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平成30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）

令和元年 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

○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３０年度）
新千歳空港 稚内空港 釧路空港

地域振興
等の類型

〔1〕航空ネット
ワークの維持

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

・「Wine＆Cheese北海道興農社」リニューアルオー
プン【⑤】
・新千歳空港と旭川市内を結ぶ空港連絡バスの運
行開始【⑤】
・「手話フォン」の設置【⑤】
・新店舗「FIGHTERS DINING ROSTER ～DELI＆
ROAST～」がオープン【⑤】
・航空機運航情報表示モニターの大通情報ステー
ションへの増設【①、②、③、④、⑤】
・新店舗「札幌 飛燕」がオープン！【⑤】
・新店舗「北のおにぎり工房　かな」がオープン！
【⑤】

・釧路空港春の職域清掃活動【⑤】
・「たんちょう釧路空港ひがし北海道マップ」の配付
【①】
・エゾシカ衝突事故防止パネル展【②】

・新千歳空港で心のバリアフリーを学ぼう！ ～バリ
アフリー教室（新千歳空港会場）開催～【②】
・北海道米PR【⑤】
・難民支援キャンペーン【⑤】
・アイヌアートフェスティバル【⑤】
・新千歳空港ターミナルビル 胆振東部エリア応援
プロモーションの実施について【④】

・稚内空港繁忙期利用者歓迎活動【①】
・豊富小学校空港見学【④】
・北門神社 神輿渡御への参加【①④⑤】
・稚内空港「空の日」まつり2018の開催【①】
・七夕イベント【④】
・中頓別小学校 空港見学【④】
・天北小学校 空港見学【④】
・赤い羽根共同募金 伝達式【④】
・太宰府天満宮特大絵馬設置【④】
・桜ボード設置【④】

・釧路空港産直感謝市【④】
・そらフェスin釧路空港【③⑤】
・鶴居タンチョウサークル写真展【⑤】
・写真展「釧路港舟漕ぎ記念大会 写真コンテスト作
品展」【④】
・「ベンチぴかぴか大作戦in釧路空港」によるベンチ
設置【④】

【平成２１年８月１１日設立】【平成２１年４月１６日設立】

・平成３１年３月２０日　協議会

【平成２１年５月１８日設立】

・平成３０年５月２１日　協議会

【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

北海道地区

○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３０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。

・礼文島PR活動【⑤】
・白糠町PR活動【⑤】
・仁木町産サクランボ試食・PR活動【⑤】
・次に行きたい！北海道のまちさがしフェアー【⑤】
・利尻富士町観光PR活動【⑤】
・羅臼町観光PR活動【⑤】
・福島県玉川村PR活動【③】
・第5回 新千歳空港国際アニメーション映画祭【②
③④⑤】
・北海道胆振東部エリア応援フェア【③】
・十勝清水 農畜産物フェア【③】

・ゴールデンウィーク期間中の五月人形展示【④】
・FDAチャーター初便お出迎え【③⑤】
・ANA東京便の1日2便体制に伴う「初便歓迎のお
出迎え」【③⑤】
・ANA東京便の大型化開始に伴う「初便関係のお
出迎え」【③⑤】
・ANA（稚内）ハロウィーン装飾【④】
・ANA（稚内）クリスマス装飾【④】
・正月装飾【④】
・ひなまつり人形展示【④】

・サクラの木のメッセージボード設置【④】
・くしろ・ねむろ「ぐるっと！スタンプラリー2018」【⑤】
・釧路空港ターミナルビル展望デッキ植栽事業【⑤】
・釧路空港ウェルカムフラワー事業【⑤】
・道道釧路空港線植栽事業【⑤】
・釧路=伊丹線（大阪国際空港）の季節運航初便行
事【⑤】
・大韓航空国際旅客チャーター便初便歓迎記念イ
ベント【⑤】
・ピーチ・アビエーション（釧路＝関西）の新規就航
セレモニー【⑤】
・クリスマスツリーの展示【④】



函館空港 丘珠空港（札幌） 仙台空港

○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３０年度）
函館空港 丘珠空港（札幌） 仙台空港

・「雪だるま」によるお出迎え【⑤】
・丘珠空港利用促進PR活動①【③】
・第93回産直市（三沢）及びロビーコンサート、航空
教室【①②④】
・丘珠空港利用促進PR活動②【③】

・桜装飾【④】
・函館空港清掃活動【⑤】
・函館空港キッズイベント【④】
・サマー装飾【④】
・売店入口パネル、間送迎看板入れ替え【④】
・函館空港ビアガーデンの開催【④】
・函館ウェルカムロードの会【⑤】
・七夕ギフト【④】
・函館空港七夕まつり笹飾りの設置【④】
・トラピスチヌ修道院パネル展示【④】
・江差姥神大神宮渡御祭PR展示【④】
・北の海の七福神ミニ水族館【④】
・港まつりギフトサービス【④】
・はこだて国際科学祭2018ポストイベント【⑤】
・ハロウィン装飾【④】
・実感！！「米どころ」北海道in函館空港HakoDake
HaLL【④】
・クリスマス装飾【④】
・国際線外貨両替機運用開始【④】
・インバウンド向け誘客活動の実施【⑤】

