際エアカーゴターミナル㈱
北海道旅客鉄道㈱ 新千歳空港駅
（一財）空港環境整備協会 新千歳事務所
（一社）千歳観光連盟
セントラルリーシングシステム㈱

（株）えんれいしゃ

開催状況

主な議題

　名　称　：　エコエアポート推進部会　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２１年４月１６日

構成メンバー

組織名
北海道空港（株）
新千歳空港事務所

（一社）千歳観光連盟
千歳地区ハイヤー事業協同組合
新千歳空港レンタカー連絡協議会
（一社）北海道バス協会
新千歳空港許可車乗降所連絡協議会
セントラルリーシングシステム（株）

全日本空輸（株）千歳空港支店
スカイマーク（株）千歳空港支店
（株）ＡＩＲＤＯ千歳空港支店
新千歳空港航空会社運営協議会
北海道旅客鉄道（株）新千歳空港駅
（一財）空港環境整備協会新千歳事務所

北海道運輸局
函館税関千歳税関支署
小樽検疫所千歳空港検疫所支所
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所
北海道
日本航空（株）千歳空港支店

開催状況

主な議題
・平成27年度事業実施報告・監査報告について

　名　称　：ＣＳ・空港サービス向上推進部会　　　　　設立日：平成２１年４月１６日
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（２）地域の協議会の構成員

役職
会長
会頭
会頭
会頭
会頭
会長
代表幹事
会長
会長
会長
代表理事会長
会長
会長
支部長
会長
会長
会長
会長
代表取締役社長
代表取締役社長
執行役員北海道支社長
代表取締役社長
代表取締役社長
知事
市長
市長
市長
市長
会長
会長
所長（顧問）

開催日
平成28年5月27日　平成28年度総会

平成27年度収支決算報告について
平成28年度事業計画（案）について
平成28年度収支予算（案）について

新千歳空港事務所

開催状況

主な議題
平成27年度事業報告について

恵庭市
札幌市
千歳市
苫小牧市
北海道市長会
北海道町村会

（株）ＡＩＲＤＯ
札幌国際エアカーゴターミナル（株）
全日本空輸（株）
北海道空港（株）
北海道旅客鉄道（株）
北海道

新千歳空港建設促進期成会
（一社）日本旅行業協会北海道支部
北海道航空協会
（一社）北海道国際航空貨物運送協会
（公社）北海道国際交流・協力総合センター
（公社）北海道トラック協会

北海道経済同友会
（一社）北海道建設業協会
北海道商工会連合会
北海道中小企業団体中央会
ホクレン農業協同組合連合会
北海道農業協同組合中央会

　名　称　：新千歳空港国際化推進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和６２年７月３日

構成メンバー
組織名

北海道経済連合会
（一社）北海道商工会議所連合会

構成メンバー

札幌商工会議所
千歳商工会議所
苫小牧商工会議所
（公社）北海道観光振興機構
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
お客様感謝イベント ● 4

ＡＩＲ ＤＯ利用のお客様限定の札幌発着日帰りバスツアー割引（継続） ● 4

ＬＣＣ連携５日間道東エリア特別企画乗車券（継続）「ひがし北海道フリーパス」の発売 ● 4

テナントオープン記念ウォークラリー ● 4

お客様感謝イベント（子供の日・ニッコーデー　お見送りイベント） ● 4

「ＷＥ ＬＯＶＥ ＨＯＫＫＡＩＤＯ シリーズ ２０１６」限定ユニフォーム着用イベン
ト

● 4

道内空港（国管理・共用空港）利用促進担当者会議の実施 ● 1

★ 新千歳空港ビル国内線商業施設リニューアルオープン5周年イベント ● 4

ＪＡＬ七夕イベント ● 4

★ 新千歳空港ターミナルビル内多言語通訳システム導入 ● 4

★ 「空の日」「空の旬間」記念事業 ● 1,2,3,4,5

★ 新千歳空港ターミナルビル「北海道外国人観光案内所」の開設 ● 4,5

新千歳空港運用時間「乗入制限」の一部緩和 ● 2

★ 空港のバリアフリー教室 ● 1,2,3,4,5

ＡＩＲ ＤＯ ２０周年記念イベント ● 4

アイヌ民芸品展示会 ● 5

十勝産ししゃも試食＆即売会 ● 5

ＪＡＬチェックインカウンターのリニューアル ● 4

★ 外国人向けＰＲ ● 3,5

中国東方航空　就航記念式典（新千歳⇔南京　路線） ● 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。

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

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

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（新千歳空港）
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新千歳空港

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 北海道空港(株)

実施時期 平成２８年７月～１２月

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 北海道空港(株)

実施時期 平成２８年８月１日(月)～サービス開始

　

平成23年7月の国内線商業施設リニューアルオープンから5年が経過。
地元住民や空港利用者に新千歳空港の魅力を再認識・再発見していただくために、ま
た、継続的にお越しいただける空港を目指すために各種イベントを実施。

国内線及び国際線ターミナルビル内のインフォメーションカウンター全１０カ所に７言語
（英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語）に対応した多
言語通訳システムを導入し、急増する外国人観光客の利便性を図る取組を行ってい
る。

内容等

①新千歳空港ビル国内線商業施設リニューアルオープン５周年イベント

概要

内容等

②新千歳空港ターミナルビル内多言語通訳システム導入

概要

（３） 主な取組内容
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新千歳空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 新千歳空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２８年９月９日（金）～２３日（金）

　　　  飛行機(JAL)と綱引き(協力:JAL)　　　　　　　　　　機内食試食会＆お仕事体験　　

　　　　　　　早朝ランウェイウォーク　　　　　　　　　　　　　ＧＳＥ展示会＆業務見学ツアー　　　　

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 公益社団法人北海道観光振興機構、北海道空港(株)

実施時期 平成２８年１０月１２日(水)～

概要

内容等

地域住民の方々や空港利用者との交流促進のために「空の日」「空の旬間」事業と連携
して各種イベントを実施。

急増する訪日外国人旅行者の受入環境をより一層高めるために、国際線旅客ターミナ
ルビル２階到着ロビー内に「北海道外国人観光案内所（新千歳空港）」を設置。

内容等

④新千歳空港ターミナルビル「北海道外国人観光案内所」の開設

③「空の日」「空の旬間」記念事業

概要
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新千歳空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 主催：北海道運輸局、協力：新千歳空港利用者利便性向上協議会

実施時期 平成２８年１１月９日（水）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 公益財団法人北海道観光機構、北海道（共催）

実施時期 平成２９年２月２日（木）～９日（木）

内容等

⑤空港のバリアフリー教室

概要
国際線旅客ターミナルビル内において、視覚障害者疑似体験や車いす疑似体験等を通
じ、「心のバリアフリー」の大切さを学ぶためのバリアフリー教室を開催。

内容等

⑥外国人向けＰＲ

概要

北海道の魅力をインバウンド向けにＰＲしリピート誘引を促す取組を実施。
ターミナルビル内２階センタープラザにおいて、各種イベント（北海道シートマップに道内
の温泉地にマッピングした輪投げ大会、北海道各地の観光ＰＲ映像の放映（アイヌな
ど）、多言語観光パンフレットの配布、道内観光地ポスターの掲出）を開催。
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長
次長
築港課長、稚内港湾事務所長
地域政策課長
建設産業部長
常務取締役
所長
事務局長
専務理事

