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平成29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 9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

・礼文島ＰＲ活動【⑤】

・福島県玉川村ＰＲ【③】

・クリスマスツリーの展示【④】

・ひなまつり人形展示【④】

・Let's go to 鶴居村♪【⑤】

・函館空港清掃活動【⑤】

・こどもの日キッズイベント【④】

・無料レンタル傘の設置【⑤】 ・函館空港ビアガーデン【④】

・港まつりギフトサービス【④】

・給水施設見学会【④】

・ＧＳＥ車両パネルの設置【④】 ・釧路空港産直感謝市【④】

・そらフェスin釧路空港【④】

・豊富小学校　空港見学【④】

・七夕イベント【④】 ・ハロウィンギフト【④】

・クリスマスイベント【④】

・お正月餅つきイベント【④】

・お正月ギフト【④】

・雪像展示【④】

・ひな人形展示【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29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３０年３月２６日 ・平成２９年５月１９日　協議会 ・平成３０年３月２６日　協議会 ・平成３０年３月２６日

平成２９年度第１回部会 第１１回協議会

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

・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】

・サクラの木のメッセージボード
設置【④】・イースター航空 就航記念式

典（新千歳⇔仁川　路線）【④】 ・釧路空港ターミナルビル展望
デッキ植栽事業【①②③④⑤】・ＦＤＡチャーター初便お出迎え

【③⑤】・知床ウトロ、初山別村　観光Ｐ
Ｒ【⑤】

・釧路空港ウェルカムフラワー
事業【①②③④⑤】・ＡＮＡ東京便の大型化開始に

伴う「初便歓迎のお出迎え」【③
⑤】

・エアアジア・ジャパン　就航記
念式典（新千歳⇔中部　路線）
【④】

・道道釧路空港線植栽事業【①
②③④⑤】

・宗谷岬と北海道遺産を巡る宗
谷岬空港バスの運行【③】

・たんちょう釧路空港七夕イベ
ント【④】

・第４回新千歳空港国際アニ
メーション映画祭【①②③④⑤】 ・ＦＤＡ鹿児島・稚内間チャー

ター便のお出迎え【③】
・ＡＮＡ伊丹線（季節便）運航歓
迎行事【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２９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

北海道地区

〔1〕航空ネット
ワークの維持

・ＦＤＡ稚内チャーター最終便の
見送りセレモニー【③⑤】

・大韓航空ソウル便（チャー
ター便）歓迎行事【⑤】

・ＡＮＡ（稚内）ハロウィーン装飾
【④】 ・太宰府天満宮巨大絵馬と願

いの札の奉納【④】・ＡＮＡ（稚内）クリスマス装飾
【④】 ・たんちょう釧路空港「冬の利

用促進事業」イルミネーション
【③④⑤】

・国内線ターミナル　北側カウ
ンターエリア　リニューアルオー
プン【④】

・降車場混雑緩和に向けた取
組【①②③④⑤】

〔3〕空港利用
者便益の増進

・新千歳空港国内線ターミナル
ビル２階中央保安検査場の開
設【④】

・チェックインカウンターリ
ニューアルオープン（ＡＮＡ）
【④】

・国際線歓送迎パネルの設置
【④】

・航空機運航情報モニターのＪ
Ｒ札幌駅西コンコースへの設置
【①②③④⑤】

・新千歳空港国内線ターミナル
ビル２階搭乗待合室内新店舗
オープン【④】

・「たんちょう釧路空港ひがし北
海道マップ」の配付【①②③④
⑤】

・ひこうきハンドブックパネルの
展示【①②③④⑤】

・函館空港七夕まつり笹飾りの
設置【④】・新千歳空港国際線ターミナル

ビル　外貨電子マネー交換機
の設置【④】

・エゾシカ衝突事故防止パネル
展【②】

・新千歳空港Ｂ駐車場内　立体
駐車場オープン【⑤】

〔4〕空港と地
域との交流促
進

・余市郡仁木町産　サクランボ
の試食会・ＰＲ【⑤】

・函館空港出前講座【①②③④
⑤】・稚内空港繁忙期利用者歓迎

活動【①②③④⑤】・オール北海道移住・定住応援
フェア開催【⑤】

・写真展「釧路近郊に見た花と
緑の景色」【④】

・函館港まつり ワッショイはこ
だて参加【⑤】

・「空の日」「空の旬間」記念事
業の開催【①②③④⑤】

・北門神社　神輿渡御への参
加【①④⑤】

・釧路空港春の職域清掃活動
【⑤】

協議会等の活
動状況

・写真展「釧路舟漕ぎ記念大会
写真コンテスト作品展」【④】

・函館空港エアポートフェスタ２
０１７【①②③④⑤】

・道産野菜・果物をＰＲするイベ
ント「青空スムージーカフェ」開
催【⑤】

・中頓別小学校　空港見学
【④】

・ＪＡＬ BELL ＳＴＡＲ ミュージッ
ク演奏【④】

・障害者スポーツ大会　北海道
選手団　団結式【③】

・赤い羽根協同募金　伝達式
【④】

・北海道日本ハムファイターズ
１８年シーズン開幕記念ファイ
ターズ１５thテイクオフセレモ
ニー【⑤】

・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【④】

・「特選よつ葉乳業」サンプリン
グイベント【⑤】

【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

・江差姥髪大神宮渡御祭PR展
示【④】

・実感!!「米どころ」北海道in函
館空港HakoDake Hall【④】



丘珠空港（札幌） 仙台空港 三沢空港 茨城空港（百里）

・台湾フェア【②③④⑤】

・クリーンアップ大作戦【⑤】 ・三沢空港運航再開！【④⑤】 ・臨時バス【②③④⑤】

・第２回三沢空港写真展【④】

・クリスマスイベント【②③④⑤】

・お正月イベント【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29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２９年１０月３日　協議会 ・平成２９年５月３０日　協議会 ・平成２９年５月２２日 開催実績無し

