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令和元年度
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2年9月

航空局　空港業務課

東京航空局　環境・地域振興課



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

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（令和元年度）
新千歳空港 稚内空港 釧路空港

【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

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

・令和元年５月２１日　協議会

・道産さくらんぼ試食・PR活動【⑤】
・SKY ＆ AUTUMN DRAM FESTA 2019 in 新千歳
空港～空港開港100年記念へのカウントダウン“7”
～【①】
・アイヌアートフェスティバル【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】
・北海道米PR【⑤】
・アイヌアートフェスティバル（ウポポイ（民族共生象
徴空間）開設ＰＲイベント）【③】
・難民支援キャンペーン【⑤】

・稚内空港繁忙期利用者歓迎活動【①】
・北門神社 神輿渡御への参加【①④⑤】
・中頓別小学校 空港見学【④】
・七夕イベント【④】
・稚内空港「空の日」まつり２０１９開催【①】
・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】
・お正月装飾【④⑤】
・稚内空港冬季利用者歓迎活動【①】

・「こども鶴の絵コンテスト」受賞作品展【⑤】
・「世界三大夕日の街 釧路 第３回フォトコンテスト」
作品展【⑤】
・釧路空港産直感謝市【④】
・そらフェスin釧路空港【③⑤】
・写真展「釧路港舟漕ぎ記念大会 写真コンテスト作
品展」【⑤】
・写真展「釧路冬紀行～SL冬の湿原号の記憶～」
【⑤】

・無料充電コーナー増設【④】
・釧路空港春の職域清掃活動【⑤】
・エゾシカ衝突事故防止パネル展【②】
・「たんちょう釧路空港ひがし北海道マップ」の配付
【①】

・白糠町ＰＲ活動【⑤】
・小樽観光ＰＲ【⑤】
・福祉製品ＰＲ及び販売会【⑤】
・福島県玉川村PR活動【③】
・北海道のまち探しフェアー【⑤】
・斜里町知床観光PR活動【⑤】
・羅臼町観光PR活動【⑤】
・清里町観光PR活動【⑤】
・利尻富士町観光PR活動【⑤】
・根室市観光PR活動【⑤】

・ゴールデンウィーク期間中の五月人形展示【④】
・ＡＮＡ東京便の１日２便体制に伴う「初便歓迎のお
出迎え」【③⑤】
・ＦＤＡチャーター初便お出迎え【③⑤】
・ＡＮＡ東京便の大型化開始に伴う「初便歓迎のお
出迎え」【③④⑤】
・ＦＤＡおもてなし活動【③⑤】
・ＦＤＡチャーター最終便のお見送り【③⑤】
・クリスマス装飾【④⑤】
・北海道７空港民間運営開始記念式典（稚内空港）
【④】

・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】
・クリスマスツリーの展示【④】

地域振興等
の類型

〔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

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（令和元年度） （注）青字は、報告書中「主な取組として紹介している事業。

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（令和元年度）
函館空港 丘珠空港（札幌） 仙台空港

【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

【平成２２年３月１０日設立】

・令和２年３月１１日　協議会
（書面開催）

【平成２６年９月１８日設立】

・令和元年７月４日　協議会

【平成２１年４月２４日設立】

・函館空港キッズイベント【④】
・改元記念ディスプレイ【④】
・函館空港七夕まつり笹飾りの設置【④】
・函館空港まつり「ワッショイはこだて」パレードへの
参加【①④⑤】
・出前講座【①②④】
・函館エアポートフェスタ‘19 子供絵画書道展【①】
・JAL BELL STAR ミュージック演奏【④】
・クリスマスイベント【④】

・第９４回産直市（釧路・オホーツク地方直送）【④】
・札幌丘珠空港アート刻書展【④】
・第９６回産直市（奥尻直送）【④】
・「空の日」札幌丘珠空港フェスタ 2019【⑤】
・第９７回産直市（丘珠やさい直売）及び航空教室、
ロビーコンサート【④】
・第９８回産直市（稚内・利尻直送）及び航空教室、
ロビーコンサート【④】
・第９９回産直市（三沢・八戸直送）及び航空教室、
ロビーコンサート【④】