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
所長
首席運輸企画専門官
築港課長、稚内港湾事務所長

地域政策課長

建設産業部長

常務取締役
所長

開催日

役職
所長
所長
所長
地域政策課長
港湾課長
常務取締役
所長
事務局長
専務

開催状況
主な議題

　名　称　：地域交流推進・「空の日」部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２１年５月１８日

構成メンバー

稚内観光協会
次項へ

全日本空輸（株）稚内空港所
稚内商工会議所

組織名
稚内空港事務所
北海道運輸局旭川運輸支局（稚内庁舎）
北海道開発局稚内開発建設部

北海道宗谷総合振興局

稚内市

開催状況
主な議題

平成２８年５月２０日
稚内空港利用者利便向上協議会開催

・平成２８年度事業計画の承認
・空の日まつり２０１６の企画等に関する打ち合わせ

北海道開発局稚内開発建設部
北海道宗谷総合振興局
稚内市

稚内空港事務所
北海道開発局稚内開発建設部稚内港湾事務所
気象庁新千歳航空測候所稚内空港出張所
北海道宗谷総合振興局
稚内市建設産業部
稚内空港ビル（株）

稚内空港ビル（株）
全日本空輸（株）稚内空港所

組織名

　名　称　：　ユニバーサルデザイン化推進部会　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年５月１８日

構成メンバー

稚内空港ビル（株）
全日本空輸（株）稚内空港所
稚内商工会議所
稚内観光協会

構成メンバー

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　稚内空港利用者利便向上協議会　　　　　　 　　　　　設立日：平成２１年　５月１８日

組織名
稚内空港事務所
北海道運輸局旭川運輸支局（稚内庁舎）

１．協議会等の概要

稚内空港

【専門部会等】

稚内空港利用者利便向上協議会

ユニバーサル化推進部会

地域交流促進・「空の日」部会

エコエアポート推進部会
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所長

課長

所長

隊長

開催日

平成28年7月11日及び7月22日

役職
所長
所長
所長
港湾課長
常務取締役
所長
所長
課長
所長

開催日

（２）地域の協議会の構成員

役職
議員（顧問）

局長（顧問）、副局長、地域政策部長、

産業振興部長（各相談役）

市長（顧問）、副市長（相談役）、
政策調整部長、建設産業部長
港湾課長、観光交流課長（各参与）
村長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
町長（顧問）
議長（顧問）

会長（顧問）

部長（顧問）
所長（顧問）
会長（相談役）
事務局長（参与）
自然保護官（参与）
会頭（会長）
会長（副会長）
会長（副会長）
会長（副会長）
専務（副会長）
副会頭（副会長）
組合長（委員）

稚内商工会議所
稚内農業協同組合

次項へ

環境省稚内自然保護官事務所
稚内商工会議所
宗谷地区農業協同組合長会
宗谷管内漁業協同組合長会
北海道宗谷管内商工会連合会
宗谷観光連盟

北海道宗谷総合振興局

宗谷町村議会議長会

稚内開発建設部
稚内空港事務所
宗谷管内副町村長会
宗谷町村会

幌延町
中川町
稚内市議会

稚内市

構成メンバー

開催状況
主な議題

　名　称　：稚内空港高度利用協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和６１年２月１５日

稚内市建設産業部
稚内空港ビル（株）
全日本空輸（株）稚内空港所
日本通運（株）稚内空港営業所

（一財）航空保安協会稚内事務所

（株）セノン

開催状況

主な議題

稚内空港「空の日」まつり２０１６の開催内容及び事前準
備等について打ち合わせを実施。

　名　称　：　エコエアポート推進部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年５月１８日

構成メンバー

（オブザーバー）

日本通運（株）稚内空港営業所

藤石油（株）航空事業部

構成メンバー

組織名
北海道議会

豊富町
礼文町
利尻町
利尻富士町
遠別町
天塩町

猿払村
浜頓別町
中頓別町
枝幸町

藤石油（株）航空事業部
（一財）航空保安協会稚内事務所

組織名
稚内空港事務所
北海道開発局稚内開発建設部稚内港湾事務所
気象庁新千歳航空測候所稚内空港出張所
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組合長（委員）
組合長（委員）
組合長（委員）
副会長（委員）
会長（委員）
会長（委員）
社長（委員）
社長（委員）
稚内支店長（委員）
理事長（委員）
社長（委員）
社長（委員）
副会長（委員）
副会長（委員）
稚内支店長（委員）
稚内支所長（委員）
常務（委員）
理事長（委員）
稚内支店長（委員）
稚内支店長（委員）
専務理事（監事）
稚内支店長（監事）

開催日

（株）北海道銀行
（株）北洋銀行
稚内観光協会
ハートランドフェリー（株）

開催状況
主な議題

稚内商店会連合協議会
稚内観光物産協会
北海道漁業協同組合連合会
ホクレン農業協同組合連合会
稚内空港ビル（株）
稚内信用金庫

宗谷バス（株）
北都観光（株）
日本通運（株）
稚内ホテル旅館業組合
（株）稚内サンホテル
（株）稚内グランドホテル

構成メンバー

北宗谷農業協同組合
頓別漁業協同組合
利尻漁業協同組合
北海道宗谷管内商工会連合会
枝幸町観光協会
利尻富士町観光協会

11



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
ゴールデンウィーク期間中のこいのぼり・五月人形展示 ● 4

サイクルステーションの設置 ● 4

★ 稚内空港繁忙期利用者歓迎活動 ● 1,2,3,4,5

★ ＦＤＡチャーター初便お出迎え ● 3,5

豊富小学校空港見学 ● 4

北門神社　神輿渡御への参加 ● 1,4,5

ＡＮＡ東京便の大型化開始に伴う「初便歓迎のお出迎え」 ● 3,5

ＦＤＡ宗谷上空遊覧飛行 ● 4

稚内空港「空の日」まつり２０１６の開催 ● 1,2,3,4,5

ＡＮＡ（稚内）七夕イベント ● 4

ＦＤＡ稚内チャーター最終便の見送りセレモニー ● 3,5

小中学校対象空港見学・インターンシップ ● 4

赤い羽根募金共同募金　伝達式 ● 4

稚内東中学校 職場体験学習 ● 4

ＡＮＡ（稚内）クリスマス装飾 ● 4

★ 太宰府天満宮特大絵馬設置 ● 4

★ 稚内空港冬季利用者歓迎活動 ● 1,2,3,4,5

ひなまつり人形展示 ● 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。

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

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

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（稚内空港）
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稚内空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 稚内空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２８年６月１日（月）

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 稚内市、稚内観光協会

実施時期 平成２７年６月１日（月）

　

