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（１）-②空港法協議会構成員
設立日：平成２２年　３月　３日

役職
所長（議長）
支局長
所長
産業振興推進部　交通運輸政策課長
企画課長
企画財政課長
代表取締役社長
所長
所長
支店長
所長
会長

開催日

（１）-③空港法協議会　専門部会等
設立日：平成２２年　３月　３日

役職

総務課長（部会長）

首席運輸企画専門官

工務課長
産業振興推進部　交通運輸政策課　課長補佐

企画課　コミュニティ推進係長
企画課長
業務担当
担当職員
担当職員
所長

開催日

設立日：平成２７年　２月　５日
役職

総務課長（部会長）
管理運営課長
業務担当
担当職員
担当職員

所長

開催日

開催状況

主な議題

四国運輸局　高知運輸支局

全日本空輸(株) 　高知空港所

（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店

　名　称　：　エコエアポート推進部会

構成メンバー 日本航空(株)　高知空港所
全日本空輸(株) 　高知空港所

（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店

（一財）空港環境整備協会　高知事務所

組織名

大阪航空局　高知空港事務所
高知空港ビル(株)

開催状況
主な議題

構成メンバー

開催状況
主な議題

書面等により連絡・情報交換を実施

四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所
高知県
南国市

（公財）高知県観光コンベンション協会
（一財）空港環境整備協会　高知事務所

香南市
高知空港ビル（株）
日本航空（株）　高知空港所
全日本空輸（株）　高知空港所
（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店

　名　称　：　ユニバーサルデザイン推進部会

構成メンバー

組織名

大阪航空局　高知空港事務所

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

組織名
大阪航空局　高知空港事務所
四国運輸局　高知運輸支局

（一財）空港環境整備協会　高知事務所

四国地方整備局　高知港湾・空港整備事務所
高知県
南国市
高知空港ビル(株)
日本航空(株)　高知空港所

　名　称　：　高知龍馬空港利用者利便向上協議会

１．協議会等の概要

高知空港

【専門部会等】

高知龍馬空港利用者利便向上協議会

ユニバーサルデザイン推進部会

エコエアポート推進部会
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（２）地域の協議会の構成員

役職
社長
専務理事
専務理事
専務理事
理事長
理事兼事務局長
理事長
専務理事
専務理事
副代表幹事
支部長
委員長
支店長
支店長

支店長

事務局長
事務局長
理事（中山間対策・運輸担当）

開催日

平成２７年６月２２日　協議会総会開催

平成２８年３月２５日　協議会総会開催

（３）その他協議会の構成員（国主催）

役職
総務課長（議長）
産業振興推進部　交通運輸政策課　チーフ

管理運営課長
業務担当
業務担当
担当職員
所長

開催日
平成２７年８月６日　会議開催
平成２８年３月３日　会議開催 高知空港の現状、位置付け等

開催状況

主な議題

平成２７年度予算・事業計画

平成２８年度予算・事業計画

　名　称　：高知龍馬空港利用促進・活性化連絡調整会議　　　　　　　　   　設立日：平成２７年　８月　３日

構成メンバー

開催状況
主な議題

訪日外国人２０００万人受入に向けた対応等

全日本空輸(株) 　高知空港所
日本航空(株)　高知空港所

（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店
（一財）空港環境整備協会　高知事務所

組織名

大阪航空局　高知空港事務所

　名　称　：高知県航空利用促進協議会　　　　　　　　　　　　　　　           　　設立日：平成１８年　４月１０日

構成メンバー

（株）フジドリームエアラインズ　高知空港支店

高知県市長会
高知県町村会
高知県

組織名
高知空港ビル（株）
高知県経営者協会
高知県商工会議所連合会
高知県商工会連合会

高知県
高知空港ビル(株)

高知県商店街振興組合連合会

土佐経済同友会
（一社）日本旅館協会　四国支部連合会高知県支部
（一社）日本旅行業協会　高知地区委員会
日本航空（株）　高知支店
全日本空輸（株）　高知支店

高知県中小企業団体中央会

（一社）高知県バス協会

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合
（公財）高知県観光コンベンション協会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
訪日外国人２０００万人受入対応等会議体設立 ● ● ● 1,3,4,5

