
令和４年７月５日 

福岡県と同日提供 

令和４年度北九州空港利用促進協議会総会を開催します 

１ 開催日時 

令和４年７月１１日（月）14 時 00 分～14 時 45 分 

２ 開催場所 

リーガロイヤルホテル小倉 3 階「エンパイアルーム」 

（北九州市小倉北区浅野 2－14－2） 

３ 次第 

（１）開会（14 時 00 分から） 

開会あいさつ 

・福岡県副知事  江口
えぐち

 勝
まさる

・北九州市長  北 橋
きたはし

 健
けん

治
じ

（２）審議事項（14 時 10 分から） 

１号議案 令和３年度事業報告について 

２号議案 令和３年度歳入歳出決算について 

３号議案 令和４年度事業計画（案）について 

４号議案 令和４年度歳入歳出予算（案）について 

５号議案 規約の一部改正（案）について 

（３）講演（14 時 30 分から） 

   「航空需要の回復状況と北九州空港の可能性」 

株式会社日本空港コンサルタンツ 国内業務本部 計画部  錦 織
にしきおり

 剛
たけし

（４）閉会あいさつ（14 時 43 分から） 

・苅田町長 遠田
とおだ

 孝 一
こういち

（５）閉会（14 時 45 分） 

４ 参考 

資料１：北九州空港利用促進協議会の概要 

資料２：北九州空港利用促進協議会会員名簿 

本市では、北九州空港の利用促進のため、平成 18 年に福岡県や空港周辺の自治体、経済団

体と「北九州空港利用促進協議会」を設立し、北九州空港の利用促進活動、路線・便数の誘

致活動や施設整備に関する取り組みを行っています。 

この度、令和４年度総会を開催しますので、お知らせします。 

北九州市港湾空港局空港企画課 

担当：田代、多比良 

T E L：093-582-2308 



 

 

 

北九州空港利用促進協議会の概要 

 

 

 北九州空港開港により北九州空港の整備と利用促進、並びに需要拡大を図るための取組

みを総合的に行うことを目的に設立。 

 

 

１ 設 立  平成 18年 11月 16日（設立総会開催） 

 

２ 役 員  会 長：福岡県知事 服部 誠太郎 

        副会長：北九州市長 北橋 健治 

         〃 ：苅田町長 遠田 孝一 

        監 事：北九州商工会議所 会頭 津田 純嗣 

         〃 ：行橋市長 工藤 政宏 

 

３ 構成団体  66団体（別添会員名簿参照） 

         福岡県、北九州市、苅田町、北九州空港圏域の自治体、 

         福岡県内の関係団体・経済界、北九州空港関係団体（航空会社）等 

 

４ 事 務 局  福岡県企画・地域振興部空港対策局空港事業課 

 

５ 令和４年度実施事業（案） 

（１）旅客路線拡大支援事業 

   新規就航を促進するとともに、既存路線の維持・復便を図るため、航空会社に対し

て着陸料等の運航経費の一部を助成する。 

（２）貨物拠点化推進事業 

   貨物拠点空港として発展していくことを目指し、貨物専用機の就航や更なる集貨の

促進に取り組む。 

（３）路線誘致活動 

   旅客便については、新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況の変化や、国による

出入国制限や到着空港限定の緩和の動向を見ながら、路線の復便及び新規路線誘致に

向けて取り組む。 

貨物便については、これまでの誘致活動の結果等から就航の見込みがあると思われ

る航空会社に対して、定期便化につなげられるよう、引き続き働きかけを行う。 

（４）広域アクセス向上事業 

   福北リムジンバスの運行について支援を行う。また、福岡都市圏や首都圏での認知

度向上を図るため広報活動を行っていくとともに、新規利用者を開拓するための取り

組みを航空会社やバス運行事業者と連携し行う。 

（５）広報事業 

   北九州空港についての認知度を向上させるため、ＰＲ資料の作成・配布や、空港ま

つり等のイベントを積極的に活用した効果的な広報活動を行う。 

（６）要望活動 

旅客並びに貨物における航空輸送サービスの質及び利用者の利便性向上を図るため、

関係機関への要望を行い、空港機能の拡充を促進する。 

 

 

資料１ 



別表１　北九州空港利用促進協議会　会員名簿

団体名 職名 団体名 職名

福岡県 知事 遠賀町商工会 会長

北九州市 市長 岡垣町商工会 会長

行橋市 市長 鞍手町商工会 会長

直方市 市長 上毛町商工会 会長

豊前市 市長 日本航空（株） 九州地区支配人

中間市 市長 全日本空輸（株） 執行役員九州支社長

田川市 市長 （株）スターフライヤー 代表取締役社長執行役員

下関市 市長 （株）フジドリームエアラインズ 代表取締役社長

中津市 市長 日本トランスオーシャン航空（株） 代表取締役社長

苅田町 町長 （株）コリアエクスプレスエア 北九州空港代表

吉富町 町長 天津航空有限責任公司 北九州空港代表

みやこ町 町長 （株）ジンエアー 福岡旅客支店長

築上町 町長 エアプサン(株) 福岡支店長

水巻町 町長 (株)ティーウェイ航空 北九州支店長

芦屋町 町長 中国南方航空公司 九州・広島地区支配人

遠賀町 町長 済州航空 北九州支店長

岡垣町 町長 （株）ANA　Cargo 九州販売支店長

鞍手町 町長 日本貨物航空（株） 運送部　担当部長

上毛町 町長 金鵬航空 営業部長

田川郡町村会 会長 大韓航空 福岡支店長

北九州商工会議所 会頭 北九州空港連絡バス運営協議会 会長

苅田商工会議所 会頭 (一社)北九州タクシー協会 会長

行橋商工会議所 会頭 (公社)福岡県トラック協会 会長

直方商工会議所 会頭 福岡県農業協同組合中央会 会長

豊前商工会議所 会頭 九州旅客鉄道(株) 代表取締役社長

中間商工会議所 会頭 西日本高速道路（株） 九州支社長

田川商工会議所 会頭 福岡北九州高速道路公社 理事長

中津商工会議所 会頭 (一社)日本旅行業協会九州支部 支部長

吉富町商工会 会長 (一社)日本旅行業協会九州支部北九州地区会 委員長

みやこ町商工会 会長 (公社)福岡県観光連盟 会長

築上町商工会　　　　　　　　 会長 (公財）北九州観光コンベンション協会 理事長

水巻町商工会 会長 北九州空港振興協議会 理事長

芦屋町商工会 会長 北九州エアターミナル（株） 代表取締役社長

資料２


