
（１）-②空港法協議会構成員

役職

空港長
支局長
所長
課長
局長
市長
代表取締役社長
支店長
支店長
支店長

(株)ティーウェイ航空　大分支店 支店長
(株)大韓航空　福岡支店 支店長

会長
会長
所長
会長
事務局長
会長
事務局長

開催日
平成３１年　２月２０日

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
総務課長
交通政策課長
事業企画室長
所長
主席運輸企画専門官
専務理事
自動車部長
会長
所長
所長
支店長

開催日
開催なし

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　大分空港利用者利便向上協議会　  設立日：平成２１年４月１日

構成メンバー

組織名

大阪航空局　大分空港事務所
九州運輸局　大分運輸支局
九州地方整備局　別府港湾・空港整備事務所
大分県　企画振興部　観光・地域局　交通政策課
大分県　東部振興局

（公社）ツーリズムおおいた

国東市役所
大分航空ターミナル(株)
日本航空(株)　大分支店
全日本空輸(株)　大分支店
(株)ソラシドエア　大分空港支店

（一社）大分県バス協会
大分空港タクシー協議会
（一財）空港振興・環境整支援機構　大分事務所
（一社)国東市観光協会
由布院観光総合事務所
（一社）別府市観光協会

大分空港タクシー協議会

開催状況

主な議題
大分空港訪日外国人受入対応中期計画
大分空港アクセス改善検討部会の報告（平成３０年度分）

大分空港施設魅力アップ検討部会の報告（平成３０年度分）

　名　称　：　大分空港アクセス改善検討部会　  設立日：平成２７年１１月３０日

日本航空（株）　大分支店
全日本空輸（株）　大分支店
（株）ソラシドエア　大分支店

開催状況
主な議題

構成メンバー

組織名
大阪航空局　大分空港事務所
大分県　企画振興部　観光・地域局　交通政策課
大分航空ターミナル（株）事業部
（一財）空港振興・環境整支援機構　大分事務所
九州運輸局　大分運輸支局
（一社）大分県バス協会
大分交通（株）

１．協議会等の概要

大分空港

【専門部会等】

大分空港利用者利便向上協議会

大分空港施設魅力アップ検討部会

大分空港アクセス改善検討部会
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役職

総務課長

交通政策課長

事業部担当役員

所長

国内誘致部長
所長
所長
支店長
所長
所長

開催日
平成３０年　５月２２日

平成３０年１１月２８日 大分空港魅力アップ対策

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事

議長
会長
会長

会長

委員長

市町村長

会長
会長
会長
代表幹事
会長
会長
理事長
会長
会長
会長
代表取締役社長

開催日
平成３０年７月１１日

　名　称　：　大分空港施設魅力アップ検討部会　  設立日：平成２７年１１月３０日

構成メンバー

組織名

大阪航空局　大分空港事務所

大分県　企画振興部　観光・地域局　交通政策課

大分航空ターミナル（株）事業部

（一財）空港振興・環境整支援機構　大分事務所

（公社）ツーリズムおおいた
日本航空（株）　大分空港所
全日本空輸（株）　大分空港所
（株）ソラシドエア　大分支店
大分交通(株)　大分空港案内所
(株)全日警　大分空港営業所

開催状況

主な議題
平成３０年度の取組み、訪日外国人旅行者対応
平成３０年度空港満足度調査

大分空港訪日外国人受入対応中期計画

　名　称　：大分空港利用促進期成会　 　設立日：昭和５４年１０月３１日

構成メンバー

組織名

大分県

大分県議会
大分県市長会
大分県商工会議所連合会

（公社）ツーリズムおおいた

大分県議会総務企画委員会

各市町村

開催状況
主な議題

平成２９事業年度事業・決算報告
平成３０事業年度事業（案）・予算（案）

大分県市議会議長会
大分県町村会
大分県町村議会議長会
大分経済同友会
大分県商工会連合会
大分県中小企業団体中央会
（一社）大分県貿易協会
大分県農業協同組合中央会
（一社）大分県バス協会
（一社）大分県タクシー協会
大分航空ターミナル(株)
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
★ 全国初の「客貨混載」サービス（手ぶら観光）スタート！ ● 4,5

大分空港エアポート音楽彩 ● 4

「くにさきドリーム展」 ● 3,5

「手荷物一時預かりサービス」開始 ● 4

★ 大分空港美術品展示及び除幕式 ● 4,5

★ 大分空港周辺美化活動 ● 1,4,5

★ 大分空港『空の日』 ● 1,3,4,5

国東市安岐町「川舟祭」の写真・絵画展を開催 ● 3

★
「第３３回国民文化祭・おおいた２０１８」
「第１８回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」

● 3

「六郷満山開山1300年観光＆物産展」 ● 4

★ 大分－プサン・ムアン線　就航セレモニー ● 3,4

大分空港開運祈願所設置 ● 4

大分空港展望デッキからの初日の出 ● 4

大分空港雛めぐり ● 3

おおいたアンテナショップ「ぶんごの空」オープニング記念イベント ● 3,5

鬼が仏になった里「くにさき」 ● 3

全国夢一文字コンテスト作品展 ● 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３０年度における利用促進取組状況（大分空港）
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大分空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 大分航空ターミナル、大分交通、ヤマト運輸

実施時期 平成30年4月18日

　全国初の観光支援型「客貨混載」を開始する。大分空港から空港リムジンバスで手荷

物をヤマト運輸の大分ベースへ運ぶことで、別府市内と大分市内（大分駅周辺）の宿泊

地へ手荷物が当日中に届き、インバウンドを含む観光客の身軽な手ぶら観光を実現。

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 大分航空ターミナル・大分県立美術館

実施時期 平成30年6月21日

　大分空港国内ビル２階出発ロビーにおいて、大分県の芸術文化を楽しんでもらう

事を目的とし、大分県立美術館の協力のもと空港内で美術品を展示。

① 全国初の「客貨混載」サービス（手ぶら観光）スタート！

概要

内容等

② 大分空港美術品展示及び除幕式

概要

内容等

（３） 主な取組内容
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大分空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 大分空港サービス推進協議会

実施時期 平成30年8月2日

　空港関係者２９事業所で構成される「大分空港サービス推進協議会」の会員

各社より５２名が参加し、夏季多客期を前に空港周辺の清掃活動を行う。

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 空の日実行委員会

実施時期 平成30年9月1日

大分空港「空の日」イベントを開催

エプロン開放、場内バスツアー、制服試着会、機用品販売等

④ 大分空港『空の日』

③ 大分空港周辺美化活動

概要

内容等

概要

内容等
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大分空港

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 大分県

実施時期 平成３０年１０月６日（土）～１１月２５日（日）

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 大分空港利用促進期成会

実施時期 平成30年12月22日

ティーウェイ航空の大分－プサン・ムアン線を記念し、大分空港で初便就航セレモニー

⑥ 大分－プサン・ムアン線　就航セレモニー

概要

内容等

⑤ 「第３３回国民文化祭・おおいた２０１８」「第１８回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」

概要

 大分空港２階出発ロビー内で、多くの方に身近な場所で気軽に障がい者アートに触れ
てもらうことを目的として、障がい者アート作品を展示するイベントを開催。
　大分県では、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭は、日本最大級の文化の祭典を
開催した。

内容等
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