
（１）-②空港法協議会構成員

役職
次長（航空調整官）
副所長
課長
課長
部長
事務局長兼部長
空港所長
所長
地域連携本部長
専務理事
会長
専務理事
空港長

開催日
令和４年６月２日　　協議会（書面開催）予定

（１）-③空港法協議会　専門部会等

役職
中国運輸局交通政策部　
中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所

広島県土木建築局空港振興課
広島市市道路交通局都市交通部交通対策担当

広島商工会議所産業・地域振興部
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島空港ビルディング（株）個客サービス部

大阪航空局広島空港事務所
開催日

未開催

　名　称　：　広島空港ユニバーサルデザイン推進部会 設立日：平成２１年７月１日

構成メンバー

組織名

三原市経営企画部

（一財）空港振興・環境整備支援機構広島事務所

開催状況
主な議題

開催状況
主な議題

前年度事業実施報告及び本年度実施計画、規約改正

広島商工会議所産業・地域振興部
日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
広島国際空港（株）
（公社）広島県バス協会

（１）-①空港法協議会組織図

組織図

　名　称　：　広島空港利用者利便向上協議会　 　設立日：平成２１年７月１日

構成メンバー

組織名
中国運輸局交通政策部
中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所
広島県土木建築局空港振興課
広島市道路交通局都市交通部交通対策担当
三原市経営企画部

広島空港タクシー運営協会
（一社）広島空港レンタカー協会
国土交通省大阪航空局広島空港事務所

１．協議会等の概要

広島空港

【専門部会等】

１．協議会等の概要

広島空港

広島空港利用者利便向上協議会

広島空港ユニバーサルデザイン推進部会

広島空港ＣＳ向上推進部会（作業部会含む）
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役職

開催日
令和２年１０月２１日　部会開催

（２）地域の協議会の構成員

役職

知事（顧問）
議長（顧問）
局長（参与）
局長（参与）
局長（参与）
税関長（参与）
局長（参与）
所長（参与）
所長（参与）
所長（参与）
会頭（会長）
副知事（副会長）
市長（副会長）
副会頭（副会長）
副議長（理事）

広島県市長会 会長（理事）
広島県市議会議長会 会長（理事）
広島県町村会 会長（理事）
広島県町議会議長会 会長（理事）
広島県商工会議所連合会 副会頭（理事）
広島県商工会連合会 会長（理事）
広島県中小企業団体中央会 会長（理事）
中国経済連合会 会長（理事）
広島県経済同友会 代表幹事（理事）
広島県経営者協会 会長（理事）
広島県農業協同組合中央会 会長（理事）
日本貿易振興機構広島貿易情報センター 会長（理事）
（公社）広島県バス協会 （理事）
（一社）広島県観光連盟 会長（理事）
広島空港ビルディング（株） 代表取締役社長（理事）
広島県空港港湾部 部長（理事）
広島市道路交通局 局長（理事）
（一社）日本旅行業協会 中四国支部長（監事）

会長（監事）

開催日

令和３年３月２３日　理事会開催

広島国際航空貨物運送協会

開催状況

主な議題

令和２年度事業報告・令和３年度収支予算及び事業計画
空港経営改革の推進、ＷＧの報告、広島国際空港（株）入会
等

本年度実施計画変更及び新規計画等（書面開催）
主な議題

開催状況

広島空港事務所、ＣＩＱ、警察、広島県、三原市等の行政機関

組織名

　名　称　：広島県空港振興協議会 設立日：平成　６年　３月２４日

構成メンバー

組織名

広島県
広島県議会
国土交通省中国運輸局

農林水産省動物検疫所神戸支所
広島県商工会議所連合会
広島県
広島市
広島県商工会議所連合会
広島県議会

国土交通省中国地方整備局
国土交通省大阪航空局
財務省神戸税関
法務省広島入国管理局
厚生労働省広島検疫所
農林水産省神戸植物防疫所

　名　称　：　広島空港ＣＳ向上推進部会 設立日：平成２７年５月２８日

構成メンバー

広島国際空港（株）及び関連会社
広島空港就航航空会社
ハンドリング会社
広島空港ビルで物販、飲食、清掃等のサービスを提供するテナント及び事業所

広島空港の警備、手荷物検査を行う警備会社等
広島空港へのアクセスとなるバス会社、タクシー会社、レンタカー会社

広島空港の利用者のための駐車場事業者
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役職
副会頭
土木建築局総括官
局長
広域空港管理官
会長
会長
会長
会長
会頭
会頭
会頭
会長
会長
理事
代表幹事

