
（１）-②空港法協議会構成員

役職

仙台空港長
代表取締役社長
代表取締役社長
仙台空港所長
仙台空港所長
運航サポート部長
仙台空港所長
交通企画課長
先任建設管理官
センター所長
仙台分校長
空港臨空地域課長
参事兼国際プロモーション課長
政策企画課長
政策企画課長
代表取締役社長
仙台事務所長
会長
理事・事務局長

開催日

平成２１年 ４月２４日 第１回協議会開催

平成２１年１２月１７日 第２回協議会開催

平成２２年 ５月２７日 第３回協議会開催

平成２２年１２月２２日 第４回協議会開催

平成２３年１２月２０日 第５回協議会開催

平成２４年 ５月２４日 第６回協議会開催

平成２４年１２月１９日 第７回協議会開催

平成２５年 ６月２７日 第８回協議会開催

平成２５年１２月１８日 第９回協議会開催

（２）地域の協議会の構成員

役職

会頭
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
会長
代表幹事
会長
会長
会長
代表取締役社長
代表取締役社長

開催日

平成25年7月24日 定例総会
平成25年6月7日 幹事会 など

（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
仙台空港ビル株式会社
仙台エアカーゴターミナル株式会社
日本航空株式会社仙台空港所
全日本空輸株式会社仙台空港所
ＩＢＥＸエアラインズ株式会社
（株）AIRDO
東北運輸局企画観光部交通企画課
東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所
航空保安大学校岩沼研修センター
独立行政法人航空大学校仙台分校
宮城県土木部空港臨空地域課
仙台市経済局国際経済・観光部国際プロモーション課
名取市総務部政策企画課
岩沼市総務部政策企画課
仙台空港鉄道株式会社
一般財団法人空港環境整備協会仙台事務所
仙台小型機協議会
仙台商工会議所

開催状況

主な議題

規約、協議会構成員案

規約改正（構成員）、構成機関利用促進取組の紹介等

空港の運用時間延長に伴う鉄道の運行、広報費の活用

広報費の活用、構成機関利用促進取組の紹介等

規約改正（協議等）、バリアフリー化設備等整備事業、広報費の活用等

出前講座・施設見学の取組、広報費の活用、地域活性化策調査等

出前講座・施設見学の取組、広報費の活用、空港利用者の利便向上

平成24年度事業報告、平成25年度事業計画、各機関からの報告

規約改正、仙台空港特定運営事業基本ｽｷｰﾑ案説明、事業実施状況報告、外国人旅行者の受入環境整備状況報告等

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
宮城県市長会
宮城県町村会
宮城県商工会連合会
宮城県中小企業団体中央会
宮城県市議会議長会
宮城県町村議会議長会
(社)東北経済連合会
(社)宮城県経営者協会
仙台経済同友会

開催状況
主な議題

平成24年度事業報告及び収支決算、平成25年度事業計画及び収支予算など

宮城県百貨店協会
(社)宮城県銀行協会
(社)宮城県観光連盟
仙台空港ﾋﾞﾙ(株)
仙台ｴｱｶｰｺﾞﾀｰﾐﾅﾙ(株)
など１５０団体

仙台空港利用者利便向上協議会

協議会等の概要（仙台空港）

【専門部会無】



〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
空港の賑わい創出・集客のためのイベント

（キッズフェスタ、サマーフェスタ、クリスマスイベントなど）

屋上展望デッキの無料開放（なとり夏祭り・仙台空港祭） ○ 4

☆ 無料WiFi接続サービス・英語版ポータルサイト提供 ○ ○ 4

☆ 空港見学・職場訪問・職場体験等 ○ 4

仙台空港ＰＲツールの作成・配布 ○ ○ 3

（ポスター・うちわ・リーフレット・ポケットティッシュ）

☆ 仙台空港利用プロモーション（大阪、金沢、名古屋、神戸） ○ ○ 3

利用促進セミナー（札幌・広島） ○ ○ 3

海外プロモーション（ソウル・ハワイ・大連・上海） ○ ○ 3

ラッピング列車の運行 ○ ○ 3

復興支援助成事業、海外修学旅行補助、旅行商品造成事業助成 ○ ○ 3

「ソラ行け旅フェスタ TRAVEL FESTA 2013」 ○ ○ 3

「ソラ旅ガールズフェスタ２０１４」 ○ ○ 3

海外教育旅行セミナー ○ ○ ○ 3

海外旅行会社・メディア等招請 ○ ○ 3

航空会社媒体を利用した宮城の観光・物産情報の発信 ○ ○ 3

仙台空港時刻表の作成・配布 ○ 3

☆ 出前講座・施設見学 ○ 1,2,3,4

☆ 仙台空港利用促進ＰＲポスターの作成 ○ ○ 1,2,3,4

☆ 小中学生向け仙台空港学習・ＰＲパンフレットの作成 ○ 1,3

☆ 外国人旅行者の受入環境整備状況一覧表の作成 ○ 1,4

心の翼プロジェクト・ボーイング747-400卒業フライト ○ 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）したい取組については、「特記」に☆印を記入

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

☆ ○ 4

その他

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体等

航空会社、空港ビル会社

（２）総括表



地域振興等類型 【４】空港と地域との交流促進

実施主体 仙台空港ビル(株)