三沢空港振興会

○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２９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

北海道地区 東北地区 関東地区

〔1〕航空ネット
ワークの維持

・北海道エアシステム就航２０
周年セレモニー【④】

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

・札幌丘珠空港の新たな撮影
スポット完成【④】

・ひなまつりイベント【②③④
⑤】

・ＦＤＡで直行チャーター便で行
く　稚内・利尻・礼文島の旅
【⑤】

・バックヤードツアー・済州
チャーター説明会【②③④⑤】

・「雪だるま」によるお出迎え
【⑤】

・水郷潮来「あやめまつり」観光
案内【②③④⑤】

・丘珠空港利用促進ＰＲ活動
【③④】

・大空のまち みさわ 第８回スカ
イフェスタ【⑤】

・春秋航空就航７周年記念イベ
ント【②③④⑤】

・空港ターミナル内の地域紹介
ブース【④】

・ガールズ＆パンッァー声優等
トークショー・ボコの一日空港
長任命式【②③④⑤】

・ガールズ＆パンッァーコラボ
ステップ車【④】

・イースター航空就航歓迎イベ
ント【②③④⑤】

・タイガーエア台湾（茨城-台
北）連続チャーター便就航セレ
モニー【③】

〔3〕空港利用
者便益の増進

・インフォメーション看板の設置
【④】

〔4〕空港と地
域との交流促
進

・丘珠空港産直市（釧路・オ
ホーツク地方）の開催【④】

・施設見学・出前講座の実施
【②④】

・タイガーエア台湾（チャーター
便）歓迎イベント【②③④⑤】

・こく書で娯しむ北の四季展
【④】

・わんぱく教室２０１７in茨城空
港スカイスリーフェスタ【②③④
⑤】

・「プリザーブドフラワー」で作る
お正月しめ縄教室【④】

・第８７回産直市（三沢・八戸）
及びロビーコンサート【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

協議会等の活
動状況

・第８３回産直市（静岡）の開催
【④】 ・七夕フェスティバル【②③④

⑤】・第１２回「札幌丘珠空港きっず
わーく」開催【④】 ・茨城空港フォトコンテスト２０１

７【②③④⑤】・第８４回産直市（奥尻空港）
【④】 ・茨城空港「空の日」イベント２

０１７【①②③④⑤】・「空の日」札幌丘珠空港フェス
タ２０１７【①②③④⑤】 ・ハロウィンパーティーin茨城空

港【②③④⑤】・第８５回産直市（丘珠やさい）
及びロビーコンサート【④】 ・ＦＤＡ種子島チャーター便歓迎

イベント【②③④⑤】



新潟空港

・七夕祭り【④】

・新潟空港施設見学【④⑤】

・にいがた百景　イラスト展【④】

・小型わらアート作品の展示【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29年度）
新潟空港

【平成２２年３月２５日設立】

・平成３０年２月１３日

第１回協議会

・平成３０年３月１９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２９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

〔1〕航空ネット
ワークの維持

・中国黒龍江省観光プロモー
ションセミナー【③】

・新潟空港就航路線及び就航
地先ＰＲ活動【③④⑤】

・新潟-ソウル便ＰＲスペースの
設置【③④⑤】

・ファーイースタン航空『新潟-
台北』定期便化記念放水アー
チ【①④】

・新潟空港利用促進キャンペー
ンの実施【③】

・ピーチ・アビエーション『新潟-
関西』就航セレモニー【③④⑤】

〔2〕航空・空港
を活用した地
域振興、航空
需要の開拓

・ロシアヤクーツク航空国際線
チャーター便の運航【①③④】

・HAPPYそらフェスタwinter～
行こ行こ北海道～の開催【③
④】

・新潟空港＝月岡温泉周遊バ
スの運行【③】

・ピーチ新潟空港就航記念
ジェットフォイル往復割引の実
施【⑤】

・新潟空港HAPPYそらフェスタ
～行こ行こ台湾！～の開催
【③④⑤】

・空港ビル屋上送迎デッキ無料
開放デー【④】

・新潟空港ウェルカムフラワー
事業【③】

・空港ビル内フォトスポットの追
加設置【④】

〔3〕空港利用
者便益の増進

・新潟空港⇔佐渡汽船船乗り
場間のミニライナーの運行【③
⑤】

協議会等の活
動状況

・屋上送迎ウッドデッキ内にベ
ンチ・フェンスを設置【④】

・未来の空港・夢の空港の絵の
作品展【④】

・親子ランウェイウォーク【①②
③④⑤】

・フォトスポット『錦鯉水槽』及び
『熱気球籠』の設置【④】

・フォトスポット『牛の角付き』の
設置【③】

【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

〔4〕空港と地
域との交流促
進

・北朝鮮による拉致問題を考え
る巡回パネル展【③】

・新潟空港を花絵で飾ろう２０１
７【⑤】



（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

エアアジア・ジャパン(株) 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

開催日
平成３０年３月２６日　平成２９年度第１回部会

（２）報告事項・・・各専門部会の活動状況及び今後の予定
（３）その他
　国際線ターミナル地域再編事業に伴う道路規制等
　空港民間委託関連

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
（株）フジドリームエアラインズ

（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
新千歳空港許可車乗降所連絡協議会

開催状況

主な議題
（１）新規構成員の参加

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
（一財）空港環境整備協会新千歳事務所
（一社）千歳観光連盟
（公社）北海道観光振興機構
千歳地区ハイヤー事業協同組合

