
（１）-②空港法協議会構成員
　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

役職
空港長(協議会議長)
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
沖縄空港支店長
空港部門長
沖縄空港支店長
沖縄空港支店長

スカイマーク（株） 沖縄空港支店長
Ｐｅａｃｈ Ａｖｉａｔｉｏｎ（株） 空港所長
バニラ・エア（株） 那覇空港所長
ジェットスター･ジャパン（株） 事業・戦略本部空港企画調整担当

代表（幹事エアライン）
代表取締役社長
会長

代表取締役社長

会長

会長
会長

開催日
平成31年4月24日

（１）-③空港法協議会　専門部会等
　名　称　：　那覇空港利用促進委員会 　設立日：平成２１年１０月３０日

役職
広域空港管理官・総務部長・施設部長

企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長
事業部長

那覇市経済観光部
那覇空港ビルディング（株）

開催状況
主な議題

那覇空港カーブサイド混雑対策、インバウンドの拡大に向けた着陸料の軽減
について、平成30年度那覇空港満足度調査結果等

組織名
大阪航空局那覇空港事務所
内閣府沖縄総合事務局運輸部
内閣府沖縄総合事務局運輸部那覇港湾･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

構成メンバー

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

構成メンバー

組織名
大阪航空局那覇空港事務所
内閣府沖縄総合事務局運輸部
内閣府沖縄総合事務局運輸部那覇港湾･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

那覇空港貨物ターミナル（株）
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄都市モノレール(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

那覇空港ビルディング（株）
日本航空（株）
日本トランスオーシャン航空（株）
全日本空輸（株）
（株）ソラシドエア

那覇空港国際線航空会社連絡会

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推進委員会

景観委員会

【専門部会等】
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総務グループ　グループ長
空港企画部マネージャー

沖縄空港支店総務課リーダー

沖縄空港支店長

スカイマーク（株） 総務課長

Ｐｅａｃｈ Ａｖｉａｔｉｏｎ（株） 空港副所長

バニラ・エア（株） 那覇空港所長

ジェットスター･ジャパン（株） 事業・戦略本部空港企画調整担当

代表（幹事エアライン）
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

開催日
平成31年3月27日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

　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
役職

広域空港管理官・総務部長・施設部長

企画室長
副所長

観光振興課長

交通政策課長
観光課長
経営管理部長

総務グループ　グループ長

空港企画部マネージャー

沖縄空港支店総務課リーダー
沖縄空港支店長

スカイマーク（株） 総務課長
Ｐｅａｃｈ Ａｖｉａｔｉｏｎ（株） 空港副所長
バニラ・エア（株） 那覇空港所長
ジェットスター･ジャパン（株） 事業・戦略本部空港企画調整担当

代表（幹事エアライン）
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

開催日
平成31年3月27日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催開催状況

主な議題
平成30年度前期事業報告及び平成31年度事業実施計画等

全日本空輸（株）
（株）ソラシドエア

那覇空港国際線航空会社連絡会
那覇空港貨物ターミナル（株）
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄都市モノレール(株)

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）

日本航空（株）

日本トランスオーシャン航空（株）

（一社）沖縄県レンタカー協会

開催状況
主な議題

平成30年度前期事業報告及び平成31年度事業実施計画等

構成メンバー

組織名
大阪航空局那覇空港事務所
内閣府沖縄総合事務局運輸部
内閣府沖縄総合事務局運輸部那覇港湾･空港整備事務所

（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

構成メンバー

那覇空港国際線航空会社連絡会
那覇空港貨物ターミナル（株）
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄都市モノレール(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

日本航空（株）
日本トランスオーシャン航空（株）

全日本空輸（株）

（株）ソラシドエア
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　名　称　：　那覇空港景観委員会  設立日：平成２１年１０月３０日
役職

広域空港管理官・総務部長・施設部長
企画室長
副所長
観光振興課長
交通政策課長
観光課長
経営管理部長
グローバル事業開発部マネジャー
総務グループ　グループ長
空港企画部マネージャー
沖縄空港支店総務課リーダー
沖縄空港支店長

スカイマーク（株） 総務課長
Ｐｅａｃｈ Ａｖｉａｔｉｏｎ（株） 空港副所長
バニラ・エア（株） 那覇空港所長
ジェットスター･ジャパン（株） 事業・戦略本部空港企画調整担当