・空の日記念イベント「2019 仙台空港祭」【⑤】
・施設見学・出前講座の実施【①②】

・函館空港ウェルカムロード花植え【⑤】 ・クリーンアップ大作戦【⑤】 ・訪日外国人向けAIチャットボット「Bebot」実証実験
【①】
・可動式ベビーケアルーム「mamaro」設置【①】
・スキーバス「山形蔵王号」運行【⑤】

・北海道、北東北の縄文遺跡群のPR【④】
・函館空港ビアガーデンの開催【④】
・奥尻町ＰＲ【③】
・江差姥神大神宮渡御祭ＰＲ【③】
・ハロウィン装飾【④】
・道南いさりび鉄道沿線および道南西部地区の観
光PR【③⑤】
・『実感!!「米どころ」北海道in函館空港 Hakodate
HaLLイベント【④】
・クリスマス装飾【④】
・「函館空港から旅に出よう！！」キャンペーン【④】
・お正月装飾【④】
・春節装飾【④】
・バレンタイン装飾【④】
・雪像展示【④】
・ひな人形展示【④】
・函館市内路線バス車内広告を活用した函館空港
利用促進PR【①】
・大阪モノレール車内広告を活用した伊丹=函館便
の利用促進PR【①】

・第95回産直市（松本・静岡直送）及び松本線運航
記念PRイベント【④】
・ＦＤＡ「丘珠-松本」線運航再開に伴う初便歓迎対
応【③④】
・「雪だるま」によるお出迎え【⑤】
・丘珠空港利用促進PR広告の掲載【①】

・仙台空港屋上展望デッキビアガーデンの開催
【①】
・仙台空港屋上展望「ジュエリーイルミネーション」
開催【①】

〔3〕空港利用
者便益の増進

〔4〕空港と地
域との交流促
進

・「台湾観光プロモーション in 仙台空港」開催【⑤】
・仙台空港　国際線利用促進キャンペーン【⑤】
・仙台空港発「この冬、大阪・神戸をおトクに楽し
む！おもいっきり関西キャンペーン」実施【⑤】

北海道地区 東北地区地域振興等
の類型

〔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

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（令和元年度） （注）青字は、報告書中「主な取組として紹介している事業。

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（令和元年度）
三沢空港 茨城空港（百里） 新潟空港

【平成２２年９月９日設立】
・令和元年７月５日　幹事会
・令和元年８月６日　幹事会
・令和元年９月１３日　幹事会

【平成２２年３月２５日設立】

【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

・駐車場混雑情報のＨＰ配信【④⑤】
・高速バスの空港乗り入れ【③】
・新潟空港駐車場 無料化実験【③⑤】
・運航情報等のデジタルサイネージ設置【①】
・空港ビル内エスカレーター増設【④】
・バリアフリー型旅客搭乗橋の設置完了【④】

・幼稚園児のリンゴもぎ取り【④】 ・七夕イベント【⑤】
・クリスマスイベント【①】

・新潟空港を花絵で飾ろう２０１９【⑤】
・新潟空港施設見学【⑤】
・空港旅客ターミナルビル屋上送迎デッキ無料開放
【④】
・親子滑走路バスツアー【①】
・新潟空港「空の日」記念イベント【⑤】
・幼稚園等の空港見学【①】
・文化庁「メディア芸術×文化資源分散型ミュージ
アム」新潟空港展示記念セレモニー【②⑤】

・ベトナムチャーター歓迎イベント【①③】
・わんぱく教室in茨城スカイスリーフェスタ【⑤】
・茨城空港韓国フェア【①】
・茨城空港「空の日」イベント２０１９【①⑤】
・HALLOWEEN PARTY in 茨城空港【⑤】
・台湾フェアin茨城空港【①】
・茨城空港開港10周年記念ホノルルチャーター歓
迎イベント【③】

