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佐賀空港のこれまで 

 1960年代前半、我が国の航空輸送1が本格化し、佐賀県においても空港整備

についての議論・検討が始まりました。 

1966年には、佐賀県の総合開発計画に空港建設の調査促進を織り込み、1970

年には、国の第２次「空港整備五箇年計画」2に佐賀空港整備が採択されました。 

 その後、空港建設事業に対して様々な意見が寄せられたため２度の中断を挟

みましたが、最終的には第５次空港整備五箇年計画に採択され、1988年 9月運

輸大臣に飛行場設置許可申請書を提出、同年１２月に佐賀空港の設置許可及び

第３種空港3の政令指定を受け、佐賀空港整備事業が正式に始動しました。 

 その後、継続的に地元調整や用地買収を行いながら、1993年に佐賀空港建設

が本格着工し、1998年７月 28日、東京便、大阪便および名古屋便の３路線で

開港しました。 

開港当時、航空業界の規制緩和が急速に進み、佐賀空港の開港とほぼ同じタ

イミングで福岡空港に新規航空会社が就航、福岡空港において航空会社間の激

しい運賃競争も始まりました。その影響を受けて佐賀空港の利用者数は伸び悩

みました。 

しかし、その後、2003 年 2月の名古屋便、2011年 1月の大阪便の運休はあり

ましたが、2004年 7月に九州では初めてとなる夜間貨物便が就航し、東京便は、

2005年 10月、2008年 11月、そして、2014年 7月の 3度にわたる増便を果た

しました。 

近年は、2012年 1月の上海便を皮切りに、2013年 12月のソウル便、2014年

8月の成田便とＬＣＣによる路線開設が相次いでおり、今年（2015年）度中に

は、ＬＣＣによる杭州便の就航も予定されており、路線数や便数が着実に増加

しています。 

また、県境を越えた広い範囲で、官民が一体となって積極的に利用促進に取

り組んでいること、有明海沿岸道路など佐賀空港へのアクセス道路の整備が進

んでいることもあり、利用者数が増加傾向にあります。2014年度の利用者数は、

過去最高の 55万 96人となりました。 

佐賀空港は、路線数や便数の増加による利便性の向上が利用者数の増加につ

ながり、利用者数の増加が路線数や便数の増加につながるという好循環が生ま

れています。 

                                                   
1  航空機によって人・貨物などを輸送すること 
2 航空需要の増大に対処するとともに、航空交通の安全確保を図り、環境保全の要請に応

じつつ、計画的に空港整備、航空保安施設等の整備、空港周辺環境対策の推進を図るため

に国が策定していた計画 
3  地方公共団体が設置・管理する空港。現在の「地方管理空港」のこと 



 

 

4 

 

  

【佐賀空港の諸元】 

所在地 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道 

設置･管理者 佐賀県（地方管理空港） 

開港年 1998年７月 28日 

面 積 1,140,841㎡ 

滑走路 2,000ｍ×45ｍ×１本 

駐機場 ４バース ＋ 小型機用４バース 

運用時間 19.5時間【06：30～22：00、00：30～04：30（貨物便専用）】 

 

（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（佐賀空港利用者数推移） 

人 

年度 

簡易式進入灯 

空港公園、多目的広場 

標準式進入灯 

滑走路（2,000ｍ×45ｍ） 

管制塔 

旅客ターミナル 
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駐車場 
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【現在の路線】 

（旅客便）                     （2015 年 9 月現在） 

路線 航空会社 便数 機材 

東京 全日空 ５便／日 Ａ３２０ 

成田 春秋航空日本 １便／日 Ｂ７３７ 

上海（浦東） 春秋航空 ３便／週 Ａ３２０ 

ソウル（仁川） ティーウェイ航空 ３便／週 Ｂ７３７ 

 

（貨物便）                     （2015 年 9 月現在） 

路線 航空会社 便数 機材 

東京 全日空 ５便／週 Ｂ７８７ 

 