空港利用者を暖かく迎え、今後の道北観光の発展に繋げるため、ターミナルビル玄関
前に「氷ダルマ」を設置、花壇に花苗の植栽を実施して利用者歓迎活動を行った。

空港関係事業者等により到着出口前に氷ダルマを作成・設置及びビル前にの花壇に花
苗を植え、空港利用者歓迎活動を実施した。

ＦＤＡチャーター初便に合わせ、「出汁之介」と「りんぞうくん」と共に、搭乗客にパンフレッ
ト及びノベルティを配布し、お出迎えをした。また、歓迎セレモニーではパイロット及びＣ
Ａ、乗客代表に花束を贈呈した。

内容等

①稚内空港繁忙期利用者歓迎活動

概要

内容等

②ＦＤＡチャーター初便お出迎え

概要

（３） 主な取組内容
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稚内空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 全日本空輸(株)

実施時期 平成２８年１２月１４日～１月２４日

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 稚内空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２９年２月１０日（金）

概要

内容等

１階ＡＮＡカウンター横に特大絵馬を設置し、来港された方々に受験合格等の願い事を
専用願い札に書いてもらい、太宰府天満宮に奉納を行う。

空港利用者に宗谷地域の魅力を観光客にPRするため、稚内空港ターミナルビル横に
「巨大雪だるま」を設置するとともに、玄関前で「氷だるま」を制作し、多くの空港利用者
に北国の冬を感じていただいた。

内容等

④稚内空港冬季利用者歓迎活動

③太宰府天満宮特大絵馬設置

概要

14



（１）-②空港法協議会構成員

役職
支局長
築港課長、釧路港湾事務所長
所長
地域政策部長
水産港湾空港部長
事務局長
総務部長
釧根支所長
専務理事
専務理事
代表取締役社長
釧路空港所長
釧路支店長、釧路空港所長
釧路事務所長
専務理事
副会長
釧路・根室圏事務局長

開催日
平成28年11月15日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
総務課長
地域政策課長
港湾空港振興課長
総務部長
専務理事
専務理事
常務取締役
釧路空港所長
釧路空港所長

開催日

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　たんちょう釧路空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年　８月１１日

組織名
北海道運輸局釧路運輸支局
北海道開発局釧路開発建設部

構成メンバー

釧根地区レンタカー協会　

釧路町村会
釧路商工会議所
北海道商工会連合会
釧路観光連盟
（一社）釧路観光コンベンション協会
釧路空港ビル（株）

東京航空局釧路空港事務所
北海道釧路総合振興局
釧路市

釧路観光連盟

日本航空(株)
全日本空輸（株）
（一財）空港環境整備協会　
釧根地区ハイヤー協会　

主な議題
（一社）北海道バス協会　

開催状況
主な議題

（一社）釧路観光コンベンション協会
釧路空港ビル（株）　
日本航空(株)　
全日本空輸（株）　

開催状況 ・道内複数空港の一括民間委託の検討に係る経緯等説明

・北海道における空港運営戦略の推進

　名　称　：　幹事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年　８月１１日

構成メンバー

組織名
東京航空局釧路空港事務所
北海道釧路総合振興局地域政策部
釧路市水産港湾空港部
釧路商工会議所

１．協議会等の概要

釧路空港

【専門部会等】

たんちょう釧路空港利用者利便向上協議会

幹事会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
平成２８年度春の職域清掃活動 ● 5

★ ＡＮＡ（チャーター便）「ワンワンフライト」歓迎行事 ● ４，５

釧路空港ターミナルビル展望デッキ植栽事業 ● １，２，３，４，５

釧路空港ウェルカムフラワー事業 ● １，２，３，４，５

道道釧路空港線植栽事業 ● １，２，３，４，５

たんちょう釧路空港七夕イベント ● 4

ＡＮＡ伊丹線（季節便）運航歓迎行事 ● 5

ＪＡＬ中部線（季節便）運航歓迎行事 ● 5

釧路空港産直感謝市 ● 4

そらフェスin釧路空港 ● １，２，３，４，５

★ エゾシカ衝突事故マップの配付 ● 4

札幌（丘珠）線の臨時便の運航 ● 4

クリスマスツリーの展示 ● 4

釧路船漕ぎ大会写真コンテスト入選作品展 ● ４，５

「漁～釧路の海と生きる」写真展　「釧路湿原自然再生事業」パネル展 ● 4

太宰府天満宮巨大絵馬と願いの札の奉納 ● 4

★ 釧路ひがし北海道マップの配付 ● １，２，３，４，５

★ たんちょう釧路空港「冬の利用促進事業」 ● ４，５

釧路空港国際化推進協議会幹事会 ● 3

たんちょう釧路空港と阿寒湖畔のアクセス強化検討会 ● ● ２，３，５

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。

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

その他

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（釧路空港）
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釧路空港

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 釧路空港利用整備促進期成会、釧路市阿寒町行政センター

実施時期 平成２８年５月２０日（金）

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 釧路空港ビル(株)

実施時期 平成２８年１０月９日（日）～

　

①ＡＮＡ（チャーター便）「ワンワンフライト」歓迎行事

概要

内容等

②エゾシカ衝突マップの配付

概要

日本初の試みとしてＡＮＡセールスが企画した、ペット（愛犬）同伴ツアーが運航され釧
路空港へ到着されたお客様に粗品やパンフレットを配布し利用促進をＰＲした。

平成２８年１０月に釧路開発建設部から発行された「エゾシカ衝突事故マップ」を配付し、
空港利用者が慣れない道路で事故に遭わないよう注意喚起に努めた。

内容等

（３） 主な取組内容
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釧路空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 たんちょう釧路空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２９年１月２０日から通年

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 釧路空港利用整備促進期成会、釧路空港ビル(株)

実施時期 平成２９年１月３１日～３月２４日

③「釧路ひがし北海道マップ」の配付

概要

概要

内容等

たんちょう鶴をキラーコンテンツとして作成したパンフレットを使用し、構成員及び釧路圏
市町村等の協力の下、空港利用促進のためのPR活動を行うとともに、空港利用者への
情報提供及び利便の向上を図っていく。

釧路空港の利用促進を図るため、釧路空港ターミナルビル正面に、期間中ＬＥＤのイル
ミネーションで彩り、国内外の観光客等空港利用者の歓迎と地域住民へのＰＲを行う。

内容等

④たんちょう釧路空港「冬の利用促進事業」
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長
営業部長
所長
所長
所長
所長
支店長
支社長
ステーションマネージャー
函館空港担当
所長
専務理事
会長
会長
会長
築港課長、函館港湾事務所長
支局長
港湾空港部長
地域政策部長
専務理事
専務理事

開催日
　平成２９年度３月３０日（木）　

　第１０回函館空港利用者利便向上協議会　

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
環境・地域振興課長
営業部次長
所長
所長
所長
支店長
マネージャー
ステーションマネージャー
函館空港担当
築港課港湾計画官
函館港湾事務所第３工務課長
首席運輸企画専門官