・福岡・柳川伝統のつるし雛「さげもん」展示【④】
・手荷物受取所で“酒樽”が回り「新潟の酒」をPR
【③④】

・「HAPPYそらフェスタ～行こ行こ台湾！３～」の開
催【③④】
・新潟空港 EASY GO フェスタ 開催【③④】
・キャセイドラゴン航空『新潟＝香港』の既設定期便
就航【①④】
・「Welcome Niigata Airport HAPPYそらフェスタ～
行こ行こ北海道！３～」開催【③④】
・「新潟⇔香港線就航記念！HAPPYそらフェスタ～
香港・マカオ～」開催【③④】
・「新潟⇔ソウル線」就航４０周年記念セレモニー
【①④】

〔1〕航空ネット
ワークの維持

〔4〕空港と地
域との交流促
進

〔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

関東地区 中部北陸地区東北地区地域振興等
の類型

【平成２１年６月９日設立】

協議会等の活
動状況



（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
新型コロナウイルスの影響を鑑み未開催
（令和2年度に書面開催）

（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

（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

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

（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

1

組織名
新千歳空港事務所
北海道運輸局

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

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）-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

令和元年3月17日　令和元年度第１回部会（書面開催） 報告事項・・・バリアフリー教室の活動状況

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
令和元年6月27日　令和元年度第１回部会 （１）令和元年度空の日事業実施計画について

（２）その他

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

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

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

千歳市
苫小牧市

組織名
新千歳空港事務所

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）
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

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

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
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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
新型コロナウイルスの影響を鑑み未開催

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
新型コロナウイルスの影響を鑑み未開催
（令和2年度に書面開催）

開催状況

主な議題

（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

　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

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
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
（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

　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
令和元年5月24日　2019年度総会

（2）2018年度収支決算報告について
（3）2019年度事業計画（案）について
（4）2019年度収支予算（案）について
(5)役員の選任（案）について

開催状況

主な議題
（1）2018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
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

（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

（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

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

　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
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
白糠町ＰＲ活動 ● 5

小樽観光ＰＲ ● 5

福祉製品ＰＲ及び販売会 ● 5

道産さくらんぼ試食・PR活動 ● 5

福島県玉川村ＰＲ活動 ● 5

北海道のまち探しフェアー ● ● 5

斜里町知床観光PR活動 ● 5

羅臼町観光PR活動 ● 5

SKY ＆ AUTUMN DRAM FESTA 2019 in 新千歳空港～空港開港100年記念へのカウントダウン“7”～ ● 1

清里町観光PR活動 ● 5

利尻富士町観光PR活動 ● 5

根室市観光PR活動 ● 5

アイヌアートフェスティバル ● 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

北海道米PR ● 5

アイヌアートフェスティバル（ウポポイ（民族共生象徴空間）開設PRイベント） ● 3

難民支援キャンペーン ● 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．令和元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

〔2〕航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 北海道移住促進協議会

実施時期 令和元年８月１９日（月）～８月２５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 北海道運輸局

実施時期 令和元年１１月７日（木）

①北海道のまち探しフェアー

概要
　新千歳空港国内線旅客ターミナルビル２階センタープラザにおいて、北海道旅行を楽
しんだ道外からの観光客をメインターゲットに、将来、北海道への移住や定住を検討し
てもらうためのきっかけづくりや、北海道の各市町村の認知度アップ・魅力をPR

内容等

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～

概要

内容等

地域振興等類型

　視覚障がい者や車いすの疑似体験・介助体験と通じ、「心のバリアフリー」の大切さを
学んでいくため、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が開催さ
れ、苫小牧市立植苗小学校（３・４年生・教員）と新千歳空港関係者、計２３名が参加

（３） 主な取組内容
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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
令和元年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

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

主な議題
・令和元年度事業計画の承認
・「空の日」まつり2019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

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）

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

開催状況
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（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）

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



所長

課長

所長

隊長

開催日

令和元年６月２７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）

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。

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
藤石油（株）航空事業部
（一財）航空保安協会稚内事務所

（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２０１９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

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
令和元年６月２６日

令和元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）

開催状況
主な議題

平成３０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

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
枝幸町観光協会
利尻富士町観光協会
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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