【開港後の主な路線変遷】 

（旅客便） 

1998年 7月（開港） 東京便２便／日、大阪便２便／日、名古屋便１便／日 

2001年 9月 大阪便減便（２便／日→１便／日） 

2002年 11月 大阪便増便（１便／日→２便／日） 

2003年 2月 名古屋便運休 

2005年 10月 東京便増便（２便／日→３便／日） 

2008年 11月 東京便増便（３便／日→４便／日） 

2011年 1月 大阪便運休 

2012年 1月 上海便就航（２便／週） 

2012年 7月 上海便増便（２便／週→３便／週） 

2013年 12月 国際線旅客ビル運用開始 

2013年 12月 ソウル便就航（３便／週） 

2014年 7月 東京便増便（４便／日→５便／日） 

2014年 8月 成田便就航（２便／日） 

2014年 10月 成田便減便（２便／日⇒１便／日） 

2014年 10月 上海便深圳延伸 

2014年 12月 上海便深圳延伸休止 
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（貨物便） 

2004年 7月 東京便運航開始（２便／日） 

2006年 2月 
東京便貨物専用機により運航（１便／日） 

名古屋便貨物専用機により運航開始（１便／日） 

2008年１月 

関西便貨物専用機により運航開始（１便／日） 

名古屋便運休 

2008年 7月 
関西→佐賀、佐賀→東京運休 
（東京→佐賀、佐賀→関西は運航継続） 

2010年 11月 
日曜日、月曜日及び祝日の翌日の便が運休 
（火曜～土曜日の東京→佐賀、佐賀→関西は運航継続） 

2014年 2月 
東京往復路線に変更 
（佐賀→関西が運休し、佐賀→東京が就航） 
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社会変化 

（１）人口の変動 

  我が国では、総人口の減少が始まっており、これとともに少子高齢化も

進展しています。佐賀県では、全国を上回るペースで人口が減少しており、

また、高齢化も全国より早く進展しています。 

一方で、世界をみてみると、人口は一貫して増加基調にあり、この増加

基調は2100年頃まで続くと予想されています。また、アジアをみてみると、

中国を含む東アジアは今後十数年で人口減少に転じる一方、ASEANやインド

等の東南アジア・南アジアは人口増加が継続すると言われています。 

 

（２）国内の航空需要4 

国土交通省が 2014年 4月に発表した「全国の航空需要予測（旅客）」に

よると、2010年度に約 1.4億人だった航空旅客数は、2022年度には、少な

くとも 1.76億人まで増加すると予測されています。国内線については、今

後の経済成長率により予測値にばらつきがでているものの、国際線につい

ては一貫して増加するとの予測となっており、これから佐賀空港がさらに

発展するためには増加が予想される国際線の需要を取り込んでいくことが

必要です。 

 （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１５回基本政策部会資料（2014年４月 23日） 

                                                   
4 航空機を使用することの需要 
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（３）世界における航空需要 

世界における航空需要は、今後も増加が予想されています。国際民間航

空機関（ICAO）によれば、2011年には約 27億人だった定期便利用者数は、

2030年にはその約２倍にあたる約 60億人にまで増加するとされており、

有償旅客キロベース5で年平均 4.5％の伸びが予想されています。 

これを地域別にみてみると、中国では 2011年から 2030年にかけて、年

平均 6.4％の伸びが予想されており、2030年には全体の 49％が国際線にな

るとされています。 

また、北アジア（日本、韓国、北朝鮮）と中国とを結ぶ航空需要は、2030

年まで年平均 4.2％の伸びが予想されています。 

タイやマレーシアを含む太平洋及び東南アジア地域では、同じく 2011年

から 2030年にかけて、年平均 5.1％の伸びが予想されており、2030年には

全体の 74％が国際線になるとされています。日本を含む北アジアと当該地

域の航空需要は年平均 2.5％の伸びが予想されており、これは過去 15年間

よりもさらに大きな伸びが予想されています。 

また、インドを含む南西アジア地域における航空需要も、年平均 6.1％の

伸びが予想されるなど、アジア太平洋地域における航空需要は、2011年か

ら2030年にかけて世界のどの地域よりも大きく伸びていくと予想されてい

ます。アジア太平洋地域は、年平均 6.2％の伸びが予想されており、2010

年には、航空による移動が一般的な北米と同じく、全世界の航空需要の 29％

を占めていたのに対して、2030年には、北米のシェアが 19％まで落ち込む

一方、アジア太平洋地域は 38％にまで増加し、世界単独第１位に成長する

ことが予想されています。 

同じような航空需要の予測は、国土交通省が発表した資料にもみること

ができます。この資料において、「アジア太平洋地域及び中東地域において

は、航空需要の伸びが顕著。」「特にアジア太平洋地域は、2025年までに世

界最大の航空市場に成長。」と記載されています。 

 