　名　称　：　函館空港利用者利便向上協議会幹事会　　　　　　　 設立日：平成２２年　３月１０日

構成メンバー

中国東方航空有限公司札幌支店
北海道開発局函館開発建設部　
北海道開発局函館開発建設部
北海道運輸局函館運輸支局

次頁へ

天津航空有限公司日本支社
タイガーエア台湾函館空港

東京航空局函館空港事務所

（一社）函館国際観光コンベンション協会
函館商工会議所

開催状況

主な議題
　・Ｈ２８年度協議会事業報告

　・Ｈ２９年度協議会事業計画（案）

　・空港運営の民間委託について

タイガーエア台湾函館空港

函館空港ビルデング（株）
全日本空輸（株）函館空港所
日本航空（株）函館空港所
（株）大韓航空函館空港事務所
エバー航空函館空港支店

組織名

北海道運輸局函館運輸支局
函館市　
北海道渡島総合振興局　

日本航空（株）函館空港所

（一社）函館地区ハイヤー協会
函館地区バス協会
函館地区レンタカー協会
函館空港民間駐車場協議会

構成メンバー

北海道開発局函館開発建設部　

（株）大韓航空函館空港事務所
エバー航空函館空港支店
天津航空有限公司日本支社

（株）ＡＩＲＤＯ函館空港所

中国東方航空有限公司札幌支店
（一財）空港環境整備協会函館事務所

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　函館空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２２年　３月１０日

組織名
東京航空局函館空港事務所
函館空港ビルデング（株）
全日本空輸（株）函館空港所

１．協議会等の概要

函館空港

【専門部会等】

函館空港利用者利便向上協議会

函館空港利用者利便向上協議会幹事会

函館空港利用者利便向上協議会ＣＳ部会
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港湾空港振興課長
地域政策課主査
事業課長
総務課長

開催日

役職
営業部長
所長
所長
所長
支店長
環境・地域振興課長

開催日

（２）地域の協議会の構成員

役職

局長
局長
市長
議長
市長
議長
会頭
会長
会長
会長
代表取締役社長
会長
会長
会長
会長
会頭
会長
会長

開催日

　名　称　：　函館空港利用者利便向上協議会CS部会　　　　　　　 設立日：平成２６年６月６日

構成メンバー

開催状況

主な議題

　名　称　：函館空港振興協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成１５年　７月２３日

構成メンバー

函館市港湾空港部
北海道渡島総合振興局地域政策部
（一社）函館国際観光コンベンション協会

開催状況

主な議題
函館商工会議所

森商工会議所
北海道渡島管内商工会連合会
北海道檜山管内商工会連合会

開催状況
主な議題

構成メンバー

組織名

北海道渡島総合振興局

（一社）函館国際観光コンベンション協会
函館空港ビルデング（株）
渡島町村会
渡島町村議会議長会
檜山町村会
檜山町村議会議長会

北海道檜山振興局
函館市
函館市議会
北斗市
北斗市議会
函館商工会議所
函館市亀田商工会
函館東商工会

東京航空局函館空港事務所

組織名
函館空港ビルデング（株）
全日本空輸（株）函館空港所
日本航空（株）函館空港所
（株）ＡＩＲＤＯ函館空港所
エバー航空函館空港支店
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
顔出しパネル設置 ● ● 4

★ 空手函館オープン２０１６の開催 ● 4

こどもの日キッズイベントの開催 ● 4

国内線２階売店入口パネル、国内線・国際線歓送歓迎看板の入替 ● 4

函館空港ビアガーデンの開催 ● ● 4

函館空港七夕飾りの設置 ● ● 4

★ 函館空港出前講座の実施 ● １，２，３，４，５

江差姥神大神宮渡御祭　山車「加藤清正公」の展示 ● ● 4

★ 函館港まつり　ワッショイはこだて参加 ● 5

★ 函館エアポートフェスタ２０１６ ● １，２，３，４，５

バニラ・エア五島社長・函館市工藤市長　共同記者会見 ● 3

★ ＪＡＬ　ＢＥＬＬ　ＳＴＡＲ　ミュージック演奏会 ● ● 4

はこだてくうこうキッズクリスマスイベント ● ● 4

北海道教育大学附属函館小学校　函館ＰＲポスター・チラシ展示 ● ● 4

お正月餅つきイベント ● ● 4

★ 北海道外国人観光客再訪促進事業　空港プロモーション ● ３，５

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。

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

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

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（函館空港）
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函館空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 函館空港ビルデング(株)

実施時期 平成２８年５月３日（火）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 函館空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２８年７月１３日（水）、９月５日（月）、９月１６日（金）

　

内容等

国内線ターミナルビル３階Ｈａｋｏ Ｄａｋｅ Ｈａｌｌ（ハコダケホール）にて幼児から小学生によ
る空手の演出やショーアップを実施。

①空手函館オープン２０１６の開催

概要

内容等

②函館空港出前講座の実施

概要
地域の小学校５年生を対象とした講義及びエアライン機の機体見学や施設見学の実
施。

（３） 主な取組内容
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函館空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 函館空港運営推進委員会

実施時期 平成２８年８月３日（水）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 函館空港「空の日」実行委員会

実施時期 平成２８年９月３日（土）

概要

内容等

④函館エアポートフェスタ２０１６

内容等

③函館港まつり　ワッショイはこだて参加

概要
函館市最大のイベント「函館港まつり」ワッショイはこだてサマーカーニバルの部への参
加。

ステージイベント、物販飲食屋台、航空イベントなど。
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地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 日本航空(株)

実施時期 平成２８年１２月２日（金）

〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 公益社団法人北海道観光振興機構・北海道（共催）

実施時期 平成２９年１月２３日（月）～１月３０日（月）

内容等

内容等

⑤ＪＡＬ ＢＥＬＬ ＳＴＡＲ ミュージック演奏会

概要
国内線ターミナルビル３階Ｈａｋｏ Ｄａｋｅ Ｈａｌｌ（ハコダケホール）にて、日本航空現役客室
乗務員で構成されたＪＡＬベルスター２０１６によるミュージック演奏会の実施。

⑥北海道外国人観光客再訪促進事業　空港プロモーション

概要
国内線ターミナルビル１階中央ロビーにおいて、北海道を訪れる外国人観光客を対象
に、閑散期の観光情報や道央圏外の魅力のプロモーションを実施。
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
交通政策部長
札幌開発建設部長
千歳空港建設事業所長
航空局長
都市計画担当局長
代表取締役　社長
丘珠空港所長
丘珠空港支店長
専務理事
会長
執行役員　札幌事業部長
代表取締役　社長
会長
代表取締役　社長
所長

開催日
平成２８年８月２日　第２回協議会開催

主な議題
利用促進等活動報告及び計画について

北海道開発局

東京航空局　丘珠空港事務所

北海道開発局札幌開発建設部
北海道総合政策部
札幌市市民まちづくり局

開催状況

札幌丘珠空港ビル（株）
（株）北海道エアシステム
（株）フジドリームエアラインズ
札幌商工会議所
（一社）札幌観光協会

北都交通（株）
（一社）札幌ハイヤー協会
（株）日本空港コンサルタンツ

北海道中央バス（株）

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　札幌飛行場（丘珠空港）利用者利便向上協議会　　設立日：平成２６年９月１８日

構成メンバー

組織名
北海道運輸局

１．協議会等の概要

丘珠空港

札幌飛行場（丘珠空港）利用者利便向上協議会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
丘珠空港産直市稚内・利尻直送とロビーコンサート、及び寄席の実施 ● 4