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

稚内繁忙期利用者歓迎活動 ● 1

ＦＤＡチャーター初便お出迎え ● ３、５

ＡＮＡ東京便の大型化開始に伴う「初便歓迎のお出迎え」 ● ３、４、５

北門神社 神輿渡御への参加 ● １、４、５

中頓別小学校 空港見学 ● 4

七夕イベント ● 4

稚内空港「空の日」まつり２０１９の開催 ● 1

★ ＦＤＡおもてなし活動 ● ３、５

ＦＤＡチャーター最終便のお見送り ● ３、５

赤い羽根共同募金　伝達式 ● 4

クリスマス装飾 ● ４、５

太宰府天満宮特大絵馬設置 ● 4

お正月装飾 ● ４、５

北海道７空港民間運営開始記念式典（稚内空港） ● ● 4

北海道冬季利用者歓迎活動 ● 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。

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．令和元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、稚内観光協会

実施時期 令和元年８月２５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 稚内空港利用者利便性向上協議会

実施時期 令和２年２月３日（月）

　

内容等

①ＦＤＡおもてなし活動

概要

内容等

②稚内空港冬季利用歓迎活動

概要

　ＦＤＡチャーター便の到着時にＦＤＡ所有の機体カラー１４色に合わせた着物姿にて旅
客のお出迎えを実施

　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玄
関前に「氷だるま」を制作・設置した。

（３） 主な取組内容
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（１）-②空港法協議会構成員

役職
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

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

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）　

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　

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

（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

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〕
無料充電コーナー増設 ● 4

釧路空港春の職域清掃活動 ● 5

「こども鶴の絵コンテスト」受賞作品展 ● 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

「世界三大夕日の街 釧路 第３回フォトコンテスト」作品展 ● 5

釧路空港産直感謝市 ● 4

そらフェス in 釧路空港 ● ３、５

写真展「釧路港舟漕ぎ記念大会 写真コンテスト作品展」 ● 5

エゾシカ衝突事故防止パネル展 ● 2

クリスマスツリーの展示 ● 4

「たんちょう釧路空港ひがし北海道マップ」の配付 ● 1

写真展「釧路冬紀行～SL 冬の湿原号の記憶～」 ● 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．令和元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 釧路町村会地域づくり広域プロジェクト

実施時期 令和元年６月２５日～１０月上旬

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 北海道開発局　釧路開発建設部

実施時期 令和元年１１月２６日～令和元年１２月３１日

　

14

内容等

①道道釧路空港線植栽事業

概要

内容等

②エゾシカ衝突事故防止パネル展

概要

　釧路空港を訪れる観光客を、温かくおもてなしの心をもって迎えるため、釧路管内市
町村関係者と標茶高校生徒が釧路空港へ向かう新・釧路空港線に設置した８市町村
の花壇へ生徒が育てた花の苗約３，１５０株を植えた。

　自動車とエゾシカの衝突事故が最も多く発生するこの時期（秋から冬）に、ターミナル
ビル３階回廊ギャラリーにて「エゾシカ衝突事故防止パネル展」を開催するとともに「エ
ゾシカ衝突事故マップ等のパンフレットを総合案内所で配布することにより、レンタカー
利用者をはじめとする空港利用者への情報提供（注意喚起）及び利便向上を図る

（３） 主な取組内容



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 アンテナ・プレスクール

実施時期 令和元年５月１０日（金）～令和元年６月２８日（金）
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③「こども鶴の絵コンテスト」受賞作品展

概要

内容等

　「こども鶴の絵コンテスト」は未就学児を対象に釧路湿原を中心に生息する「丹頂鶴
（タンチョウ）」をテーマとした絵を募集したもので、その受賞作品８点を２階出発ロビー
に展示を行った



（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
令和２年３月１１日（水）（書面開催）
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため

（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

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

開催状況

主な議題
令和元年度事業報告、令和２年度事業計画（案）

　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

（一社）函館国際観光コンベンション協会
函館商工会議所

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

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
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（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

函館市　

構成メンバー

北海道渡島総合振興局　

（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

函館空港民間駐車場協議会

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

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



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

令和元年６月１１日（火）

函館商工会議所

開催状況
主な議題

平成３０年度事業報告・収支決算
令和元年度事業計画（案）・収支予算（案）

森商工会議所
北海道渡島管内商工会連合会

函館空港ビルデング（株）
渡島町村会
渡島町村議会議長会

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

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
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

