
（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
中山間振興・交通部　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
中山間振興・交通部　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

　名　称　：　エコエアポート推進部会

構成メンバー

組織名
大阪航空局 高知空港事務所
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

（一財）空港環境整備協会 高知事務所

（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

開催状況
主な議題

構成メンバー

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

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
全日本空輸(株) 高知空港所

　名　称　：　ユニバーサルデザイン推進部会

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
（一財）空港環境整備協会 高知事務所
（公財）高知県観光コンベンション協会

開催状況
主な議題

書面等により連絡・情報交換を実施

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　高知龍馬空港利用者利便向上協議会

構成メンバー

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
四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所
高知県
南国市

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
　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

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（中山間振興・交通部担当）

開催日

平成２９年５月３１日　協議会総会開催

平成３０年３月１９日　協議会総会開催

（３）その他協議会の構成員（国主催）
　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

役職
総務課長（議長）
中山間振興・交通部　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２９年５月１９日　会議開催
平成２９年１１月１４日　会議開催

開催状況
主な議題

四国における観光の現状、環境整備、需要分析
今後の高知龍馬空港ビジョンについて（具体的な需要喚起戦略）

構成メンバー

組織名
大阪航空局 高知空港事務所
高知県
高知空港ビル(株)
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

（株）フジドリームエアラインズ 高知空港支店

高知県町村会
高知県

開催状況

主な議題

平成２８年度決算報告

平成３０年度予算、事業計画

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

構成メンバー

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

高知県市長会

高知県商店街振興組合連合会
高知県中小企業団体中央会
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
（一社）高知県バス協会
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 高知県観光情報発信コーナー（ヨサコイスクエア）リニューアルオープン ● 4

★ 平成の薩長土肥連合PRコーナー設置 ● 4

★ 高知龍馬空港駐車場おもてなしイルミネーション設置 ● 5

★ 高知龍馬空港レンタカーキャンペーン ● 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29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 〔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29年7月29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29年8月22日～

概要 広域観光ＰＲ

内容等

高知空港では「平成の薩長土肥連合ＰＲコーナー」に4県の観光パンフレットを設置し、広
域観光ＰＲを行っている。この広域観光ＰＲは、4県の空港ビル（鹿児島、山口宇部、岩国
錦帯橋、高知、佐賀）が連携して、同事業を実施している。

②平成の薩長土肥連合ＰＲコーナー設置

①高知県観光情報発信コーナーリニューアルオープン

概要
高知空港2階出発ロビーに高知県観光情報発信コーナーをリニューアルオープンさせ
高知県への旅行者へ高知県の魅力をアピール。

内容等

高知空港2階出発ロビーに高知県観光情報発信コーナーがリニューアルオープン。愛称はヨサコイ
スクエア。ヨサコイスクエアは、高知県を代表する祭り「よさこい祭り」をテーマにしたデザインにして
おり、中心にある全長3.6メートルの鳴子のオブジェが異彩を放っている。なお、コーナー内には高
知県のＰＲ動画の放映や観光パンフレット等があり、旅行者に高知県の魅力をアピール。

（３） 主な取組内容
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高知空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 一般財団法人　空港環境整備協会

実施時期 平成29年11月9日～

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 高知県航空利用促進協議会

実施時期 平成29年12月1日～平成30年2月28日

内容等

　「志国高知　幕末維新博」の各地会場へのアクセスが便利になるように、高知龍馬空港
着定期便を2名様以上の利用で、最初の48時間が1,000円（税込）で、レンタカーを利用で
きるキャンペーンを実施。

③高知龍馬空港駐車場おもてなしイルミネーション設置

概要 空港駐車場歩道部分をイルミネーションライトアップし観光客におもてなし。

内容等

空港環境整備協会では「高知空港ビルイルミネーション事業」と連動する形で観光客の皆
様の空の玄関口である高知空港駐車場歩道ルーフ部分において、イルミネーションによる
ライトアップを実施。

④高知龍馬空港レンタカーキャンペーン

概要 観光スポットへ移動しやすいようにレンタカーキャンペーンを実施
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