（４）国の動き 

政府は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される 2020年に訪日

外国人旅行者数 2,000万人の高みを目指しながら、観光立国を推進してい

ます。また、その前年にはラグビーワールドカップ 2019が日本各地で開催

されるなど、世界規模のイベントが日本で開催される予定です。 

このような中、2004年に 613.8万人であった日本全国の訪日外国人旅行

                                                   
5 有償旅客キロ（有償旅客数×飛行距離）ベース 
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者数は、2014年には、その約 2.2倍にあたる 1,341万人（推計値）まで増

加しています。 

一方で、2004年に 56.4万人であった九州における外国人入国者数は、

2014年には、その約 3倍にあたる 167.5万人となっています。 

また、2014年の外国人入国者の利用交通手段をみてみると、航空機を使

った航空路が約 95％、船を使った航路が約 5％となっています。 

さらに、航空路を利用して入国した外国人のうち、羽田空港や成田空港

に代表されるような主要空港6から入国している割合は約 94％となってい

ます。今後、2020年に向けて訪日外国人旅行者数がさらに増加していくこ

とが見込まれていますので、主要空港だけではなく、佐賀空港のような地

方空港が果たす役割が大きくなっていきます。 

 

図 世界の航空需要予測 

（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１５回基本政策部会資料 

（2014年４月 23日） 

 

 

  

                                                   
6 東京国際（羽田）空港、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇

空港、新千歳空港 
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LCCの展望 

（１）ＬＣＣとは 

ロー・コスト・キャリア（Low Cost Carrier）の頭文字をとり、LCC（エ

ル・シー・シー、以下ＬＣＣ）とよばれています。日本国内では、「格安航

空会社」とも呼ばれています。 

ＬＣＣは、これまで無料サービスだった機内食や飲料水を有料化したり、

座席指定や受託手荷物も有料化しています。また、座席間隔が狭くなるも

のの機内の座席数を増やすことで輸送量を増加させ、さらに、折り返し時

間を短くし機材の稼働率を高めるなど、徹底して収入の増加を図っていま

す。 

一方で、使用する機体を同一機種に統一することによって人件費や整備

費を抑制し、また、航空券のインターネット予約、販売を促進することで

旅行会社への販売手数料を削減することなどにより、低価格の運航サービ

スを行っています。 

 

（２）世界におけるＬＣＣ 

1970年代にアメリカで登場したＬＣＣは、その後ヨーロッパ、オースト

ラリア、南米、東南アジアなど世界各地に拡大しています。特に東南アジ

アにおけるマーケットシェアは 57％（2014年）まで上昇しているとされて

おり、当該地域における活発な経済発展とともに、ＬＣＣはさらに成長を

遂げることが予想されています。 

一方で、日本を含む北東アジア域内では、ＬＣＣの市場への登場が他地

域に比べ遅かったとこともあり、そのマーケットシェアが11.5％（2014年）

とされており、他地域と比べると相対的に低く、今後の増加が期待されま

す。 

 

（３）日本におけるＬＣＣ 

日本では、2012年が「日本ＬＣＣ元年」と呼ばれており、以来、ＬＣＣ

の運航便数は着実に増加してきています。 

国内線をみてみると 2012年のＬＣＣによる国内線の提供座席数は約 90

万席（年・片道）、シェアは 1.5％であったのが、2014 年には約 450 万席、

シェアは 6.4％にまで拡大しています。また、国際線においては、2012年

の提供座席数は約 193万席、シェアが 5％であったのに対し、2014年には

提供座席数が約 392万席、シェアが 9％にまで拡大しています7国内線、国

                                                   
7 「LCC 参入による地域への経済波及効果に関する研究調査」（国土交通省国土交通政策
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際線ともにＬＣＣが果たす役割が大きくなってきています。 

