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お問い合わせ
広島県土木建築局空港振興課 （広島市中区基町10-52）電話番号 ０８２－５１３－４０１５

会員登録について
（対象者）
■ 広島空港の運営事業への参加等に関心のある企業等
■ 空港関連の様々なビジネス展開に関心のある企業等
■ 広島空港の活性化を応援する企業等

（登録方法）
■ 広島県ホームページの登録フォームからお申込みください。
■ URL  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/101/hij-information-square.html

広島空港 スクエア通信i

メールマガジンをお届けします アンケート等を実施します

• 経営改革に関する県の考え方

• セミナー等の案内

• 広島空港のトピック・統計情報

• 空港の利便性向上のための意見

• 空港経営改革への意見

• その他広島空港に関する意見

広島空港ｉスクエアは，空港経営改革に向けて，県内外の企業等の皆様

に広島空港への関心を深めていただくための会員制情報提供サービスです！

広島からはじまるグローバルネットワーク

～空港活性化に向けた経営改革の推進～

広島空港 情報広場



2 
 

■ トピック 

 

・エアポートフェスタひろしま 2018について 

 

１ 概   要 

広島空港開港25周年を記念し，広島空港に対する県民理解を深め，国内・国際線の一層の利用促進と広島

空港周辺の活性化を図るため「エアポートフェスタひろしま 2018」を実施します。 

 

２ 日   時 

  平成30 年10 月14 日（日）10:00～16:00 

 

３ 場   所 

  広島空港及び広島空港周辺地域 

 

４ 主   催 

  エアポートフェスタひろしま 2018 実行委員会（事務局：広島県土木建築局空港振興課） 

  （構成員：広島県，広島空港「空の日」実行委員会，ひろしま空の日2018ふれあい秋まつり実行委員会，広島

空港周辺事業推進協議会，広島空港ビルディング㈱） 

 

５ 同時開催 

  ひろしま空の日2018 ふれあい秋まつり 

   （航空会社の制服着せ替えや航空教室、海上保安庁航空基地見学会、空港で働く車の展示など、空港なら

ではのイベントが盛りだくさんです。） 

 

６ 内   容 

項  目 内  容 場  所 

開港25 周年記念式典 
・会長（知事）挨拶 

・地元市長挨拶（三原市長，東広島市長） 等 

・広島空港ターミナルビル 

１階 アトリウム 

ステージイベント 

・就航地観光PR 

・広島県防災啓発イベント 

・臨空広域市町観光PR 等 

・広島空港ターミナルビル 

１階 アトリウム 

PR 展示コーナー 

・広島空港関係署 

・就航地観光PR ブース 

・臨空広域市町観光PR 

・航空会社  

・クイズラリー 

・広島空港ターミナルビル 

１階 アトリウム 

２階 テラス 等 

飲食コーナー 
・臨空広域市町模擬店 等 

・飲食ブース 

・広島空港ターミナルビル 

１階 アトリウム 

空港立入制限区域見学バスツアー（要事前予約） 

滑走路ウォーク（要事前予約） 

管制塔見学ツアー（要事前予約） 

・大阪航空局広島空港事務所庁舎他 

その他 

・空港見学デッキ無料開放 

・乗務員制服着せ替えコーナー  

・空港周辺スタンプラリー  

・空港で働く車展示 

・白市ルートキャンペーン 

― 
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※上記に加え，八天堂カフェリエの北側にも臨時駐車場が設置されます。 
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・広島空港開港25周年キャンペーン 

 

１ 概   要 

広島空港開港25 周年を記念し，より一層の広島空港の利用促進と認知度向上を図るため， 

「広島空港開港25 周年 あら！いい！広島空港キャンペーン」を実施します。 

 

２ キャンペーンの趣旨 

広島東洋カープの背番号 25 番の新井貴浩選手を起用し，広島空港の「あら！いい（良い）！」ところを再発

見・確認するキャンペーンを展開します。 

新井選手を通じて「親しみやすく広島で愛される空港」のイメージを確立するとともに，広島空港の路線就航

地の豊富さと，就航先各地の魅力を PR します。 

 