札幌入国管理局千歳苫小牧出張所
北海道
千歳市
苫小牧市
札幌市
北海道経済連合会

（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

構成メンバー

組織名
新千歳空港事務所
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
函館税関千歳税関支署
小樽検疫所千歳空港検疫所支所

Peach Aviation（株）
ジェットスター・ジャパン（株）

バニラ・エア（株）

新千歳空港ＡＯＣ
新千歳空港ターミナルビルディング(株)
千歳空港給油施設（株）

（一社）北海道商工会議所連合会
日本航空（株）千歳空港支店

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

１．協議会等の概要

新千歳空港

【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
取締役計画部長

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７月２７日　平成２９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

総務グループチーフ
ＡＮＡ新千歳空港総務課リーダー
総務課
業務グループ主幹
委員長
常務取締役総務部長

駅長

次長
経営企画本部長
事務局長
メディア事業局長
会長

開催日
平成２９年６月２２日　平成２９年度第１回部会

（２）平成２８年度空の日事業実施報告、監査報告
（３）平成２９年度空の日事業実施計画（案）について

開催状況

主な議題
（１）新規オブザーバー紹介

（株）えんれいしゃ
千歳航空協会

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
（一社）千歳観光連盟

新千歳空港ターミナルビルディング(株)

日本航空（株）千歳空港支店
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
苫小牧市

（株）ＡＩＲＤＯ千歳空港支店

（株）えんれいしゃ

（福）千歳市社会福祉協議会

開催状況

主な議題
①新千歳空港国内線旅客ターミナルビル改修状況
②新千歳空港国際線旅客ターミナルビル増築概要
③その他

　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

組織名

新千歳空港ＡＯＣ

新千歳空港レンタカー連絡協議会

　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

組織名
新千歳空港事務所
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
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

新千歳空港ＡＯＣ
新千歳空港ターミナルビルディング(株)

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
（一社）千歳観光連盟
千歳地区ハイヤー事業協同組合

千歳市
苫小牧市
日本航空（株）
全日本空輸（株）
スカイマーク（株）千歳空港支店
（株）ＡＩＲＤＯ千歳空港支店

新千歳空港レンタカー連絡協議会

（一社）北海道バス協会
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役職
取締役情報システム部長
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29年10月16日　平成29年度第１回部会

平成30年2月28日　平成29年度第２回部会

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
㈱AIRDO 千歳空港支店 業務グループリーダー

施設部長
技術部長
企画部長
駅長
次長
事業運営本部 空港事業グループマネージャー

空港事業本部 施設部長(技術課担当)
支店長
総務部 総務課長
総務部 総務グループ長
機内食事業部長

㈱キャスト 調査役
開催日

平成30年2月26日　平成29年度第１回部会 （１）報告　平成２８年度　新千歳空港環境レポート
（２）確認　エネルギー使用量等調査対象について
（３）依頼　空港訪問者などの利用者人数把握の協力依頼
（４）提案　ＧＰＵの使用拡大について

開催状況

主な議題

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㈱

開催状況

主な議題
(1)航空機運航情報システム表示端末設置に伴う告知ポス
ター貼付の協力依頼等について
(2)人命救助に係る空港関係者優良事例について
(3)新千歳空港国際アニメーション映画祭２０１７の開催につ
いて
(4)ＣＳサービス向上に係るＣＳ講演会の実施について

(1)航空機運航情報システム表示端末設置に伴う告知ポス
ター貼付の協力依頼等について運航情報システム表示端
末の増設について
(2)空港職員としてのお客様対応について

　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
新千歳空港事務所
北海道運輸局

新千歳空港ターミナルビルディング(株)

㈱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

セントラルリーシングシステム（株）
（株）えんれいしゃ

（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
（一社）千歳観光連盟
千歳地区ハイヤー事業協同組合

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
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

　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

構成メンバー

組織名
新千歳空港ターミナルビルディング(株)
新千歳空港事務所
北海道運輸局
函館税関千歳税関支署

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
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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29年5月26日　平成29年度総会

平成２８年度収支決算報告について
平成２９年度事業計画（案）について
平成２９年度収支予算（案）について
役員の選任（案）について

新千歳空港事務所

開催状況

主な議題
平成２８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

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

（株）ＡＩＲＤＯ
札幌国際エアカーゴターミナル（株）
全日本空輸（株）
新千歳空港ターミナルビルディング(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
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
新千歳空港国内線ターミナルビル２階中央保安検査場の開設 ● 4

