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第 ３ 回下地島空港利活用検討協議会・幹事会 議事概要 

 

【Ⅰ】観光振興と旅客便の誘致  

宮古島市副市長： 

○宮古島の観光には、結局、外国からチャーター便で入った時のＣＩＱ、エプロンの

狭さ、ＣＩＱの待合室の問題等がある。これらについて、県は今後整備する方向性

はあるのか。それによって、島の観光のあり方は違ってくるはず。 

○先週実施された野外音楽イベント(Isle of MTV Miyakojima)では、４０００名の観

光客が入っている。毎年実施する話もあり、６０００～７０００名の数字が見こめ

る。そのために、宮古空港の拡張整備を是非検討していただきたい。 

 

事務局： 

○宮古空港のエプロンの狭隘さは、以前から聞いている。エプロンの拡張については、

引き続き国に予算要求をしていく。 

○ＣＩＱは、２月の初旬にアシアナ航空のチャーター便が来た時は結構混雑していた。

宮古空港のＣＩＱ施設は、何らかの対策を取るべきだと考えている。今後、導入の

可能性について検討していきたい。 

 

沖縄県企画部（交通政策課副参事）： 

○「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」の中において、宮古空港（・下地島空港）も石

垣空港も国際旅客化していくとまとめられていた。政策を進めていく上で、下地島

空港と宮古空港の役割分担をどうするかという課題がある。 

○石垣空港のようにしっかりと国際線の施設を展開していくとなら、宮古でやるのか、

下地島空港に持っていくのか、そこをはっきりさせる必要がある。 

 

沖縄県土木建築部（参事）： 

○エプロンの話だが、昨年はスカイマークが入って便が増えている状況を踏まえ、事

業化に向け頑張っていたと認識している。今はスカイマークが減便して一時期休む

状況があるなかで、どういう理屈で拡張するのか。 

○民間の航空会社は、座席利用率が６０％とかある程度乗らないと就航は続けられな

い。利用促進の戦略もあわせて検討しないと、簡単に整備には結びつかない。 

○イベントでたくさん観光客が来ているというのは、大事な取り組みと思う。しかし、

イベントの集客は１回限りなので、これをエアラインの定期便の就航に繋がるよう

な方策にいかにつなげるのか、この場を通じて考えていくことが重要だと思う。 
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岩佐教授（名桜大学） 

○イベントで集客が上手くいっているという話もあるが、主要ホテルの平成２３年の

宿泊稼働率、年間宿泊稼働率は減っている。イベントの時はうまく集客できている

が、それ以外のイベント開催時期以外の集客はうまくいっていないと思う。 

○要するに年平均して安定して各季節観光客を呼び込めていない。ますます季節変動

が激しくなっている。その部分が、安定した空港利用にも大きく影響している。 

○宮古島市は５０万人の観光客を目標にした計画を作られているが、具体的な観光振

興戦略、うまい実施方法、成果が出ることなどを考える必要があるのではないか。 

 

沖縄県文化観光スポーツ部（観光振興課副参事）： 

○県で作成している「ビジットおきなわ計画」の柱のひとつに離島観光を位置付けて

いる。その中で、チャーター便に対する支援、観光客の平準化を図り、集客を増や

していく政策も実施している。 

○観光の立場からすれば、エプロンやＣＩＱ基盤施設の整備は大変ありがたい。実績

をもとに、政策を絡めて、利用を増やしていき、施設が必要と思えるような状況に

するよう地元と一緒になって努力していきたい。 

 

下地島空港を考える青年協議会：  

○観光客の入域数については、平成２０年に旅客船がなくなり、島に入るには空港し

かない状況が影響している。船がなくなった分、空港利用者数は伸びているが、観

光、特にイベント時に航空旅客が集中する、修学旅行等団体旅客が来た際に、生活

の足としての座席が確保できないなどの問題がある。 

○場合によっては、３便ぐらい遅れるという状況も起きている。空港の混雑は観光の

話もあるが、生活の足やビジネスの手段として移動が必要な旅行者の観点も頭に入

れて欲しい。 

 