３ 実施期間 

  平成30 年10 月14 日～平成 31 年1 月31 日 

 

４ 内   容 

（１）特設web サイトの設置（平成 30 年10 月14 日～平成31 年１月31 日） 

キャンペーン用に就航先とその魅力をPRする特設web サイトを設置し，参加者に行きたいところへ応募し

てもらい，応募者の中から抽選で就航先のペア旅行等をプレゼントします。 

特設web サイト URL https://arai-hiroshima-airport25th.jp/ 

 

（２）【広島空港×新井選手】コラボスタンプラリー（平成30年10月14日～平成31年１月31日） 

広島空港内に各就航地をデザインした 10 個のスタンプを常設し，楽しんでいただけるスタンプラリーを実

施します。スタンプを全部集めた方には先着でオリジナルグッズをプレゼントします。 

 

（３）１日空港長イベント（実施日未定） 

広島空港に実際に足を運んでもらい，親しんでもらえるきっかけ作りとなるカープ選手の１日空港長イベン

トを実施します。 

https://arai-hiroshima-airport25th.jp/
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・映画「恋のしずく」広島空港におけるプロモーションおよびPRイベントについて（東広島市） 

 

東広島市と広島空港ビルディング㈱が協働し、以下のとおりプロモーション及び PRイベントを開催されます。 

東広島市が主なロケ地となった映画「恋のしずく」(平成30年10月13日広島先行公開、全国順次公開)の公開

時期にあわせ、映画「恋のしずく」や広島空港ビルとのタイアップによる観光プロモーションを集中的に実施するこ

とにより、空港利用者に対して本市の魅力を国内外へ効果的に発信し、観光や移住等の幅広い分野への波及効

果を狙ったものです。 

 

【プロモーション概要】 

 

日   時： 平成 30 年 9 月 22 日（土）～平成 30 年 10 月31 日（水） 

場   所： 広島空港ターミナルビル 2 階 

内   容： ① 映画「恋のしずく」フォトパネルの設置 

  主演の川栄李奈さんフォトパネル。撮った写真を東広島市の観光案内所・酒まつり会場で見せると、

「恋のしずく」グッズがもらえます。 

        ② 映画「恋のしずく」パネル展 

           映画の世界観をロケ地紹介とあわせて展示をします。 

        ③ 広島空港×「恋のしずく」コラボキャンペーン 『映画「恋のしずく」チャンスメニュー』 

           広島空港内の飲食店 12店舗で「恋のしずく」チャンスメニューを注文してくじを引くと、映画「恋の 

しずく」劇場鑑賞券が当たるキャンペーンを実施。 

 

 

 

【9月30日PRイベント】 

 

名   称： ソラミィフェスタ 広島空港×恋のしずく×東広島 

～広島空港に映画「恋のしずく」がやってくる～ 

日   時： 平成 30 年 9 月 30 日（日）10：00～16：00 

場   所： 広島空港ビル１階 ソラミィ広場 

主   催： 東広島市・広島空港ビルディング（株） 

内   容： ① 映画「恋のしずく」トークショー ［13：30～，ソラミィ広場 特設ステージ］ 

           映画「恋のしずく」乃神莞爾役の小野塚勇人さんと、監督の瀬木直貴さんが登場。 

           東広島での撮影話をたっぷりと語っていただきます。司会は大窪シゲキさん。 

② 東広島マルシェ 

東広島市の特産品やおいしいグルメが大集合します。 

        ※上記以外にも通常の「ソラミィフェスタ」と同様にキャラショーやワークショップなども実施。 

入 場 料： 無料 
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・広島～ソウル線の運航スケジュールの変更について 

 

