
（１）-②空港法協議会構成員
　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会  設立日：平成21年8月6日

役職
熊本空港長
代表取締役社長
首席運輸企画専門官
第一工務課長
所長
交通政策課長
観光物産課長
事務局長
事務局長
都市建設局都市政策部長
総合政策課長
総合政策課長
企画財政課長
総務課長
所長
事務局長
事務局長
専務理事
支部長
委員長
支店長
所長
支店長
所長
支店長
支店長
営業部長
専務理事
事務局長
会長
会長
事務局長
支店長
総務部長
署長
所長
庶務課長
所長代理
取締役常務執行役員

熊本県 商工観光労働部 観光経済交流局
熊本県市長会
熊本県町村会
熊本市
大津町
菊陽町

（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 熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州運輸局 熊本運輸支局
九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所
長崎税関 八代税関支署 熊本空港出張所
熊本県 企画振興部 交通政策・情報局

（一社）全国旅行業協会 熊本県支部
（一社）日本旅行業協会 熊本地区委員会
日本航空（株）熊本支店
日本航空（株）熊本空港所
全日本空輸（株）熊本支店
全日本空輸（株）熊本空港所

益城町
西原村
（一財）空港環境整備協会 熊本事務所
熊本県商工会議所連合会
熊本経済同友会
（公社）熊本県観光連盟

熊本空港ビル発展会
阿蘇くまもと空港PR推進協議会
（株）フジドリームエアラインズ熊本空港支店
熊本給油施設（株）
熊本東警察署
門司植物防疫所 鹿児島支所 八代出張所

（株）ソラシドエア 熊本空港支店
アシアナ航空（株）熊本支店
天草エアライン（株）
（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会
熊本県レンタカー協議会（ニッポンレンタカー九州（株））

（学）君が淵学園崇城大学
チャイナエアライン 熊本営業所
ジェットスター・ジャパン（株）

１．協議会等の概要

熊本空港

阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会

幹事会

交通部会

地域交流促進・「空の日」部会

ＣＳ・空港サービス向上推進部会
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開催日
平成29年1月26日

（１）-③空港法協議会　専門部会等
　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　幹事会 設立日：平成22年7月9日

役職
総務課長
総務部長
首席運輸企画専門官
港湾保安調査官
交通政策課政策監
所長
所長
所長
運営委員会
事務局長

開催日
平成29年1月12日

　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　交通部会 設立日：平成18年9月29日

役職
総務課長
事業部長
首席運輸企画専門官
港湾空港調査官
交通政策課長補佐
所長
誘致部長
運営委員長
事務局長
開港
空港派出所

開催日

　名　称　：阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　地域交流促進・「空の日」部会 　設立日：平成24年11月29日

役職
総務課長
企画営業課長補佐
港湾保安調査官
所長
交通政策課長補佐
総合政策課長
総合政策課長
企画財政課長
総務課長
リーダー
所長
支店長
所長
支店長
所長
庶務課課長補佐
会長
所長
空港派出所

日本航空（株）熊本空港所
全日本空輸（株）熊本空港所

開催状況
主な議題

利用旅客１億人達成・開港45周年イベントの開催について

九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所
熊本県 企画振興部交通政策・情報局
（一財）空港環境整備協会 熊本事務所
（公社）熊本県観光連盟
（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会

（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会

開催状況
主な議題

拡大幹事会（阿蘇くまもと空港利用客1億人達成・開港45
周年イベントに係る協議等）

構成メンバー

組織名
大阪航空局 熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州運輸局 熊本運輸支局

構成メンバー

組織名
大阪航空局 熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州運輸局 熊本運輸支局
九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所
熊本県 企画振興部 交通政策・情報局
（一財）空港環境整備協会熊本事務所

長崎税関 八代税関支署 熊本空港出張所
熊本県 企画振興部 交通政策・情報局
大津町
菊陽町
益城町
西原村

熊本空港レンタカー協議会
熊本東警察署空港派出所

開催状況
主な議題

構成メンバー

組織名
大阪航空局 熊本空港事務所
熊本空港ビルディング（株）
九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所