丘珠空港産直市静岡直送とロビーコンサート、及び寄席の実施 ● 4

「空の日」行事　第２９回札幌航空ページェント ● 5

★ 空港お仕事体験「きっずわーく」開催 ● 4

丘珠空港産直市奥尻直送及びロビーコンサート、及び地域歴史講座 ● 4

★ 札幌丘珠空港ビル開業２５周年記念ＨＡＣサーブ３４０Ｂで飛ぶ！札幌上空遊覧飛行 ● 4

丘珠空港産直市増毛直送及びロビーコンサート、及びマジックショー ● 4

「空の日」札幌丘珠空港フェスタ　２０１６ ● 5

丘珠空港産直市丘珠やさい直売及びロビーコンサート及び地域歴史講座 ● 4

ＦＤＡによる札幌丘珠－静岡今期最終便に伴うお見送り等 ● ３，４

２０１６年１０月３０日の共同引受開始に伴う記念行事 ● 3

丘珠空港産直市オホーツク・網走・女満別直送、ロビーコンサート及び寄
席

● 4

札幌丘珠空港ビル開業２５周年記念！フォトコンテスト ● 4

札幌丘珠空港お正月生花アレンジメント教室 ● 4

★ 札幌丘珠空港ビル開業２５周年記念ツアー！八戸・函館２日間の実施 ● 4

★ 丘珠空港利用促進ＰＲ活動 ● １，２，３，４，５

★ 丘珠空港利用促進ＰＲ活動（その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。

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

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

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（丘珠空港）
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丘珠空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 札幌丘珠空港ビル（株）

実施時期 平成２８年７月２８日（木）

　　　　　航空会社カウンター業務体験　　　　 　　　　　    　ヘリコプター操縦士体験

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 札幌丘珠空港ビル（株）、北海道エアシステム

実施時期 平成２８年８月９日（火）

　

　　　　　　　　　　　航空教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出発前集合写真

　　　　　　機内からみた札幌市上空

内容等

①空港仕事体験「きっずわーく」開催

概要

内容等

②札幌丘珠空港ビル２５執念記念ＨＡＣサーブ３４０Ｂで飛ぶ！札幌上空遊覧飛行

概要

小学生による、空港での疑似仕事体験

札幌丘珠空港ビル(株)開業２５周年記念及び(株)北海道エアシステム（ＨＡＣ）のハック
の日（８月９日）に合わせて、札幌上空飛行遊覧及び航空教室の開催。参加費用は無
料。

（３） 主な取組内容
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丘珠空港

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 札幌丘珠空港ビル(株)

実施時期 平成２８年１２月１４日（水）より募集開始　旅行期間：平成２９年２月の毎週土日一泊二日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集パンフレット

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 札幌飛行場（丘珠空港）利用者利便向上協議会

実施時期 平成２９年３月１８日（土）～２２日（日）

概要

内容等

札幌丘珠空港ビル(株)が、平成４年２月２１日に開業してから平成２９年で開業２５周年
を迎えることから、当空港発着の三沢（八戸）と函館便（共にＪＡＬ便）及び北海道新幹線
を活用した記念ツアーを実施。

丘珠空港の利便性、丘珠空港の路線や利便性のＰＲ活動実施
（地下鉄車内中吊り広告を掲載）

③札幌丘珠空港ビル開業２５周年記念ツアー！ 八戸・函館２日間の実施

概要

内容等

④丘珠空港利用促進ＰＲ活動
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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 札幌丘珠空港ビル(株)及び札幌市

実施時期 内容を参照

⑤丘珠空港利用促進ＰＲ活動（その２）

概要
丘珠空港の利便性、丘珠空港の路線や利便性のＰＲ活動実施
（詳細は内容等を参照）

内容等

実施時期：Ⅰ平成２９年３月１１日（土）～１９日

（日）

Ⅱ平成２９年３月１１日（土）～２４日

（金）

Ⅲ平成２９年３月２３日（木）発行

取組内容：Ⅰ札幌地下歩行空間（チカホ）に大型

壁
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長
代表取締役社長
代表取締役社長
所長
所長
運航サポート部長
所長
仙台空港代表者
交通企画課長
先任建設管理官
所長
分校長
空港臨空地域課長
国際プロモーション課長
政策企画課長
政策企画課長
仙台空港駅長
所長
会長
常務理事
事務局長
会長
会長
専務理事

開催日
平成２８年９月１３日　協議会開催

・交通部会からの報告
・出前講座・施設見学の実施について

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
所長
代表取締役社長
交通企画課長
政策企画課長
所長
事務局長
会長

日本航空（株）仙台空港所
全日本空輸（株）仙台空港所

東北運輸局交通政策部
東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所
航空保安大学校岩沼研修センター

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　仙台空港利用者利便向上協議会　　　　　　 設立日：平成２１年　４月２４日

組織名
国土交通省東京航空局仙台空港事務所
仙台空港ビル（株）
仙台エアカーゴターミナル（株）

（公社）宮城県バス協会

（独）航空大学校仙台分校
宮城県土木部
仙台市経済局国際経済・観光部
名取市総務部

仙台空港鉄道（株）
（一財）空港環境整備協会仙台事務所
仙台小型機協議会

構成メンバー

岩沼市総務部

ＩＢＥＸエアラインズ（株）
（株）ＡＩＲＤＯ
Peach Aviation（株）

組織名
国土交通省東京航空局仙台空港事務所
仙台空港ビル（株）
東北運輸局交通政策部

（一財）空港環境整備協会仙台事務所
（公社）宮城県観光連盟

構成メンバー

仙台空港レンタカー協議会

岩沼市総務部

仙台商工会議所
（公社）宮城県観光連盟

次項へ

　名　称　：　交通部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２６年　６月３０日（平成２８年９月１３日解散）

仙台空港レンタカー協議会
仙台空港構内タクシー協会

開催状況

主な議題
・規約の改正について

・関係機関からの活動状況報告

１．協議会等の概要

仙台空港

【専門部会等】

仙台空港利用者利便向上協議会

交通部会
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会長
専務理事

開催日

（２）地域の協議会の構成員

役職
会頭、副会頭（役員）
副知事（役員）
副市長（役員）
会長（役員）
会長（役員）
衆・参議院議員、宮城県知事、市長等

宮城県議会議員、国家機関の長等
航空会社他
地元商工会、協同組合、協議会他

開催日

構成メンバー

（幹事）２７機関
（会員）１１５機関

組織名
仙台商工会議所
宮城県
仙台市
宮城県商工会連合会
宮城県中小企業団体中央会
（顧問）３０機関
（参与）１５機関

　名　称　：仙台空港国際化利用促進協議会　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和５７年６月２８日

構成メンバー

開催状況
主な議題

仙台空港構内タクシー協会
（公社）宮城県バス協会

開催状況

主な議題
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 仙台エアポートキッズフェスタ２０１６ ● 4

★ 出前講座・施設見学の実施 ● 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。

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

その他

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（仙台空港）
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仙台空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 仙台国際空港（株）

実施時期 平成２８年４月２日（土）～４月３日（日）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 仙台空港利用者利便向上協議会

実施時期 通年

　

