
乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 
～新たな航空需要の創出～ 

 
提案書 

応募団体：小松空港協議会 

        

代表者（提案責任者）：会長 谷本 正憲 

・住 所：石川県金沢市鞍月一丁目１番地 

・担当者：常任幹事 石川県企画振興部空港企画課長 臼井 晴基 

 



１ 

人口減少等による国内航空利用者の減少 

ローカルtoローカルにおける直行路線就航の困難 

石川県が主導し、地方自治体・航空会社等が連携して
『乗継利用促進協議会』を設立（H24.8） 

整備新幹線等他の交通モードとの競争の激化 

地方航空における課題 

 会員：地方自治体１０４、ターミナル会社３７ 
     日本旅行業協会、全国旅行業協会 
     航空会社２社（日本航空、全日空） 
 
       計１４５団体（H26.9現在） 

(事例)小松⇔鹿児島 
   通常運賃：68,200円 
   （28日前2区間購入 25,400円～） 
  ⇒乗継割引運賃：21,100円～（28日前） 
    （最大割引率69％） 

１．国内航空における課題と乗継利用促進の取り組み 

「乗継で もっと広がる 空の旅」 

羽田空港等の国内拠点空港を経由地として、地方＝拠点
空港路線の組み合わせによる地方＝拠点＝地方の流動
を活性化することにより、 

○ 直行便が就航していないローカルtoローカルの航空便
利用が可能となる 

○ 地方＝拠点空港の航空需要に加え、乗継という形で
新たな航空需要を創出し、減少傾向にある国内航空利用
者に新たな航空需要を創出 

○ 新幹線や高速バスとは異なる流動を創出し、他モード
との差別化・国内拠点空港の新たな機能強化に繋がる 



航空乗継は減少傾向にある地方航空路線網（Local to Local）を 
補完し、地方空港の利用者増加につながる 

２．地方航空ネットワーク及び航空乗継利用の推移 

２ 

※出典：国土交通省 
「交通政策審議会航空分科会基本政策部会第１２回基本政策部会配付資料」 
<http://www.mlit.go.jp/common/001027542.pdf> 

出典：国土交通省 
「羽田空港発着枠と地方航空ネットワークの現状 平成25年７月」 
<http://www.mlit.go.jp/common/001006262.pdf> 