学校法人君が淵学園 崇城大学
阿蘇くまもと空港ＰＲ促進協議会
九州産交ツーリズム（株）熊本空港営業所
熊本東警察署

日本航空（株）熊本空港所
全日本空輸（株）熊本空港所
（株）ソラシドエア 熊本空港支店
（株）フジドリームエアラインズ 熊本事業所
アシアナ航空（株）熊本支店
（一財）空港環境整備協会 熊本事務所
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開催日
平成28年6月28日
平成28年7月19日 　〃
平成28年9月30日 　　〃
平成28年10月28日

　名　称　：　阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会　ＣＳ・空港サービス向上推進部会 設立日：平成25 年3 月14 日

役職
取締役
総務課長
首席運輸企画専門官
所長
チーフ
庶務
庶務

アシアナ航空（株）熊本支店 支店長
天草エアライン（株） 運送部長
（株）フジドリームエアラインズ 熊本空港支店 支店長

所長
誘致部長
運営委員長
事務局長
所長
総務課
企画営業課課長補佐
保安警備隊小隊長

開催日

（２）地域の協議会の構成員
　名　称　：阿蘇くまもと空港国際線振興協議会　 設立日：昭和５８年６月１７日

役職

知事
議長
会長
会長
会長
会長

熊本県内全市町村 首長
熊本県商工会議所連合会 会長
熊本県商工会連合会 会長
熊本県経営者協会 会長
熊本県経済同友会 会長
熊本県中小企業団体中央会 会長
熊本県農業協同組合中央会 会長
熊本県森林組合連合会 代表理事会長
熊本県漁業協同組合連合会 代表理事会長
（一社）熊本県建設業協会 会長
（一社）熊本県貿易協会 代表理事会長
（一社）くまもと２１の会 会長
（公社）熊本県観光連盟 会長
（一社）日本旅行業協会熊本地区 委員会
熊本県外国人観光客誘致協議会 会長
熊本空港ビルディング（株） 代表取締役社長
九州産交ツーリズム（株） 代表取締役社長
熊本県ＰＴＡ連合会 会長
熊本県私立中学高等学校協会 会長
（公財）熊本県体育協会 会長
熊本県青年団協議会 会長
（一社）熊本青年会議所 理事長

開催状況

主な議題
空の日イベントについて

同イベントの改善協議

（公社）熊本県観光連盟
（一社）熊本県バス協会
熊本空港タクシー運営協議会
熊本空港レンタカー協議会（ニッポンレンタカー九州（株））
熊本給油施設（株）
熊本空港ビル発展会（熊本空港ビルディング（株））

構成メンバー

組織名
熊本空港ビルディング（株）
大阪航空局 熊本空港事務所
九州運輸局 熊本運輸支局
長崎税関 八代税関支署 熊本空港出張所
日本航空（株）熊本空港所
全日本空輸（株）熊本空港所
（株）ソラシドエア熊本空港支店

（一財）空港環境整備協会 熊本事務所

熊本県市議会議長会
熊本県市町村会
熊本県町村議会議長会

熊本空港警備（株）

開催状況
主な議題

構成メンバー

組織名

熊本県
熊本県議会
熊本県市長会
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熊本県地域婦人会連絡協議会 会長
（株）熊本日日新聞社 代表取締役社長
（株）熊本放送 代表取締役社長
（株）テレビ熊本 代表取締役社長
（株）熊本県民テレビ 代表取締役社長
熊本朝日放送（株） 代表取締役社長
熊本県日韓親善協会 会長
（一財）空港環境整備協会 熊本事務所長
（公財）阿蘇地域振興デザインセンター 理事長