岩佐教授（名桜大学）： 

○観光戦略としてイベント頼りになるとイベントの時期に（航空利用が）集中する。

イベントに頼るよりも年間を通して誘客ができるような戦略を取っていくべき。 

○副市長から、今年の（入域観光客数は過去最高の）４０万人超えと聞いた。市目

標の５０万人、もっと上を狙っていく時に、足りない宮古島市内の宿泊施設の収

容力（中心市街地エリアの都市ホテル、ビジネスホテル、リゾートホテル）をど

う強化していくのか観光振興策として考えていくことが、観光客の増、ひいては

空港利用の増に繋がる。 
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宮古島市副市長： 

○国際空港の話は、基本的には下地島空港は訓練飛行場という位置付けのため、今あ

る空港（宮古空港）を整備してもらいたい。 

○イベント時期にお客さんが集中して混雑するという意見もあった。しかし、ＬＣＣ

（スカイマーク）が来たことで、市民の飛行機に対する重要度が大きくなっている。

一過性の混雑であれ、その客をちゃんと処理できる、きちんと整理して空港の混雑

をなくすと整備のあり方が当然と思う。 

○それから当然、この空港が出来た時に例えば、30 万人程度の空港の利用客と、そし

て 40 万人構想であったかということも、もう 1 度見直して頂き、宮古島の空港の

整備というのは是非考えて頂きたいと思う。 

 

沖縄県企画部（交通政策課副参事）： 

○宮古島のトライアスロンは、日本が世界に誇るビッグイベント。このような一過性

で増えるものも、しっかり運搬できるようなシステム、旅客定期船の復活とか、航

空便の充実とかをやっていくべき。 

○宮古空港は、今滑走路は１本だが、あの空港の敷地は誘導路が出来るような拡張性

を持たせた計画になっている。宮古空港はポテンシャルが高い、伸びていくだろう

という推計を持って整備された空港だと理解している。 

○旅客においても、那覇から結ばれている離島路線のうち、宮古だけは右肩上がり。

傾きはそれほど大きくはないものの、確実に伸びており、宮古のポテンシャルは非

常に大きい。認知度が高まっていけば利用客は増えていくのではないか。 

 

 

【Ⅱ】空港の役割分担に応じた利活用案、 

【Ⅲ】各案の実現可能性 

沖縄県企画部（交通政策課副参事）： 

○貨物ハブの活用については、那覇空港でＡＮＡが国際貨物ハブを展開しており、そ

こにヤマト運輸や楽天が入ってきている。参入条件は、拠点空港で多くの路線が就

航していることと理解している。 

○航空機整備場は、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」で、「那覇空港において立地の

可能性について調査検討を進めるべき」と明記されているため、それを踏まえて調

査を行っている。航空整備場の動向としては、今現在ＡＮＡとＪＡＬが羽田・成田

そして伊丹で実施し、ＪＴＡは那覇と、４箇所で整備場を展開している。その他、

仙台と鹿児島でプロペラとか小さなプライベートジェット機の整備をしている。 

○ヒアリングでは、ＪＡＬもＡＮＡも、成田の航空整備場を羽田に集約していこうと

いう動きがある。伊丹も関空との統合によって廃止していこうとしている。航空機
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整備場は、将来的には羽田と那覇に２極化に集約されていくと思う。羽田は、大型

機・中型機、那覇空港は小型機が中心になっていくのではないか。 

○沖縄ＭＲＯ構想という形で那覇空港に航空整備場を展開していきたい。ＡＮＡは、

伊丹で担っていたＡＮＡの小型機の整備を今後どこかで行う必要がある。東日本の

震災のリスクもあるため、関東に集約だけでなく、沖縄のＭＲＯ構想に対し非常に

興味を持っている。 

○ＭＲＯの実現には、拠点空港であることと、路線が多く就航している。その他労働

集約型として、１事業あたり３００人くらいの労働事業者が必要。その人たちの生

活環境であったり、教育環境であったり、あとは公私的なサービスの享受だったり、

そういったところが整っているところでないとなかなか難しい。 

 

宮古島市副市長： 

○空港の利活用案がいろいろ出ているが、特に注目しているのは宇宙戦略ロケット 

と商業用の宇宙飛行。多分こういったロケットを飛ばしたり、宇宙商業用の飛行機

を飛ばしたりするとなると、空港における支援体制、例えば、故障に対する支援体

制をセットで持っておかない難しいはず。 

○国がここに力を入れて支援体制だけでも持ってきてやろうというのであれば、非常

に大賛成。民間がやるとすれば、支援体制まで組むのは少しきついと思う。旅客機

の実機訓練とあわせて、やっていくというのもありだと思う。 

 