国内航空路線数の推移 全国の航空乗継利用者数の推移 

ANA 

JAL 

地方間を結ぶ路線数は減少 航空乗継利用者は増加傾向 

        航空乗継利用促進協議会と協力し、 
          乗継による小松-羽田便の活性化事業を展開 



乗継利用促進による小松～羽田便の活性化に向けた施策体系 

３．施策体系 
事業名：乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 ～新たな航空需要の創出～ 

３ 

課題 取組目標 施策内容 

航空乗継という 

利用形態に対する 

認知度が低い 

乗継利用促進による 
小松～羽田便の 

活性化 

航空乗継を利用した

旅行商品が少ない 

→航空利用者、旅行会社 
  双方へのＰＲが必要 

→乗継利用の機会を 
  増やす取り組みが必要 

①全国乗継キャンペーンの実施 →航空会社と連携したキャンペーン 

②共通広報リーフレットの作成    →共通媒体を用いた全国各地でのＰＲ 

③ホームページのリニューアル   →観光情報や周遊プランを追加 

①モデル乗継先との相互ＰＲ   →先行的なモデル例の構築 

②広域エリアからの乗継旅行商品造成支援 
   →九州、四国エリアなど、広域集客による規模のメリットを活用した 
    効率的な商品造成を支援 

③乗継航空券販売に対する旅行会社への報奨金の設定 
   →旅行会社、利用者双方の認知度向上及び他交通機関からの誘導 

④小松空港ホームページにおける乗継検索システムの構築 
   →航空会社のインターネット予約システムとのリンクにより、個人の 
     乗継旅行を支援 

⑤羽田乗継がお得！キャンペーン（仮称）の実施 
   →利用者にメリットを付与し、羽田乗継へ誘導 
 

①羽田での乗継利用商品販売に対する旅行会社への報奨金 
   →旅行会社、利用者双方の認知度向上及び他交通機関からの誘導 

②欧州・東南アジアの旅行会社を対象としたファムツアーの実施 
   →旅行商品造成につなげ、小松～羽田便を利用した外国人観光客の 
   石川県への誘致 

③国内航空会社と連携した外国人誘客の強化 
   →小松～羽田便を利用し、外国人観光客を石川県へ誘致 

→旅行会社に商品造成 
  を働きかける 

（１）航空乗継利用促進協議会と連携した全国規模での航空乗継利用の促進 

→航空乗継利用促進協 
  議会との連携による、 
  全国的な広報活動が 
  必要 

（２）国内線の乗継促進 

（３）国際線の乗継促進 



（１）航空乗継利用促進協議会と連携した全国規模での航空乗継利用の促進 

 

 

③ホームページのリニューアル 

４．施策内容 
事業名：乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 ～新たな航空需要の創出～ 

②共通広報リーフレットの作成 

４ 

①全国乗継キャンペーンの実施 
 

（参考）昨年度実績 
     ３６空港が参加 
     応募総数 1,678 通 
             （H25.11.15～H26.2.16） 

参加空港が各地の名産品を持ち寄り 

航空会社とともに全国キャンペーンを展開（H24年度～） 

全国各地で航空乗継利用のＰＲを展開することにより、
航空乗継に対する認知度向上を図る 

（現状の課題） 
各空港ごとに 

就航航空会社、乗継先等が
異なっており、各空港の実情
に沿ったＰＲが必要 

（参考） 
小松空港/のと里山空港における
航空乗継広報リーフレット 

航空会社の機内誌における
キャンペーン広報を展開 

出典：http://www.noritsugi.jp 

航空乗継認知度の 
更なる向上に向け、 

統一感のある共通リーフレッ
トによる全国的ＰＲを実施 

具体的な観光プランを提示することにより、航空乗継を利用
した旅行へ誘導する。 

航空乗継利用促進協議会公式ホームページを改修し、 
各地の観光情報やエリア毎の広域周遊モデルコースを発信。 



（２）国内線の乗継促進 

①モデル乗継先との相互ＰＲ 

４．施策内容 
事業名：乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 ～新たな航空需要の創出～ 

②広域エリアからの乗継旅行商品造成 

５ 

○効果 

 着地（小松）での宿泊施設等
の一括調達による効率的・低
廉な商品造成 

 

 パンフレットの共通化等によ
る効率的商品造成 

 

 広域集客による効率的な路
線需要喚起 

既存の羽田発商品を活用し、各エリア発羽田経由の商品として新たに造成 

※モデルエリアとして東北・北海道エリア、四国エリア、九州エリアを想定 

石川県の観光ＰＲ隊を派遣 
 
H26年2月7日～9日 
＠青森県観光物産館アスパム 

青森県の観光ＰＲ隊を受入 
 
H25年6月28日～30日 
＠石川県産業展示館１号館 

相互ＰＲ 

釧路 

松山 

宮崎 

石川 

例 

乗継先との相互でのＰＲを実施 

→羽田乗継の先行的な 
          モデル確立へ 
 



（２）国内線の乗継促進 

③乗継航空券販売に対する旅行会社への報奨金の設定 

４．施策内容 
事業名：乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 ～新たな航空需要の創出～ 

④小松空港ホームページにおける乗継検索システムの構築 
 

６ 

 
 
 
 
 
 
→旅行会社店頭における乗継航空券の 

積極的な販売につながらない。 

（収益の観点から）
個札としての販売は
メリットがない。 

乗継割引運賃制度
の認知度が低い。 

乗継利用者送客に対する旅行会社への報奨金を設定 
 

    モデル乗継先への送客（Ｐ５参照）に対して上乗せ 

（旅行会社の現状） 

出典：https://www.ana.co.jp/ 出典：http://www.jal.co.jp/ 

ＡＮＡ、ＪＡＬと連携した検索画面の組み込み 

検索画面、「旅作」 検索画面、「JALダイナ
ミックパッケージ」 

小松空港公式ホームページ 

○効果 
 利用者利便の向上を図る。 

 