新千歳空港国内線ターミナルビル２階搭乗待合室内新店舗オープン ● 4

★ 礼文島ＰＲ活動 ● 5

イースター航空　就航記念式典（新千歳⇔仁川　路線） ● 4

余市郡仁木町産　さくらんぼの試食会・ＰＲ ● ● 5

道産さくらんぼ試食・ＰＲ　 ● 5

福島県玉川村ＰＲ ● 3

知床ウトロ、初山別村　観光ＰＲ ● ● 5

オール北海道移住・定住応援フェア開催 ● 5

★ 「空の日」「空の旬間」記念事業の開催 ● １、２、３、４、５

道産野菜・果物をＰＲするイベント「青空スムージーカフェ」の開催 ● 5

新千歳空港国際線ターミナルビル　外貨電子マネー交換機の設置 ● 4

障害者スポーツ大会　北海道選手団　団結式 ● 3

エアアジア・ジャパン　就航記念式典（新千歳⇔中部　路線） ● 4

第４回新千歳空港国際アニメーション映画祭 ● ● １、２、３、４、５

チェックインカウンターリニューアルオープン（ANA） ● 4

新千歳空港国際線旅客ターミナルビル施設再整備工事安全祈願祭 ● 4

平成２９年度ＣＳ向上講演会 ● １、２、３、４、５

★ 航空機運航情報表示モニターのＪＲ札幌駅西コンコースへの設置 ● １、２、３、４、５

★ 正月ムードを高めるイベントを開催（国際線おもてなしイベントなど） ● 4

国内線ターミナル　北側カウンターエリア　リニューアルオープン ● 4

新千歳空港Ｂ駐車場内　立体駐車場オープン ● 5

北海道日本ハムファイターズ１８年シーズン開幕記念ファイターズ15thテイクオフセレモニー ● 5

「特選よつ葉乳業」サンプリングイベント ● 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 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２９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 礼文町立礼文小学校

実施時期 平成２９年５月１９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 新千歳空港利用者利便向上協議会、地域交流推進・「空の日」部会

実施時期 平成２９年９月８日（金）～２２日（金）１５日間

　

内容等

①礼文島ＰＲ活動

概要
国内線ターミナルビル２階センタープラザにおいて、礼文町立礼文小学校の生徒などが
礼文島のＰＲ活動を実施。

内容等

②「空の日」「空の旬間」記念事業の開催

概要
地域住民や空港利用者との交流促進のために「空の日」事業と連携し各種イベントを実
施。

礼文島の観光名所や食べ物などを描いたフリップをもとに礼文の良さをＰＲ。また、手作
りメッセージカード、観光パンフレット、礼文島産の昆布などを配付。

（３） 主な取組内容
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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 新千歳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

実施時期 平成２９年１２月１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 新千歳空港ターミナルビルディング(株)

実施時期 平成３０年１月１日（月）～３日（水）

内容等

概要
新千歳空港では平成２９年１２月１日からJR札幌駅構内に「新千歳空港航空機運航情
報表示モニター」を設置。

内容等

④正月ムードを高めるイベントを開催（国際線おもてなしイベントなど）

概要

国際線ターミナルビル内において、店舗への誘客・利用促進を目的に正月三が日限定
で、国際線店舗による「おもてなしイベント」を開催、日本茶などの試飲会を実施した。
その他、国内線ターミナルビル内センタープラザにおいて、空港限定・オリジナル福袋
（道産ハム・ソーセージセットや道産のチーズセット）の販売や振る舞い酒（道産の日本
酒・ワイン）を無料で館内のお客様に提供し、正月ムードを高めるイベントを実施。

この取組は、空港に向かう利用者が欠航や遅延などの情報をいち早く把握出来るように
することで、今まで以上のサービス向上を図るのが狙い。また、告知用ポスターを作成し
広く周知した。

その他、国内線ターミナルビル内センタープラザにおいて、空港限定・オリジナル福袋
（道産ハム・ソーセージセットや道産のチーズセット）の販売や振る舞い酒（道産の日本
酒・ワイン）を無料で館内のお客様に提供し、正月ムードを高めるイベントを実施。

③航空機運航情報表示モニターのＪＲ札幌駅西コンコースへの設置

航空機運行情報表示モニター 告知用ポスター
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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

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）
全日本空輸（株）稚内空港所
稚内商工会議所
稚内観光協会

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

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

次項へ

開催状況
主な議題

平成２９年５月１９日
稚内空港利用者利便向上協議会開催

・平成２９年度事業計画の承認
・空の日まつり２０１７の企画等に関する打ち合わせ

　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

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

稚内空港ビル（株）
全日本空輸（株）稚内空港所

（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

構成メンバー

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
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

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29年7月10日及び7月21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）稚内農業協同組合

次項へ

礼文町
利尻町

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
稚内商工会議所

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
環境省稚内自然保護官事務所

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

構成メンバー

組織名

北海道議会

北海道宗谷総合振興局

稚内市

猿払村

利尻富士町
遠別町
天塩町
幌延町
中川町
稚内市議会

浜頓別町
中頓別町
枝幸町
豊富町

開催状況

主な議題

稚内空港「空の日」まつり２０１7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

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
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
藤石油（株）航空事業部
（一財）航空保安協会稚内事務所

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

（一財）航空保安協会稚内事務所

（株）セノン
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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
開催状況

主な議題

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
（株）北海道銀行

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
稚内商店会連合協議会

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
宗谷バス（株）

（株）北洋銀行
稚内観光協会
ハートランドフェリー（株）
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〔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

ＧＳＥ車両パネルの設置 ● 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

ＡＮＡ東京便の大型化開始に伴う「初便歓迎のお出迎え」 ● ３，５

北門神社　神輿渡御への参加 ● １、４、５

七夕イベント ● 4

★ 宗谷岬と北海道遺産を巡る宗谷岬空港線バスの運行 ● 3

ＦＤＡ鹿児島・稚内間チャーター便のお出迎え ● 3

中頓別小学校　空港見学 ● 4

ＦＤＡ稚内チャーター最終便の見送りセレモニー ● ３，５

赤い羽根共同募金　伝達式 ● 4

ＡＮＡ（稚内）ハロウィーン装飾 ● 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 ● 4

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。

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２９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２９年６月１日（木）

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

実施時期 平成２９年６月１６日（金）～平成２９年９月１５日（土）

　

内容等

①稚内空港繁忙期利用者歓迎活動

概要
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。

内容等

②宗谷岬と北海道遺産を巡る宗谷岬空港線バスの運行

概要 稚内空港から日本最北端の地・宗谷岬を結ぶ宗谷岬空港線バスを運行を実施。

（３） 主な取組内容
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（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
地域創生部長
産業振興部長
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
釧路支店長、釧路空港所長
ひがし北海道支店長、釧路空港所長
釧路事務所長
事務局長
副会長
事務局長