開催日

H28.7.13　総会
H29.3.30　役員会

　名　称　：阿蘇くまもと空港ライナー運営協議会　 設立日：平成２４年３月１８日

役職

交通政策・情報局長
大津町長
代表取締役社長
熊本支社長
所長

専務理事
総務課長

開催日

平成28年6月23日

平成29年3月30日

　名　称　：阿蘇くまもと空港周辺環境整備協議会　 設立日：平成１７年９月３０日
役職

交通政策・情報局交通政策課長
熊本市 交通政策課
大津町 総合政策課
菊陽町 総合政策課
益城町 企画財政課

総務課
区長等

開催日
平成28年9月5日 役員改選、空港に関する取組に関する報告等
平成29年3月27日

開催状況
主な議題

H27年度事業報告及び決算、H28年度事業計画の一部変更、H28年度補正予算

H29年度事業計画（案）、H29年度予算（案）、平成28年度主な取組等報告

構成メンバー

組織名

熊本県
大津町
熊本空港ビルディング(株)
九州旅客鉄道(株)
（一財）空港環境整備協会 熊本事務所
（オブザーバー）
（一社）熊本県タクシー協会
国土交通省 大阪航空局 熊本空港事務所

開催状況
主な議題

航空機騒音調査結果の報告等

開催状況
主な議題

平成27年度収支決算、平成28年度事業計画
平成29年度事業計画、収支予算

構成メンバー

組織名
熊本県

西原村
空港周辺市町村住民代表
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
熊本～台湾高雄線ＰＲ広報 ● 3

★ 運休中の国際定期路線の運航再開へ向けたＰＲ広報 ● 3

国際線利用促進のための助成の実施 ● 3

国際キッズダンスフェスティバルの開催 ● 3

★ 鉄軌道を利用した空港ライナーの運行を実施 ● 3,4,5

熊本～名古屋線の路線振興のために名古屋でのイベントにブース出展 ● 3

熊本～沖縄線の路線振興のために沖縄でのイベントにブースを出展 ● 3

★ 阿蘇くまもと空港総合時刻表の発行 ● 3,4

★ 阿蘇くまもと空港情報マガジン「VISIT　KUMAMOTO」の発行 ● 4

★ YS-11展示事業 ● ● 4

★ 阿蘇くまもと空港フォトコンテストの実施 ● 4

★ 阿蘇くまもと空港利用旅客1億人達成・開港45周年感謝祭り～震災から未来に向って～ ● 1,2,3,4,5

日本全国乗り継ぎキャンペーン事業 ● 3、4

冬季イルミネーションの実施 ● 4

★ 空の日フェスタ2016ｉｎ阿蘇くまもと空港の開催 ● 1,2,3,4,5

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。

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（熊本空港）
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熊本空港

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 熊本県

実施時期 通年

運休中の国際定期路線の運航再開に向けた取り組み

平成２８年熊本地震の影響により、国際線が運休。

平成２８年６月に台湾高雄線が運航を再開したものの、ソウル線・香港線は運休が続

いた。県内観光地の復興をＰＲすることにより、再開した台湾高雄線の安定的な運航、

運休しているソウル線・香港線の運航再開に取り組んだ。

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 阿蘇くまもと空港ライナー運営協議会

実施時期 平成23年10月～平成30年3月31日

鉄軌道を利用した空港アクセス「空港ライナー」を運行。

〇利用実績　年間利用者数（1日あたり平均利用者数）

平成23年度（H23.10～H24.3）　 　21,401人（116人）

平成24年度　 　50,897人（138人）

平成25年度　 　62,758人（171人）

平成26年度　 　77,007人（210人）

平成27年度　 　94,606人（257人）

平成28年度　 　84,452人（230人）

①運休中の国際定期路線の運航再開へ向けたＰＲ広報

概要

内容等

②鉄軌道を利用した空港ライナーの運行

概要

内容等

空港へのアクセスを強化するため、鉄軌道を利用し、空港最寄駅と空港を結ぶ無料タク
シー「空港ライナー」を運行。

（３） 主な取組内容
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熊本空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 熊本県、熊本空港ビルディング（株）

実施時期 平成28年4月1日～平成29年3月31日（通年）

熊本空港発着の航空及びバスの時刻表を作成、利用者利便向上への取り組み

熊本空港発着の航空ダイヤ及び空港乗り入れのバスの時刻表を作成。

熊本空港の館内、店舗情報、国際線振興に関する情報を掲載し、空港館内及び県の

出先機関、熊本市内の主なホテルに設置している。

年4回発行。

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 熊本空港ビルディング（株）

実施時期 平成28年4月1日～平成29年3月31日（通年）

阿蘇くまもと空港の情報マガジンを発行

阿蘇くまもと空港及び熊本県の魅力を発信することを目的として季刊誌を発行。

各号毎に県内の地域の特集や熊本弁カルタ、熊本空港からの就航先の旅情報

を掲載。また、熊本空港の売店、レストラン等の情報発信を行っている。

年4回発行。（28年度は熊本地震の影響により１回休刊）

③阿蘇くまもと空港総合時刻表の発行

概要

内容等

④阿蘇くまもと空港情報マガジン「VISIT　KUMAMOTO」の発行

概要

内容等
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熊本空港

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、〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 熊本空港ビルディング（株）