・クリーンアップ大作戦【⑤】

・ラブライブ！サンシャイン！！プレミアムショップ
【④】
・函館空港出前講座【①】
・函館空港まつり ワッショイはこだて参加【⑤】
・函館エアポートフェスタ2018【⑤】
・空手函館オープン2018【④】
・お正月装飾【④】
・金シャチキャラバン【④】
・JAL BELL STAR ミュージック演奏【④】
・クリスマスファンタジーステージイベント【④】
・はこだてくうこうキッズクリスマスイベント【④】
・クリスマスギフト【④】
・お正月餅つきイベント【④】
・お正月ギフト【④】
・バレンタインデー装飾【④】
・春節装飾【④】
・雪像展示【④】
・ひな人形展示【④】
・ひな祭りギフト【④】
・函館空港ひな祭りの開催【④】

・第88回産直市（釧路・オホーツク地方直送）【④】
・第89回産直市）静岡・松本直送）【④】
・札幌丘珠空港ビル利用者８００万人達成式典
【④】
・第13回「札幌丘珠空港きっずわーく」開催【④】
・FDA（丘珠－松本）就航記念式典【④】
・「空の日」行事 第30回札幌航空ページェント【⑤】
・第90回産直市（奥尻）【④】
・FDA（丘珠－静岡）今期最終便　お見送り【③④】
・第91回産直市（丘珠やさい直売）、ロビーコンサー
ト【④】
・第92回産直市（稚内・利尻直送）、航空教室、ロ
ビーコンサート【④】

【平成２２年３月１０日設立】

・平成３１年３月２６日　協議会

【平成２６年９月１８日設立】

・平成３０年６月７日　協議会

【平成２１年４月２４日設立】

・平成３０年８月３日　協議会

地域振興
等の類型

北海道地区 東北地区

・施設見学・出前講座の実施【②④】

〔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

・広報費による空港利用促進広告の掲載（函館バ
ス）【①】

○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３０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。

〔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



三沢空港 茨城空港（百里） 新潟空港

○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３０年度）
三沢空港 茨城空港（百里） 新潟空港

関東地区 中部北陸地区

・『新潟-ハルビン線』就航20周年記念セレモニー
【④⑤】
・HAPPYそらフェスタ～行こ行こ中国！～の開催
【③④⑤】
・HAPPYそらフェスタ～行こ行こ台湾！２～の開催
【③④】
・新潟空港EASY GO フェスタ ～秋の音楽・パン・ス
イーツ祭り in 新潟空港～　の開催【③④】
・ANA『新潟－伊丹線』解説２０周年記念セレモニー
『④⑤』
・新潟空港セミナーの実施【①】
・福岡県柳川市の観光プロモーション【③】

・FDAチャーター便歓迎イベント【⑤】
・茨城空港来場者1,000万人達成記念イベント【⑤】
・七夕イベント【⑤】
・茨城空港×スカイマーク七夕イベント【⑤】
・2018茨城空港スペシャルランプ撮影セミナー【⑤】
・クリスマスイベントin茨城空港【⑤】
・お正月イベント【⑤】
・茨城県の魅力大発見キャンペーン【⑤】

・三沢ｰ大阪（伊丹）線 就航25周年記念イベント
【④】
・三沢空港発着チャーター便で行くハワイ６日間【③
⑤】
・三沢基地航空祭が開かれました。【②】
・三沢空港からハワイ直行チャーター便【③⑤】

・水戸あじさいまつりPRイベント【⑤】
・イースター航空定期便就航セレモニー【③】
・ガールズ＆パンツァー応援企画【⑤】
・茨城空港「空の日」イベント2018【①⑤】
・台湾定期便就航記念『台湾フェアin茨城空港』【①
⑤】
・ベトジェットエアチャーター便歓迎イベント【③】
・ひなまつりイベント【⑤】
・茨城空港開港９周年記念イベント【①】

・新潟広域都市圏観光ガイドブック『Niigata Trip』の
発行【③】
・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
【③④】
・HAPPYそらフェスタ～行こ行こ北海道！２～の開
催【③④】
・名古屋城金のしゃちほこ実物大レプリカの設置
【③④】
・ピーチ『新潟－大阪（関西）線』就航１周年記念
キャンペーン【⑤】

【平成２１年６月９日設立】 【平成２２年９月９日設立】
・平成３０年７月１３日　幹事会
・平成３０年７月２７日　幹事会
・平成３０年８月３１日　幹事会
・平成３０年９月１４日　幹事会

