
（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　３年　６月　１日　　協議会（書面開催）

（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

ＣＡＢ、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

広島空港ビルディング（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
空港港湾部長
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３年５月１０日開催（書面）

尾道市
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
東広島市

令和２年度事業報告、歳入歳出決算報告・令和３年度事業計画、歳
入歳出予算等、広島国際空港（株）からの運営方針の説明

　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
社長
空港所長
所長
所長
支店長
空港所長
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広島空港出張所 所長
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広島空港分室 次席植物防疫官
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３年３月２９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〕
メディア広報等 ● ● ２，３

利用促進プロモーション ● ● ● ２，３，４

牡蠣の航空貨物需要への対応（大型化）および出発セレモニー ● 2

ANAトラベラーズ〝広島へ行こう！〟旅行商品の造成・集客 ● ● １，２

ANA　FACEBOOKによる広島空港紹介 ● ● ● １，２，３

広島空港ホームページの運営 ● 3

各種エアポートセールスの実施 ● 1

空港団体見学 ● 4

リモートコミュニケーション ● 4

館内スペース有効活用した作品展示 ● 4

①インクルージョンフェスティバルin広島空港 ● 4

②スマフラフェスin広島空港～Smile Flower Festival～ ● 4

③ソラミィ　スマイルツリー ● 4

④三原小学校　土鈴だるま ● 4

★
ダイレクトコミュニケーション（リアル謎解き×広島空港、空港ファン「座談
会」）

● 4

★ ①バスツアー事業　広島市近郊の住民を対象としたバスツアーの実施 ● 4

②情報発信　イベント出展，空港ビルへのパンフレット設置等による観光ＰＲ ● 4

七夕行事 ● 4

マーシャラー体験＆航空教室 ● 4

広島空港ターンテーブル「オブジェ作品」設置会イベント ● 4

★ 「私たちの求める広島空港」プロポーザル大会 ● 4

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２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 〔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（旧広島空港ビルディング株式会社）

実施時期 令和2年11月28日～令和3年3月21日

広島空港だけでなく、周辺施設を回遊させることにより、まだ知られていない周辺の魅力を発信

・広島空港とその周辺施設（5か所）それぞれに仕掛けられた謎を解きながら

空港と周辺の魅力を感じることのできるイベント。

・参加者には特典や参加賞、謎解きクリア者用のプレゼントも贈呈。

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（旧広島空港ビルディング株式会社）

実施時期 令和3年1月28日（金）

広島空港を地域の誇りと捉え、有効に活用策を提案し合うことを通して、地域創生を

自らの課題として捉え、その意欲と実践能力を持った生徒の育成を図ることを

目的とした中・高生を対象としたプロポーザル大会

・広島空港近隣の教育委員会と連携した大会の実施。

・コロナ禍の為、WEBでの開催

・イベント企画部門（グループ発表）と空港有効活用部門（個人発表）に分け、イベント企画部門

の最優秀賞企画はR3年度のイベントとして実施する。

内容等

概要

①

概要

小学校高学年以上を対象にした空港や周辺施設を1日かけて楽しめる散策・回遊型イ
ベントの実施。

内容等

②

（３） 主な取組内容

【謎解き・チラシ】 【謎解き・参加者】

【プロポーザル大会】【プロポーザル大会・準備の様
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広島空港

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3年7月12日（月）

令和3年1月28日に実施したプロポーザル大会で最優秀賞に輝いたイベント企画の実施

旅行会社に協力頂き、学生たちの企画を商品化した。

初回はイベントを企画した学生の皆さんを招待したモニターツアーを実施。

・来てみん祭（さい）！フライト気分でGo Go!　バスによる空港見学ツアー

（場周道路見学、JAL航空教室、ツアーオリジナル機内食体験八天堂（近隣施設）パン作り体験）

概要

内容等

③

【場周道路見学】 【オリジナル機内食体験】

【JAL航空教 【八天堂オリジナルパン作り体験】 【バス内の様子】
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