広島県経営者協会 会長
広島県農業協同組合中央会 会長
（公社）広島県バス協会 会長
（一社）広島県観光連盟 会長
（一社）日本旅行業協会 中四国支部長
広島市 道路交通局長
西日本旅客鉄道（株） 広島支社長
広島空港ビルディング（株） 代表取締役社長
全日本空輸（株） 中四国支社長
日本航空（株） 広島支店長
エアソウル 広島支店長
中国東方航空 中四国地区総支配人兼広島支店長
中国国際航空 広島支店長
中国南方航空 広島支店長
チャイナエアライン 中国四国地区支店長

開催日
未開催

役職

市長、市議会議長
市長、市議会議長
市長、市議会議長
市長、市議会議長
町長、町議会議長
町長、町議会議長

開催日

令和４年５月２０日開催

東広島市
大崎上島町
世羅町
大阪航空局広島空港事務所ほか（オブザーバー参加）

開催状況
主な議題

開催状況
主な議題

　名　称　：広島臨空広域都市圏振興協議会　 　設立日：平成８年５月２２日

構成メンバー

組織名

竹原市
三原市
尾道市

令和３年度事業報告、歳入歳出決算報告・令和４年度事業計画、歳
入歳出予算等

　名　称　：広島県空港振興協議会　利用促進部会　 　設立日：平成　６年　３月２４日

構成メンバー

組織名
広島商工会議所
広島県
国土交通省中国運輸局

福山商工会議所
東広島商工会議所
広島県商工会連合会
広島県中小企業団体中央会
中国経済連合会
広島経済同友会

国土交通省大阪航空局広島空港事務所
広島県市長会
広島県町村会
広島県市議会議長会
広島県町議会議長会
呉商工会議所
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（３）その他協議会の構成員（国主催）

役職
中国経済連合会 理事

幹事長
（公社）広島県バス協会 専務理事

会長
会員（ニッポンレンタカー（株））
空港所長
空港所長
所長
支店長
所長
所長

（一社）日本旅行業協会中四国支部 事務局長
（一社）全国旅行業協会広島県支部 理事
中国地域観光推進協議会 事務局長
広島エアポートホテル 取締役総支配人
広島県土木建築局空港振興課 課長
三原市経営企画部 部長

地域連携部長
財務省神戸税関広島税関支署 署長
法務省広島入国管理局広島空港出張所 所長
厚生労働省広島空港検疫所支所 支所長
農林水産省動物検疫所神戸支所広島空港出張所 所長
農林水産省神戸植物防疫所広島支所 支所長
中国運輸局交通政策部 計画調整官（次長・航空調整官）
中国地方整備局企画部広域計画課 課長
中国地方整備局港湾空港部港湾物流企画室 室長
大阪航空局広島空港事務所 空港長

開催日
令和４年３月２４日　（書面開催）

開催状況

主な議題
広島空港中期計画フォローアップ

AIR　CHINA　広島支店広島空港事務所
CHINA　EASTERN　広島支店広島空港事務所
CHINA　AIRLINEES　広島支店広島空港事務所

　名　称　：広島空港における訪日外国人旅行者受入環境整備連絡調整会議　 　設立日：平成２７年　８月３１日

構成メンバー

組織名

広島県商工会議所連合会

広島空港タクシー運営協会
（一社）広島県レンタカー協会会員　ニッポンレンタカー中国(株)