沖縄県知事公室（防災危機管理課消防班長）： 

 ○災害拠点については、平成２３年度に民間コンサルタントに委託した結果がある。

ＪＩＣＡの災害拠点地は、マイアミとかフランクフルト、シンガポール、ヨハネス

ブルグといった４拠点がある。沖縄はそういった国々より物価が高いため、援助物

質のコストを抑えることが厳しいとの結果が出ている。また、夏場の台風が多いた

め、緊急物質の輸送にリスクがある。 

 

沖縄県土木建築部（参事）： 

○商業的宇宙港について、配布資料に基づき、何点か補足したい。資料は宇宙活動の

歴史について、宇宙関係の本とか、大学の先生にヒアリングをした情報などを通じ

て整理してみた。 

○世界ではじめて人工衛星打ち上げに成功したのは、旧ソ連（スプートニック１号、 

１９５７年）。その直後にアメリカが成功している。世界初の有人飛行船の打ち上

げも旧ソ連（ヴォストーク１号）のガガーリン少佐が成功。直後にアメリカが続い

ている。次の段階の月面着陸は、アメリカ（アポロ１１号）のアームストロング船

長が旧ソ連に先んじて実現した。 
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○従前の宇宙開発は米ソの競争が常だったが、１９９８年からアメリカ、ロシア、日

本、欧州、カナダなど１５か国が一緒になり、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）を

作り、実験や研究を行うというプロジェクトが始まった（ＩＳＳは段階的に整備さ

れ、２０１１年７月に完成）。ＩＳＳには、日本人も組立等の業務で参画している。 

○民間人の宇宙旅行等の商業利用は、このＩＳＳに関連して始まったようだ。ＩＳＳ

には、２０００年から宇宙飛行士が滞在している。ＩＳＳへ宇宙飛行士を輸送でき

る飛行船は、米国のスペースシャトル、ロシアのソユーズのみ。国家財政が厳しい

ロシアはステーション建設に必要なお金を稼ぐため、米国の旅行会社と組んで民間

人を宇宙に送る試みをした。１人およそ２０億円払えば、１週間ＩＳＳに滞在でき

るということで、７名の民間人が宇宙旅行を体験している。 

○２０億円という金額では、限られた人しか体験できないということで、比較的簡易

なサブオービナルの宇宙旅行への取り組みが始まったようだ(サブオービタル飛行

は弾道のような形で上に行って戻ってくるイメージ。オービタル飛行はＩＳＳや人

工衛星のように地球をグルグル回るイメージ)。 

○サブオービナル旅行の始まりは、１９９６年にできた民間の宇宙船開発の賞金制度。

２００４年には、「アンサリ・Ｘプライズ」というコンテストを実施している。人

員３名のせた状態での１００ｋｍ以上の宇宙空間への打ち上げを、２週間以内に２

回宇宙に到達することができたチームに賞金１０００万ドルを与えるという内容。 

○これにスケールド・コンポジット社が成功し、事前にスケールド・コンポジット社

の技術の権利を事前に買い取ったヴァージン・ギャラクティック社が年間５００人

の観光客に対し、一人あたり２０００万円で宇宙飛行する事業の準備をしている。

今年運航の見込みで、拠点となるスペースポートはアメリカのニューメキシコ、ス

ウェーデンの北部。 

○このスペースポートを求められる条件は、３０００ｍ～４０００ｍの滑走路、空港

の発着頻度が少ないこと、宇宙船のサポート機能、飛行ルートに人口密集地がない

こと。需要予測に基づき整備される一般の空港は、それなりに飛行機は就航してい

るし、市街地が近かったりするため、アメリカのスペースポートは、砂漠の中心に

整備されている。訓練飛行場として整備された下地島空港は、このような問題はな

い。下地島の周辺は珊瑚礁なので、宇宙から降りてくる時の景色が魅力的という有

識者意見もある。 

○今後、海外の宇宙船開発社とか他何社と組んで誘致するのか、日本で宇宙船開発を

行っている企業と組んで考えるか戦略を練る必要がある。日本の会社のなかには、

２０００万円の料金を大幅安くする形で実現しようと研究しているグループもい

るようだ。 

○実現するのに１番ネックになっているのは法律の話。民間事業者による宇宙活動の

認可条件や賠償条件が日本では制定されていない状況。内閣府の宇宙開発戦略本部
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で制度的な検討を今後やっていくことになっている。下地島空港がこの方向で進め