また、ＬＣＣ全路線のうち、地方線の割合は 2012年 3月から 2014年 12

月までの約 2.5年でその割合が 40％にまで伸びてきています。この理由の

一つとして、「ＬＣＣはユニット・コスト8が低いため、低需要路線でも運

営可能である。」、「運賃水準が低いので需要が拡大する。」という指摘9があ

り、ＬＣＣと地方空港は非常に相性の良い関係と言えます。  

さらに、2015年 2月に閣議決定された交通政策基本計画では、2020年の

ＬＣＣの旅客シェアを、国内線で 14％（2013年６％）、国際線で 17％（2013

年７％）まで上昇させる目標を設定しています。 

  佐賀空港は、ＬＣＣによる路線拡大のチャンスを迎えています。 

 

図 世界各地におけるＬＣＣのマーケットシェア 

 

（出典）国土交通省国土交通政策研究所「LCC の参入効果分析に関する調査研究」 

（2014年 10 月） 

 

  

                                                                                                                                                     

研究所、2015 年 3 月） 
8 1 座席を 1 キロメートル運ぶのにかかる費用。 
9 運輸政策研究 2014Autumn No.3 Vol.17 

 

北米域内 

東南アジア域内 

ヨーロッパ域内 

南西太平洋域内 

北東アジア域内 



 

 

12 

 

佐賀空港がめざす将来像 

これまでの歴史や現在の社会変化を踏まえて、「佐賀県総合計画 2015」で目

指す将来像「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」を実現するため、国内外

のハブ空港との路線を充実させることで佐賀空港をＬＣＣの拠点空港として活

用することとし、そのための戦略をおおむね１０年後の姿をイメージしながら、

この「佐賀空港がめざす将来像」としてまとめます。 

なお、今後の環境変化などにより、必要に応じてこの内容を見直すこととし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹路線である東京便を中心としながら、ＬＣＣの拠点空港化が進み、 

九州におけるゲートウェイ空港としての地位を確立している。 
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将来像をめざす背景 

佐賀県では、県の国際化を進めていく戦略として、「世界とともに発展する佐

賀県行動計画～羅針盤～」（2014年 6月）を策定しています。 

この中で、東アジア（中国、香港、韓国、台湾）、東南アジア、南アジア（イ

ンド）は、高い経済成長率、人口規模の拡大、高所得者層の増加等が中長期的

にも見込まれ、国際戦略上、重要なターゲットエリアであり続けると考えてい

ます。 

佐賀県が将来にわたり持続的に発展していくためには、これら重要なターゲ

ットエリアの活力を取り込んでいくことが必要であり、そのことにより、例え

ば、 

・県内企業等が、生産拠点としての優位性や巨大な消費市場としての魅力を

有するアジア地域とのつながりを強化することで、本県産業界が維持・発

展すること 

・拡大するアジア地域からの訪日観光需要を佐賀県に取り込み、裾野の広い

「観光」産業を本県の成長産業の一つに育成すること 

・アジア地域の一員として国際交流を深め、多文化共生の地域づくりとグロ

ーバルな人材育成を促進すること 

などが期待できます。 

こうした中、重要なターゲットエリアの活力をより強力に佐賀県に取り込ん

でいくためには、これらのエリアと佐賀県とを航空路でダイレクトに結び、ヒ

ト、モノの交流を飛躍的に促進させることが極めて有効です。 

東アジアの都市との既存路線の増便や新規路線就航、さらに、将来的な東南

アジアや南アジアの都市との新規路線就航のためには、佐賀空港の機能強化が

必要です。 
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「佐賀空港がめざす将来像」実現に向けたロードマップ 

（１）期間 

「佐賀空港が将来像」では、10年以上先の佐賀空港の姿をイメージしな

がらも、具体的な路線や数値目標については、訪日外国人客数増加に向け

た取組や現時点での航空業界を取り巻く環境を考慮して「佐賀県総合計画

2015」で目指す将来像にあわせて、10年後までを設定します。 

また、今後の行程を以下の３つのステージに分け、それぞれのステージ

における取組目標を掲げます。 

 

【第１ステージ：2015年度～2018年度】 

「-佐賀県総合計画 2015- 人を大切に、世界に誇れる佐賀づくりプラン」の

策定期間とします。 

 

【第２ステージ：2019年度～2024年度】 

「佐賀県総合計画 2015」が見据えている将来（10年後）に向けて取組を強

化する期間とします。 

 