１ 要   旨 

平成 30 年 10 月 28 日（日）からの冬ダイヤ改正に伴い，広島～ソウル線の運航スケジュールが変更されま

す。便数については３便のままですが，曜日の変更等により従前よりも使いやすいダイヤとなります。 

 

２ 変更内容 

 

 

・羽田線の運航スケジュール（冬）の変更について 

 

１ 要   旨 

  平成30年10月28 日（日）からの冬ダイヤ改正に伴い，運用時間の延長を活用した羽田線の最終便（ＡＮＡ）

が減便されることとなりました。便数は減便となるものの，一部機材の大型化に伴い，提供座席数は前年度以

上が確保される予定です。 

２ 変更内容 

(1)  便数（ＡＮＡ） 

１０便（往復）／日 ⇒ ９便（往復）／日 

 

(2)  減便期間（ＡＮＡ） 

平成30 年10 月28 日（日）～ 平成31 年3 月30 日（土） 

 

(3)  減便となるダイヤ 

区  分 ～Ｈ30.10.27 Ｈ30.10.28～ 

広島発⇒東京（羽田）着 21:35→23:00 － 

東京（羽田）発⇒広島着 20:25→21:50 － 

 

 

  

 
現行 

（～平成 30 年10 月27 日） 

変更後 

（平成30 年10 月28 日～平成 31 年３月30 日） 

便数 週３便 週３便 

運航曜日 火・木・土 火・金・日 

ダイヤ 

火 

木 

11：30 広島発⇒13：10 仁川着 

9：10 仁川発⇒10：30 広島着 

火 

日 

11：30 広島発⇒13：10 仁川着 

9：10 仁川発⇒10：30 広島着 

土 
11：30 広島発⇒13：00 仁川着 

9：10 仁川発⇒10：30 広島着 
金 

17：30 広島発⇒19：10 仁川着 

13：40 仁川発⇒15：20 広島着 
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・花火と神楽の共宴2018（庄原市） 

 

県北最大級の大玉 8 号を含む迫力の 3,000 発の打ち上げ花火と、あさひが丘神楽団による神楽との共宴。 

 

・日  時  10 月7 日(日) （1）18：00 神楽開演 （2）19：40 花火 ※雨天決行・荒天中止 

・場  所  国営備北丘陵公園 大芝生広場 野外ステージ（広島県廿日市市宮島町） 

 

http://www.bihoku-park.go.jp/event/event_entry.php?goid=110372 

 

 

 

 

・尾道灯りまつり（尾道市） 

 

平安末期の開港と共に尾道は発展し、数多くの寺が造られました。海岸にはそれぞれの寺へと続く常夜灯が

並び、その灯りをめざして帆船が入港しました。尾道繁栄の礎を再現したこのイベントは寺と寺を結ぶ路地や参

道、駅前緑地帯が約 3 万個のロウソクで幻想的にライトアップされます。 

 

・日  時  10 月13 日(土)  18 時～21 時（＊順延 10 月14 日（日）18 時～21 時） 

・場  所  JR 尾道駅前緑地帯、市内 16 か寺ほか（広島県尾道市） 

 

http://www.onomichi-matsuri.jp/akari-matsuri/ 

 

 

 

  

http://www.bihoku-park.go.jp/event/event_entry.php?goid=110372
http://www.onomichi-matsuri.jp/akari-matsuri/
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・2018ハンザクラスワールド&インターナショナルチャンピオンシップ（広島市） 

 

アジア初、日本初の開催となる「2018 ハンザクラスワールド&インターナショナルチャンピオンシップ」が、広

島観音マリーナで開催されます。 

ハンザクラスは「誰でもセーリングを楽しめる」ことを旨とし、障がいのある人、ない人が一緒にレースをしま

す。多くの障がいのあるセーラーが世界各地から集まります。重度の障がいのあるセーラーは、サーボなどの

電子機器が装備された艇を操り、ボランティアの支援艇と共に参加します。セーリングを楽しむ彼らのひたむき

な姿は、観戦する人たちにも感動を与えます。風光明媚な瀬戸内海を舞台にくりひろげられる命の輝き、広島

の願いである「生命の大切さと平和の尊さ」が世界に発信されます。 

 「障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会」の実現をめざします 

 