高知家・まるごと東部博のＰＲ ● 4,5

高知家まるごと東部博応援企画第1弾「安芸市・芸西村」フェア ● 4,5

★ 高知から名古屋へ　ひろがる空の旅 ● 3

無料Wi-Fiフリースポット（公衆無線ＬＡＮ）開通 ● 4

★ バス路線「高知龍馬空港～安芸駅」運行開始 ● 5

観光客お出迎え・歓迎おもてなしイベント ● 3,4,5

★ 近いきね！高知フェア（福岡線）実施 ● 3

★ 「空の日」エアポートフェスティバル ● 1,3,4

★ 近いきね！高知フェア（大阪線）実施 ● 3

★ 空飛ぶ野菜プロジェクト「空飛ブ八百屋」出店！ ● 4

★ １０００円　レンタカーキャンペーン ● 3,4,5

宿毛市特産品フェア及び写真展示 ● 4,5

★ 地元の高校生が手がけた饅頭の先行販売 ● 4

★ 各種イベント開催 ● 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。

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

号を記入すること。

「実施主体」の欄は該当する下記番

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（高知空港）
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高知空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 高知県

実施時期 平成27年7月20日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高知東部交通（株）

実施時期 ８月１日から１２月末まで

内容等

①高知から名古屋へ　ひろがる空の旅

概要

内容等

②バス路線「高知龍馬空港～安芸駅」運行開始

概要

高知から名古屋へ　ひろがる空の旅

高知市内の繁華街にて、県民並びに観光客に高知－名古屋（小牧）線の利用を呼びか
けるＰＲ活動を実施。

バス路線「高知龍馬空港～安芸駅」運行開始【８月１日〜】

平成２７年８月１日から１２月末までの期間限定で、新たに「高知龍馬空港～安芸駅」間
のバス路線を運行。これにより、高知龍馬空港から県東部地域へ直接アクセスすること
が可能となり、現在開催中の「高知家・まるごと東部博」などで東部地域を観光されるお
客様にとっても、大変便利になりました。
＊運航期間：平成27年８月１日～８月３１日の全日、平成２７年９月から１１月までの土
日祝日、平成２７年１２月の土日祝日及び２５日から３１日まで、計７７日間、運航便数：
１日４往復

（３） 主な取組内容

地元新聞に取り上げられた

休日の朝の情報番組でイベント開催を告知

高知新聞（朝刊） 平成27年7月

ひろめ市場でのＰＲ活動
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高知空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持

実施主体 高知県

実施時期 平成27年9月12日～13日

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 高知空港「空の日」・「空の旬間」記念事業実行委員会

実施時期 平成27年10月17日

④「空の日」エアポートフェスティバル

概要
「近いきね！高知フェア　高知のうまいもん!!秋の観光情報満載!!福岡～高知 約７０分!」
を開催し、観光情報等をＰＲ

高知と九州をつなぐ唯一の空路である高知～福岡線は、開設以来多くの方に利用され
てきましたが、ここ数年は６万人前後と、ピーク時（平成３年度）の約半数程度で推移し
ている。今後も当該路線を取り巻く環境は非常に厳しい状況が続くことが予測される
中、少しでも多くの方に利用して頂くために高知県をもっと知ってもらい、来てもらうため
のきっかけづくりになればと福岡県内で観光ｲﾍﾞﾝﾄを開催しました。

第２５回高知龍馬空港「空の日」エアポートフェスティバル

航空教室（一般財団法人　航空交通管制協会）、わくわく空港見学バス、ＪＡＬ整備士と
めぐる空港探検、管制塔見学、マーシャラー体験、工作教室、ＪＡＬ・ＡＮＡ・ＦＤＡの制服
を着てチビッ子写真撮影会、空の日絵画展示及び表彰式、ゴメンジャーショー、高知空
港オリジナル曲発表披露会、航空機用品販売、市町村特産物を目玉とした屋台村、縁
日コーナーやミニ四駆工作コーナーなど子どもから大人まで楽しめるイベントを開催し、
今年も盛大のうちに終了しました。