【平成２２年３月２５日設立】

・平成３１年３月１４日　協議会

・新潟空港＝瀬波温泉（村上市）直行ライナーの運
行【⑤】
・公衆無線LAN『ギガらくWi-Fi』サービス箇所の増
設【④】
・新潟空港⇒彌彦神社前行の弥彦・岩室温泉ライ
ナーの運行【③】
・新潟空港⇔十日町駅間の芸術祭直行便の運行
【⑤】
・バス案内標識等の設置【④】
・バス案内等のデジタルサイネージ設置【①】
・新潟空港ビル国内線手荷物受取所内エレベー
ターの設置【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

地域振興
等の類型

東北地区

・「北朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展」
【③】
・「休憩スポット『野点スペース』の設置」【④】
・新潟空港施設見学【⑤】
・北朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展
【③】
・空港ビル屋上送迎デッキ無料開放デー【④】
・ANA新航空教室 ANA Blue Academy ミライつくー
るの開催【④】
・越後妻有大地の芸術祭PRブース設置【④】
・えちご関川大したもん蛇まつりPRコーナー設置
【④】
・写真で綴る地域の歩みと産業の関わりの写真展
【⑤】
・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】
・新潟空港「空の日」記念イベント【⑤】
・クリスマスツリーの設置【④】
・フォトスポット『熱気球籠』の設置【④】
・正月向けフォトスポット『古町芸妓』の設置【④】

〔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

〔4〕空港と地域
との交流促進

協議会等の活
動状況

○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３０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。



（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31年3月20日　平成30年度第１回部会 （１）報告事項・・・各専門部会の活動状況及び今後の予定

（２）その他

組織名
新千歳空港事務所
北海道運輸局

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

ジェットスター・ジャパン（株）
Peach Aviation（株）

　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

北海道

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

日本航空（株）千歳空港支店
全日本空輸（株）千歳空港支店

千歳市
苫小牧市
札幌市
北海道経済連合会

千歳地区ハイヤー事業協同組合

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）
札幌国際エアカーゴターミナル（株）

（一財）空港振興・環境整備支援機構

開催状況

主な議題

（一社）北海道商工会議所連合会

北海道旅客鉄道（株）新千歳空港駅

バニラ・エア（株）

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）千歳観光連盟
（公社）北海道観光振興機構

（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

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

1



（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31年3月6日　平成30年度第１回部会 報告事項・・・バリアフリー教室の活動状況及び今後の予定

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３０年６月２２日　平成３０年度第１回部会 （１）平成２９年度空の日事業実施報告

（２）平成３０年度空の日事業実施計画（案）について
平成３１年３月１２日　平成３０年度第２回部会 （１）平成３０年度空の日事業実施報告

（２）平成３１年度空の日事業実施計画（案）について

千歳市

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

構成メンバー

日本航空（株）千歳空港支店

（福）千歳市社会福祉協議会

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）空港振興・環境整備支援機構　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

新千歳空港レンタカー連絡協議会

（一社）北海道バス協会

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ＡＯＣ

（株）えんれいしゃ

札幌入国管理局千歳苫小牧出張所
北海道

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

　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

苫小牧市
日本航空（株）
全日本空輸（株）

千歳市
苫小牧市

組織名
新千歳空港事務所

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）空港振興・環境整備支援機構　新千歳事務所

新千歳空港ＡＯＣ

千歳航空協会

開催状況

主な議題

（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
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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３１年３月１８日　平成３０年度第１回部会

(3)ＣＳサービス向上に関する取り組みについて

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 企画部空港政策課長
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
空港事業部 空港事業グループ場長
空港本部 業務管理部長
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 グランドハンドリング本部　ランプグループ部長

開催日
平成31年3月1日　平成３０年度第１回部会 (1)報告　平成29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

　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

（一財）空港振興・環境整備支援機構　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

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

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

セントラルリーシングシステム（株）
（株）えんれいしゃ

開催状況

主な議題

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

（一社）千歳観光連盟

　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)
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）空港振興・環境整備支援機構　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㈱
㈱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

(1)札幌市営地下鉄大通駅横「大通情報ステーション」への
航空機運航情報システム表示端末の増設について
(2)ＣＳサービス向上に係るＣＳ講演会の実施について
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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30年5月25日　平成３０年度総会

（２）平成２９年度収支決算報告について
（３）平成３０年度事業計画（案）について
（４）平成３０年度収支予算（案）について

　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
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
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
（株）ＡＩＲＤＯ

新千歳空港事務所

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
恵庭市

開催状況

主な議題
（１）平成２９年度事業報告について

札幌市
千歳市
苫小牧市
北海道市長会
北海道町村会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
「Wine＆Cheese北海道興農社」リニューアルオープン ● 5