ローカルヒーローやご当地キャラクター・ハローキティーショーなどがターミナルビル１階
センタープラザで行われた。また、翌日には、俳優の藤岡弘氏によるトークショーが実施
され、宮城県出身の漫画家、石ノ森章太郎の作品である仮面ライダー１号の映画の話
など空港旅客の他、地元のファンや家族連れが多数集まり賑わった。

出前講座４講座、施設見学９コースを設定し、希望者に対し、出前講座、施設見学を実
施。

内容等

①仙台エアポートキッズフェスタ２０１６

概要

内容等

②出前講座・施設見学の実施

概要

（３） 主な取組内容
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
空港長
所長
首席運輸企画専門官
交通政策課副参事
政策調整課長
事務局長
代表取締役専務
マネージャー
所長

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
空港長
所長
首席運輸企画専門官
交通政策課副参事
政策調整課長
事務局長
代表取締役専務
マネージャー
所長

開催日

役職
空港長
所長
首席運輸企画専門官
交通政策課副参事
政策調整課長
事務局長
代表取締役専務
マネージャー

三沢空港事務所
東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所
東北運輸局青森運輸支局
青森県企画政策部
三沢市政策財政部

開催状況
主な議題

開催状況
主な議題

　名　称　：　ユニバーサルデザイン推進委員会　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成21年6月9日

三沢市商工会
三沢空港ターミナル（株）
日本航空（株）青森支店
三八五観光（株）三沢空港営業所

三沢市政策財政部
三沢市商工会

構成メンバー

三沢空港ターミナル（株）
日本航空（株）青森支店

次項へ

組織名
三沢空港事務所
東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所
東北運輸局青森運輸支局
青森県企画政策部

　名　称　：エコエアポート協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成21年6月9日

三沢市商工会
三沢空港ターミナル（株）
日本航空（株）青森支店
三八五観光（株）三沢空港営業所

構成メンバー

組織名

東北運輸局青森運輸支局
青森県企画政策部
三沢市政策財政部

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　三沢空港利用者利便向上協議会　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成21年6月9日

組織名
三沢空港事務所
東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所

構成メンバー

１．協議会等の概要

三沢空港

【専門部会等】

三沢空港利用者利便向上協議会

ユニバーサルデザイン推進委員会

エコエアポート協議会

34



構成メンバー 所長

開催日

（３）地域の協議会の構成員

役職
市長
副市長
企画政策部長
市長
市長
代表取締役専務
町長
村長
町長
町長
町長
町長
町長
町長

村長

支店長
空港長（オブザーバー）

開催日

東京航空局三沢空港事務所

開催状況

主な議題

三八五観光（株）三沢空港営業所

開催状況

主な議題

　名　称　：三沢空港振興会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成14年5月27日

六戸町
横浜町
東北町

構成メンバー

東通村

日本航空（株）青森支店

三沢空港ターミナル（株）
おいらせ町
六ケ所村
平内町
野辺地町
七戸町

組織名
三沢市
八戸市
青森県
十和田市
むつ市
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
平成２８年度国際交流イベント「ジャパンデー」開催 ● 5

三沢空港ターミナル写真コーナー設置 ● 4

★ 三沢アメリカンデー２０１６ ● １，３

三沢空港駐車場無料化一周年記念写真展開催 ● 4

★ フライデーツアー（米軍三沢基地内バスツアー＆市内散策ツアー） ● １，３

大空のまち　みさわスカイフェスタ ● 5

ハロウィンフェスタ　ＩＮ ＭＩＳＡＷＡ ２０１６ ● ３，５

電動ゲート開放訓練及び安全パトロールの実施 ● 2

★ 三沢空港オリジナル商品の開発 ● 4

★ 三沢空港利用促進事業の実施 ● ３，５

★ バスロケーションサービス「バス予報」実証開始 ● 5

三沢駅～青森空港間連絡タクシー運行 ● 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。

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

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

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（三沢空港）
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三沢空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 三沢市、米軍三沢基地

実施時期 平成２８年６月５日（日）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 三沢市、米軍三沢基地

実施時期 平成２８年４月～１２月

　

①三沢アメリカンデー２０１６

概要

内容等

②フライデーツアー（米軍三沢基地内バスツアー＆市内散策ツアー）

概要

第２８回『三沢アメリカンデー』が開催された。

米軍三沢基地内に住む外国人に日本文化をしようと開催されるジャパンデー。その返
礼として平成元年から始まったのがアメリカンデーです。日米のボランティアスタッフが
参加し、第２８回目となる平成２８年度も市内外から約８万人の来場者が詰めかけ、アメ
リカ文化を楽しんだ。

内容等

米軍三沢基地の協力により、月に一度の基地内見学ツアーが開催された。

三沢市役所から米軍のバスに乗り、米軍三沢基地内を約２時間見学します。基地見学
のあとは、２時間ほど三沢市中心市街地のおすすめスポットをご案内します。

（３） 主な取組内容
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三沢空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 三沢空港ターミナル(株)

実施時期 平成２８年１２月上旬～平成２９年１月下旬

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 三沢市、三沢空港振興会、三沢市空港利用促進期成会

実施時期 平成２９年１月上旬～平成２９年２月上旬

概要

内容等

三沢市では、三沢空港振興会又は三沢空港支援団体等が企画協力するツアーの実施
に対して、空港利用促進を図るべく支援を実施。

④三沢空港利用促進事業の実施

２００５年に観光用として弘前市のリンゴ農家から成木をもらい受け植樹。空港の緑地帯
など３カ所でフジなど約５０本育てており、数年前まで地元幼稚園児の受粉、収穫体験
などに活用していた。今回は植樹から１０年余が経過したことを記念して企画。市内の
ベーカリー「ピクニック」が商品化した。

内容等

③三沢空港オリジナル商品の開発販売

概要
三沢空港ターミナルは、運営する空港ビル２階売店で、敷地内に植樹されたリンゴの果
実を使ったオリジナルパン「空港リンゴ１０ｔｈ」の販売を開始。
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三沢空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 十和田観光電鉄(株)

実施時期 平成２９年２月１日（水）～４月３０日（日）

内容等

バスロケーションシステムの導入による利便性向上及びバス乗降客の利用増加などの
効果測定を目的とするものである。

⑤バスロケーションサービス「バス予報」実証実験開始

概要
三沢－十和田方面のバスを運行している十和田観光電鉄株式会社により、スマートフォ
ンを活用したバスロケーションサービスの実証実験を実施。

39



（１）-②空港法協議会構成員

役職
※　役職指定せず

開催日

（２）地域の協議会の構成員

役職
知事

小美玉市 市長
市長

議長

議長

議長
議員
議員
議員

開催日
平成２８年５月２６日　総会開催開催状況

主な議題
２７年度事業報告、２７年度歳入歳出決算、２８年度事業
計画案、２８年度歳入歳出予算案、役員改選　他

構成メンバー

開催状況
主な議題

　名　称　：茨城空港利用促進等協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：平成２２年６月２６日

構成メンバー

組織名

茨城県内４４市町村議会
茨城県、栃木県、群馬県内５８団体
３９８企業

茨城県

水戸市

茨城産業会議

石岡市議会

行方市議会
衆議院

茨城県企画部空港対策課
小美玉市産業経済部空港対策課
（財）茨城県開発公社　空港ビル管理事務所

参議院
茨城県議会
茨城県内４４市町村

スカイマーク（株）空港本部茨城空港支店
春秋航空公司　茨城支社
（一社）百里地域振興協議会
東京航空局百里空港事務所

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　百里飛行場（茨城空港）利用者利便向上協議会　　 設立日：平成２２年　９月　９日