・開催期間  10 月 12 日(金)〜10 月 18 日(木) 

・場   所  広島観音マリーナ（広島県広島市） 

 

http://www.2018hansaworlds.com/ 

 

 

  

http://www.2018hansaworlds.com/
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・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ 2018」 

 

高速道路を規制して行う日本唯一のサイクリング大会「サイクリングしまなみ 2018」 

 

瀬戸内の美しい島々を舞台に行う、瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ

2018」。 

島と島をつなぐ個性あふれる橋を含む高速道路の走行がすべてのコースに含まれており、普段は自動車で

しか走ることができない道路で、開放感あふれるサイクリングを楽しむことができます。  

供用中の高速道路本線を走ることができるサイクリング大会は、日本で唯一この大会だけです。  

 

穏やかな海に、たくさんの小さな島々が浮かぶ風光明媚な瀬戸内海を駆け抜ける「瀬戸内しまなみ海道」サ

イクリングロードは、「サイクリストの聖地」として世界に広く知られており、ＣＮＮから世界で最も素晴らしい７つ

のサイクリングコースにも選ばれています。 

ここを舞台に、国内外から 7,000 名の参加者を迎えて国際的なファンライドイベントを開催します。 

 

「瀬戸内しまなみ海道」の絶景や自然美を堪能できる多彩なコースが「サイクリングしまなみ 2018」の大きな

魅力です。今治～尾道を往復するロングコース、今治～尾道を爽快に駆け抜けるミドルコース、島しょ部を周遊

する海景満喫コース、サイクリングとあわせフェリーで海を渡るクルージングコース、初心者やファミリーも楽し

めるエンジョイコースなど、技量や嗜好にあわせた７コースを用意しています。  

 

瀬戸内の多島美をはじめとする自然景観、島ごとに受け継がれてきた人々の営みや歴史・文化、穏やかな

気候と豊かな自然に育まれたおいしい食べ物、そして何よりも島に暮らす人々の温かい心を、エイドステーショ

ンや沿道からの応援で感じることができます。 

 

・開催日    平成 30 年 10 月 28 日（日） 

・場  所  瀬戸内しまなみ海道及びその周辺地域（広島県尾道市 愛媛県今治市、越智郡上島町） 

 

http://cycling-shimanami.jp/ 

 

 

http://cycling-shimanami.jp/
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・第16回口和モーモー祭（庄原市） 

 

第16回口和モーモー祭を庄原市口和総合運動公園で開催します！ 

和牛の大行進や牛と子どもの綱引き、野菜や米、加工品など特産品の販売、焼肉コーナーなどでおいし

い牛肉を味わうことができるなど，県内でも特色のある有数のイベントです。 

ゲストとして、水森かおりさん(10月6日)と南一誠さん(10月7日)がモーモー祭を盛り上げてくれるこ

ととなりました！ 

なお、水森かおりさんのステージは、RCCラジオ「歌謡バラエティ」の公開録音となっております。 

 

・開催期間  10 月 6 日(土)～10 月 7 日(日) 

・場   所  庄原市口和総合運動公園（広島県尾道市 愛媛県今治市、越智郡上島町） 

 

http://fes.momo-kuchiwa.com/ 

 

 

・第25回とよまつふれあいフェスティバル（神石高原町） 

 

完熟トマトを使った早食い競争「トマトまるかじり選手権」や「トマトの詰め放題」など、豊松の特産

品、「トマト」をふんだんに使ったお祭りです。 

イベントの目玉とも言える、「全日本荷車引きレース」が今年は4年ぶりに復活！ 

お誘いあわせの上、ぜひ遊びにきてください！ 

 

・開催日   10 月 21 日(日) 

・場  所  豊松小学校グラウンド（広島県神石郡神石高原町） 

http://toyomatsumura.com/travel/index.html 

 