日本航空（株）広島空港所
全日本空輸（株）広島空港所
春秋航空日本（株）広島空港所

広島国際空港㈱地域連携本部
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〔1〕 〔2〕 〔3〕 〔4〕
広島空港×HIS×竹原市立賀茂川中学校　合同企画　「来てみん祭（さい）！フラ
イト気分でGoGo！」空港見学バスツアー実施

● ● 1

催事「オリジナルアクセサリー販売」「北海道物産展」「怪獣グッズ等、フルーツサン
ド販売」「名産品・菓子の販売」「熊野筆の販売」「瀬戸内・山陰うまいもの展」など

● ● 1

広島空港インスタグラム＃キャンペーン ● ● 1

インクルージョンフェスティバル２０２１広島空港 ● ● 1

パートナーシップ協定締結式 ● ● ● 1，5

空の日フェア ● ● 1

ひろしま空の日２０２１ふれあい秋まつり、りんくう秋祭り ● ● １，２，3，4

広島空港酒祭り ・ HAPPY AUTUMN月間 ● ● 1

カキ応援キャンペーン ● １，4

広島空港×エアポッツ　かがくしょうぼうしゃ塗り絵コンテスト ● ● 1

動くブロックで広島空港キャラクター・ソラミィや飛行機を作ろう ● ● 1

七夕行事、クリスマスロビーコンサート等 ● ● １，4

広島空港と周辺施設をつなぐリアル謎解きゲーム開催 ● ● 1

★ 広島空港　利用旅客８，０００万人達成 ● 1

広島空港学びの拠点プロジェクト ● ● １，５

★ ソラミィフェスタ ● ● １，4

三原市議会研修会 ● ● ● １，３

広島空港団体見学の実施 ● ● 1

JAL飛行機お出かけ体験セミナー ● ● 1

広島空港ターンテーブル「オブジェ作品」設置会イベント ● １，4

ひろしま観光大使向け　航空教室 ● １，4，5

ANA広島就航６０周年記念行事 ● ● ● 4

「ボーイング787型機　就航１０周年記念」「鬼滅の刃じぇっと-弐-広島空港就航記
念」イベント

● ● ● 4

ANAオンラインチエックインモニターキャンペーン ● ● 4

ＳＰＲＩＮＧ ＪＡＰＡＮ×ＨＩＳ　オンラインツアー ● ● 4，5

利用促進プロモーション等 ● ● 3

注１） 「地域振興等類型」は下記のとおりとし、詳細は別紙を参照願います。 注２）

該当する番号欄に「●」を記入すること。

〔1〕 航空ネットワークの維持 1

〔2〕 航空・空港を活用した観光振興、航空需要の開拓 2

〔3〕 空港利用者便益の増進 3

〔4〕 空港と地域との交流促進 4

5

注３） 他の空港にＰＲ（推薦）する取組については、特記に「★」を記入

の上、様式4－5に詳細を記入すること。

その他

特記 活動・取組状況
地域振興等類型 実施

主体

「実施主体」の欄は該当する下記番

号を記入すること。

空港管理者

国の機関（地方運輸局、地方整備局等）

地方自治体

航空会社、空港ビル会社

（２） 総括表

２．令和３年度における利用促進取組状況（広島空港）
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広島空港

地域振興等類型 〔3〕空港利用者便益の増進

実施主体 広島国際空港株式会社

実施時期 令和4年1月21日

・広島空港利用者の皆様に日ごろの感謝と誠意を伝えるために実施。

地域振興等類型 〔4〕空港と地域との交流促進

実施主体 広島国際空港株式会社

実施時期 令和４年３月２６日～２７日

地元住民によるダンスパフォーマンスや、ANAの社員バンドによる演奏等のステージ

イベントを開催。

内容等

概要

①広島空港　利用旅客８，０００万人達成

概要

広島空港の利用旅客数が累計８，０００万人達成を記念して空港スタッフとキャラクター
のソラミィが該当便のお見送りを実施。

内容等

②ソラミィフェスタ

（３） 主な取組内容

【お見送りの様子】

【豊田流神楽団】【ANA Team HND Orchestra】

HP掲載画像
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