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１．広島空港の民営化（運営権民間委託）について

民活空港運営法に基づき民間による創意工夫を活かした一体経営を実現し、着陸料等の柔軟な設定等を通
じた航空ネットワークの充実、内外の交流人口拡大等による地域活性化を図る。

国管理空港等

国等が土地等の所有権を留保しつつ、民間に運営権を設定し、航空系事業と非航空系事業を一体経営

• 運営権者は、国等から公共施設等運営権の設定を受けることにより滑走路等の運営を実施、三セク等
の株式を取得することによりターミナルビル等の運営を実施する。

• 運営権者は、着陸料その他の収入を設定・収受し、これらの収入により事業実施に要する費用を負担
する。

民間委託手法

◆空港経営改革（コンセッションスキーム）の概要

＊出所 / 国土交通省
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１．広島空港の民営化（運営権民間委託）について

◆コンセッションスキーム（国管理空港の場合）

施設等所有 国 民間

運 営

管制 滑走路等 空ビル等

国 三セク等

継続
運営権
の設定

譲渡

国 民間による一体運営

＊出所 / 国土交通省
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１．広島空港の民営化（運営権民間委託）について

◆コンセッションスキーム（国管理空港の場合）

＊出所 / 国土交通省
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１．広島空港の民営化（運営権民間委託）について

◆ 空港経営の一体化により、就航便数・路線拡大などの空港活性化に向けた取組みが可能
◆ 国管理空港の民営化は、広島空港で6例目

空港名 民間運営開始時期

仙台空港 2016年7月

高松空港 2018年4月

福岡空港 2019年4月

北海道内7空港 2020年1月

熊本空港 2020年4月

広島空港 2021年7月

2020年12月 2021年2月 2021年4月 2021年7月

HIAP設立 HIAPとHABの合併 民間運営開始

空港ターミナルビル hab

駐車場

滑走路

管制塔

※HAB=広島空港ビルディング株式会社

HAB

国

国

HIAP

HIAP

国

運営主体
HIAP
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２．会社概要 ①HIAP

商号
広島国際空港株式会社
Hiroshima International Airport Co., Ltd. （HIAP）

設立年月日 2020年11月18日

資本金 9,250百万円

代表者 代表取締役社長 中村 康浩

住所 三原市本郷町善入寺６４番地３１

株主

三井不動産株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
東急株式会社 マツダ株式会社
株式会社広島銀行 福山通運株式会社
ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社 株式会社広島マツダ
広島電鉄株式会社 広島ガス株式会社
九州電力株式会社 住友商事株式会社
中国電力株式会社 東急建設株式会社
株式会社中電工 株式会社東急コミュニティー

従業員数 103名（令和3年7月現在）

事業内容

広島空港の運営およびそれに付帯する業務
・広島空港の管理運営等 ・旅客や送迎客に対するサービスの提供
・駐車場の管理運営 ・広告宣伝業
・売店における物品販売 ・ホテル事業(㈱広島エアポートホテル)

関連会社 株式会社広島エアポートホテル
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２．会社概要 ②沿革・組織図

組織図沿革

◆ 2020年11月に広島国際空港㈱を設立
◆ 2021年7月よりターミナルビル、駐車場、滑走路の一体運営を開始
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２．会社概要 ③HIAP ロゴ / ビジョン・ミッション・バリュー

瀬戸内の水平線と、そこに浮かぶ個性豊かな島々をモチーフにした、親しみやすさとイ
ンパクトをあわせ持つデザインです。ブルーのラインは、美しく豊かな環境の中、同じ
目標に向かいまっすぐに進む力強い意志を、HIAPのワードマークは、従業員が互いの豊
かな個性を認め合い、成長を続けられる空港運営会社であるように、という想いが込め
られています。

◆ ロゴ

ビジョン
（広島空港の目指す未来）

ミッション
（HIAPが約束すること）

バリュー
（HIAPの全社員の価値観・行動）

地域のチカラを、世界とツナグ。

空港のCOREを守り、MOREを広げる。

世界に目を向け、世界の期待に応える。

◆ ビジョン・ミッション・バリュー
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３．広島空港概要 ①空港全景

◆ 滑走路 ：１本（３，０００ｍ×６０ｍ）
◆ 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）
◆ 運用時間：１５時間（７時３０分～２２時３０分）

出所 / Google社「Google マップ、Google Earth」
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３．広島空港概要 ②アクセス
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４．運営状況 ①旅客数の推移（FY1993-FY2020）
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単位（万人） 広島空港の旅客数推移

国内線 国際線

◆ 2002年度には約340万人を記録
◆ その後減少するも2018年度には約300万人に回復
◆ 2020年2月より新型コロナウィルスの影響により大きく減少

約340万人

約300万人
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４．運営状況 ②旅客数の推移（2020.4 – 2021.12）
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単位（万人） 広島空港の旅客数推移