代表（幹事エアライン）
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

開催日
平成31年3月27日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

（２）地域の協議会の構成員
　名　称　：沖縄観光戦略実行会議　 設立日：平成２８年７月１２日

役職
部長
部長
部長
部長
部長
部長
部長
部長
部長
部長
部長
副管理者
代表取締役社長
会長

開催日
平成31年2月6日開催状況

主な議題
ロードマップの推進に関する今年度の取組、ロードマップの改訂案等

構成メンバー

構成メンバー

内閣府沖縄総合事務局経済産業部
内閣府沖縄総合事務局開発建設部
内閣府沖縄総合事務局運輸部
那覇港管理組合
那覇空港ビルディング（株）
(一財)沖縄観光コンベンションビューロー

構成メンバー

組織名
沖縄県文化観光スポーツ部
沖縄県企画部
沖縄県保健医療部
沖縄県農林水産部
沖縄県商工労働部
沖縄県土木建築部
国土交通省大阪航空局空港部
内閣府沖縄総合事務局農林水産部

(一財)沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄都市モノレール(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

開催状況
主な議題

平成30年度前期事業報告及び平成31年度事業実施計画等

日本航空（株）
日本トランスオーシャン航空（株）
全日本空輸（株）
（株）ソラシドエア

那覇空港国際線航空会社連絡会
那覇空港貨物ターミナル（株）

組織名
大阪航空局那覇空港事務所
内閣府沖縄総合事務局運輸部
内閣府沖縄総合事務局運輸部那覇港湾･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）
ＡＮＡホールディングス（株）
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 那覇空港際内連結ターミナル施設供用開始 ● 4

一般車両の駐車料金３０分無料化 ● 4

★ ターミナルビル前道路混雑対策・カーブサイド混雑対策 ● 1,2.3,4,5

ターミナルビル前身障者専用乗降場に係る不適切使用の対応 ● 1,2,5

観光２次交通機能強化事業 ● 3

定期便就航促進・活性化支援事業 ● ● 3,4

国際チャーター便包括支援事業 ● ● 3,4

★ 空の日イベント ● 1,2,3,4,5

★ 早朝クリーン作戦 ● 4

台風時観光客対応（台風時観光客対策協議会参画） ● 1,3,4,5

レンタカー送迎車両の待機場所（暫定運用） ● 1,5

周年就航記念セレモニー開催 ● 4,5

航空会社による空港内イベント開催 ● 4

夏季深夜便運航 ● ● 4

就航誘致プロモーションの展開 ● 3,5

那覇空港における二次交通利用動向調査 ● 2

那覇空港における二次交通としての路線バス等の利用促進に関する調査 ● 2

那覇空港施設案内冊子「フロアーガイド」の継続発行 ● 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。

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

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

（２） 総括表

２．平成３０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 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 那覇空港ビルディング（株）

実施時期 平成３０年度

国内線ビルと国際線ビルを拡張し、一体化した施設に国際線チェックインカウンターの

設置や商業施設、ＬＣＣターミナルの移転など利用者の利便性向上を図る。

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

実施時期 平成３０年８月

利用者の増加に伴い、繁忙期やピーク時間帯棟における構内道路の混雑が深刻化

するとともに乗降場での利用者の待ち時間が増大しているなどの解消を図るため、

接車帯延伸や配置見直し、カーブサイドの迷惑駐車対策を実施した。

内容等

概要
那覇空港の利用者の増加に対応するとともに、ターミナルビル前の道路混雑の解消等
を
図るため、平成３０年８月から国内線ビル前の乗降場の配置を見直し等を実施。

①那覇空港際内連結ターミナル施設供用開始

概要

那覇空港国内線及び国際線の受入れ能力を向上させるため、両ターミナルビルを増築
し、
一体化を図ることにより、利用者利便性の向上に寄与する。
（平成３１年３月１８日供用開始）

内容等

②ターミナルビル前道路混雑対策・カーブサイド混雑対策

（３） 主な取組内容

（before） 混雑対策 （after）
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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３０年１１月

航空教室、管制塔見学ツアー、空港内見学ツアー、子供制服試着会、空港パネル展

展望デッキ無料開放などを実施

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）

実施時期 平成３０年７月、１２月

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

清掃を空港関係者が行うもので、年２回実施している。

概要
那覇空港利用者利便性協議会・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）企画で、専門部会構成員の各事業者等の有志の参加により空港内
の清掃作業を実施。

内容等

③空の日イベント

概要 航空会社や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

④早朝クリーン作戦
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