檜山町村会
檜山町村議会議長会

函館市議会
北斗市
北斗市議会

組織名

北海道渡島総合振興局

（株）ＡＩＲＤＯ函館空港所

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

エバー航空函館空港支店

函館市港湾空港部
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
北海道、北東北の縄文遺跡群のPR ● 4

函館空港キッズイベント ● 4

改元記念ディスプレイ ● 4

函館空港ウェルカムロード花植え ● 5

函館空港ビアガーデンの開催 ● 4

函館空港七夕まつり笹飾りの設置 ● 4

奥尻町PR ● 3

江差姥神大神宮渡御祭PR展示 ● 3

函館空港まつり「ワッショイはこだて」パレードへの参加 ● １、４、５

出前講座 ● １、２、４

函館エアポートフェスタ‘19 子供絵画書道展 ● 1

ハロウィン装飾 ● 4

道南いさりび鉄道沿線および道南西部地区の観光PR ● ３、５

『実感!! 「米どころ」北海道in函館空港 Hakodate HaLL』イベント ● 4

クリスマス装飾 ● 4

JAL BELL STAR ミュージック演奏 ● 4

クリスマスイベント ● 4

「函館空港から旅に出よう！！」キャンペーン ● 4

お正月装飾 ● 4

春節装飾 ● 4

バレンタイン装飾 ● 4

雪像展示 ● ● 4

ひな人形展示 ● ● 4

函館市内路線バス車内広告を活用した函館空港利用促進PR ● 1

大阪モノレール車内広告を活用した伊丹＝函館便の利用促進PR ● 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。

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．令和元年度における利用促進取組状況（函館空港）

18



函館空港

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 函館空港ビルデング(株)

実施時期 令和元年１２月２１日（土）～令和２年１月１３日（月）

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 函館空港ウェルカムロードの会

実施時期 令和元年６月１５日（土）

　

19

内容等

①「函館空港から旅に出よう！！」キャンペーン

概要

内容等

②函館空港ウェルカムロード花植え

概要

　ターミナル利用者（お土産等購入者）向けに、函館空港就航先の往復航空券や北海
道産品が抽選で当たるキャンペーンを実施

　ボランティアによる植栽活動（ベゴニア2400株）

（３） 主な取組内容



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 函館空港で働く有志

実施時期 令和元年８月３日（土）
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③函館港まつり「ワッショイはこだて」パレードへの参加

概要

内容等

　ＣＡＢ、空港ビル、エアラインなど函館空港で働く職員が一丸となり、ユニークな曲に
合わせダンスを披露することで空港をアピール



（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
令和元年７月４日（木）

主な議題
平成３０年度活動報告、令和元年度活動計画等

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

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）

（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

 21



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
第９４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

札幌丘珠空港アート刻書展 ● 4

第９５回産直市（松本・静岡直送）及び松本線運航記念PRイベント ● ● 4

ＦＤＡ「丘珠-松本」線運航再開に伴う初便歓迎対応 ● ３、４

第９６回産直市（奥尻直送） ● 4

「空の日」札幌丘珠空港フェスタ ２０１９ ● 5

第９７回産直市（丘珠やさい直売）及び航空教室、ロビーコンサート ● 4

第９８回産直市（稚内・利尻直送）及び航空教室、ロビーコンサート ● 4

「雪だるま」によるお出迎え ● ● 5

第９９回産直市（三沢・八戸直送）及び航空教室、ロビーコンサート ● 4

丘珠空港利用促進PR広告の掲載 ● 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。

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．令和元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

〔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 丘珠空港連絡協議会

実施時期 令和２年１月３０日（木）～令和２年２月１１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 丘珠空港連絡協議会

実施時期 令和元年５月３０日（木）

　

内容等

23

　１月３１日から２月１１日までの期間に開催される「さっぽろ雪まつり」にあわせて、空
港関係者によって雪だるまの制作をおこない、空港ターミナルビル前に設置することで
丘珠空港に到着される旅客等に対するお出迎えを演出