 ダイナミックパッケージとの
連携により、目的地への 

旅行商品がない場合でも
自由に旅行商品を設定可
能。 

 

○効果 
 ・旅行会社への航空乗継割引制度の周知につながる。 
 ・積極的な販売により、利用客に対するＰＲにつながる。 
 ・他交通手段との競合路線での誘導が期待できる。 



（２）国内線の乗継促進 

⑤羽田乗継がお得！キャンペーン（仮称）の実施 

４．施策内容 
事業名：乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 ～新たな航空需要の創出～ 

７ 

羽田空港ラウンジ 
無料券 

小松空港特急バス乗車券 
又は 

小松空港駐車場１日券 

空港売店 
（ＡＮＡ、ＪＡＬ） 
利用クーポン 

○キャンペーン概要 
 

北陸エリア在住者を対象に、羽田乗継で国内線を利用する方を対象に 

羽田空港 小松空港 国内空港 

上記３種のいずれかをもれなくプレゼントするキャンペーンを実施。 

①キャンペーン展開による羽田乗継への誘導 
②利便性を体験することによる羽田乗継利用リピーターの確保をめざす 

利用者にもメリットを 
付与することで、 
他の交通手段から 
羽田乗継へと誘導する 



（３）国際線の乗継促進 

①羽田での乗継利用商品販売に対する旅行会社への報奨金 

４．施策内容 
事業名：乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 ～新たな航空需要の創出～ 

②欧州、東南アジアの旅行会社を対象としたファムツアーの実施 

８ 

③国内航空会社と連携した外国人誘客の強化 

羽田空港 海外空港 小松空港 

国内航空会社が提供している 
外国人向け割安運賃のＰＲ及び 
特典を付与することで、 
外国人の乗継利用の促進を図る 

外国人向け割安運賃の 
国際線機内誌でのＰＲ等 

羽田での乗継が便利な欧州・東南アジアを対象に 
現地の旅行会社を招へい 

©公益社団法人石川県観光連盟 

羽田乗継によるタイムスケジュールの体験やモデルコースを
提案することにより、旅行商品造成へとつなげる 

 

羽田乗継に対する
認知度が低い 

（成田乗継が浸透） 

（現状） 旅行会社への報奨金 
   ○効果 
        関西国際空港や中部国際空港の利用者を 
          ターゲットに、羽田乗継への誘導を図る 

（２）⑤のキャンペーンと並行して実施することで、 
  旅行会社、利用者の双方にメリット 

旅行会社が関西・
中部発に誘導する

傾向にある 

例 



５．目標 

◇平成２７年度末における目標 

＜目標利用者数＞ 

 国内乗継利用者 4,000席増 
広域エリアからの商品造成   500席 
旅行会社への報奨金    3,500席 

 国際乗継利用者 1,000席増 
旅行会社への報奨金    1,000席 

      5,000席増加 

 
 
＜結果＞ 

 羽田便利用者の底上げ 

 新幹線の影響を受けな

い顧客層の獲得 

  
 

事業名：乗継利用促進による小松～羽田便の活性化 ～新たな航空需要の創出～ 

９ 

６．実施体制 

約６％増 

【小松空港協議会】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
石川県（実施責任者） 
 

県内商工会議所 
（小松市、加賀市、白山市等） 

地元市町 
（小松市、加賀市、白山市等） 

（公社）石川県観光連盟 
（観光施設等） 

北陸鉄道(株) 
（北陸鉄道） 

航空会社 
（全日本空輸、日本航空） 

北陸ｴｱﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ(株) 

【共同事業者】 
 
 

航空乗継利用促進協議会 
 

【協力実施機関】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地元旅行会社 
（ＪＴＢ、近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ等） 

空港ビル会社 
（日本空港ビルデング） 

モデル乗継先の各自治体 
（釧路市、愛媛県、松山市、宮崎県） 

福井県 

乗継先旅行会社 
（ＪＴＢ、近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ、乗継先地元旅行社等） 

航空系旅行会社 
（ＡＮＡｾｰﾙｽ、ＪＡＬパック） 