新千歳空港と旭川市内を結ぶ空港連絡バスの運行開始 ● 5

礼文島ＰＲ活動 ● 5

白糠町ＰＲ活動 ● 5

「手話フォン」の設置 ● 5

仁木町産さくらんぼ試食・ＰＲ活動 ● ● 5

福島県玉川村ＰＲ活動 ● 3

次に行きたい！北海道のまりさがしフェアー ● ● 5

利尻富士町観光PR活動 ● 5

羅臼町観光PR活動 ● 5

新店舗「FIGHTERS DINING ROSTER ～DERI＆ROAST～」がオープン ● 5

★ 新千歳空港で心のバリアフリーを学ぼう！ ～バリアフリー教室（新千歳空港会場）開催～ ● 2

★ 第5回 新千歳空港国際アニメーション映画祭 ● ● ２，３，４，５

北海道米PR ● 5

★ 航空機運航情報表示モニターの大通情報ステーションへの増設 ● １，２，３，４，５

北海道胆振東部エリア応援フェア ● ● 3

新店舗「札幌 飛燕」がオープン！ ● 5

難民支援キャンペーン ● 5

新店舗「北のおにぎり工房 かな」がオープン！ ● 5

アイヌアートフェスティバル ● 5

★ 新千歳空港ターミナルビル 胆振東部エリア応援プロモーションの実施について ● 4

十勝清水町 農畜産物フェア ● 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。

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３０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 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 北海道運輸局

実施時期 平成３０年１０月２６日（金）

〔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 新千歳空港国際アニメーション映画祭実行委員会

実施時期 平成３０年１１月２日（金）～１１月５日（月）

　北海道と世界を結ぶゲートウェイ、そしてエンターテインメント空港として躍進する新千
歳空港ターミナルビルを会場に、世界中のアニメーション作品を一堂に集めた映画祭を
開催。

①新千歳空港で心のバリアフリーを学ぼう！～バリアフリー教室（新千歳空港会場）開催～

概要

　車いすや視覚障がい者の疑似体験・介助体験と通じ、「心のバリアフリー」の大切さを
学んで頂くため、苫小牧市立植苗小学校１６名（３・４年生・教員）と新千歳空港関係者８
名、計２４名が参加し、新千歳空港国際線旅客ターミナルビルにてバリアフリー教室を開
催。

内容等

地域振興等類型

②第５回 新千歳空港国際アニメーション映画祭

概要

内容等

（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３０年１２月１５日（土）～

　

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式会社

実施時期 平成３１年２月２５日（月）10:00～12:00、平成３１年２月２７日（水）10:20～12:00

概要
　平成２９年１２月のＪＲ札幌駅西コンコース「JR総合案内所・北海道さっぽろ観光案内
所」への設置に続いて、札幌市営地下鉄大通駅コンコース横「大通情報ステーション」に
“新千歳空港航空機運航情報表示モニター”を増設。

内容等

④新千歳空港ターミナルビル胆振東部エリア応援プロモーションの実施について

概要

内容等

　新千歳空港ターミナルビルにおいて、胆振東部エリア応援プロモーションとして、胆振
東部地震で被害の大きかった「安平町」のこども園の園児約８０名を招待し、大型エン
ターテインメント施設などを無料体験して頂くイベントを実施。

③航空機運航情報表示モニターの大通情報ステーションへの増設
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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
平成30年5月21日
稚内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
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

（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）

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

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）

開催状況
主な議題

・平成３０年度事業計画の承認
・「空の日」まつり2018の企画等に関する打合せ

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

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

　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

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３０年７月１１日及び７月２３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）

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

猿払村
浜頓別町
中頓別町
枝幸町

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

（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２０１８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

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
藤石油（株）航空事業部
（一財）航空保安協会稚内事務所

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

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
稚内商工会議所
稚内農業協同組合

次項へ

平成30年11月13日及び平成31年2月20日
稚内空港環境計画最終評価報告書及び稚内空港環境
計画（第二期）の策定等の打ち合せを実施。
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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
平成30年6月29日

枝幸町観光協会
利尻富士町観光協会

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

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

開催状況
主な議題

平成29年度事業報告及び収支予算報告について

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

構成メンバー

平成30年度事業計画及び収支予算について

（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）

宗谷バス（株）
北都観光（株）
日本通運（株）
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
ゴールデンウィーク期間中の五月人形展示 ● 4

★ FDAチャーター初便お出迎え ● ３，５

★ 稚内空港繁忙期利用者歓迎活動 ● 1

ANA東京便の１日２便体制に伴う「初便歓迎のお出迎え」 ● 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

稚内空港「空の日」まつり2018の開催 ● 1

七夕イベント ● 4

中頓別小学校 空港見学 ● 4

天北小学校 空港見学 ● 4

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

正月装飾 ● 4

ひなまつり人形展示 ● 4

桜ボード設置 ● 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

「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３０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 〔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、宗谷総合振興局、稚内観光協会、稚内商工会議所、稚内空港高度乗継協議会