【第３ステージ：2025年度～】 

佐賀県国際戦略における重要なターゲットエリアへの就航に向けて路線誘

致等を実施する期間とします。 
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【航空分野の主な施策】 

2007年 6月 
アジアゲートウェイ構想決定 

・航空自由化による戦略的な国際航空ネットワーク構築 

2007年 6月 首都圏空港を除くオープンスカイ推進の閣議決定 

2010年 6月 首都圏空港を含むオープンスカイ推進の閣議決定 

2014年 7月 

国土のグランドデザイン 2050 

・基本戦略「（９）インフラを賢く使う」 

ＬＣＣの参入促進等を通じて、地方空港の利活用促進を 

図る。 

2014年 8月 

国土交通省重点政策 2014 

「２．地方の創生、人口減少の克服」 

（主な施策） 

地方空港、地方航空ネットワークの活性化 

（ＬＣＣの参入促進、操縦士等の育成・確保等） 

2015年 2月 

交通政策基本計画の閣議決定 

・我が国の国際交通ネットワークの競争力強化 

※国際線旅客のうちＬＣＣ旅客の占める割合（目標） 

 （2013年）7％ ⇒ （2020年）17％  等 

2015年 4月 

福岡空港滑走路増設新規事業着手 

・事業期間 ： 約 10年 

（用地買収、埋蔵文化財調査等の期間を含む） 

・2015年度事業内容 ：調査・設計 

・総事業費 ： 約 1,600億円 

（他に民間事業費：約 200億円） 
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（２）ロードマップ -国際線- 

 

 

 

 

 

【具体的目標（想定）】 

(第１ステージ～第２ステージ) 

・上海便及びソウル便の増便を目指します。 

・杭州便の 2015年度内の就航を目指します。 

・台湾便及び香港便の路線開設を目指します。 

・定期便の運航状況をみながらビジネスジェットを誘致します。 

 

※第２ステージ終了時点での想定 

  上海便 ：５便/週 

  ソウル便：５便/週 

  杭州便 ：４便/週 

  台湾便 ：５便/週 

  香港便 ：４便/週 

 

【訪日外国人旅行者数ランキング】 

2013年（確定値）           2014年（推計値） 

順位 国・地域名 人数  順位 国・地域名 人数 

１ 韓国 246万人  １ 台湾 283万人 

２ 台湾 221万人  ２ 韓国 276万人 

３ 中国 131万人  ３ 中国 241万人 

５ 香港 75万人  ４ 香港 93万人 

６ タイ 45万人  ６ タイ 66万人 

訪日外国人旅行者総数 1,036万人  訪日外国人旅行者総数 1,341万人 

＜基本戦略＞ 

 佐賀空港とアジア地域のハブ空港との路線を強化します。 

＜目標＞ 

（第１ステージ～第２ステージ：2015年度～2024年度） 

 新規路線開設や既存路線の多頻度化を実現し、2024年までに佐賀空港から

入国する外国人数を 2014年の約 3万人の４倍にあたる約 12万人とします。 

（第３ステージ） 

 東南アジア、南アジアへの路線開設を図ります。 
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（第３ステージ） 

・第２ステージまでに開設した路線の増便を目指します。 

・国際戦略上重要なターゲットエリア（東南アジア、南アジア）の都市との 

 路線開設を目指します。 
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（３）ロードマップ –国内線- 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的目標（想定）】 

(第１ステージ) 

・東京便及び成田便の増便を目指します。 

・関西便の開設を目指します。 

・夜間貨物便の利用促進に取り組みます。 

 

（第２ステージ） 

・東京便の増便を目指します。 

・中京便の開設を目指します。 

・夜間貨物便の利用促進に取り組みます。 

  

※第２ステージ終了時点での想定 

  東京便：７便／日 

  成田便：２便／日 

  関西便：２便／日 

中京便：１便／日 

  夜間貨物便   

 

(第３ステージ) 

・第２ステージまでに開設した路線の増便を目指します。 

・夜間貨物便の利用促進に取り組みます。 

 

＜基本戦略＞ 

 佐賀空港と国内のハブ空港との路線を強化します。 

＜目標＞ 

（第１ステージ：2015年度～2018年度） 

 既存路線の増便並びに新規路線就航 

（第２ステージ：2019年度～2024年度） 

既存路線のさらなる増便並びにさらなる新規路線就航 

（第３ステージ） 

 第２ステージまでに開設した路線のさらなる多頻度化 
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【参考】関西国際空港における国際線就航状況 