  

http://fes.momo-kuchiwa.com/
http://toyomatsumura.com/travel/index.html
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・大山祇神社抜穂祭（愛媛県今治市） 

 

抜穂祭は新穀祭とも呼ばれる収穫祭で、毎年旧暦9月9日に開催されます。 

また、この大祭には一力山が目に見えない稲の精霊と角力をとる一人角力(ひとりずもう)が奉納されま

す。 

この一人角力は現在、愛媛県の無形民俗文化財に指定されています。 

御田植祭と同様、斎田祭場の御桟敷殿に三基の神輿が神幸し、厳粛に祭儀が行われます。 

 

・開催日   10 月 17 日(水) 

・場  所  大山祇神社（愛媛県今治市） 

 

https://www.hiroshima-kankou.com/event/18679 

 

 

 

 

 

★各イベント会場への移動には，公共交通機関に加え，レンタカーやカーシェアリングも便利にご利

用いただけます。 

 

  ホームページ 連絡先 

レンタカー タイムズカーレンタル http://rental.timescar.jp/ 0848-86-9555 

トヨタレンタカー http://rent.toyota.co.jp/ 0848-86-9500 

日産レンタカー  http://nissan-rentacar.com/  0848-86-9023 

ニッポンレンタカー 

ニッポンレンタカー中国 

http://www.nipponrentacar.co.jp/ 

http://nrc21.jp/ 

0848-86-9919 

オリックスレンタカー http://car.orix.co.jp/ 0848-86-0544 

カーシェアリング タイムズカープラス https://plus.timescar.jp/ 0120-20-5037 

  

https://www.hiroshima-kankou.com/event/18679
http://rental.timescar.jp/
http://rent.toyota.co.jp/
http://nissan-rentacar.com/
http://www.nipponrentacar.co.jp/
http://nrc21.jp/
http://car.orix.co.jp/
https://plus.timescar.jp/
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■ コラム（三原市・竹原市） 

 今年度のコラムでは，皆様に広島空港への理解をより深めていただくため，関係する事業者等か

ら，事業内容等についてご寄稿いただいております。 

今月は，三原市，竹原市です。 

 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

【三原市】 

 

三原市長 天満 祥典 

 

三原市は、広島空港の所在地であり、中国・四国地方のほぼ中心部、広島県の中央東部に位置しており、

瀬戸内特有の温暖で少雨な気候に恵まれています。 

また、普段から災害の少ない地域であり、それが三原市のセールスポイントでもありましたが、本年 7

月の豪雨では、かつて経験したことのない未曾有の災害に見舞われ、空港周辺の地域も河川の増水による

浸水や土砂崩れなど甚大な被害が発生しました。現在、復旧復興に向け全力で取り組んでいるところです。 

さて、三原市では、広島空港の地元自治体として広島空港を重要な拠点施設と位置付けており、「海・山・

空 夢ひらくまち」のキャッチフレーズのもと、三原市長期総合計画にも空港・港湾を活かしたまちづく

りを掲げ実践しています。基本方針として広島臨空広域都市圏振興協議会（以下「協議会」）を中心とした

関係機関と連携し、空港周辺地区の賑わい創出に取り組んでいます。 

協議会は空港周辺の三原市と東広島市、竹原市、尾道市、大崎上島町、世羅町の4市2町で構成され、

三原市が会長職及び事務局を担っており、圏域が相互に密接に連携し、諸施策の推進等を図ることにより、

活力と潤いのある圏域全体の振興発展に寄与することを目的として組織されています。ここでは協議会の

主な取り組みについて紹介をします。 

 

１ イベント事業 

  「広島空の日ふれあい秋まつり」の開催 

  →協議会最大のイベントで、地域住民及び空港利用者等の参加により、航空・空港に親しみを持って

いただき、地域との調和を図るとともに、国内・国際定期路線のＰＲを行い、一層の利用促進を図るこ

とを目的に、例年10月中旬に空港及び周辺施設にて開催しています。スタンプラリーやステージイベ

ント、特産品、物産・飲食バザー、空港見学バスツアーなど様々な催しをしており、昨年度は約 25,000

人の参加がありました。 

 