実施時期 平成３０年５月２５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 稚内空港利用者利便性向上協議会

実施時期 平成３０年６月１日（金）

　

①FDAチャーター初便お出迎え

概要

内容等

②稚内空港繁忙期利用者歓迎活動

概要

　ＦＤＡチャーター初便に合わせ、「出汁之介（だしのすけ）」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。

　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う。

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
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

（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

（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）空港振興・環境整備支援機構
釧根地区ハイヤー協会　

主な議題
釧根地区バス協会　

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

　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創生部
釧路市産業振興部
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

13



〔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

★ くしろ・ねむろ「ぐるっと！スタンプラリー２０１８」 ● 5

釧路空港ターミナルビル展望デッキ植栽事業 ● 5

釧路空港ウェルカムフラワー事業 ● 5

道道釧路空港線植栽事業 ● 5

釧路=伊丹線（大阪国際空港）の季節運航初便行事 ● 5

大韓航空国際旅客チャーター便初便歓迎記念イベント ● 5

ピーチ・アビエーション（釧路＝関西）の新規就航セレモニー ● 5

釧路空港産直感謝市 ● 4

★ そらフェス in 釧路空港 ● ３，５

鶴居タンチョウサークル写真展 ● 5

写真展「釧路舟漕ぎ記念大会 写真コンテスト作品展」 ● 4

クリスマスツリー展示 ● 4

「ベンチぴかぴか大作戦 in 釧路空港」によるベンチ設置 ● 4

★ 「たんちょう釧路空港ひがし北海道マップ」の配付 ● 1

エゾシカ衝突事故防止パネル展 ● 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。

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３０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 「くしろ・ねむろ ぐるっと！スタンプラリー」事務局

実施時期 平成３０年４月２８日～１０月３１日

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３１年２月１日から通年

　

①くしろ・ねむろ「ぐるっと！スタンプラリー２０１８」

概要

内容等

②「たんちょう釧路空港ひがし北海道マップ」の配付

概要

　釧路・根室地方の「道の駅」７ヶ所等の他、たんちょう釧路空港と根室中標津空港を含
む全１７ヶ所に設置された釧路・根室地方の素敵な景色と美味しいグルメを楽しめるスタ
ンプラリーを実施。

　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

（３） 主な取組内容
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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３０年９月３０日（日）

③そらフェスin釧路空港

概要

内容等

早朝ランウェーウォーク、一日空港長（マーメイドくしろ）、消防車等展示、ミニコンサー
ト、空港屋台村等多彩な催しを実施。
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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３１年３月２６日（火）１０：００～

（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

（株）ＡＩＲＤＯ函館空港所

函館地区バス協会
函館地区レンタカー協会

（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
日本航空（株）函館空港所

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　

構成メンバー

北海道渡島総合振興局　

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)空港振興・環境整備支援機構　函館事務所
（一社）函館地区ハイヤー協会

次頁へ

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　
北海道開発局函館開発建設部
北海道運輸局函館運輸支局

（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
平成３０年度事業報告、令和元年度事業計画

　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

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

（株）ＡＩＲＤＯ函館空港所
エバー航空函館空港支店

函館市港湾空港部

組織名

北海道渡島総合振興局

構成メンバー

北海道檜山振興局

函館市

東京航空局函館空港事務所

北海道檜山管内商工会連合会

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）
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

構成メンバー
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

　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

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

函館市議会
北斗市
北斗市議会
函館商工会議所

開催状況
主な議題

森商工会議所
北海道渡島管内商工会連合会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
桜装飾 ● ● 4

ラブライブ！サンシャイン！！プレミアムショップ ● 4

函館空港清掃活動 ● 5

函館空港キッズイベント ● ● 4

サマー装飾 ● ● 4

売店入口パネル、歓送芸看板入れ替え ● ● 4

函館空港ビアガーデンの開催 ● ● 4

函館ウェルカムロードの会 ● ● 5

七夕ギフト ● ● 4

函館空港七夕まつり笹飾りの設置 ● ● 4

トラピスチヌ修道院パネル展示 ● ● 4

江差姥神大神宮渡御祭PR展示 ● ● 4

★ 函館空港出前講座 ● 1

函館港まつり ワッショイはこだて参加 ● 5

北の海の七福神ミニ水族館 ● ● 4

港まつりギフトサービス ● ● 4

函館エアポートフェスタ２０１８ ● 5

はこだて国際科学祭２０１８ポストイベント ● ● 5

ハロウィン装飾 ● ● 4

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

空手函館オープン２０１８ ● 4

クリスマス装飾 ● ● 4

国際線外貨両替機運用開始 ● ● 4

お正月装飾 ● 4

金シャチキャラバン ● 4

JAL BELL STAR ミュージック演奏 ● 4

クリスマスファンタジーステージイベント ● 4

はこだてくうこうキッズクリスマスイベント ● 4

クリスマスギフト ● 4

お正月餅つきイベント ● 4

お正月ギフト ● 4

バレンタインデー装飾 ● 4

春節装飾 ● 4

雪像展示 ● 4

ひな人形展示 ● 4

★ インバウンド向け誘客活動の実施 ● 5

★ 広報費による空港利用促進広告の掲載（函館バス） ● ● 1

ひな祭りギフト ● 4

函館空港ひな祭りの開催 ● 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。

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３０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

