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（１）-②空港法協議会構成員

役職
所長（宮崎空港長）
首席運輸企画専門官（総務企画担当）
所長
所長
課長
所長
課長
所長
所長
支店長
支店長
所長
航空部長
取締役　兼　総務部長
取締役支配人
部長
専務理事
専務理事
宮崎ブロック　ブロック長
代表取締役
所長
常務理事

開催日
平成28年1月28日　第１回協議会開催

・ターミナル前中之島駐車対策について
平成28年8月19日　第１回協議会開催(書面)

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
総務課長
首席運輸企画専門官（総務企画担当）
保全課長
所長
空港営業所長
取締役　兼　総務部長
専務理事
専務理事
宮崎ブロック　ブロック長
代表取締役
所長

開催日
平成27年8月5日　   　第１回会議開催
平成27年12月22日　　第2回会議開催

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　宮崎空港利用者利便向上協議会　　　　　　                            設立日：平成２１年　４月　 １日

構成メンバー

組織名
国土交通省　大阪航空局　宮崎空港事務所
国土交通省　九州運輸局　宮崎運輸支局
国土交通省　九州地方整備局　宮崎港湾・空港整備事務所
法務省　福岡入国管理局　宮崎出張所
宮崎県　総合政策部　総合交通課
宮崎県警察　宮崎南警察署　宮崎空港警備派出所
宮崎市　企画財政部　企画政策課
日本航空（株）宮崎空港所
全日本空輸（株）宮崎空港所
（株）ソラシドエア　運送本部　運送業務部　宮崎空港支店
アシアナ航空（株）宮崎支店
チャイナエアライン　宮崎営業所
宮崎交通（株）
宮崎空港ビル（株）
（株）日米商会
ＪＲ九州旅客鉄道（株）鹿児島支社　宮崎総合鉄道事業部
（一社）宮崎県バス協会
（一社）宮崎県タクシー協会
レンタカー協会代表（ニッポンレンタカー九州（株））
駐車場業代表（（有）シャトル）
（一財）空港環境整備協会　宮崎事務所
（公財）みやざき観光コンベンション協会

開催状況

主な議題
・規約改正（構成員の追加、構成員の社名変更）
・空港経営改革提案事業について

・宮崎ブーゲンビリア空港植栽プロジェクトの推進について

　名　称　：　交通部会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             設立日：平成２６年　５月　２日

構成メンバー

組織名
国土交通省　大阪航空局　宮崎空港事務所
国土交通省　九州運輸局　宮崎運輸支局
国土交通省　九州地方整備局　宮崎港湾・空港整備事務所
宮崎県警察　宮崎南警察署　宮崎空港警備派出所
宮崎交通（株）
宮崎空港ビル（株）
（一社）宮崎県バス協会
（一社）宮崎県タクシー協会
レンタカー協会代表（ニッポンレンタカー九州（株））
駐車場業代表（（有）シャトル）
（一財）空港環境整備協会　宮崎事務所

開催状況

主な議題
空港ターミナルビル前道路の駐停車マナー問題について
送迎車（民間駐車場）の乗降場について

１．協議会等の概要

宮崎空港

宮崎空港利用者利便向上協議会

交通部会

【専門部会等】
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（２）地域の協議会の構成員

役職

知事
市長
会長
会長
委員長
委員長
会長
会長
会頭
会長
会長
会長
代表幹事
会長
会長
会長
会長
会長
理事長
会長
代表理事会長
代表理事会長
会長
会長
会長
会長
理事長
会長
会長
取締役社長
代表取締役社長
局長
代表取締役社長
代表取締役社長
支店長
支店長
代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役ＣＥＯ
支店長
所長
支社長

取締役頭取
取締役頭取
代表取締役社長
代表取締役社長

開催日

平成27年6月3日　　総会

※　平成13年4月　宮崎空港国際定期便開設促進期成会より改称

　名　称　：　宮崎空港振興協議会                                                         設立日：平成１３年 　４月 　２日