開催日
平成30年3月26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
観光振興室長
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

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

開催状況
主な議題

釧路商工会議所
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）　
日本航空(株)　
全日本空輸（株）　

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創生部
釧路市産業振興部

釧根地区レンタカー協会　

開催状況

主な議題
・たんちょう釧路空港の利用者利便向上について

釧路空港ビル（株）
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　

（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

構成メンバー

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
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

釧根地区バス協会　

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

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〕
サクラの木のメッセージボード設置 ● 4

釧路空港春の職域清掃活動 ● 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

大韓航空ソウル便（チャーター便）歓迎行事 ● 5

無料レンタル傘の設置 ● 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

写真展「釧路近郊に見た花と緑の景色」 ● 4

写真展「釧路港舟漕ぎ記念大会 写真コンテスト作品展」 ● 4

クリスマスツリーの展示 ● 4

太宰府天満宮巨大絵馬と願い札の奉納 ● 4

★ たんちょう釧路空港「冬の利用促進事業」イルミネーション ● ３，４，５

★ 「たんちょう釧路空港ひがし北海道マップ」の配付 ● １，２，３，４，５

エゾシカ衝突事故防止パネル展 ● 2

Let's　go　to　鶴居村♪ ● 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２９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 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 「空の日・空の旬間」実行委員会、町村会

実施時期 平成２９年９月２４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 釧路空港利用整備促進期成会、釧路市、釧路空港ビル(株)

実施時期 平成３０年１月１６日～３月２５日

　

内容等

概要
　釧路空港の利用促進を図るため、期間中、釧路空港ターミナルビル正面をＬＥＤ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を実施。

①そらフェスin釧路空港

概要
早朝ランウェーウォーク、折り紙ヒコーキ教室、よさこい、町村会による「秋の恵み試食
会」、着ぐるみ撮影会等多彩な催しを実施。

内容等

②たんちょう釧路空港「冬の利用促進事業」イルミネーション

（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３０年２月２０日から通年

③「たんちょう釧路空港ひがし北海道マップ」の配付

概要
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る。

内容等
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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
支店長
ステーションマネージャー
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
新幹線推進室長
専務理事
専務理事

開催日
　平成３０年３月２６日（月）　

　第１１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
営業部長
所長
所長
支店長
ステーションマネージャー
築港課上席築港専門官
函館港湾事務所第３工務課長

首席運輸企画専門官

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

　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

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
日本航空（株）函館空港所
エバー航空函館空港支店
タイガーエア台湾函館空港
北海道開発局函館開発建設部　

北海道渡島総合振興局　

函館商工会議所

開催状況

主な議題
　・Ｈ２９年度協議会事業報告

　・Ｈ３０年度協議会事業計画（案）

　・空港運営の民間委託について

函館地区レンタカー協会
函館空港民間駐車場協議会
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
函館市　

（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

構成メンバー

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
日本航空（株）函館空港所
（株）ＡＩＲＤＯ函館空港所

（一社）函館国際観光コンベンション協会

エバー航空函館空港支店
タイガーエア台湾函館空港
（一財）空港環境整備協会函館事務所
（一社）函館地区ハイヤー協会
函館地区バス協会

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

新幹線推進室長

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

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

北海道檜山振興局

函館市

檜山町村議会議長会

函館市議会
北斗市
北斗市議会

渡島町村会
渡島町村議会議長会
檜山町村会

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

函館商工会議所
函館市亀田商工会
函館東商工会
（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）

構成メンバー

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
東京航空局函館空港事務所

　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

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

函館商工会議所

開催状況

主な議題
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
函館空港清掃活動 ● 5

こどもの日キッズイベント ● ● 4

函館空港ビアガーデン ● ● 4

★ 函館空港出前講座 ● １，２，３，４，５

★ ひこうきハンドブックパネルの展示 ● ● １，２，３，４，５

函館空港七夕まつり笹飾りの設置 ● ● 4

江差姥神大神宮渡御祭ＰＲ展示 ● ● 4

函館港まつり　ワッショイはこだて参加 ● 5

港まつりギフトサービス ● 4

函館空港エアポートフェスタ２０１７ ● １，２，３，４，５

国際線歓送迎パネルの設置 ● ● 4

実感！！「米どころ」北海道in函館空港HakoDake HaLL ● ● 4

ハロウィンギフト ● ● 4

ＪＡＬ　ＢＥＬＬ　ＳＴＡＲ　ミュージック演奏 ● ● 4

クリスマスイベント ● ● 4

お正月餅つきイベント ● ● 4

お正月ギフト ● ● 4

雪像展示 ● ● 4

給水施設見学会 ● 4

ひな人形展示 ● ● 4

降車場混雑緩和に向けた取組 ● 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２９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 函館空港利用者利便性向上協議会

実施時期 平成２９年７月４日（火）及び７月２５日（火）

〔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 函館空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成２９年７月１９日（水）～

　

概要
平成２８年度広報費にて作成した「ひこうきハンドブックパネル」を国内線ターミナルビル
３階Hako Dake Gaiiery（ハコダケギャラリー）に展示。

内容等

地域振興等類型

①函館空港出前講座

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。

内容等

②ひこうきハンドブックパネル展示

（３） 主な取組内容
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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
北海道支店長
所長

開催日
平成２９年１０月３日（火）

北都交通（株）
（一社）札幌ハイヤー協会
タイムズ２４（株）
東京航空局　丘珠空港事務所

開催状況
主な議題

平成２８年度活動報告、平成２９年度活動計画等

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
北海道開発局
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
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