ていくことを明らかにすることで、法制度の実現に対しても支援ができるのではと

思う。 

 

座長（土木建築部統括監）： 

○宇宙旅行の場合、実現にはかなり時間はかかると印象はある。 

 

沖縄県土木建築部（参事）： 

○サブオービナル飛行の技術は、既に完成しており、アメリカでは実用化するところ。

スペースポートは、シンガポール、ドバイ、スウェーデンでは具体化することとな

っており、日本で基地を設けるのかしないのか、宇宙船を飛ばす事業主体者に相談

することから始めたい。 

○アメリカの認可方式は、空港と事業主体が一緒になって申請をすることになってい

る。何をするにも、運航する事業主体が出てこないと始まらない。 

 

岩佐教授（名桜大学）： 

○資料を確認したところ、訓練機の可能性は、全体の傾向・趨勢は拠点型空港に併設

する方向にあるみたいだ。ＡＮＡはどれくらい残ってもらうのか、試験機とかビジ

ネスジェットもどの程度可能性があるのか、下地島空港自体で年間６億円の管理・

メンテナンスコストがかかるなら、どの程度の収入が確保できるかなどの見通しが

ある程度必要になってくると思う。 

○宇宙系の話は、下地島空港は非常に最適の条件だとなるが、事業主体をどこから引

っ張ってくるか。国全体として仕組みを導入するのに対し少し時間がかかると思う。

来年か２～３年後にすぐにできるなら、それはいいが、仮に５年とか１０年となる

と、待つ期間をどういう具合に保持するのかという問題もあると思う。 

 

 

【Ⅳ】空港の運営方法案 

宮古島市副市長： 

 ○宮古空港に集約した場合のデメリットとして、滑走路の拡張が困難と記載されてい

る。確かに北側は無理だと思うが、南側の海側の方は幾分可能、やり方次第と思う。 

 

沖縄県企画部（交通政策課副参事）： 

○ 航空機の趨勢だと十数年前は、航空機は大型化に向かっており、ハブ空港に５０

０名とか６００名を送り込むというのが主流。今はポイントからポイント、地方

から地方に変わり、小型機が主流となっているため、滑走路長は２０００ｍあれ
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ば十分。駐機スポットも平行誘導路も、拡張できるような土地は確保されている。 

○メリットの中に市街地から近いというのがあるが、それは反面、市街地から近い故

に今後就航が増えてくる場合の騒音問題の懸念というデメリットがある。現在、滑

走路が１本しかない那覇空港でも、周辺の航空機の騒音問題が大きくなっている。 

事務局： 

○平成７年にまとめた報告書に基づき、宮古空港の騒音の予測値を載せている。将来

の需要を予測して騒音の範囲を示している。滑走路延長を２５００ｍとした場合の

騒音コンターだが、市街地の方へ若干影響が出てくるとの結果になっている。 

 

宮古島市副市長： 

○空港北側はいわゆる水源涵養林になっており、市街化しない。南側はほとんど畑、

今以上の騒音の話はないような気がする。周辺は市街地ではあるが、進入してくる

角度、出て行く角度を考えてもこのコンタ－を見る限り大丈夫。 

○騒音問題に対する市民の意識は強くなってきているのは確か。 

 

座長（土木建築部統括監）： 

○将来的に宮古空港に集約する場合、「滑走路の拡張が困難」の記載があるが、「騒音

や高さ制限等の懸念がある」との表現に修正することでよいか。 

 

沖縄県土木建築部（参事）： 

○個人的な意見だが、１００万人の需要がある空港を下地島の方に引っ越した方が周

辺残地の活用にもよい。市街地の騒音とか制限とかなくなるのではと思う。 

○地元の人の意見とかを聞いて対応しなければならない話だが、空港のあり方は新た

なまちづくりの観点から考えていく必要がある。 

 

下地島空港を考える青年協議会：  

○下地島空港運用イメージだが、訓練機は先がないという議論があると、空港存続と

いうのはあり得ないと聞こえる。その上で休港案があり、ＡＮＡの訓練撤退はあり

うるとの話になっている。基本的に、下地島空港を継続するには１本化するという

結論になるのか。 

 