組織名
関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所
関東運輸局茨城運輸支局

１．協議会等の概要

茨城空港

百里飛行場（茨城空港）利用者利便向上協議会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
那覇直行便運航セレモニー ● 4

航空貨物取扱施設整備 ● 3

★ 茨城空港スカイスリーフェスタ「わんぱく教室」 ● ２，３，４，５

★ 茨城県利用者限定キャンペーン ● １，２，３，４，５

ＦＤＡ・稚内チャーター運航時の歓迎イベント ● 3

七夕フェスティバル ● 4

ジンエアー・済州チャーターの歓迎イベント ● 3

中学生の職場体験学習 ● 4

ベトナム航空チャーター歓迎セレモニー ● 3

地ビールまつり ● 3

平成２８年度道路里親茨城県知事表彰 ● 3

★ 空美ちゃん撮影講座イベント ● 5

茨城空港「空の日」イベント２０１６ ● １，２，３，４，５

ハロウィンイベントｉｎ茨城空港 ● ２，３，４，５

（仮称）石岡小美玉スマートＩＣアクセス道路整備事業起工式 ● 3

★ 科学フェスタｉｎ茨城空港 ● １，２，３，４，５

「茨城＝神戸」線増便記念キャンペーン ● ２，３，４，５

クリスマスイベント ● ２，３，４，５

お正月イベント ● ２，３，４，５

書道パフォーマンス ● ２，３，４，５

お琴のコンサート ● ２，３，４，５

梅まつりのパンフレット掲示 ● ２，３，４，５

和装着付けイベント ● ２，３，４，５

茨城空港開港７周年記念イベント「茨城空港フェスタ２０１７」 ● 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。

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

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

（２） 総括表

２．平成２８年度における利用促進取組状況（茨城空港）
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茨城空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 小美玉市茨城空港利用促進等協議会、小美玉市観光協会

実施時期 平成２８年５月２８日（土）、２９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 茨城空港利用促進等協議会

実施時期 平成２８年６月１日（水）～１２月３０日（金）

　

内容等

茨城空港公園航空広場などで、小学３～６年生を対象に、職人体験ができる催しを開
催。

完全予約制の「予約コース」と当日の申込みで参加できる「いきなりコース」と２種類用意
され、建築鉄板職人・和裁職人・畳づくり・陶芸・アナウンサー・リハビリ・消防士・ショベ
ルカー操縦・キャンドルやアロマ・ネイリスト体験・熱気球搭乗体験・スカイマークの子供
制服試着・フライトシュミレーターの体験などができるスペースが設けられた。子供たち
に普段なかなか出来ない貴重な体験（チャレンジ）を通して、子供たちの興味・関心・可
能性を伸ばす場所となった。
その他、百里基地のＰＲ・小美玉マルシェ・ご当地グルメの販売等が行われるなど、家族
で楽しめるイベントとなり、地域の活力向上、空港と地域の交流促進につながった。
翌日には、茨城空港の隣にある、空のえき「そらら」でも、よさこいソーラン祭りが開催さ
れ、茨城空港周辺ではたくさんの人達が集まり、賑わっていた。

キャンペーン期間中に、茨城空港発着の航空便を往復利用した県外住居者を対象に、
茨城空港ターミナルビルで使える２，０００円の利用券を、毎月３００名に抽選で当たる
キャンペーンを実施。

①茨城空港スカイスリーフェスタ「わんぱく教室」

概要

内容等

②茨城県外利用者限定キャンペーン

概要

（３） 主な取組内容
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地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 羽田タートルサービス(株)

実施時期 平成２８年８月２６日（金）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 茨城空港利用促進等協議会、羽田タートルサービス(株)

実施時期 平成２８年１１月２３日（水）

概要
空港利用促進、空港ＰＲの一環として航空機専門の写真家を招き、女性を対象とした撮
影会・撮影講座が開催された。参加者は茨城県内の人だけでなく、他県からの参加者も
多かった。

③空美ちゃん撮影講座イベント

概要
小中学生に空港や飛行機を身近に感じてもらうイベントとして「科学フェスタｉｎ茨城空
港」がターミナルビル１階のロビーで開催。

内容等

ペットボトルロケット工作及び実射、紙飛行機及びブーメラン簡単工作、Ｐｅｐｐｅｒの実践
プログラミング教室、ナノ戦隊スマポレンジャーによる実験でも＆ゲームなど様々な企画
が行われた。イベントは小中学生優先のものもありましたが、誰でも参加できるため、親
子で楽しんでもらえる内容になっており、工作している子供達だけでなく、大人達も真剣
に作業したり、実験なども食い入るように見ていた。

内容等

④科学フェスタｉｎ茨城空港
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（１）-②空港法協議会構成員
　名　称　：　新潟空港利用者利便向上協議会　　　　　　 　　　　　　　　　　　設立日：平成２２年３月２５日

役職

東京航空局新潟空港事務所 空港長
北陸信越運輸局交通政策部 部長
北陸信越運輸局観光部 次長
北陸地方整備局　新潟港湾・空港整備事務所 所長
東京税関新潟税関支署新潟空港出張所 所長
東京入国管理局新潟出張所 統括審査官
新潟検疫所新潟空港出張所 所長
新潟県交通政策局 空港課長
新潟市都市政策部 空港課長
新潟空港ビルディング（株） 取締役総務部長
（一財）空港環境整備協会新潟事務所 所長
日本航空（株）新潟空港所 所長
全日本空輸（株）新潟空港所 所長
(株)フジドリームエアラインズ （株）新潟空港支店 支店長
大韓航空(株)新潟空港事務所 所長
中国東方航空公司新潟支店 支店長
中国南方航空股分有限公司新潟支店 支店長
新潟航空サービス（株） 常務取締役
新潟交通（株） 部長
（公社）新潟県バス協会 事務局長
新潟市ハイヤータクシー協会 専務理事

開催日
平成28年12月21日　　第１回協議会開催 ・２８年度活動計画に基づく報告事項及び検討事項の協議等
平成29年 3月14日　　第２回協議会開催 ・航空利用者の利便向上、２９年度協議会活動計画の検討等

（１）-③空港法協議会　専門部会等
　名　称　：　専門部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２３年１０月２５日

役職
東京航空局新潟空港事務所 広域空港管理官、総務課長、専門官、主査

北陸信越運輸局交通政策部交通企画課 専門官
北陸信越運輸局観光部観光企画課 課長補佐
北陸地方整備局港湾空港部港湾計画課 課長補佐
北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所 係長
東京税関新潟税関支署新潟空港出張所 所長
新潟県交通政策局空港課 政策企画員
新潟市都市政策部空港課 主幹
新潟空港ビルディング（株）総務部 副部長

