徳島空港

１．協議会等の概要
（１）-①空港法協議会組織図
徳島空港利用者利便向上協議会
組織図

【専門部会等】

徳島空港経営改革提案事業検討部会

（１）-②空港法協議会構成員
名 称 ： 徳島空港利用者利便向上協議会

設立日：平成２３年４月２２日

組織名
役職
四国運輸局 徳島運輸支局
支局長
四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所
所長
徳島県県土整備部運輸総局交通戦略課
課長
松茂町
副町長
構成メンバー
徳島空港ビル（株）
代表取締役社長
日本航空（株）徳島空港所
所長
全日本空輸（株）徳島空港所
所長
（一財）空港環境整備協会 徳島事務所
所長
大阪航空局 徳島空港事務所
所長
主な議題
開催日
開催状況
書面等により連絡・情報交換を実施

（１）-③空港法協議会 専門部会等
名 称 ： 徳島空港経営改革提案事業検討部会
組織名
徳島県県土整備部次世代交通課
徳島空港ビル（株）
構成メンバー
四国大学生活科学部
阿南工業高等専門学校
大阪航空局 徳島空港事務所
開催日
開催状況

設立日：平成２７年１月２１日
役職
担当課長補佐
事業部長
准教授
准教授
管理課長
主な議題

（２）地域の協議会の構成員
名 称 ：徳島空港利用促進協議会

設立日：平成９年８月１９日
組織名

役職

徳島県
松茂町
徳島市
徳島空港ビル(株)
日本航空(株)徳島支店
全日本空輸(株)徳島支店
(株)エアトラベル徳島
（株）徳島航空サービス
日本通運(株)徳島航空支店
構成メンバー 徳島バス(株)
徳島商工会議所
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徳島県 商工会連合会
徳島県 中小企業団体中央会
（一社）徳島経済同友会

開催状況

以下オブザーバー
（一社）日本旅行業協会 徳島地区委員会
（一財）空港環境整備協会 徳島事務所
四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所
大阪航空局 徳島空港事務所
主な議題
開催日
平成29年7月10日 平成29年度総会開催① 平成28年度事業報告及び収支決算
平成29年度収支予算
平成30年3月27日 平成29年度総会開催② 平成30年度事業計画（案）

（３）その他の協議会の構成員（国主催）
名 称 ：訪日外国人旅行者数2000万人受入に向けた徳島空港検討会
組織名
徳島県
徳島空港ビル(株)
日本航空(株)徳島支店
全日本空輸(株)徳島支店
(株)エアトラベル徳島
構成メンバー （株）徳島航空サービス
（一財）空港環境整備協会 徳島事務所
徳島県警察徳島空港警備派出所
大阪航空局 徳島空港事務所
以下オブザーバー
大阪航空局
高松空港事務所 広域空港管理官
開催日
開催状況

設立日：平成２７年７月２８日
役職

主な議題
徳島空港における外国人旅行者の受入環境の整備に係
る中期計画に対する取り組み状況のフォローアップ

平成29年9月26日
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２．平成２９年度における利用促進取組状況（徳島空港）
（２） 総括表

特記

活動・取組状況

地域振興等類型
〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕

実施
主体

マチ★アソビ空港アニメジャック

●

3

★

徳島阿波おどり空港 こどもまつり2017

●

3,4,5

★

徳島阿波おどり空港 歓迎阿波おどり

★

●

3,4,5

大学生によるハンドベルコンサート

●

4

小学生による金管バンドコンサート

●

4

徳島阿波おどり空港 太宰府天満宮 願礼奉納行事

●

3,4,5

徳島定期便就航60周年記念セレモニー

●

4

★

徳島阿波おどり空港新旅客ターミナル（増築）供用開始

●

3,4

★

旅客ターミナル前違法駐車対策（バス降り場マーキング）

●

1

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） 「実施主体」の欄は該当する下記番
号を記入すること。

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 空港管理者

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓

2 国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

〔3〕 空港利用者便益の増進

3 地方自治体

〔4〕 空港と地域との交流促進

4 航空会社、空港ビル会社
5 その他

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。
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徳島空港
（３） 主な取組内容

①徳島阿波おどり空港 こどもまつり2017
地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進
実施主体

徳島空港利用促進協議会

実施時期

平成29年7月2日

概要

子どもたちを対象とした空港内でのイベントの実施。これをきっかけとした空港への親し
みをもっていただくことを目的とする。
ＪＡＬマーシャリング体験教室、ＡＮＡちびっこ制服撮影会、渦戦士エディーショー、クレー
プ、かき氷、ジャムの販売、お菓子のつかみ取り、娯茶平阿波おどり教室、着ぐるみとの
記念撮影、キーホルダー作り、阿波和紙紙漉き体験、参加型ゲーム（空港や飛行機に
関する○×クイズ、片足立ちゲーム、じゃんけん大会）。空港近隣の幼稚園、小学校に
チラシを配布し、多くのお客様にご来場頂いた。（推定1,000名）

内容等

②徳島阿波おどり空港 歓迎阿波おどり
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

徳島空港利用促進協議会

実施時期

平成29年8月11日～15日

概要

夏の帰省客を対象とした歓迎阿波おどり
お盆の阿波おどり期間中に空港の阿波おどり銅像前において、到着便に併せて、学生
連や有名連による阿波おどり公演を実施。公演後はに到着客の方々も一緒になり阿波
おどりを踊り、本場の阿波おどりを楽しんで頂いた。

内容等
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徳島空港

③徳島阿波おどり空港 太宰府天満宮 願礼奉納行事
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

徳島空港利用促進協議会

実施時期

平成29年12月～平成30年1月

概要

太宰府天満宮、願礼奉納行事
空港でお客様から募集した合格祈願/心願成就の願礼を福岡線を利用し、協議会職員
がお客様に代わって福岡県の太宰府天満宮に奉納する毎年の恒例行事。奉納当日
は、出発前に式典を実施。

内容等

④徳島阿波おどり空港新旅客ターミナル（増築）供用開始
地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進
実施主体

徳島県、徳島空港ビル（株）

実施時期

平成30年1月21日

概要

徳島阿波おどり空港新旅客ターミナル（増築）供用開始
徳島県の施工による国際線対応の旅客ターミナル（地方自治法に基づく指定管理者とし
て徳島空港ビル（株）が既存ターミナルと併せて運営）が竣工し、平成30年1月21日から
供用開始となった。
当日は、徳島県知事及び空港関係者等が出席のうえ、オープニングセレモニーが催さ
れ、また、この日より香港－徳島間の国際連続チャーター便（季節限定）の就航も開始
された。今後も国際線チャーター便の就航が計画されており、この供用開始により空港
利用者の便益増進への寄与が期待できる。

内容等
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徳島空港

⑤旅客ターミナル前違法駐車対策（バス降り場マーキング）
地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進
実施主体

大阪航空局、徳島空港事務所

実施時期

平成29年12月22日

概要

旅客ターミナル前違法駐車対策（バス降り場マーキング）
出迎え客等による旅客ターミナル前の違法駐車への対策は、従前より警察機関と連携
のうえ、継続的に実施されてきたところであるが、さらに、徳島市内－空港間を運行する
リムジンバス等の降り場を赤くマーキングすることにより明確化したところ、利用客の安
全確保・車両の混雑緩和による定時制確保に一定の効果があった。（空港関係者、バス
会社等からもお褒めのコメントを頂いている。）

内容等
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