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（釧路・オホーツク地方直送）の開催 ● 4

こく書で娯しむ北の四季展 ● 4

★ クリーンアップ大作戦 ● ● １，２，４，5

第８３回産直市（静岡）の開催 ● 4

札幌丘珠空港の新たな撮影スポット完成 ● 4

★ 第１２回「札幌丘珠空港きっずわーく」開催 ● 4

第８４回産直市（奥尻空港） ● 4

「空の日」札幌丘珠空港フェスタ　２０１７ ● １，２，３，４，５

第８５回産直市（丘珠やさい）及びロビーコンサート ● 4

「プリザーブドフラワー」で作るお正月しめ縄教室 ● 4

「雪だるま」によるお出迎え ● ● 5

第８７回産直市（三沢・八戸）及びロビーコンサート ● 4

★ 丘珠空港利用促進ＰＲ活動 ● ３，４

★ 北海道エアシステム就航２０周年セレモニー ● 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２９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

〔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 丘珠空港連絡協議会

実施時期 平成２９年５月３０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 札幌丘珠空港ビル(株)

実施時期 平成２９年７月２７日（木）

　

内容等

①クリーンアップ大作戦

地域振興等類型

概要
札幌市のごみゼロの日（５ご３み０ゼロの日）に街の美化意識向上、更には空港のイ
メージアップ推進を目的に関係機関職員（13機関、４０名）により丘珠空港周辺のごみ拾
いを実施。

内容等

②第１２回「札幌丘珠空港きっずわーく」開催

概要 小学生による、空港での疑似仕事体験を実施。

カウンター業務（発券業務＆アナウンス業務）、パイロット業務、保安検査業務の３つの
仕事を学び、仕事の後には給料（ソフトクリーム券とお菓子引換券）の支給を行った。

（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)及び札幌市

実施時期 ①平成３０年２月２７日（火）～３月２６日（月）、②平成３０年２月２７日～３月２８日（水）

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 (株)北海道エアシステム

実施時期 平成３０年３月２８日（水）

内容等

③丘珠空港利用促進ＰＲ活動

概要
丘珠空港の路線や利便性のＰＲ活動を実施（①地下鉄さっぽろ駅東豊線のホーム柵ス
テッカー。②地下鉄東豊線さっぽろ駅 南連絡通路 駅ジャック広告 ）

内容等

④北海道エアシステム就航２０周年セレモニー

概要 就航２０周年を迎え記念のセレモニーの実施。

①ホーム柵ＰＲステッカー ②駅ジャック広告
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長
代表取締役
所長
所長
仙台事業所長
所長
所長
支店長
支店長
計画調整官（航空調整官）
先任建設管理官（空港担当）
所長
分校長
課長
課長
課長
課長
仙台空港駅長
会長
理事・事務局長
事務局長
会長
会長
事務理事

開催日
平成２９年　５月３０日　　協議会開催

公益社団法人宮城県バス協会

開催状況

主な議題
・協議会規約改正について
・平成28年度事業実施状況について
・平成29年度事業計画について
・各機関からの報告

仙台空港構内タクシー協会

航空保安大学校岩沼研修センター
（独）航空大学校　仙台分校
宮城県　土木部　空港臨空地域課
仙台市　文化観光局　誘客戦略推進課
名取市　総務部　政策企画課
岩沼市　総務部　政策企画課
仙台空港鉄道(株)
仙台小型機協議会
仙台商工会議所
公益社団法人宮城観光連盟
仙台空港レンタカー協議会

東北地方整備局　塩竃港湾・空港整備事務所

（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

構成メンバー

組織名
国土交通省　東京航空局　仙台空港事務所
仙台国際空港(株)
日本航空(株)　仙台空港所
全日本空輸(株)　仙台空港所
ＩＢＥＸエアラインズ(株)
(株)ＡＩＲＤＯ　仙台空港所
Ｐｅａｃｈ　Ａｖｉａｔｉｏｎ(株)　仙台空港所
スカイマーク(株)　仙台空港支店
(株)フジドリームエアラインズ　仙台空港支店
東北運輸局　交通政策部

１．協議会等の概要１．協議会等の概要

仙台空港

仙台空港利用者利便向上協議会
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（２）地域の協議会の構成員

役職

会頭、副会頭
副知事
副市長
代表取締役
会長
会長

開催日

平成３０年　７月　３日　平成３０年度総会開催

開催状況

主な議題

・平成29年度事業報告意及び収支決算について
・役員の改選について
・平成30年度事業計画及び収支予算について
・決議について
・仙台国際空港からの実績報告

　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

組織名

仙台商工会議所
宮城県
仙台市（副市長）
仙台国際空港(株)
宮城県中小企業団体中央会
宮城県商工会連合会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 施設見学・出前講座の実施 ● 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２９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 通年

①施設見学・出前講座の実施

概要
仙台国際空港（株）ホームページにて募集を行い、希望者に対し、出前講座、施設見学
を実施。

内容等

（３） 主な取組内容（３） 主な取組内容

消防車車庫見学の様子 除雪車車庫見学の様子

施設見学、出前講座のご案内（仙台国

際空港ＨＰ）

https://www.sendai-
airport.co.jp/lectures/

施設見学、出前講座のご案内のＵＲＬ
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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

構成メンバー

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
三沢市政策財政部
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

次項へ

開催状況
主な議題

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

構成メンバー

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

三沢市政策財政部

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

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

（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

構成メンバー

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
三沢市政策財政部
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

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
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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

