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（１）-②空港法協議会構成員

役職
運輸部長
事務所長
観光政策統括監
企画部長
経済観光部長
代表取締役社長

支店長
支店長
会長
代表取締役社長
会長
代表取締役社長
会長
会長
会長
空港長(協議会会長)

開催日
平成２８年３月２４日　　協議会開催

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
運輸部企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長

那覇空港ビルディング（株） 事業部長
（株）日本航空　沖縄空港支店　 総務部長
日本トランスオーシャン航空（株） 空港企画部マネージャー
全日本空輸（株）沖縄空港支店 総務課リーダー
（株）ソラシドエア沖縄空港支店 支店長
那覇空港国際線航空会社連絡会 会長
那覇空港貨物ターミナル（株） 総務部長

国内事業部長
総務部長
専務理事
事務局長
専務理事
広域空港管理官・総務部長・施設部長

開催日
平成２７年１０月８日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

平成２８年２月２９日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

那覇空港貨物ターミナル（株）

（株）日本航空　沖縄空港支店　

（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会

　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所
沖縄県　文化観光スポーツ部
沖縄県　企画部
那覇市　経済観光部
那覇空港ビルディング（株）

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　那覇空港利用者利便向上協議会　　　　　　　　　　　　　　  　　 設立日：平成２１年１０月３０日

構成メンバー

組織名

開催状況
主な議題

前期事業報告
事業報告、実施計画　等

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会

那覇都市モノレール(株)
（一社）沖縄県バス協会

（一社）沖縄県レンタカー協会
大阪航空局　那覇空港事務所

日本航空(株)沖縄空港支店長
日本トランスオーシャン航空（株）
全日本空輸（株）沖縄空港支店

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
那覇都市モノレール(株)
（一社）沖縄県バス協会

内閣府　沖縄総合事務局

（株）ソラシドエア沖縄空港支店
那覇空港国際線航空会社連絡会

（一社）沖縄県レンタカー協会

沖縄県　文化観光スポーツ部
沖縄県　企画部
那覇市　経済観光部

　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所

大阪航空局　那覇空港事務所

開催状況
主な議題

平成27年度事業報告、平成28年度事業計画の概要
空港利用者利便向上に係る現状の報告

　名　称　：　那覇空港利用促進委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　設立日：平成２１年１０月３０日

構成メンバー

組織名
内閣府　沖縄総合事務局

１．協議会等の概要

那覇空港

那覇空港利用者利便向上協議会

利用促進委員会

UD委員会

環境委員会

【専門部会等】
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役職
運輸部企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長

那覇空港ビルディング（株） 事業部長
（株）日本航空　沖縄空港支店　 総務部長
日本トランスオーシャン航空（株） 空港企画部マネージャー
全日本空輸（株）沖縄空港支店 総務課リーダー
（株）ソラシドエア沖縄空港支店 支店長
那覇空港国際線航空会社連絡会 会長
那覇空港貨物ターミナル（株） 総務部長

国内事業部長
業務部長
専務理事
事務局長
専務理事
広域空港管理官・総務部長・施設部長

開催日
平成２７年１０月８日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

平成２８年２月２９日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

役職
運輸部企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長

那覇空港ビルディング（株） 事業部長
（株）日本航空　沖縄空港支店　 総務部長
日本トランスオーシャン航空（株） 空港企画部マネージャー
全日本空輸（株）沖縄空港支店 総務課リーダー
（株）ソラシドエア沖縄空港支店 支店長
那覇空港国際線航空会社連絡会 会長
那覇空港貨物ターミナル（株） 総務部長

国内事業部長
総務部長
専務理事
事務局長
専務理事
広域空港管理官・総務部長・施設部長

開催日
平成２７年１０月８日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

平成２８年２月２９日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所

那覇市　経済観光部

沖縄県　企画部

　名　称　：　那覇空港ユニバーサルデザイン推進委員会　　　　　　　　   　 設立日：平成２１年１０月３０日

組織名
内閣府　沖縄総合事務局

（一社）沖縄県バス協会

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
那覇都市モノレール(株)

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

開催状況
主な議題

前期事業報告
事業報告、実施計画　等

構成メンバー

沖縄県　文化観光スポーツ部

沖縄県　企画部

開催状況
主な議題

前期事業報告
事業報告、実施計画　等

　名　称　：　那覇空港景観委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設立日：平成２１年１０月３０日

構成メンバー

組織名
内閣府　沖縄総合事務局
　　　　〃　　　　　　　　　　　那覇港湾･空港整備事務所
沖縄県　文化観光スポーツ部

那覇都市モノレール(株)
（一社）沖縄県バス協会

（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会
（一社）沖縄県レンタカー協会
大阪航空局　那覇空港事務所

那覇市　経済観光部

（一社）沖縄県ハイヤー･タクシー協会
（一社）沖縄県レンタカー協会
大阪航空局　那覇空港事務所
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（２）地域の協議会の構成員

役職

部長(会長)
会長
客員教授
教授
会長

(一社)石垣市観光交流協会 会長
(一社)那覇市観光協会 会長
(公財)名護市観光協会 理事長
(一社)沖縄市観光協会 会長
沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長
(一財)沖縄美ら島財団 理事長
沖縄都市モノレール(株) 代表取締役社長
(一社)沖縄県レンタカー協会 会長
(一社)沖縄県バス協会 会長
(一社)沖縄県ハイヤー・タクシー協会 会長
(一社)日本旅行業協会沖縄支部 支部長