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（１１機関、３２名）により丘珠空港周辺のごみ
拾いを実施。

地域振興等類型

①「雪だるま」によるお出迎え

概要

内容等

②クリーンアップ大作戦

概要

（３） 主な取組内容



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 令和元年５月１７日（金）～令和元年６月２６日（水）

③札幌丘珠空港アート刻書展

概要

内容等

24

　令和への改元を記念し、丹精込めて刻み込んだ和の文字に、洋の息吹を吹き込んだ
味わいのある刻書を展示



（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

（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

令和元年7月3日（水）　総会開催

　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）
仙台国際空港(株)
宮城県中小企業団体中央会

スカイマーク(株)　仙台空港支店

仙台市　文化観光局　誘客戦略推進課

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

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

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

・2019年度　仙台空港祭
・その他、利用促進を目的とした活動について

(株)フジドリームエアラインズ　仙台空港支店

Ｐｅａｃｈ　Ａｖｉａｔｉｏｎ(株)　仙台空港所

宮城県商工会連合会

組織名

・空港内外における仙台空港のプロモーション活動
・各路線安定化を目的とした助成金

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

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

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)

構成メンバー

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〕
「台湾観光プロモーション in 仙台空港」開催 ● 5

仙台空港　国際線利用促進キャンペーン ● 5

訪日外国人向けAIチャットボット「Bebot」実証実験 ● 1

仙台空港屋上展望デッキビアガーデンの開催 ● 1

★ 空の日記念イベント「2019 仙台空港祭」開催 ● 5

仙台空港発「この冬、大阪・神戸をおトクに楽しむ！おもいっきり関西キャンペーン」実施 ● 5

仙台空港屋上展望「ジュエリーイルミネーション」開催 ● 1

可動式ベビーケアルーム「mamaro」設置 ● 1

スキーバス「山形蔵王号」運行 ● 5

施設見学・出前講座の実施 ● 1、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。

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．令和元年度における利用促進取組状況（仙台空港）

（２） 総括表

２．令和元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、仙台空港事務所、仙台空港鉄道株式会社 （３者共催）

実施時期 令和元年１０月６日（日）

①空の日記念イベント「2019 仙台空港祭」開催

概要

内容等

仙台空港における「空の日」記念イベントとして開催。CAB・SIAC・SATのほかエアライ
ンや関係する官公庁など各事業所において、それぞれイベントの実施や展示ブースの
設置を行うとともに、地域との交流や利用促進についてもアピールを行った。

（３） 主な取組内容（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

東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所

構成メンバー

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

28

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

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



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

令和元年5月24日　定例総会

東京航空局三沢空港事務所

開催状況

主な議題

平成30年度事業報告、平成31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

　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〕
★ 幼稚園児のリンゴもぎ取り ● 4

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

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

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．令和元年度における利用促進取組状況（三沢空港）

30



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式会社

実施時期 令和元年１１月

①幼稚園児のリンゴもぎ取り

概要

内容等

　空港ターミナル敷地内に植えられている５０本のリンゴの木のリンゴを、空港近くの幼
稚園児３３名がリンゴもぎ取りを体験し実りの秋を満喫

（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
令和元年７月５日　第1回幹事会開催
令和元年８月６日　第2回幹事会開催
令和元年９月１３日　第3回幹事会開催

役職
※　役職指定せず

開催日
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

（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2019の実施等

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

構成メンバー

開催状況
主な議題

（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

　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
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（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

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



（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
令和元年６月２８日　総会開催状況

主な議題
・平成３０年度事業報告及び決算報告について
・令和元年度事業計画案及び予算案について

　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
参議院
茨城県議会
茨城県内４４市町村

33



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
ベトナムチャーター歓迎イベント ● ● １、３

わんぱく教室in茨城スカイスリーフェスタ ● ● 5

七夕イベント ● 5

茨城空港韓国フェア ● ● 1

茨城空港「空の日」イベント２０１９ ● ● ２、４

HALLOWEEN　PARTY　in　茨城空港 ● ● 5

台湾フェアin茨城空港 ● ● 1

クリスマスイベント ● 1

茨城空港開港10周年記念ホノルルチャーター歓迎イベント ● ● 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。