中国 

広州、鄭州、長春、重慶、長沙、成都、大連、福州、杭

州、哈爾濱、銀川、晋江（泉州）、昆明、桂林、貴陽、蘭

州、寧波、南京、南寧、北京、上海（浦東）、瀋陽、石家

荘、三亜、深圳、青島、済南、天津、ウルムチ、温州、

武漢、無錫、西安、廈門、延吉、烟台、塩城 

香港、マカオ 

韓国 ソウル（仁川、金浦）、済州、釜山、大邱 

台湾 台北、高雄 

インド ムンバイ、デリー 

タイ バンコク（スワンナプーム、ドンムアン） 

インドネシア ジャカルタ、デンパサール 

ベトナム ハノイ、ホーチミン 

マレーシア クアラルンプール 

フィリピン マニラ、セブ 

シンガポール シンガポール 

オランダ アムステルダム 

フランス パリ（シャルル・ド・ゴール） 

ドイツ フランクフルト 

フィンランド ヘルシンキ 

トルコ イスタンブール 

カタール ドーハ 

アラブ首長国連邦 ドバイ 

アメリカ合衆国 グアム、ホノルル、ロサンゼルス、サンフランシスコ 

カナダ バンクーバー 

オーストラリア ケアンズ、メルボルン、シドニー 

ニューカレドニア ヌーメア 

（参考）関西国際空港ホームページ 国際線スケジュール（2015年９月）    
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【参考】中部国際空港における国際線就航状況 

中国 

広州、鄭州、長沙、大連、哈爾濱、昆明、北京、 

上海（浦東）、瀋陽、青島、天津、武漢、西安、香港、 

長春、合肥、フフホト、石家荘、 

韓国 ソウル（仁川、金浦）、釜山 

台湾 台北 

タイ バンコク（スワンナプーム） 

ベトナム ハノイ、ホーチミン 

フィリピン マニラ、セブ 

シンガポール シンガポール 

ドイツ フランクフルト 

フィンランド ヘルシンキ 

アラブ首長国連邦 アブダビ 

アメリカ合衆国 グアム、ホノルル、デトロイト、 

（参考）中部国際空港ホームページ 国際線時刻表（2015年 8 月） 

 

 

【参考】関西国際空港、中部国際空港における外国人入国者数推移 
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ロードマップ実現のための空港機能強化 

（１）駐機場、旅客ビル、駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状＞ 

① 駐機場 

現在、佐賀空港には４つのスポットがあります。この４つのスポット

のうち、３つのスポットは旅客便用として、もう一つは小型用スポット

兼予備スポットとして運用しています。 

現在、増便や新規路線就航に伴い、この３つのスポットでは余裕がな

くなってきています。今後のダイヤ編成やさらなる新規路線誘致への影

響が懸念されます。 

 

【現在の駐機場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅客便用スポット 

＜基本方針＞ 

 機材稼働率が高いＬＣＣをはじめとする航空会社が希望する時間帯での

運航が可能となるよう、国際線・国内線が同一の時間帯にそれぞれ複数便

同時運航ができるよう機能強化を図るための内容を検討し、計画的・段階

的に整備します。 

小型用スポット 

兼予備スポット 

国内線 

ターミナル 
管制塔 
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② 旅客ビル 

 （搭乗待合室及び保安検査場） 

国内線、国際線ともに小型ジェット機１機分の処理能力しかないため、

複数便同時の対応ができず、お客様サービス、定時性を確保するために

は、それぞれの航空会社が希望する時間帯で就航できない可能性があり

ます。 

 （チェックインカウンター） 

 すでにすべてのカウンターが利用されている状況にあるため、今後、

新たな航空会社が就航する場合、他の航空会社とチェックインカウンタ

ーを共用する必要があります。このため、それぞれの航空会社の希望時

間帯に運航できない可能性があります。 

 

【現在の旅客ビル平面図】 
国際線保安検査場： 

保安検査機１台 

チェックインカウンター：３社分 

→ すべて使用中 

国内線待合室・保安検査場： 

小型ジェット１機分 

（177席、保安検査機１台）   

国際線待合室： 

小型ジェット１機分 

（150席 ） 
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（１階チェックインカウンター付近）  

 

③ 駐車場 

既存路線の増便や新規路線の就航に伴い駐車場利用者が増加してきて

おり、既存の駐車容量では第３ステージ以降において不足していく可能

性があります。 

 