事務局： 

○今すぐに１本化する、１空港に集約するという考えを持っている訳ではない。実機

訓練の需要は、シミュレーター化とか近場で訓練をするなど減少傾向にはあるが、

新しい操縦士制度の中でも実機訓練を１２回程度実施することになっている。 
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下地島空港を考える青年協議会：  

○今年度中これが最後の協議会になるはず。継続で何かの会議会を持つか、宮古島ま

たは沖縄県との話し合いの場が続くと理解した。是非そのご検討をお願いしたい。 

○運営イメージの中に休港というのがあるが、休港したところで維持管理費というの

は発生する。運用した場合６億円という明記があるが、休港した場合はいくらの管

理費がかかるのかも、今お答え頂けなければ文言で加えていただきたい。 

 

岩佐教授（名桜大学）： 

○ 今の事務局案からすると、ご指摘はこの資料には出ていない。利活用が厳しいが、

順調にいった場合は空港存続する、ＡＮＡの訓練が撤退し、利活用が不調の場合

は一旦休港してもう１度新たな利活案を検討し再開に繋げるという方針について

の情報。 

○休港の時のコストがどうか、収入がどのくらい見込めるかは、この中でスタディが

まだされていない。 

 

下地島空港を考える青年協議会：  

○下地島の運営費として６億円、宮古空港で３億円必要であり、両方を稼働させた場

合９億円かかるという文言がある。新しい利活用案が出ないのに無理してずっと運

営する必要はないと思うので、休港は考えられると思う。 

○休港だから（管理費が）ゼロになる訳ではないと思う。６億円より減るかもしれな

いが、再開に向けて休港するのであれば、それなりのメンテナンスは必要だろう。

それはどの程度なのかとも検討すべき材料と思う。 

 

沖縄県空港課長： 

○休港に伴う管理運営において、土木施設等の管理費は、ほとんどかからない。航空

灯火等の電気設備は、毎日通電作業を行わないと再開の時に機能しないとことも考

えられる。今後そういった費用がいくらかかるのか、早急に整理していきたいと考

えております。 

 

 

審議結果のとりまとめ 

岩佐教授（名桜大学）： 

○１空港に集約する案もあったと思うが、まとめではどのように位置づけられるのか。

もし、役割分担でうまく機能しない場合、廃港なるというまとめでよいのか。 

 

事務局： 
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○とりまとめはあくまでも２空港存続させるという方針で出している。ＡＮＡが平成

２６年より訓練を中止してしまったり、新たな利活用の目途がつかなかったりする

場合は、まずは休止することを念頭に入れている。 

 

岩佐教授（名桜大学）： 

○いずれにしても、メンテナンスコストや費用がどのくらいかかるのか、それぞれの

可能性のある機能（利活用案）にどれくらいの収益があるのか、あわせてエアポー

トセールスを積極的にすぐにでもやっていかないとなかなか可能性はでてこない。 

○結果的にはやむなく存続か廃港かという判断も迫られる局面も出てくると思うの

で、その辺を含め覚悟してやっていくことだろうと思います。 

 

沖縄県土木建築部（参事）： 

○とりまとめのペーパーで、「必要な調査」、「先進事例を調査」などがあるが、調査

という言葉が一番気になる。実機の試験の場合、下地島空港は十分使えると思うの

で、まずはエアラインやメーカー等に売り込みに回り、１会社でも２会社でもユー

ザーを見つけてくることがあるべき姿。 

○調査はここ 1年間で十分実施したはず。今後は行動のタイミングだと思う。 

よろしくお願い致します。 

 

座長（土木建築部統括監）： 

○最後の今後の取組みの表現は少し工夫をし、売り込みも積極的に動く必要があると

思う。少しの修正があるということでよろしくお願いします。 

 

宮古島市副市長： 

 ○最後に要望だが、今回の協議会・幹事会はこの調査報告で取りまとめられると思う

が、今後いろいろな状況の展開が出てくると思うので、その時には、宮古島市の方

とも情報交換・意見交換をしていただきたい。 

 

沖縄県土木建築部（参事）： 

 ○とりまとめの内容は、本日不在の轟委員にも確認の必要があると思う。 

 

座長（土木建築部統括監）： 

 ○轟委員にも本日の結果と轟委員の意見を確認して、各委員に内容を確認してもらう

という形でよいか。 

○今回の協議会・幹事会で得られた内容は、庁内の幹部にも報告し、実現可能性のあ

る利活用案につきましては各所轄関係者、宮古島市、青年協議会と連携を取りなが
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ら具体的な検討を進めていただきたい。 