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．令和元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 小美玉市茨城空港利用促進協議会

実施時期 令和元年６月２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 羽田タートルサービス（株）

実施時期 令和元年６月１２日（水）～７月１０日（水）

　

内容等

地域振興等類型

　茨城空港に隣接する空港公園において、子ども向けの職業体験イベント「わんぱく教
室２０１９」を実施

　茨城空港の利用者や見学者が空港で七夕の雰囲気を味わってもらうため、ビル内に
七夕飾りを装飾、短冊を用意し利用者へ記入してもらい笹の葉に飾り付けた

35

①わんぱく教室in茨城空港スカイスリーフェスタ

概要

内容等

②七夕イベント

概要

（３） 主な取組内容



（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

（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
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
開催状況

主な議題
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（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

構成メンバー

組織名

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



（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３１年４月２２日　幹事会
令和元年７月９日　通常総会

　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
令和元年７月２６日　通常総会 平成３０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
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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３１年度の協議会の予算等

平成３０年度 事業報告並びに収支決算報告 など



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
新潟空港を花絵で飾ろう２０１９ ● 5

新潟空港施設見学 ● 5

空港旅客ターミナルビル屋上送迎デッキ無料開放 ● 4

駐車場混雑情報のＨＰ配信 ● ４、５

「HAPPYそらフェスタ～行こ行こ台湾！３」の開催 ● ● ● ● ３、４

高速バスの空港乗り入れ ● 3

親子滑走路バスツアー ● 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　開催 ● ● ● ● ３、４

幼稚園等の空港見学 ● 1

キャセイドラゴン航空『新潟＝香港』の季節定期便就航 ● ● ● １、４

「Welcome Niigata Airport HAPPYそらフェスタ～行こ行こ北海道！３～」開催● ● ● ● ３、４

新潟空港駐車場 無料化実験 ● ● ３、５

「新潟⇔香港線就航記念！HAPPYそらフェスタ～香港・マカオ～」開催 ● ● ● ● ３、４

「新潟⇔ソウル線」就航４０周年記念セレモニー ● ● ● ● １、４

文化庁「メディア芸術×文化資源分散型ミュージアム」新潟空港展示記念セレモニー ● ● ● ● ２、５

福岡・柳川伝統のつるし雛「さげもん」展示 ● ● ● 4

運航情報等のデジタルサイネージ設置 ● 1

空港ビル内エスカレーター増設 ● 4

バリアフリー型旅客搭乗橋の設置完了 ● 4

手荷物受取所で“酒樽”が回り「新潟の酒」をＰＲ」 ● ● 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．令和元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 令和元年１０月２７日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 新潟空港ビルディング株式会社

実施時期 令和２年３月２４日から
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①新潟空港ＥＡＳＹ ＧＯ フェスタ　開催

概要

②バリアフリー型旅客搭乗橋の設置完了

概要
　平成３０年度から順次更新してきたバリアフリー型旅客搭乗橋の設置が完了。通路
間に生じる段差を取り除いた段差のない床を実現し、車いすの方も円滑に移動できる
完全バリアフリー対応となった。

地域振興等類型

　新潟空港の賑わい創出や若年層・女性層に対し新潟空港を気軽に利用してもらうこ
とを目的に、新潟県内有名店によるおしゃれなコーヒー・スイーツの販売や人気の沼垂
テラス商店街の出張出店。新潟在住など新潟ゆかりのアーティストによる新潟空港に
ぎやかしや若年層が集えるフェスを開催。

内容等

（３） 主な取組内容



新潟空港

〔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 新潟県、新潟空港ビルディング（株）

実施時期 令和２年３月２７日から

概要

内容等

地域振興等類型

40

　手荷物受取所ターンテーブルで手荷物と一緒に“酒樽”が回り、新潟県産日本酒をＰ
Ｒ

③手荷物受取所で“酒樽”が回り「新潟の酒」をＰＲ