【現在の駐車場】 

 

 

 

 

 

第１駐車場（587台） 第３駐車場：62台 

第４駐車場（531台） 

第２駐車場（33９台） 

合計：約 1,600台 

（２階国内線保安検査場付近） 

※旅客ビルの混雑状況 

 

第５駐車場（１６０台） 
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④ その他 

 全国的な航空需要の高まりを受けて、佐賀空港においても燃料給油や

ハンドリング体制に不足が生じる可能性があり、増便や新規路線誘致に

対応できるようハンドリング体制を計画的に強化していく必要がありま

す。 

 

【取組内容】      

（第１ステージ～第２ステージ） 

・駐機場（～第２ステージ前半） ４機分⇒６機分 

  調査・設計を実施した上で、拡張します。 

 

・旅客ビル（～第２ステージ） 

      搭乗待合室、保安検査場    １機分⇒２機分（国内、国際とも） 

      チェックインカウンター     ３社分⇒５社分程度 

    改修・拡張等の基本設計を行った上で、増便や新規路線誘致状況に

応じて計画的・段階的に整備します。 

 

・駐車場（第２ステージ）    約 1,600台⇒約 2,300台 

     必要に応じて整備していきます。 

 

（２）滑走路延長検討開始 

現在就航している航空会社は、2,000ｍの滑走路でもしっかりと安全を 

確保しながら運航されていますが、一部国際線においては、さらなる安全

確保のため、座席数に制限をかけ総重量を抑制しています。 

また、将来的に東南アジアや南アジアなど、国際戦略における重要なタ

ーゲットエリアとの交流を拡大するにあたっては、直行便の運航が有効で

す。 

しかし、このエリアからの直行便の就航は 2,000ｍの滑走路では厳しく、

また、九州の他空港をはじめ全国の空港において 2,500ｍの滑走路をもつ空

港が多い中にあって、2,000ｍの滑走路では、厳しい競争環境にある誘致活

動の大きな支障となっています。 

仮に、滑走路を延長するためには、概ね 10年以上の期間と約 100億 

円の事業費（平行誘導路がない場合）が見込まれます。 

このため、滑走路延長についての必要性や効果などについて第１ステー

ジから検討を開始することとしています。 
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【九州の主要空港の滑走路長】      （2015年 8月現在） 

空港名 滑走路長 

佐賀空港 ２，０００ｍ 

福岡空港 ２，８００ｍ 

北九州空港 ２，５００ｍ 

長崎空港 ３，０００ｍ 

熊本空港 ３，０００ｍ 

大分空港 ３，０００ｍ 

宮崎空港 ２，５００ｍ 

鹿児島空港 ３，０００ｍ 
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ロードマップ実現のための愛称変更 

佐賀空港の愛称である「有明佐賀空港」は、佐賀空港の開港にあわせて公募

を実施し、応募のあった 3,143件の中から選ばれました。 

この「有明佐賀空港」という愛称とともに開港以来佐賀空港はみなさまに親

しまれ、現在では佐賀県内外の多くの方にご利用いただています。 

また、有明海はその干潟がラムサール条約湿地に登録されるなど大変すばら

しい海であり、国内外の多くの方々に直接見て、知ってもらうことが、県全体

の発展にもつながります。 

その一方で、2012年１月にＬＣＣ春秋航空による上海便が就航し、2013年

12月にはＬＣＣティーウェイ航空によるソウル便、2014年 8月にはＬＣＣ春秋

航空日本による成田便が就航し、さらには、2014年 7月に全日空による東京便

が増便（５便化）しました。ＬＣＣによる路線の開設や増便などによる利便性

向上により、佐賀空港は、県内や有明海沿岸地域にとどまらず、福岡県や長崎

県といった北部九州を中心とした広い地域のみなさまにご利用いただくととも

に、九州を周遊する外国人観光客にもご利用いただいています。 

また、海外の航空会社からは、「九州という地名が入っている方がより観光

客にアピールできる。」というご意見が寄せられています。 

このようなことから、佐賀空港が九州におけるゲートウェイ空港として、さ

らに大きく成長していくという思いを込めて、「九州佐賀国際空港- 

KYUSHU-SAGA International Airport -」という愛称に変更し、第１ステージの

できるだけ早い時期からこの愛称を使用していきます。 

 

 

 