〔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 函館空港事務所

実施時期 平成３１年２月１７日（日）～平成３１年３月１９日（火）

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 道南いさりび鉄道株式会社

実施時期 平成３１年２月２日（土）～３日（日）

　

①広報費による空港利用促進広告の掲載（函館バス）

概要

内容等

②インバウンド向け誘客活動の実施

概要

　函館空港の利用促進を図るためのバス広告を掲載。

　国際線旅客ターミナルビルにおいて、来日時の勧化活動及び路線沿線及び道南西部
地区の観光宣伝物、グッズ類提供等による宣伝誘致活動を実施。

地域振興等類型

内容等

（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 函館空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成３０年７月１０日（火）、平成３０年７月１９日（木）

③函館空港出前講座

概要

内容等

　地域の小学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。
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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３０年６月７日（木）

（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

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
タイムズ２４（株）

北海道中央バス（株）

主な議題
平成２９年度活動報告、平成３０年度活動計画等

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政策局

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

22



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
第８８回産直市（釧路・オホーツク地方直送） ● 4

★ クリーンアップ大作戦 ● ● 5

第８９回産直市（静岡・松本直送） ● 4

札幌丘珠空港ビル利用者８００万人達成記念 ● 4

★ 第１３回「札幌丘珠空港きっずわーく」開催 ● 4

ＦＤＡ（丘珠－松本）就航記念式典 ● 4

「空の日」行事 第３０回札幌航空ページェント ● 5

第９０回産直市（奥尻） ● 4

ＦＤＡ（丘珠－静岡）今期最終便　お見送り ● ３，４

第９１回産直市（丘珠やさい直売）、ロビーコンサート ● 4

第９２回産直市（稚内・利尻直送）、航空教室、ロビーコンサート ● 4

「雪だるま」によるお出迎え ● ● 5

丘珠空港利用促進ＰＲ活動① ● 3

第９３回産直市（三沢）及びロビーコンサート、航空教室 ● ● １，２，４

★ 丘珠空港利用促進ＰＲ活動② ● 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。

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３０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 〔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 札幌市

実施時期 平成３１年３月９日（土）～１５日（金）

〔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３０年５月３０日（火）

　

①丘珠空港利用促進ＰＲ活動②

概要

内容等

②クリーンアップ大作戦

概要

　丘珠空港の路線や利便性のＰＲ活動実施（地下鉄車内広告を掲載）。

地域振興等類型

　札幌市のごみゼロの日（５ご３み０ゼロの日）に町の美化意識向上、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、３９名）により丘珠空港周辺のごみ
拾いを実施。

内容等

（３） 主な取組内容
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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式会社

実施時期 平成３０年７月２７日（金）

　小学生による、空港での疑似仕事体験を実施。

③第１３回「札幌丘珠空港きっずわーく」開催

概要

内容等
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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３０年８月２日　　協議会開催

（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

(株)フジドリームエアラインズ　仙台空港支店

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

（１）-①空港法協議会組織図

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

構成メンバー

東北運輸局　交通政策部
東北地方整備局　塩竃港湾・空港整備事務所
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

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

平成30年7月3日（火）

組織名

定例総会
〔第１号議案〕平成29年度事業報告及び収支決算について
〔第2号議案〕役員の改選について
〔第3号議案〕平成30年度事業計画及び収支予算について
〔第4号議案〕決議について

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

仙台商工会議所
公益社団法人宮城観光連盟

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

仙台空港レンタカー協議会
仙台空港構内タクシー協会
公益社団法人宮城県バス協会

開催状況

主な議題
報告事項（事務局）　構成員の加入・変更
報告事項（仙台国際空港）　平成29年度仙台空港満足度調査、FAST TRAVEL

報告事項（名取市）　名取マイレージ
国管理民営化空港における空港法14条協議会のあり方

報告事項（AOC）　仙台空港保安検査場新運用

　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

仙台商工会議所
宮城県
仙台市（副市長）

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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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 施設見学・出前講座の実施 ● ２，４

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

「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３０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 仙台国際空港株式会社

実施時期 通年

①施設見学・出前講座の実施

概要

内容等

　運営権者である仙台国際空港㈱が中心となり実施。
　ホームページで募集し、希望者に対し、出前講座、施設見学を実施。

（３） 主な取組内容
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
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