構成メンバー

組織名

【構　成　員】
宮崎県
宮崎市
宮崎県市長会
宮崎県町村会
宮崎県議会総務政策常任委員会
宮崎県議会商工建設常任委員会
宮崎県市議会議長会
宮崎県町村議会議長会
（一社）宮崎県商工会議所連合会
宮崎県商工会連合会
宮崎県中小企業団体中央会
宮崎県経営者協会
宮崎経済同友会
（公社）宮崎青年会議所九州地区宮崎ブロック協議会
（一社）宮崎県工業会
（公社）宮崎県物産貿易振興センター
（公社）みやざき観光コンベンション協会
（公社）宮崎市観光協会
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合
宮崎県農業協同組合中央会
宮崎県漁業協同組合中央会
宮崎県森林組合連合会
宮崎県地域婦人連絡協議会
宮崎県青年団協議会
（公財）宮崎県国際交流協会
宮崎県立学校長協会
（公財）宮崎県私学振興会
宮崎県旅行業連絡協議会
宮崎県日韓親善協会
宮崎空港ビル（株）
（株）宮崎日日新聞社
ＮＨＫ宮崎放送局
（株）宮崎放送
（株）テレビ宮崎
全日本空輸（株）宮崎支店
日本航空（株）宮崎支店
（株）ソラシドエア
アイベックスエアラインズ（株）
Peach　Aviation（株）
アシアナ航空（株）宮崎支店
チャイナエアライン　宮崎営業所

宮交ホールディングス（株）

開催状況
主な議題

事業実績報告、事業計画

香港航空有限公司日本支社
【顧　　　問】
宮崎県議会議長
衆議院議員（3名）
参議院議員（2名）
【賛助会員】
（株）宮崎銀行
（株）宮崎太陽銀行
フェニックスリゾート（株）
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
宮崎空港　国際定期便利用促進キャンペーン ● 3,4,5

ブーゲンビリア５００本プレゼント抽選会 ● ● 4

★ 宮崎ブーゲンビリア空港内お手洗いリニューアル完了 ● 4

宮崎発　ＬＣＣピーチ就航 ● 4

★ 宮崎空港サインモニュメントの完成 ● 4

★ 空港ターミナルビル前の駐停車マナーに関する取組 ● 1,2,3,4,5

★ 宮崎ブーゲンビリア空港「空の日」イベント ● 1,2,3,4

★ 踊る宮崎ブーゲンビリア空港公開 ● 1,2,3,4

２０１６年春季キャンプ　歓迎セレモニー ● 4

★ 宮崎空港線修景美化活動 ● 1,2,3,4,5

★ 空港ターミナル前近辺の混雑緩和対策 ● 1,2,3,4,5

★ 香港就航１周年記念イベント ● 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

航空会社、空港ビル会社

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

（２） 総括表

２．平成２７年度における利用促進取組状況（宮崎空港）
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宮崎空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港ビル（株）

