
 

広 島 空 港 供 用 規 程 
 

 

制定 平成２１年 ３月２７日 広総第７１３号 

一部改正 平成２１年 ５月２９日 広総第 ９６号 

一部改正 平成２１年 ８月１７日 広総第２２１号 

一部改正 平成２８年 ６月２７日 広総第 ３７号 

一部改正 平成２９年１０月２４日 広総第２０３号 

一部改正 令和 元 年１０月２４日 広総第２７１号 
 
 

空港法（昭和３１年法律第８０号）第１２条第１項の規定に基づき、広島空港供用規程

を次のとおり定める。 

 
 

第１章 広島空港が提供するサービスの内容 

 
 

（運用時間等） 

第１条 広島空港の運用時間 １５時間（７時３０分～２２時３０分） 

ただし、定期便の遅延、空港施設の工事または地震災害等の緊急事態対応等や

むを得ない事由のため、必要と認める場合にあっては、この運用時間を臨時に延

長することがある。 

２ 広島空港機能施設事業等の営業時間及び駐車場の営業時間については、別に定 

め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。 

 
 

（広島空港の概要） 

第２条 滑走路の本数（長さ×幅） １本（３，０００ｍ × ６０ｍ） 

２ 単車輪荷重 ４３トン（滑走路舗装強度 ＰＣＮ７２／Ｆ／Ａ／Ｘ／Ｔ） 

３ エプロン １２バース 

（大型航空機用８、小型航空機用１、小型固定翼・回転翼用３） 

４ ＩＬＳ施設 Ｒ／Ｗ１０：カテゴリーⅢｂ 

 
 

（広島空港が提供するサービスの内容に関する情報） 

第３条  次に掲げる広島空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に 

定め、インターネットの利用、その他の適切な方法により公表するものとする。 

なお、その内容は常に正確かつ最新の内容を保つよう努める。 



 
１ 総合案内所、観光情報センターその他の広島空港が提供するサービスに係る施 

設に関する情報 

２ 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の広島空港に関する情報 

３ 上記１、２に掲げるもののほか、その他の広島空港が提供するサービスの内容 

に関する情報 

 
（サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項） 

第４条  空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、空 

港管理規則（昭和２７年運輸省令第４４号）の定めるところによる。 

１ 正当な理由がなく、刃物、棒、小型無人機（重要施設の周辺地域の上空におけ

る小型無人機等の飛行の禁止に関する法律（平成２８年法律第９号）第２条第３

項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。）その他の使用方法により他者に危

害を加える又は混乱を招くおそれのある物を持ち込んではならない。 

２ 空港事務所長の承認を受けないで小型無人機を飛行させてはならない。 

 

 

 
 

附則（平成２１年３月２７日 広総第７１３号） 

この広島空港供用規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附則（平成２１年５月２９日 広総第９６号） 

この広島空港供用規程は、平成２１年６月４日から施行する。 

附則（平成２１年８月１７日 広総第２２１号） 

この広島空港供用規程は、平成２１年８月１７日から施行する。 

附則（平成２８年６月２７日 広総第３７号） 

この広島空港供用規程は、平成２８年６月２７日から施行する。 

附則（平成２９年１０月２４日 広総第２０３号） 

この広島空港供用規程は、平成２９年１０月２９日から施行する。 

附則（令和 元年１０月２４日  広総第２７１号） 

この広島空港供用規程は、令和元年１０月２５日から施行する。 



令和 元 年１０月２４日現在 
 

（営業時間） 
 

 

旅客ターミナルの営業時間 
 

６：００～２３：００ 

 

貨物ターミナルの営業時間 
 

６：００～２３：００ 

 

給油施設の営業時間 
 

６：００～２２：３０ 

 

駐車場の営業時間 
２４ 時 間     http://www.hij.airport.jp

（広島空港ＨＰ） 

 

 
 

（空港が提供するサービスに係る施設） 
 

 
案内所 

国内線１階到着ロビー（総合案内所） 

国際線１階到着ロビー（国際線到着時のみ営業） 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

観光情報センター 
※広島空港ＨＰ中に観光情報の掲載あり

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

 

ラウンジ 

国内線２階搭乗待合室（ＪＡＬ、ＡＮＡ） 

国内線２階出発ロビー（広島空港ビルディング） 

国際線２階出国待合室（広島空港ビルディング） 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 
宅配便／コインロッカー 

宅配便：国内線１階到着ロビー 

コインロッカー：国内線１階到着ロビー 

国際線２階ＡＴＭ横

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

 

 
銀行／両替所／ＡＴＭ 

銀 行：国際線２階出発ロビー

両替所：国際線２階出発ロビー 

ＡＴＭ：国内線１階コンビニエンスストア内

国内線２階出発ロビー 

国際線２階出発ロビー

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 
貸会議室 

国内線１階 

問い合わせ：広島空港ビルディング株式会社

ＴＥＬ：０８４８－８６－８１５１ 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/


 

