
（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
産業振興推進部　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
産業振興推進部　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

　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

（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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所長

開催日

（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（中山間対策・運輸担当）

開催日

平成28年8月19日　協議会総会開催

平成29年3月27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）
産業振興推進部　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28年8月1日　会議開催
平成28年12月2日　会議開催

開催状況
主な議題

訪日外国人受入に向けた環境整備の進捗
訪日外国人受入に向けた環境整備と需要の分析

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２７年度決算・収支報告

平成２９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

開催状況

主な議題

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

（一財）空港環境整備協会 高知事務所
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
2016　奥四万十博応援企画　須崎市、四万十町フェア等 ● 4

★ 高知龍馬空港まで高速道路が開通 ● 2

飲食店の新規オープン ● 4

ランウェイウォーク開催 ● 1,3,4

★ 「空の日」エアポートフェスティバル ● 1,3,4,5

高知龍馬空港　冬のイルミネーション2016 ● 4

★ 「志国高知　幕末維新博」　第一幕開催 ● ● 3

★ ＦＤＡ2号機の「幕末維新博号」命名セレモニー ● 3,4

海外からの国際チャーター便誘致（着陸料相当額を助成） ● 3,4

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（高知空港）
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高知空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 四国地方整備局

実施時期 平成28年4月23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「空の日」・「空の旬間」記念事業実行委員会

実施時期 平成28年10月23日

概要 高知龍馬空港「空の日」エアポートフェスティバル

内容等

航空教室（一般財団法人　航空交通管制協会）、わくわく空港見学バス、ＪＡＬ整備士と
めぐる空港探検、管制塔見学、マーシャラー体験、工作教室、ＪＡＬ・ＡＮＡ・ＦＤＡの制服
を着てチビッ子写真撮影会、空の日絵画展示及び表彰式、ゴメンジャーショー、高知空
港オリジナル曲発表披露会、航空機用品販売、市町村特産物を目玉とした屋台村、縁
日コーナーやミニ四駆工作コーナーなど子どもから大人まで楽しめるイベントを開催し、
今年も盛大のうちに終了した。

②「空の日」エアポートフェスティバル

①高知龍馬空港まで高速道路が開通

概要 高知市方面から高知龍馬空港までを結ぶ高速道路が開通

内容等

高知市方面から高知龍馬空港までを結ぶ高速道路が開通。これまで、高知東部自動車
道沿線の国道は、慢性的な渋滞が発生し、空港への移動時間も読めない状況となって
いたが、今回の開通により交通の分散が図られ、渋滞の緩和及び空港への移動時間の
短縮・定時性の確保が期待される。

（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 高知県

実施時期 平成29年3月4日～

地域振興等類型 （２）航空・空港を活用した地域振興、航空需要の開拓

実施主体 高知県、（株）フジドリームエアラインズ、高知空港ビル（株）

実施時期 平成29年3月26日（日）～平成29年11月末

内容等

フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）が所有している機材に、平成29年3月4日（土）から、高
知県全域において開催されています「志国高知　幕末維新博」のロゴがペイントされ、
『志国高知　幕末維新博号』と命名され2017年3月26日から運航を開始いたしました。運
航初日である26日は、高知空港にて尾﨑知事、ＦＤＡ米原副社長などが出席し命名セレ
モニーが実施されました。
ペイントされている機材は、ＦＤＡ所有2号機のライトブルーの機材で、同機では機内でも
機内放送や機内誌でも「志国高知　幕末維新博」について取り上げられています。

③志国高知　幕末維新博（第一幕）の開催

概要
土佐の風土・文化・食・自然などを知っていただくため、2017年から２か年にわたり、「志
国高知 幕末維新博」を開催。

内容等

開幕日の2017年３月４日には、坂本龍馬の書状をはじめとする幕末・維新関連資料、土
佐藩主山内家に伝えられた美術品など約67,000点を収蔵する「高知県立高知城歴史博
物館」がオープンし、未公開の貴重な資料を展示するとともに、博覧会のメイン会場とし
て様々な企画展などを展開していく。
 　また、2018年春には、全国の龍馬ファンの聖地ともいわれる高知市桂浜の「高知県立
坂本龍馬記念館」の新館がオープンし、実物資料の展示などを通じて、龍馬をより深く
伝える施設に生まれ変わるとともに、博覧会第二幕のメイン会場としてより多くの誘客を
図る。
 　さらに、博覧会の開催を通じて、県内に数多く残る歴史資源を磨き上げ、地域の食・
自然などと合わせて周遊できるコースを整備するとともに、県内全域の魅力を底上げ
し、回遊性を高める。

④ＦＤＡ２号機の「幕末維新博号」命名セレモニー

概要
フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）が所有している機材に「志国高知　幕末維新博」のロゴ
がペイントし『志国高知　幕末維新博号』と命名
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