支部長
支店長
支店長
代表取締役社長
代表取締役社長
部長
会長
会長
副管理者
部長
部長

開催日

平成27年5月25日
平成28年2月9日

国立大学法人琉球大学観光産業科学部
                        〃
(一社)宮古島観光協会

(一社)全国旅行業協会沖縄県支部

（有）沖縄シップスエージェンシー

日本航空（株）沖縄支店

              〃               　運輸部

　名　称　：沖縄観光推進戦略会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定：平成２７年　５月　１日

構成メンバー

組織名

（一社）沖縄旅客船協会

沖縄県文化観光スポーツ部
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

開催状況
主な議題

戦略会議の概要等説明、ロードマップの推進に関する今年度の取組等

ロードマップの改訂、戦略会議の構成見直し等

全日本空輸（株）沖縄支店
日本トランスオーシャン航空(株)
那覇空港ビルディング(株)
国土交通省大阪航空局　空港部

那覇港管理組合
内閣府沖縄総合事務局　開発建設部
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 新規就航路線就航セレモニー開催 ● 4,5

国際チャーター便包括支援事業 ● ● 3,4

（チャーター便助成、地上ハンドリング料支援、団体バス支援）

定期便就航促進・活性化支援事業 ● ● 3,4

（国際線定期便地上ハンドリング支援事他４項目支援）

★ ユニバーサルデザイン研修会開催 ● 1,2,3,4

那覇空港利便性向上支援事業(立体連絡通路整備費用補助) ● 3,4

★ 早朝クリーン作戦（6月、12月） ● 1,4,5

那覇空港案内冊子(フロアガイド)発行 (５言語) ● 4

国内線２階多目的広場イベント開催 ● ● 4

★ 航空会社による空港内イベント行事開催 ● 4

★ 空の日イベント ● 1,4,5

雨天対策(国際・国内移動時)傘、カート用レインカバー設置 ● 4

夏期深夜便運航 ● 4

沖縄ドライブマップ発行 ● 5

台風時観光客の対応　(台風時観光客対策協議会参画等) ● 1,3,4,5

那覇空港駅　多言語駅名標設置 ● 5

就航地域を中心とする路線別プロモーション等の展開 ● 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。

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

号を記入すること。

空港管理者

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（那覇空港）
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那覇空港

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 (一財)沖縄観光コンベンションビューロー、就航航空会社等

実施時期 平成27年度

那覇空港へ新規就航する路線を対象に就航セレモニーの開催

(27年6月29日　タイガーエア台湾　台北、7月1日　中国東方航空　福州、

　9月4日　ピーチ　ソウル、28年3月27日　ANA 岩国　等)

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 那覇空港利用者利便向上協議会　　那覇空港ユニバーサルデザイン推進委員会

実施時期 平成27年11月6日

　ユニバーサルデザイン研修会開催

　

①新規就航路線就航セレモニー開催

概要

内容等

②ユニバーサルデザイン研修会開催

概要

内容等

（３） 主な取組内容

沖縄県では、平成33年度の観光収入1兆円、入域観光客数1,000万人等の目標の

達成を目指し、官民一体となって取り組んでいるところ。那覇空港の旅客数は、

年々増加しており、国際線も大きく増加している。新たな客層・旅行客の掘り起こし

にもつながる新規就航路線も一貫であり、新規路線就航時にはテープカット等の

セレモニーを実施している。

空港関係者（職員）にバリアフリー（ＵＤ）に関する知識及び関心を持ってもらい空港利用

者にとって安全･安心な利便性の高い空港とするための意識の向上を図ることを目的に、

外部講師により座学（講義）と疑似体験（車いすの実地体験・加齢障害や視覚障害等の

歩行移動等）の2項目で実施。
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那覇空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 那覇空港ビルディング(株)　等

実施時期 6月期、12月期の年2回

　

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 航空会社

実施時期 季節の節目

④航空会社による空港内イベント行事開催

概要

内容等

内容等

③早朝クリーン作戦

概要

○ＡＮＡが実施したひな祭りイベントの内容

航空機の到着から出発までの一連のハンドリング業務(手荷物や貨物の投降載、プッシュバック、

マーシャラー、機用品搭載、機内清掃業務)を各々ピンク色の反射ベストやピンク色の帽子着用の

女性職員のみで実施し、搭乗されるお客様には「ひなあられ」を配布。

また、琉装(沖縄の伝統的衣装)でおひなさまとお内裏さまに扮した男女の社内スタッフが搭乗口

で出迎え、その後出発便へのお見送りを実施し、おもてなしとＰＲに努めた。

(JALグループにおいても、ひなまつりイベントを実施)

沖縄を訪れた旅行者の皆様を気持ちよく迎えるため、空の玄関口である那覇

空港の清掃を行うもので、6月は沖縄全戦没者追悼式の前週土曜日、12月は

那覇マラソンの前日に実施。

利用者利便向上協議会・専門部会（那覇空港景観委員会）会員の

那覇空港ビルディング（株）等企画で、専門部会会員の各事業者等

有志の参加により年２回清掃作業を実施。

航空会社においては、受験シーズンや七夕、ハロウィン、クリスマス、ひな祭り
等々季節の節目において、各種イベントを開催
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那覇空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 那覇空港「空の日　空の旬間」実行委員会

実施時期 平成27年11月14日

航空教室、那覇空港見学バスツアー、空港内職場見学(旅客、貨物、整備士)、制服着

用会、ぬり絵大会、飛行機機の誘導体験、整備部品の展示、空港パネル展、

展望デッキ無料開放等実施

空港利用者、地域住民の方々に那覇空港を身近に感じていただくため、航空会社

空港ビル会社等の協力のもと、各種イベントを実施。

内容等

⑤空の日イベント

概要
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