次頁へ

（１）-①空港法協議会組織図

構成メンバー

組織図

開催状況
主な議題

組織名

組織名

構成メンバー

新潟空港利用者利便向上協議会

交通部会

１．協議会等の概要

新潟空港

【専門部会等】
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（一財）空港環境整備協会新潟事務所 所長
日本航空（株）新潟空港所 所長
全日本空輸（株）新潟空港所 所長
(株)フジドリームエアラインズ新潟空港支店 支店長
大韓航空(株)新潟空港事務所 所長
中国東方航空公司新潟支店 支店長
中国南方航空股分有限公司新潟支店 支店長
新潟航空サービス（株）／新潟交通(株) 部長／課長
（公社）新潟県バス協会 事務局長
新潟市ハイヤータクシー協会 専務理事

開催日
平成28年 7月28日　　第１回専門部会開催 航空機利用者利便向上検討等
平成28年11月29日    第２回専門部会開催 航空機利用者利便向上検討等
平成29年 2月16日　　第３回専門部会開催 空港利用者利便向上検討、空港内外の分かりやすい案内表示の検討等

（２）-①地域の協議会の構成員
　名　称　：新潟空港整備推進協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和４９年５月３１日

役職
新潟県 知事
新潟市 市長
新潟商工会議所 会頭
新潟県議会 議長
新潟市議会 議長
新潟航空路活性化協議会 会長
（株）新潟日報 代表取締役社長
新潟交通（株） 代表取締役社長

新潟空港ビルデイング（株） 代表取締役社長

（一財）新潟経済社会リサーチセンター 理事長
（株）第四銀行 取締役頭取
（一社）新潟港湾振興協会 専務理事
日本航空（株）新潟支店 支店長
全日本空輸（株）新潟支店 支店長
大韓航空（株）新潟支店 支店長
（一社）日本旅行業協会関東支部新潟県地区委員会 委員長
（株）リンコーコーポレーション　 代表取締役社長
など１３３団体

開催日
平成２８年４月２７日　第１回幹事会　など 平成27年度決算見込み、平成28年度予算編成等々協議

平成２８年７月１９日　通常総会 平成27年度事業報告並びに収支決算報告　など

　名　称　：新潟航空路活性化協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設立日：昭和６０年１２月１７日
役職

新潟交通（株） 参与
（株）新潟日報 代表取締役社長
日本通運（株）新潟航空支店 支店長
（一社）日本旅行業協会関東支部新潟県地区委員会 委員長
新潟市ハイヤー・タクシー協会 会長
日本航空（株）新潟支店 支店長
全日本空輸（株）新潟支店 支店長
（一社）新潟県建設業協会 会長
新潟交友事業（株） 代表取締役社長
など１０３団体

開催日
平成２８年７月２９日　通常総会 平成27年度事業報告並びに収支決算報告　など

主な議題

主な議題

主な議題

開催状況

開催状況

開催状況

組織名

組織名

構成メンバー

構成メンバー
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 公衆無線ＬＡＮサービス『Ｎｉｉｇａｔａ Ｃｉｔｙ Ｗｉ-Ｆｉ』の提供 ● 3

新潟空港利用促進ＰＲ活動 ● ● ● ４，５

新潟空港施設見学 ● ４，５

新潟空港ウェルカムフラワー事業 ● 3

新潟空港空旅（そらたび）講座　韓国編 ● ● ● ● 3

七夕祭り ● ● 4

★ 新潟空港夏フェスタ ● ３，４

★ 親子ランウェイウォーク ● １，２，３，４，５

★ 新潟空港ビル内に訪日外国人向け観光案内所を試験的に設置 ● ● 3

ファーイースタン航空『新潟-台北線チャーター便』新規就航記念セレモニー ● ● ● ● ２，３，４，５

新潟空港ＨＡＰＰＹそらフェスタＷｉｎｔｅｒの開催 ● ３，４

新潟空港セミナーの実施 ● ● ● ● １，２，３，４，５

新潟空港における福岡県柳川市の観光プロモーション ● ● ● ● 3

アルビレックス新潟台湾キャンプ出発セレモニー ● ● ● ● ２，３，４，５

春節に伴う訪日旅行者の歓迎イベント ● ● 3

駐車場ルーフの設置等 ● 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

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２８年度における利用促進取組状況（新潟空港）
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新潟空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 新潟市

実施時期 平成２８年４月１日（金）～

（空港ビル内の案内の旗）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 新潟市、新潟空港ビルディング(株)

実施時期 平成２８年８月２１日（日）

　

　　　　　　　（夏フェスタのポスター）　 　　　　　　　　　　　　　（制服試着記念撮影）

①公衆無線ＬＡＮサービス『Ｎｉｉｇａｔａ Ｃｉｔｙ Ｗｉ-Ｆｉ』の提供

概要

内容等

②新潟空港夏フェスタ

概要

新潟市は、市内の主要観光施設や空港ビル等公共交通施設などで、インターネットに
接続できる公衆無線ＬＡＮサービス『Ｎｉｉｇａｔａ Ｃｉｔｙ Ｗｉ-Ｆｉ』を提供。

本サービスは、誰でも無料でご利用することができ、ユーザー登録をすることにより、ス
マートフォンやタブレット端末など、無線ＬＡＮ（Wi-Fi）機能付きの情報端末からインター
ネットに接続することができる。接続１回につき最大６０分間利用でき、１日何回でも再接
続が可能。また、接続用のトップページ（ポータルサイト）は日本語のほか、英語、フラン
ス語、ロシア語、中国語、韓国語に対応。

新潟空港に親しんでもらう毎年夏恒例イベント「空港夏フェスタ」が開かれた。

前年に引き続き新潟中央高校ダンス部の皆さんによる、見る者を魅了する素晴らしいダ
ンスパフォーマンスや、「マンガ・アニメのまちにいがた」サポートキャラクター「花野古町
＆笹団五郎」との撮影会、新潟空港ＰＲ輪投げゲーム大会なども行われた。また、「キミ
もパイロット・キャビンアテンダント！制服試着コーナー」は子供達の長蛇の列ができ、
全日本空輸や日本航空のパイロット・キャビンアテンダントなどのお子様用制服の試着
をして、記念撮影のカメラに収まっていた。

内容等

（３） 主な取組内容
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新潟空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 新潟空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２８年９月１１日（日）

　　　　　（ランウェイウォークの様子）　　　　　　（航空機のいない滑走路で記念撮影）

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

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 新潟県

実施時期 平成２８年１０月１日（土）～平成２９年３月３１日（金）

（空港ビル内に設置された訪日外国人旅行者向け観光案内所）

③親子ランウェイウォーク

概要

内容等

④新潟空港ビル内に訪日外国人向け観光案内所を試験的に設置

「親子ランウェイウォーク」は、空港運用開始前に滑走路上を親子で歩くイベントであり、
例年新潟空港「空の日」記念イベント当日の早朝に、協議会主催イベントとして実施。

概要

新潟県では、新潟空港を利用する訪日外国人観光客への利便性の向上と県内観光地
等のＰＲのため、公益財団法人新潟県観光協会に委託し、外国語対応可能なスタッフを
配置した観光案内所をターミナルビル１階に配置し、新潟県内の観光情報の提供や首
都圏、関西圏、隣県等へのアクセスに関する観光情報の提供を実施。

内容等
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