平成29年5月22日

東北町

東通村

日本航空（株）青森支店
東京航空局三沢空港事務所

開催状況

主な議題

平成28年度事業報告、平成29年事業計画ほか

横浜町

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

構成メンバー

組織名
三沢市
八戸市
青森県
十和田市
むつ市
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
六戸町

三八五観光（株）三沢空港営業所

開催状況

主な議題
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
ＦＤＡ直行チャーター便で行く　稚内・利尻・礼文島の旅 ● 5

★ 第２回三沢空港写真展 ● 4

★ 三沢空港運航再開！ ● 3,4,5

大空のまち　みさわ　第８回スカイフェスタ ● 5

空港ターミナル内の地域紹介ブース ● 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２９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 三沢空港ターミナル(株)

実施時期 平成２９年５月１３日（土）～５月２７日（土）

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 三沢空港振興会、日本航空

実施時期 平成２９年７月５日（水）

　

内容等

概要
滑走路工事の終了に伴い、７月５日、三沢空港は５６日ぶりに運航を再開し、出発到着
それぞれ１便目の乗客に記念品を贈呈。

三沢空港振興会からは青森県が全国生産量１位を誇るごぼうを使ったおつまみを、日
本航空からは当日の運航機材である７３７－８００型機のＪＡＬ就航１０周年記念の飴と
新ジャパンプロジェクトで共同開発した「あおもり藍セフィーコ（消臭スプレー）」、「東北
コットンプロジェクトてぬぐい」を贈呈。

①第２回三沢空港写真展

概要
三沢空港ターミナル１階ロビーにおいて、青森県内各地の自然環境、祭り、伝統芸能、
飛行機等をテーマにした写真展を開催。

内容等

②三沢空港運航再開！

前年（平成２８年）の写真展が好評だったことを受け、今回は倍以上の規模となり、ま
た、事前に新聞で告知していたこともあり、滑走路補修工事に伴う三沢空港発着便の運
休期間（５月１１日～７月４日）にもかかわらず、多くの市民が訪れた。

（３） 主な取組内容
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（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

茨城県議会
茨城県内４４市町村
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

開催状況
主な議題

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

水戸市

茨城産業会議

石岡市議会

行方市議会
衆議院
参議院

（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

構成メンバー

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
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
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．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〕
臨時バス ● ３，４，５

タイガーエア台湾（チャーター便）歓迎イベント ● ３，４，５

★ わんぱく教室２０１７in茨城空港スカイスリーフェスタ ● ３，４，５

バックヤードツアー・済州チャーター説明会 ● ● ３，４，５

★ 水郷潮来「あやめまつり」観光案内 ● ３，４，５

七夕フェスティバル ● ３，４，５

春秋航空就航７周年記念イベント ● ３，４，５

茨城空港フォトコンテスト２０１７ ● ３，４，５

ガールズ＆パンッァー声優等トークショー・ボコの一日空港長任命式 ● ３，４，５

茨城空港「空の日」イベント２０１７ ● １，２，３，４，５

★ インフォメーション看板の設置 ● 4

ハロウィンパーティーin茨城空港 ● ３，４，５

ＦＤＡ種子島チャーター便歓迎イベント ● ３，４，５

ガールズ＆パンッァーコラボステップ車 ● 4

クリスマスイベント ● ３，４，５

お正月イベント ● ３，４，５

台湾フェア ● ● ３，４，５

イースター航空就航歓迎イベント ● ● ３，４，５

ひなまつりイベント ● ● ３，４，５

タイガーエア台湾（茨城－台北）連続チャーター便就航セレモニー ● ● 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２９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 茨城空港利用促進等協議会

実施時期 平成２９年５月２７日（土）、２８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２９年５月２７日（土）～６月２５日（日）

　

内容等

①わんぱく教室２０１７in茨城空港スカイスリーフェスタ

概要
　小中学生対象で、さまざまな物づくりや仕事体験ができる毎年恒例の人気イベントを、
空港ターミナルビルの隣にある空港公園航空広場にて実施した。事前予約が必要な体
験と必要のない体験コーナーや、グルメブース、フリーマーケットも設けられた。

内容等

②水郷潮来「あやめまつり」観光案内

概要
　潮来市の「あやめまつり」の期間に合わせて、観光案内パネルと鉢に植えたあやめを
展示し、観光案内パンフレットを用意し、観光誘致に努めた。

（３） 主な取組内容

・ショベルカー操縦 ・消防士体験

・フライトシミュレーター体験 ・蒸気球搭乗体験
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茨城空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 公益財団法人茨城県開発公社空港ビル管理事務所

実施時期 平成２９年１０月１１日（水）

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２９年８月１９日(土)

内容等

概要
　１階の国際線到着口付近に空港内のお店が一目でわかる看板を設置し、空港利用者
に対しての利便性向上に努めた。

内容等

④一日空港長任命式

概要
　茨城県大洗町が舞台のアニメ「ガールズ＆パンツァー」の声優のトークショーと、アニメ
に登場するキャラクター「ボコ」の一日空港長任命式を行った。

③インフォメーション看板の設置
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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 港湾空港課長
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)新潟支店 支店長
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
遠東航空股分有限公司新潟空港所 所長
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３０年２月１３日　第１回協議会開催
平成３０年３月１９日　第２回協議会開催

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

構成メンバー

組織名

開催状況
主な議題

２９年度活動計画に基づく報告事項及び検討事項の協議等

３０年度協議会活動計画の検討等

１．協議会等の概要

新潟空港利用者利便向上協議会

専門部会

新潟空港

【専門部会等】
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（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
（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)新潟支店 支店長