概要

内容等

内容等

③近いきね！高知フェア（福岡線）実施

福岡県内にて ○高知県への空路紹介 ○観光、食・物産展 ○アンケート調査など。
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高知空港

地域振興等類型 〔1〕航空ネットワークの維持
実施主体 高知県
実施時期 平成27年10月30日～31日

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体 高知空港ビル（株）
実施時期 平成27年11月2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 高知県航空利用促進協議会
実施時期 平成27年12月1日～平成28年2月15日（※12/30～1/3の利用分を除く）

概要 空飛ぶ野菜プロジェクト「空飛ブ八百屋」を出店

⑦１０００円レンタカーキャンペーン

概要 「高知龍馬空港 　１０００円！！レンタカーキャンペーン」の実施

内容等

高知龍馬空港着定期便を2名以上で利用された旅客のレンタカー代を最初の24時間に
限り税込1,000円利用いただけるキャンペーン。
※高知県内乗捨て無料！全車カーナビ付！

内容等

朝採れの新鮮な野菜を空路の手土産にしてもらうおうと、２階の一角に「空飛ブ八百屋」と銘
打った青果コーナーを設置。
高知空港ビル（株）は、「土佐らしい空港のしつらえ」「他の空港とは違う（高知県らしい）感動をも
たらす」をコンセプトに高知工科大学（マーケティング）、農家（供給）とタッグを組み、南国市内を
中心に農家から新鮮な野菜を買い付け、その販売を通じて、豊かな食を都市圏の人たちに発信
するプロジェクトを立ち上げました。

⑤近いきね！高知フェア（大阪線）実施

概要
「近いきね！高知フェア　伊丹～高知なら飛行機で片道４５分」を開催し、観光情報等を
ＰＲ

内容等

高知県の観光及び物産をＰＲすることで高知県をもっと知ってもらい、航空機を使って
来てもらうためのきっかけづくりになればと大阪市内（梅田地区）で観光イベントを開催
しました。

⑥空飛ぶ野菜プロジェクト「空飛ブ八百屋」出店！

 

大阪市内にて ○高知県への空路紹介 ○観光、食・物産展 ○アンケート調査など。   
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高知空港

実施主体 高知空港ビル（株）
実施時期 平成28年2月～

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、空港ビル会社
実施時期 平成２７年７月～平成２８年８月

⑧各種イベント開催

概要 空港ビルのスペースを活用し各種イベントを開催

内容等

概要 地元の高校生が手がけた饅頭の先行販売

内容等

香美市の県立山田高校。地域の活性化について考える授業で、地元の食材を使った
商品開発に挑戦した商業科３年生１７人のグループが発表したのが「高校三年生の山
田まん」。きざみショウガを練り込んだ餡（アン）を黒い生地でくるんだ饅頭です。
味やパッケージのすべてに１７人の思いが表現された一品に仕上がっています。製造・
販売を菓子製造県内大手の会社がサポートしました。
このほど高知龍馬空港で先行販売されました。空港から出発するお客様によって、１７
人の地元愛が県外へ運ばれます。香美市土佐山田町の新たな名物になりそうです。

⑧地元の高校生が手がけた饅頭の先行販売

期間内に実施したイベント

○高知龍馬空港 高知家流 土佐弁おもてなし～毎月１３日は土佐弁の日～

○ウェルカムフラワーの展示

○「さがそう、身近な生物多様性フォトコンテスト」作品展示

○夏休み子ども教室

○室戸市・馬路村フェア

○北川村・東洋町フェア～高知家まるごと東部博応援企画第４弾「北川村・東洋町

フェア」～

○自然豊かな風土や高知龍馬空港の一日をメロディーに表現♪～テーマ曲「Ａｉｒｐ

ｏｒｔ」 制作・披露～


	１.協議等の概要
	２．総括表 
	３．主な取組

