
（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
アジア戦略部マネジャー
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29年3月13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
アジア戦略部マネジャー
総務グループ　グループ長
空港企画部マネージャー

（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
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

那覇空港ビルディング（株）
ＡＮＡホールディングス（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

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）
日本航空（株）

（一社）沖縄県レンタカー協会

開催状況
主な議題

平成28年度事業報告、平成29年度事業計画の概要
空港経営改革提案事業応募について

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

日本トランスオーシャン航空（株）

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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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２８年１０月２５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
アジア戦略部マネジャー
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
業務部長
専務理事
事務局長
専務理事

開催日
平成２８年１０月２５日　　利用促進、UD、景観　合同委員会開催

　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
アジア戦略部マネジャー
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

構成メンバー

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

開催状況
主な議題

前期事業報告及び後期事業実施予定内容報告等

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

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）

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
那覇空港ビルディング（株）
ＡＮＡホールディングス（株）

(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
（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

前期事業報告及び後期事業実施予定内容報告等

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

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
那覇空港ビルディング（株）
ＡＮＡホールディングス（株）
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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２８年１０月２５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
副管理者
代表取締役社長
会長

開催日
平成28年8月18日
平成29年2月6日

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
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

開催状況
主な議題

前期事業報告及び後期事業実施予定内容報告等

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

開催状況
主な議題

観光推進ロードマップに関する今年度の取組、目標フレームの変更に伴うロードマップの改定案等

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

組織名
沖縄県文化観光スポーツ部
沖縄県企画部
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
内閣府沖縄総合事務局経済産業部
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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等）

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業等）

★ ユニバーサルデザイン研修会開催 ● 1,2,3,4,5

★ 早朝クリーン作戦（6月、12月） ● 4

那覇空港案内冊子(フロアガイド)継続発行 (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 ● 1,2,3,4,5

夏季深夜便運航 ● 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

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

那覇空港からの路線バスの利用促進調査業務実証調査 ● 2

バイオカートの導入 ● 2

(上陸審査場における個人識別情報（指紋及び顔写真）の提供手続迅速化)

★ 際内立体連絡通路供用開始 ● 3,4

那覇空港立体駐車場P3全面供用開始 ● 4

国際線ビル44番コンコース増築供用開始 ● 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２８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 〔１〕航空ネットワークの維持

実施主体 (一財)沖縄観光コンベンションビューロー、航空会社

実施時期 平成28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

(28年5月5日　大韓航空　ソウル、9月14日　バニラ・エア　台北、

　29年2月19日　Peach Aviation  バンコク　等)

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 那覇空港ユニバーサルデザイン推進委員会

実施時期 平成28年11月22日

ユニバーサルデザイン研修会開催

内容等

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

（３） 主な取組内容

沖縄県では、平成33年度の観光収入1.1兆円、入域観光客数1,200万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

もその一貫であり、新規路線就航時には記念のセレモニー等を実施。

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）を中心に実施。
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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)　

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 那覇空港「空の日　空の旬間」実行委員会

実施時期 平成28年11月12日

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、航空会社や

空港ビル会社等の協力のもと、各種イベントを実施。

③早朝クリーン作戦

概要

内容等

④空の日イベント

概要
航空教室、那覇空港見学バスツアー、制服試着会、ぬり絵大会、飛行機(模型)の誘導体験、巨大
ﾋﾞﾆｰﾙﾌﾟﾚｰﾝ写真撮影会、からから積み木、空港パネル展、展望デッキ無料開放等実施。

内容等

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）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。
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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）、沖縄県

実施時期 平成28年4月(国際線側)、7月(国内線側)

⑤際内立体連絡通路供用開始

概要
国内線ビル・国際線ビルから北側バスプール及び新立体駐車場（P3）の間が立体連絡通路で結
ばれ、利用者が雨に濡れず移動することが可能となる等利用者利便向上を図った。

内容等

7