○下地島空港と宮古空港の運営イメージ案についても、これから関係する宮古島市と

連携しながら取り組んでいただきたい。 

以上 
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第 3 回協議会・幹事会の審議結果に対する轟教授の意見 

轟教授（日本大学）： 

＜下地島空港のアクセス性について＞                           

○前回の協議会でも感じたが、宮古島から下地島へは決して遠くない。新石垣空港と

石垣市の距離とほぼ同程度。現在は橋が出来てなく、船で行き来するため時間がか

かるので、実感がないだけではないか。 

 

＜航空宇宙関連の利活用について＞ 

○宮古島市が言っている国の支援が必要というのはその通りで、宇宙港は県レベルの

話ではない。 

場所の提供等は自治体が出来るが、環境整備に対して国は協力していくという姿勢

ではないか。実際にやるのは、各関係省庁でやっていくことになるはずだが、特区

のような制度で進めないと無理。岩佐先生が言われるように、すぐに利活用の実現

は無理。 

○検討会を作り、何が必要なのか議論のなかで整理をしていく必要がある。国の調査

費をうまく組み合わせていければいいと思う。 

○（国から）事業費が大きく付いて、研究施設が出来るのか、宇宙港の場合、ヴァー

ジンのような民間事業者と組む、どちらかだと思う。 

○事業者がいないとダメだと思う。宇宙港の話だと、環境を整えるだけで国主導では

出来ない。 

○事業をやるということになれば、国は動かざるをえないと思う。つまり、事業者を

誘致することを目標に、その環境整備として何をすべきかを検討すればよい。 

○宇宙港・宇宙産業でやっていくにしても、この時期は無理だろう。 

 

＜富裕層をターゲットとした利活用について＞ 

○プライベートジェット機の受け入れ、自家用操縦士の訓練が一緒に出来るといい。

大学を誘致するとお金かかるので、既存の大学が行っている訓練の一部だけで来て

もらうのはどうか。 

○伊良部大橋が開通し、宮古と一体にならないと富裕層向けの産業も成り立たないの

ではないか。その時に、ビジネスジェットなどを宮古からシフトできるか。試験機

も同様だと思う。 

○ただ、富裕層というのはもっと推し進めていいと思う。 

○リゾート開発の時代ではないが、残地を有効活用して、富裕層を取り入れる環境を

整えると、あれだけの魅力ある海と良い環境があれば、進出してくる企業はいると

思う。 

○残地利用も取り入れ、上質な島や特殊な質の利用として、富裕層向けと産業向けの
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マスタープランを作ることが必要。産業は試験機などが来て、その次に宇宙関連が

来るとか。 

○宮古空港は現利用形態でいいと思うが、下地島はそうでないという異なる方針が必

要。 

 

＜訓練に関する利活用について＞ 

○今後、他の航空会社が宿舎も含めた施設を利用する際、サービスをどの程度提供で

きるかが重要。 

○寮のように操縦士訓練学校に短期で貸し出す。夏休みとか、短期の集中的な貸し出

しが出来ないか。 

○日本人が外国に行って免許を取得しているのは１、２ヶ月集中してやっている。 

 

＜ファンド系など新たな分野の活用について＞ 

○第１回協議会のときに少し言ったが、コンペみたいなのもやってみて、いろんな人

にみてもらうというのもおもしろいと思う。 

○LCC やどこかの航空会社の進出は可能性としてあるかもしれない。 

○ファンド系企業には、政策銀行、政府系、民間系いろいろあるので、彼らの進出を

働きかけたらどうか。これだけ土地が余っていて魅力的な資源があり、その時に空

港も自由に使えると言ったらどうかというのはあると思う。 

 

＜その他＞ 

○今まで他の空港でもやっているような、一般的な考え方をしていたらダメ。 

○訓練機の受け入れや試験機の利用に関しては、プロモーション活動をしていく必要

があると思うが、宇宙港はまだまだ調査が必要。 

○予算の付き方が変わることにより、さらに航空機を作るという動きが出るかもしれ

ない。 

○各利活用案で状況が違うため、ロードマップの作成が大事。 

○休港して維持していくのも意外にお金がかかると思う。  

以上 

 