実施時期 平成25年3月、5月、7月、8月、10月、12月、平成26年3月（左記以外にも各種展示会等を実施）

空港の賑わい創出・集客のために、空港ビル内で各種イベントを実施

春休み、夏休み、七夕まつり前後、クリスマスなど、季節に応じて、集客イベントや館内装飾

を実施し、お客様に楽しんでいただいている。

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

実施主体 仙台空港ビル(株)

実施時期 平成25年8月～

仙台空港ターミナルビル内で無料のWi-Fi接続環境を提供（1日最大120分）するとともに、

ビル内の施設案内を英語版ポータルサイトで提供。

①空港の賑わい創出・集客のためのイベント

概要

内容等

②無料WiFi接続サービス・英語版ポータルサイト提供

概要

内容等

平成２５年度における利用促進取組状況（仙台空港）

主な取組内容

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 日本航空(株)、全日本空輸(株)、仙台空港ビル(株)、仙台ｴｱｶｰｺﾞﾀｰﾐﾅﾙ(株)、仙台空港鉄道(株)

実施時期 平成25年4月1日～平成26年3月31日

宮城県内の小学生、中学生、高校生、専門学校生の特別授業、職場体験、キャリア教育等

の一環で、空港見学、職業訪問・見学、航空教室等を実施

空港内事業者においては、地域との交流促進等を図る観点から、希望に応じ、空港見学、

職場訪問、航空教室等を実施している。

 ■職場訪問（C/C、C/A、GHによる職業講話） ■空港⾒学（⾶⾏機の前で記念撮影）

地域振興等類型 【１】航空ネットワークの維持、【２】航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

実施主体 仙台空港国際化利用促進協議会

実施時期 平成25年5月、6月、7月、平成26年2月

主要就航地において、就航地関係機関と連携し、仙台空港利用プロモーションを実施。

関西国際空港、金沢市内、名古屋市内、伊丹空港、神戸市内において、仙台空港・

七夕祭り等のＰＲを実施。

③空港見学・職場訪問・職場体験等

概要

内容等

④仙台空港利用プロモーション

概要

内容等

関西国際空港

でのPR

ＮＨＫ名古屋

「さらさらサラダ」

へ出演

金沢「ＭＲＯ
旅フェスタ」
でのＰＲ

伊丹空港でのプ

ロモーション



地域振興等類型 【４】空港と地域との交流促進
実施主体 仙台空港利用者利便向上協議会
実施時期 平成25年4月1日～平成26年3月31日

宮城県内外の方々に仙台空港の理解を深めて頂き、空港と地域との交流を活性化させる
ため、空港内事業者で出前講座（４講座）及び施設見学（9コース）を設定し、通年実施。
（東京航空局、東北運輸局、宮城県、名取市、岩沼市のホームページ等にご案内を掲載）
平成25年度においては、出前講座4件、施設見学36件実施した。

地域振興等類型 【１】航空ネットワークの維持、【２】航空・空港を利用した観光振興、航空需要の開拓
実施主体 仙台空港利用者利便向上協議会
実施時期 平成２６年１月末～３月末

仙台空港の国内線・国際線の利用促進を図る観点から、ＰＲポスターを作成し、ＪＲ東日本、
仙台空港アクセス線等に掲示した。また、震災からの観光復興を図る観点から、仙台空港・
仙台・宮城・東北ＰＲポスターを作成し、国内線就航先旅客ターミナルビル等に掲示した。

⑤出前講座・施設見学

概要

内容等

⑥仙台空港利用促進ＰＲポスターの作成

概要

内容等

仙台空港の

あらまし JAL航空教室 空港の裏側を探検してみよう！

あなたも今日から

グランドスタッフ 航空大学校内施設 航空保安大学校

訓練施設
国際貨物棟 仙台空港ターミナルビル

国内線ＰＲポスター

国際線ＰＲポスター

大阪国際空港に掲示

新千歳空港に掲示 広島空港に掲示



地域振興等類型 【４】空港と地域との交流促進
実施主体 宮城県、仙台空港事務所
実施時期 平成２５年１１月～平成２６年３月

震災からの復興の状況や空港を支える多くの方々の仕事や役割等を盛り込んだパンフレット
を作成し、見学時に教材として活用することにより、空港及び空港関連施設の普及啓発・利用
促進を図る。
魅力あるパンフレットを作成するべく、小中学校の先生（３名）、宮城県及び仙台空港事務所

で３回の検討会を開催した。
平成２６年３月に完成し、30,000部印刷し、宮城県内市町村教育委員会、小中学校、特別

支援学校、社会教育施設など４８３箇所に配布。また、施設見学者（小学生）に配布し、空港を
ＰＲしている。

地域振興等類型 【３】空港利用者便益の増進
実施主体 仙台空港利用者利便向上協議会
実施時期 平成２５年１０月～１２月

観光立国を推進する観点から、仙台空港における外国人旅行者の受入環境整備状況の現状
をチェックし、共有することにより、外国人旅行者がより使いやすい空港を目指す。

⑧外国人旅行者の受入環境整備状況一覧表の作成

概要

内容等

⑦小中学生向け仙台空港学習・ＰＲパンフレットの作成

概要

内容等