実施時期 平成28年4月1日～平成29年3月31日（通年）

国産旅客機であるＹＳ-11を、熊本空港内で展示公開する事業

国産旅客機であるＹＳ-11を、熊本空港内で展示公開し、子供たちの体験学習の場、

素材として活用することにより、空港や航空への理解、関心を深めると共に公共

インフラとしての空港の機能や効用を高めることに貢献するものである。

教育機関等の団体からの予約の際は、機内を公開しており、社会科見学として空港

見学が増加している。また、誰でも参加できるイベントを定期的に開催し機内を公開。

子供用パイロット制服を貸し出し、操縦席で写真撮影ができる他、国内線ターミ

ナルビルでスタンプラリーとガラポン抽選会を行い、特に家族連れに人気である。

28年度の団体見学者は30団体1,092名、イベント参加者2,837名（実施日数8日間）

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 熊本空港ビルディング（株）

実施時期 平成28年12月16日～平成29年1月31日

阿蘇くまもと空港の四季と飛行機をテーマにコンテストを実施

阿蘇くまもと空港で撮影した四季折々の美しい自然と飛行機の写真を募集。

入賞作品は、空港内で展示を行うほか、阿蘇くまもと空港のPRのため広報誌、

オリジナルグッズ等に使用。

　一般の部　グランプリ作品　 　高校生以下の部　グランプリ作品

内容等

⑤YS-11展示事業

概要

⑥阿蘇くまもと空港フォトコンテストの実施

概要

内容等
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熊本空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 阿蘇くまもと空港利用利便向上協議会

実施時期 平成29年2月26日～3月26日

阿蘇くまもと空港が4月に開港45周年を迎え、10月に利用旅客数が1億人を達成した

ことを記念するセレモニーと感謝のイベントを、熊本地震から完全復旧に合わせて実

施。

「阿蘇くまもと空港利用旅客1億人達成・開港45周年感謝祭～震災から未来に向って

～」のイベントを1日空港長に熊本出身のコロッケさんを迎え、復興応援ステージや地

元の中学生による吹奏楽の演奏、各事業所に提供によるステージ等で盛り上がった。

・「なでしこジャパン出張展示㏌熊本」FIFA女子ワールドカップ2011の優勝トロフィーを

はじめ貴重な盾やユニフォーム等展示。

・「レストラン感謝キャンペーン」熊本地震後のレストラン街の復旧と、新たにフードコー

トや新店舗のオープンを記念して開港45周年にちなんだ特別価格で提供。

・「開港45周年感謝キャンペーン」国内線ビル内の全店舗及びレストランを対象に

2000円以上ご利用のお客様の応募の中から抽選で各航空会社等による豪華賞品が

当たるキャンペーン。

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 阿蘇くまもと空港利用者利便向上協議会

実施時期 平成28年10月15日

阿蘇くまもと空港「空の日事業」空港内事業所によるイベントを通じた広報活動

航空会社等による制服着用撮影会、紙飛行機教室、空港の仕事体験、スタンプラリー

＆ガラポン抽選会、空港事務所・税関等官庁業務見学、ランウェイウォーク、空港内

バスツアーなど一般の方々に空港のＰＲを実施した。

参加者　ランウェイウォーク　45名、空港内バスツアー84名、官庁業務見学10名、

　その他イベント　延約3000名

ランウェイウォーク 　空港内バスツアー

⑧空の日フェスタ２０１６in阿蘇くまもと空港の開催

概要

内容等

⑦阿蘇くまもと空港利用旅客１億人達成・４５周年感謝祭～震災から未来に向って～の実施

概要

内容等
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