実施時期 平成27年7月17日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港ビル（株）

実施時期 平成27年8月25日

①宮崎ブーゲンビリア空港内お手洗いリニューアル完了

概要 空の玄関口である宮崎ブーゲンビリア空港のトイレ全面リニューアルが完了。

宮崎空港ターミナルビルのトイレを昨年より順次リニューアルを行っておりましたが、
平成２７年7月17日（金）に最後のトイレがオープン致しました。

内容等

②宮崎空港サインモニュメントの完成

概要
　宮崎ブーゲンビリア空港のシンボル、屋上に「宮崎ブーゲンビリア空港」のサインモ
ニュメントが完成。

　４Ｆの飛行機のある展望公園「エアプレインパーク」にてネオンサインのお披露目。日没の前に、宮崎ブー
ゲンビリア空港のサインモニュメントの点灯式を行いました。
　写真右上は、ＬＥＤの「ブーゲンビリアピンク」色の電照看板です。今まで宮崎ブーゲンビリア空港を永年見
守ってくれていた赤色の「ＭＩＹＡＺＡＫＩ」の文字もブーゲンビリアピンクへ進化し、宮崎ブーゲンビリア空港の
アイコンとしてこれからも空港を照らし続けます。夜になると、滑走路側から見るとこのように文字が浮き出
るので素敵です。
　他にも宮崎ブーゲンビリア空港敷地内合わせて5ヵ所に宮崎ブーゲンビリア空港の電照看板や石のモニュ
メントなどを設置し空港に見えるお客様をお待ちしております。

内容等

（３） 主な取組内容
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宮崎空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成27年9月30日

　　　　　　【配布チラシ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【配布の様子】

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 宮崎空港ビル(株)

実施時期 平成27年1月31日

　　　　　　　　　　　【チラシ】　　　　　　　　　　　　　　　　【オアシス広場ステージイベント】

　　　【航空管制官のお仕事見学会】　　　　　　　　　　　　【空港見学無料周遊バス】

③空港ターミナルビル前の駐停車マナーに関する取組

概要 車の駐停車マナーの向上を目的とした、マナー啓発の実施。

内容等

　秋の交通安全運動（９月２１日から３０日）に併せて、宮崎空港ターミナル前の混雑区
域の駐停車マナーの向上を目的に、チラシの配布を行いました。

④宮崎ブーゲンビリア空港「空の日」イベント

概要
毎年恒例の子供から大人まで幅広い世代に楽しんでもらえる「空の日イベント」の開
催。

内容等
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宮崎空港

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 「踊るブーゲンビリア空港」委員会

実施時期 平成27年11月11日

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港線修景美化推進協議会

実施時期 平成28年3月16日

⑤踊る宮崎ブーゲンビリア空港公開

概要  現役の空港職員ら、オール空港スタッフによるダンス動画をYouTubeに公開。

　「踊る宮崎ブーゲンビリア空港」 宮崎の空港スタッフはじめ関係者約150名が参加し、宮崎県
の新キャッチフレーズ「日本のひなた宮崎県」ダンスを踊る動画がYouTubeに公開されました。
ターミナル、滑走路での現役空港関係者たちによる「キレキレ」のダンスを是非ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=XK0YwZ4o3pc

内容等

⑥宮崎空港線の美化活動

概要 空港関係・周辺企業との共同作業によって行う美化活動。

宮崎空港線の美化を目的に、空港ビル、航空会社、レンタカー、駐車場業者職員が
参加して、空港入口の花壇に花の苗を植えました。また、ブーゲンビリアの鉢への寄せ
植えを行った後、空港ターミナルの車寄せに並べ、空港を華やかに飾りました。

内容等
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宮崎空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 宮崎空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成28年2月1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 宮崎空港ビル（株）

実施時期 平成28年3月30日

⑦空港ターミナル前近辺の混雑緩和対策

概要 香港航空就航１周年記念イベント

内容等

　宮崎と香港の翼の架け橋である香港航空が就航１周年を迎え、記念イベントを実施。

　河野宮崎県知事や香港航空日本支社長からのご挨拶などが行われそして、鏡開き
が華やかに行われました。

概要 　宮崎空港ターミナルビル前（通称中之島）の混雑緩和のための周知広報等

内容等

　空港ターミナル前の通称中之島においては、民間駐車場業者の送迎車両及び一般車両による混雑のた
め、２重駐車などによる交通事故の危険性が増している状況にありました。２月１日の空港駐車場30分無料
化に併せて、民間駐車場業車両の乗車区域を空港ターミナル東側に設定するとともに、一般の迎車につい
ては空港駐車場の利用を促すこととし、周知広報等を図りました。
　これにより宮崎空港ターミナルビル前の混雑が緩和され、お客様が安全・快適に空港をご利用頂けるよう
期待しております。

⑧香港航空就航１周年記念イベント
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