羽田 成田 札幌 仙台 沖縄

◆ 新型コロナウィルスの影響により2021年6月には約5万人にまで大きく減少

約5万人

国内線 国際線（運休中）

東京、成田、札幌、
仙台、沖縄

ソウル、大連、北京、
上海、成都、台北、
香港、シンガポール、
バンコク

◆ 主な就航路線
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５．マスタープラン



15

５．マスタープラン
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５．マスタープラン
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５．マスタープラン
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５．マスタープラン
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2025年度までの投資計画

Year0

❶❷
空港

基本施設

Year5 Year10

滑走路・誘導路・エプロン等の維持管理、土木・建築更新投資等

内際共用スポット増設 国際線スポット増設

❸❹❺❻
旅客・貨物
ビル施設

旅客ビル増築・改修

国際線増築Ⅰ期 国際線増築Ⅱ期

旅客・貨物ビル施設の維持管理・更新投資等

❼❽❾
駐車場
施設

カーブサイド・道路整備、
駐車場容量の拡大、レン
タカーステーション新設

駐車場施設の維持管理・更新投資等

❿⓫
任意事業 ホテル施設等の維持管理・更新投資等

ホテル歩行者空間整備、
エアポートホテル改編

17

※ この中期事業計画は、2020年7月の提案時における想定です

５．マスタープラン
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６．2021年度トピックス

民間運営開始を記念して、初便就航イ
ベントを開催しました。保安検査場を
1番に通過したお客様への記念品贈呈
等を行い、民間運営をスタートしまし
た。

初便就航イベントの開催（7月1日）

空港ビル２階に複合型店舗をオープン（７月１日）

八天堂、stelladew coffee（エイ
コーンズ）、IROHA port（藤い
屋）による複合型店舗をオープン
しました。新たにイートインス
ペースを設置し、その場で食べた
ものをお土産として買って帰るこ
ともできる店舗となっています。

＜パートナーシップ協定締結の状況＞
7月1日 広島県
9月20日 広島臨空広域都市圏振興協議会(※)
9月22日 一般社団法人広島県観光連盟
9月29日 一般社団法人山陰インバウンド機構

(※)協議会は竹原市、三原市、尾道市、東広島市、
大崎上島町、世羅町の6市町で構成

HISバスツアーの開催（7月22日、31日、8月8日、21日の計4日間）

プロポーザル大会にてイベント企画
部門・中学生の部で最優秀賞に選ば
れた、竹原市立賀茂川中学校の企
画・提案をもとに、HISとHIAPが連
携し、バスツアーを開催しました。
関係者以外は立ち入りできない滑走
路外周を観光バスで走行するなど、
広島空港ならではのツアーで、計
179名の方にご参加いただきました。

パートナーシップ協定の締結（7月1日、9月20日、22日、29日）

地域との連携を強化すべく、地方
公共団体やDMOとのパートナー
シップ協定を締結しました。



21

６．2021年度トピックス

特定天井リニューアル工事を開始（9月10日）

耐震性を強化するため、空港ビルの
天井リニューアル工事を開始しまし
た。本工事は民間運営開始後、初め
てとなる大規模なリニューアル工事
となります。
工事は2023年3月に完工する予定で進
めてまいります。

HIROSHIMA SORA丼オープン（11月1日）

広島エアポートホテルプロデュース
により、広島空港3階に丼専門店を
オープンしました。
東広島市豊栄町発祥のへそ丼を始め
とする、9種類のメニューを揃えてい
ます。

沖縄観光プロモーションの実施（11月4日、5日、6日）

比較的利用者が減少する冬の沖縄線
の利用客増加を企図し、沖縄観光プ
ロモーションを実施しました。
広島銀行1階のトゥモロウスクエア
で開催し、ANA、美ら海水族館や
ミス沖縄、ミスハイビスカス等の協
力により、多くの方にご来場いただ
きました。

櫟（くぬぎ）オープン（11月10日）

広島空港2階に焼菓子店「櫟 広島
店」がオープンしました。
広島市を拠点とするメーカーこだわ
りのワッフルやバームクーヘン、焼
菓子等の手土産にちょうど良いお菓
子を販売する店舗です。
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６．2021年度トピックス

北海道物産展の開催（7月16日～26日、11月12日～24日）

売上増加および札幌線の需要喚起
を企図し、広島空港2階にて北海道
物産展を2回開催しました。
売り場付近に北海道の観光地が掲
載されたパンフレットや、アイヌ
民族衣装を展示し、ご好評いただ
きました。

滑走路walkイベントの開催（1月1日）

普段は絶対に入れない『滑走路』を
歩くことができるイベントを人数限
定で開催しましした。滑走路ウォー
クのあとは展望デッキで初日の出を
ご覧いただきました。

感染症対策

国内空港初となる自律走行型 UV 
除菌ロボットや大型空気清浄機の
導入、トイレ洗浄機能の非接触化
を行っています。
今後もお客様に安心してご利用い
ただくための環境づくりを進めて
まいります。



Thank you.