   

 

有料待合室 

国内線２階、国際線２階、国際線３階 

問い合わせ：広島空港ビルディング株式会社

ＴＥＬ：０８４８－８６－８１５１ 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

車椅子等の貸出 
問い合わせ(航空便利用者)：各搭乗航空会社 

     (航空便非利用者)：国内線１階案内所 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

インターネット環境 
公衆無線ＬＡＮアクセスポイント有り

インターネットコーナー有り（有料）  

 

 

授乳室 

国内線２階出発ロビー、搭乗待合室 

国際線２階出発ロビー

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

レンタカー案内所 
国内線１階到着ロビー

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

飲食店・物販店 http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

喫煙所 http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

展望デッキ http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 
自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

有り（設置場所は、以下のＨＰに掲載） 

http://www.hiroshima-airport.com 

（広島空港ビルディングＨＰ） 

 
サイクリストコーナー 

(専用更衣室含む) 

 

国際線到着ロビー 

※広島空港ＨＰは、日本語、英語、韓国語、中国語版あり 

 

 

（広島空港の情報） 
 

 

 
空港管理者 

国土交通省大阪航空局広島空港事務所 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３４ 

ＴＥＬ：０８４８－８６－８６５０ 

http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
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空港機能施設事業者 

旅客ターミナルビル：広島空港ビルディング株式会社

貨物ターミナルビル：広島空港ビルディング株式会社 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３１ 

ＴＥＬ：０８４８－８６－８１５２ 

ＵＲＬ：http://www.hiroshima-airport.com 

 

 

 

駐車場管理者 

（旅客ターミナルビル前駐車場） 

一財）空港振興・環境整備支援機構 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３ 

ＴＥＬ：０８４８－８６－８１３１ 

ＵＲＬ：（http://www.aeif.or.jp/hiroshima/ 

（空港振興・環境整備支援機構ＨＰ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
乗入れ航空会社 

国内線 

日本航空 

全日本空輸 

アイベックスエアラインズ

春秋航空日本 

国際線 

エアソウル 

中国国際航空 

中国東方航空 

チャイナエアライン 

香港エクスプレス航空 

シルクエアー 

 

路線・時刻表 
 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

 

 

出入国検査 

法務省広島出入国在留管理局広島空港出張所 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３１ 広島空港ター

ミナルビル内ＴＥＬ：０８４８－８６－８０１５ 

 

 

 

税関検査 

財務省神戸税関広島税関支署広島空港出張所 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３１ 広島空港ター

ミナルビル内ＴＥＬ：０８４８－８６－８０８１ 

http://www.hiroshima-airport.com/
http://www.aeif.or.jp/hiroshima/
http://www.hij.airport.jp/


 

 

 

 

海外における感染症等検疫 

厚生労働省広島検疫所広島空港検疫支所 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３１ 広島空港ター

ミナルビル内ＴＥＬ：０８４８－８６－８０１７ 

 

 

 

動物検疫 

農林水産省動物検疫所神戸支所広島空港出張所 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３１ 広島空港ター

ミナルビル内ＴＥＬ：０８４８－８６－８１１８ 

 

 

 

植物検疫 

農林水産省神戸植物防疫所広島支所広島空港分室 

〒７２９－０４１６ 

広島県三原市本郷町善入寺６４－３１ 広島空港ター

ミナルビル内ＴＥＬ：０８４８－８６－８２６１ 

 

給油施設が提供する燃料の種類 
 

ジェット燃料：ＪＥＴ Ａ－１ 

 

 

 

 

 

 
着陸料等 

着陸料等の空港の使用料については、「国土交通大臣が

設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示（昭和４

５年３月２４日運輸省告示第７６号）」及び「国土交通

大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の

特例に関する告示（平成１１年３月２５日運輸省告示第

１６５号）」をご参照下さい。 

URL： http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/ 

（国土交通省告示データベースシステム） 

 

旅客取扱施設利用料 
国内線：設定なし国際線：設定なし 

 

空港アクセス 
 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

 

駐車場 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

※旅客ターミナルビル前駐車場以外の駐車場情報も掲載

あり 

 

 
空港マップ 

旅客ターミナルビル周辺図： 

https://goo.gl/maps/UEdAcW7S3cD2 旅客ターミナルビ

ル平面図： 

http://www.hij.airport.jp（広島空港ＨＰ） 

http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/
http://www.hij.airport.jp/


 

 

バリアフリー情報 
 

バリアフリー対応ページ 

http://www.hij.airport.jp/hp/（広島空港ＨＰ） 

 

 

 

 

 
 

利用者の意向を反映する仕組み 

アンケートボックスを設置 

（設置場所） 

国内線１階到着ロビー

国内線２階出発ロビー

国内線２階搭乗待合室

国際線１階到着ロビー

国際線２階出発ロビー

国際線２階出国待合室 



 