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

遠東航空股分有限公司新潟空港所 所長

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２９年１２月　５日　第１回専門部会開催
平成３０年　１月２４日　第２回専門部会開催 航空利用者の利便向上の検討等
平成３０年　３月　５日　第３回専門部会開催 ３０年度 協議会活動計画の検討等

構成メンバー

組織名

開催状況

主な議題
航空利用者の利便向上の検討等
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（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２９年　４月１１日　第１回幹事会 平成２８年度 決算見込み、平成２９年度予算編成等々協議

平成２９年　７月１８日　通常総会 平成２８年度 事業報告並びに収支決算報告 など
平成２９年１２月２２日　第２回幹事会 平成２９年度 補正予算について など討議

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

開催状況

主な議題

構成メンバー

組織名

開催状況
主な議題

構成メンバー

組織名

39



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
北朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展 ● 3

新潟空港施設見学 ● ４，５

新潟空港を花絵で飾ろう２０１７ ● 5

★ 新潟空港HAPPYそらフェスタ～行こ行こ台湾！～の開催 ● ３，４

空港ビル屋上送迎デッキ無料開放デー ● 4

新潟空港ウェルカムフラワー事業 ● 3

空港ビル内フォトスポットの追加設置 ● 4

★ 新潟空港⇔佐渡汽船乗り場間のミニライナーの運行 ● ３，５

七夕飾り ● ● 4

ロシアヤクーツク航空国際線チャーター便の運航 ● ● １，３，４

屋上送迎ウッドデッキ内にベンチ・フェンスを設置 ● 4

にいがた百景　イラスト展 ● 4

小型わらアート作品の展示 ● 4

未来の空港・夢の空港の絵の作品展 ● 4

親子ランウェイウォーク ● １，２，３，４，５

中国黒龍江省観光プロモーションセミナー ● ● 3

新潟空港就航路線及び就航地先ＰＲ活動 ● ● ● ● ３，４，５

新潟－ソウル線ＰＲスペースの設置 ● ● ● ● ３，４，５

★ ファーイースタン航空『新潟－台北線』定期便化記念放水アーチ ● ● ● ● １，４

HAPPYそらフェスタwinter～行こ行こ北海道～の開催 ● ● ３，４

フォトスポット『錦鯉水槽』及び『熱気球籠』の設置 ● 4

★ 新潟空港利用促進キャンペーンの実施 ● ● 3

フォトスポット『牛の角付き』の設置 ● 3

ピーチ・アビエーション『新潟－関西線』就航セレモニー ● ● ● ● ３，４，５

新潟空港＝月岡温泉周遊バスの運行 ● 3

ピーチ新潟空港就航記念ジェットフォイル往復割引の実施 ● 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２９年度における利用促進取組状況（新潟空港）

40



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 新潟市、新潟空港ビルディング(株)新潟空港Welcome委員会

実施時期 平成２９年５月２８日（日）

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 佐渡新航空路開設促進協議会、佐渡市産業観光部交通政策課、さくら交通(株)

実施時期 平成２９年７月１日（土）～平成３０年３月３１日（土）

　

内容等

①新潟空港HAPPYそらフェスタ～行こ行こ台湾！～の開催

概要
新潟空港ビルディング(株)及び新潟市は、昨年に続き今年も「新潟空港HAPPYそらフェ
スタ」を開催。

内容等

②新潟空港⇔佐渡汽船乗場間のミニライナーの運行

概要
新潟空港と新潟港佐渡汽船ターミナルをノンストップで結ぶミニライナーが社会実験とし
て平成３０年３月３１日まで運行。なお、車両はジャンボタクシーを使用し、所要時間は
片道２５分で１日４往復運行。

新潟空港ビルディング(株)の社内に『新潟空港Welcome委員会』を立ち上げて企画・運
営を行い、今回のフェスタは、昨年１１月から新潟-台湾のチャーター便が運航されてい
ることから、「～行こ行こ台湾！～」と題し、台湾観光局及びファーイースタン航空の協賛
を得て台湾をテーマとしたイベントを開催。

（３） 主な取組内容

（大学生によるダンス） （万代太鼓の演奏）

（高校生による書道パフォーマンス） （屋上送迎デッキの様子）

（ミニライナーのチラシ）
（空港ビル前の乗降場で乗車待ちするミニライナー）
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新潟空港

〔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

〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 新潟空港事務所、ファーイースタン航空

実施時期 平成２９年１１月３日（金）

〔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

実施主体 新潟市

実施時期 平成３０年１月１日～平成３０年１月３１日

概要
　新潟市観光・国際交流部　国際・広域観光課そらうみ誘客推進室が新潟空港ビルディ
ングの協力のもと利用者数の増加、定着を図ることを目的として実施。

内容等

地域振興等類型

概要
ファーイースタン航空がチャーター便で運航していた『新潟-台北便』が平成２９年１１月
３日から定期便化されたのを記念し、台湾からの到着に合わせ、空港の消防車による
歓迎放水アーチを実施。

内容等

④新潟空港利用促進キャンペーンの実施

地域振興等類型

就航している国内線のうち中部国際空港線、小牧空港線、成田空港線及び新千歳空港
線の４路線のいずれかを実施期間中（１月１日～１月３１日）に搭乗した旅客を対象にア
ンケート付応募ハガキにより応募してもらい、抽選のうえ新潟市内の特産品などがあた
るキャンペーンを実施。

③ファーイースタン航空『新潟-台北線』定期便化記念放水アーチ

（歓迎放水アーチ） （放水アーチに薄ら架かる虹）

（国内線搭乗待合室内に設置された応募ハガキ・回収ボックス・チラシ）
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