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熊本国際空港㈱（略称KKIAC）は今年4月1日から、阿蘇くまもと空港の
管制を除く空港運営業務を開始しました。
現在、新型コロナウイルス感染拡大による旅客の大幅な落ち込みにより、
空港の経営環境は急速に悪化しています。 このような現状ではありま
すが、2023年春の新たな旅客ターミナル開業に向けて、空港内の様々な
整備・建設を進めています。
私たちが目指す空港の将来像を、すでに公表している内容に基づきご説
明するとともに、地域と空港のこれからのかかわり方や、ウィズコロナ・
ポストコロナというこれからの時代の変化にどのように対応していくべき
か、皆様のご意見もお聞きしながら模索していきたいと思います。

■新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を十分行い実施いたします
・風邪症状（発熱、咳やのどの痛み等）がある方は、参加をお控え下さい。
・マスクの着用をお願いいたします。
・定員は 50 名です（定員を超えた場合は後日 e-learning にて受講をお願 
   いいたします。  e-learning での受講希望される方は下記までご連絡下さい）。
・学外の方で聴講を希望される場合は、事前登録制となりますので下記までご連絡下さい。
   希望者多数の場合は、聴講をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

On April 1, 2020, we, Kumamoto International Airport 
Co., Ltd. (KKIAC), have newly started operations of Aso 
Kumamoto Airport excluding air traffic control. Cur-
rently, the business environment at airports is rapidly 
deteriorating due to a significant drop in number of 
passengers due to the spread of COVID-19. However, 
we plan to open a new terminal building for both in-
ternational and domestic flights in the spring of 2023. 
In this seminar, I will explain the future image of the 
airport that we are aiming for, based on what has al-
ready been announced. I would also like to hear your 
opinion about how to respond to the future relation-
ship between the region and the airport with the 
changing times of With-Corona and Post-Corona.

■We will implement adequate measures to prevent the 
    spread of new coronavirus infection
・If you have a symptom related to cold (fever, cough, sore  
   throat, etc.),  please refrain from participating in the seminar.
・Please wear a mask.
・The maximum number of participants is limited to 50 
   ( If we exceed the 50 people, we will request you to take the 
     course through e-learning. If you would like to take the 
     e-learning course, please contact at the e-mail address 
provided below. )医薬保健学系事務課 医学事務チーム HIGO プログラム担当

The Future of the Airport, 
The Future of Kumamoto: 
Aiming at the Airport to Grow along with the Region

2020年12月3日（木）
15：00〜16：30

ZOOMによる同時配信を行います
https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=84771#section-7

3 Dec. (Thu.) 2020
15 ：00〜16 ：30

This Seminar can also be attended through ZOOM.

*Simultaneous Interpretation available 
  only at the Miyamoto Memorial Hall.

https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=84771#section-7
You can find the ZOOM meeting ID and Password

” HIGO 企業・行政セミナー / 
HIGO Business and Governmental Seminar (ZOOM)”

on Moodle.
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