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

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

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

構成メンバー

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

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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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

平成30年11月28日　第１回推進部会

平成31年2月19日　 第２回推進部会

（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30年5月18日　定例総会

構成メンバー

　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

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

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

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

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

東京航空局三沢空港事務所

開催状況

主な議題

平成29年度事業報告、平成30年度事業計画（案）　等

三八五観光（株）三沢空港営業所

開催状況

主な議題

環境計画最終評価報告書（案）、次期環境計画骨子案

環境計画最終評価報告書（案）、環境計画（第二期）（案）
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 三沢－大阪（伊丹）線 就航25周年記念イベント ● 4

三沢空港発着チャーター便で行くハワイ６日間 ● ３，５

三沢基地航空祭が開かれました。 ● 2

三沢空港からハワイ直行チャーター便 ● 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３０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 〔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 日本航空株式会社、三沢空港ターミナル株式会社

実施時期 平成３０年４月２８日（日）

①三沢ｰ大阪（伊丹）線　就航２５周年記念イベント

概要

内容等

４月２８日（日）に三沢－伊丹線が就航２５周年を迎え、記念イベントを実施。

（３） 主な取組内容
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
※　役職指定せず

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
※　役職指定せず

開催日
平成30年7月13日　第1回幹事会開催
平成30年7月27日　第2回幹事会開催
平成30年8月31日　第3回幹事会開催
平成30年9月14日　第4回幹事会開催

役職
※　役職指定せず

開催日

（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
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

構成メンバー

開催状況
主な議題

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

構成メンバー

組織名
茨城県政策企画部航空局空港対策課
小美玉市産業経済部空港対策課
（公財）茨城県開発公社茨城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

スカイマーク（株）空港本部茨城空港支店
東京航空局百里空港事務所

開催状況

主な議題
茨城空港「空の日」イベント2018の実施等

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24年8月3日

構成メンバー

組織名
茨城県
小美玉市
（公財）茨城県開発公社茨城空港ビル管理事務所

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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（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

参議院
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

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

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
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
ＦＤＡチャーター便歓迎イベント ● 5

茨城空港来場者１，０００万人達成記念イベント ● 5

水戸あじさいまつりPRイベント ● 5

七夕イベント ● 5

茨城空港×スカイマーク七夕イベント ● 5

イースター航空定期便就航セレモニー ● ● 3

ガールズ＆パンツァー応援企画 ● 5

茨城空港「空の日」イベント２０１８ ● １，５

★ ２０１８茨城空港スペシャルランプ撮影セミナー ● 5

台湾定期便就航記念『台湾フェアin茨城空港』 ● ● １，５

ベトジェットエアチャーター便歓迎イベント ● ● 3

クリスマスイベントin茨城空港 ● 5

お正月イベント ● 5

茨城県の魅力大発見キャンペーン ● 5

ひなまつりイベント ● 5

★ 茨城空港開港９周年記念イベント ● ● 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。

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３０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

〔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 茨城空港利用促進等協議会、空港ビル管理事務所

実施時期 平成３１年３月１０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 茨城空港利用促進等協議会

実施時期 平成３０年１０月７日（日）

　

①茨城空港開港９周年記念イベント

概要

内容等

②２０１８茨城空港スペシャルランプ撮影セミナー

概要

地域振興等類型

　茨城空港開港９周年を記念して、小学５年生～中学３年生を対象とした『バックヤード
ツアー』を実施。

　その他にも、茨城空港就航便往復ペアチケットが当たる大抽選会や、スカイマークの
制服試着体験、ワークショップを開催。

　航空写真家の講師を招き、ランプエリアで航空機を撮影するセミナーを開催。

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
　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）空港振興・環境整備支援機構新潟事務所 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
ピーチアビエーション(株)新潟空港 新潟空港代表者
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３１年３月１４日　第１回協議会開催

（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 課長補佐
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
新潟市都市政策部港湾空港課 主幹
新潟空港ビルディング（株）総務部 副部長
（一財）空港振興・環境整備支援機構新潟事務所 所長
日本航空（株）新潟空港所 所長
次頁

組織名

構成メンバー

（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

平成３１年度活動計画の検討等

１．協議会等の概要

新潟空港

【専門部会等】

新潟空港利用者利便向上協議会

専門部会
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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３０年４月２５日　  第１回専門部会開催
平成３０年１１月２０日　第２回専門部会開催
平成３１年２月２８日　  第３回専門部会開催 平成３０年度空港経営改革提案事業に係る報告　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３０年４月１１日　第１回幹事会開催
平成３０年６月２０日　第２回幹事会開催
平成３０年７月２４日　通常総会 平成２９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３０年７月３１日　通常総会 平成２９年度 事業報告並びに収支決算報告 など

主な議題

構成メンバー

組織名

総会の日程、役員及び幹事の改選、平成３０年度の協議会の予算等

平成３０年度の総会資料等、二次交通ＰＲ、利用促進事業、新規路線誘致等

組織名

開催状況

平成３０年度空港経営改革提案事業に係る報告　等

構成メンバー

開催状況
主な議題

開催状況

主な議題
平成３０年度空港経営改革提案事業に係る報告　等

構成メンバー
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
新潟空港＝瀬波温泉（村上市）直行ライナーの運行 ● 5

北朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展 ● 3

休憩スポット『野点スペース』の設置 ● 4

新潟広域都市圏観光ガイドブック『Niigata Trip』の発行 ● 3

新潟空港施設見学 ● 5

公衆無線ＬＡＮ『ギガらく Wi-Fi』サービス箇所の増設 ● 4

空港ビル屋上送迎デッキ無料開放デー ● 4

『新潟-ハルビン線』就航２０周年記念セレモニー ● ● ● ● ４，５

ＨＡＰＰＹそらフェスタ～行こ行こ中国～の開催 ● ● ● ３，４，５

ＡＮＡ新航空教室　ANA Blue Academy ミライつく～るの開催 ● 4

七夕飾り ● ● 4

越後妻有大地の芸術祭ＰＲブース設置 ● 4

新潟空港⇒彌彦神社前行の弥彦・岩室温泉ライナーの運行 ● 3

ロシアヤクーツク航空国際線チャーター便の運航 ● ３，４

えちご関川大したもん蛇まつりＰＲコーナー設置 ● 4

新潟空港⇔十日町駅間の芸術祭直行便の運行 ● 5

写真で綴る地域の歩みと産業の関わりの写真展 ● 5

未来の空港・夢の空港の絵の作品展 ● 4

ＨＡＰＰＹそらフェスタ～行こ行こ台湾！２～の開催 ● ● ● ● ３，４

★ 親子ランウェイウォーク ● 1

新潟空港「空の日」記念イベント ● 5

★ 新潟空港 EASY GO フェスタ　～秋の音楽・パン・スイーツ祭り in 新潟空港～の開催 ● ● ● ● ３，４

クリスマスツリーの設置 ● 4

ＨＡＰＰＹそらフェスタ～行こ行こ北海道！２～の開催 ● ● ３，４

ＡＮＡ『新潟-伊丹線』開設２０周年記念セレモニー ● ● ● ● ４，５

新潟空港セミナーの実施 ● ● ● ● 1

フォトスポット『熱気球籠』の設置 ● 4

正月向けフォトスポット『古町芸妓』の設置 ● 4

福岡県柳川市の観光プロモーション ● ● ● 3

バス案内標識等の設置 ● 4

★ 名古屋城金のしゃちほこ実物大レプリカの設置 ● ● ３，４

★ バス案内等のデジタルサイネージ設置 ● 1

ピーチ『新潟-大阪（関西）線』就航１周年記念キャンペーン ● 5

新潟空港ビル国内線手荷物受取所内エレベーターの設置 ● 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

「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３０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

〔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 新潟県、新潟市、新潟空港ビルディング株式会社

実施時期 平成３0年１０月２０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

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 新潟空港ビルディング株式会社、中部国際空港セントレア、名古屋市観光文化交流局

実施時期 平成３１年２月２１日～３月３１日

　

地域振興等類型

　新潟空港ビル内において、新潟空港の賑わい創出に向け、「新潟＝成田線」のＰＲ動
画等に出演する新潟ご当地アイドルの『Negicco』を招き、イベントを開催。

①新潟空港ＥＡＳＹ ＧＯ フェスタ～秋の音楽・パン・スイーツ祭り in 新潟空港～　の開催

概要

内容等

②名古屋城金のしゃちほこ実物大レプリカの設置

概要
　新潟空港＝中部国際空港の航空路線ＰＲの一環として、新潟空港ビル２階出発ロ
ビーに名古屋城の金のしゃちほこの実物大レプリカを設置。

内容等

（３） 主な取組内容

トークショーの様子 ライブの様子

演舞の様子 セレモニーの様子
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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 新潟空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成31年2月28日

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30年9月9日

　一般財団法人空港振興・環境整備支援機構の助成金により、新潟空港ターミナルビ
ル内の国内線出口付近、国際線出口付近及び総合案内所カウンター脇並びに新潟駅
南口リムジンバス乗り場付近に航空機の運航状況やバス等二次交通の運行時刻、乗
り場等を表示するデジタルサイネージを設置。

　普段入ることが出来ない空港の滑走路上を運用開始前に親子で歩いてみようという
イベントで、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

内容等

③バス案内等のデジタルサイネージ設置

概要

内容等

④親子ランウェイウォーク

国内線出口のデジタルサイネージ 総合案内脇のデジタルサイネージ

滑走路で記念撮影 ランウェイウォークの様子
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