２ 観光振興事業 

（１） 圏域内及び圏域外の住民を対象とした交流バスツアー事業 

圏域内住民を対象に広島空港と圏域内を巡るバスツアーと圏域外住民を対象に圏域内を巡る交流

バスツアーを実施しています。 

 

（２） 圏域観光ＰＲ事業 

広島東洋カープ市町村 PR隊として、マツダスタジアムにて圏域内の特産品の販売や協議会 PRう

ちわの配布、ゆるキャラも参加し観光 PRを行うとともに大型ビジョンでの協議会の紹介を行ってい

ます。 
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３ 調査研究事業 

  広島空港及び周辺地域の活性化等に係る調査研究 

→ 空港経営改革に関することや空港アクセス等について、他空港の所在自治体等を視察し先進事例

の調査研究を行っています。 

 

４ 提案活動 

  圏域の活性化に向けた、広島県及び広島県議会への提案 

  → 空港へのアクセス向上と周辺地域の整備促進及び空港を核としたまちづくりと観光振興の推進に

ついて提案活動を行っています。 

 

以上が協議会の主な取り組みですが、今後も協議会において、これら事業の継続や新たな企画立案によ

り圏域内の魅力発信に努めるとともに、空港利用の促進や圏域の発展のため調査研究や観光振興等の事業

により圏域や空港の賑わいの創出を図っていきたいと考えています。 

 

最後に、広島空港の経営改革に関して地元自治体として期待することは、民間ノウハウを活かしたター

ミナル施設等の空港機能の強化、LCCの就航や新規路線の拡充による地域の航空ネットワークの拡大、そ

れに伴うインバウンドを含めた観光客の増大等による地域経済の活性化といった効果を期待しています。 

また、空港運営に関しては地元との連携が不可欠であると思います。各協議会や住民組織等との連携や

対話により、これまで培ってきた地元との関係を継続していただき、地域とともに発展し、地域から愛さ

れる空港であり続けることを望んでいます。 
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【竹原市】 

 

「羽田から 110分！？」竹原市にぜひお越しください 

 

竹原市長 今栄 敏彦 

 

 まずはじめに，７月５日から降り続いた「平成３０年７月豪雨」により，多くの尊い命が奪われました。

犠牲になられた方々のご冥福をお祈りいたします。また，土砂災害や浸水害等により，被災された皆様に

は心からお見舞い申し上げます。 

 

 本市もこの度の災害で，幹線道路の分断や公共交通機関の運休，土砂崩れによる家屋損壊や床上・床下

浸水など，甚大な被害を受けました。 

 現在は，鉄道の運休が続いているものの，代行バスが運行され，地元住民や国，県，企業の皆様の献身

的なご対応とご協力により幹線道路の復旧も進んでおり，たくさんの方に本市を訪れていただける環境が

整いつつあります。 

 

 本市には，昭和５７年に国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受け，ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「マ

ッサン」の舞台となった風情ある町並み保存地区や，うさぎの島として話題の「瀬戸内海の楽園 大久野

島」など，観光資源にも恵まれております。 

 

 空路は本市にとって大きな強みです。羽田空港から飛行機（85分），市内直通の乗り合いタクシー（25

分）を乗り継いで頂くと町並み保存地区の最寄りバス停で降車できます。さらにバスで瀬戸内海の美しい

景色にうっとりしながらJR忠海駅に向かうと，うさぎに癒される大久野島はすぐそこに。 

 

 また，10月27日・28日には，町並み保存地区で，約 5,000本の竹灯篭から溢れるろうそくの灯りで幻

想的にライトアップする本市を代表するイベント「町並み竹灯り～たけはら憧憬の路～」を開催します。 

静かな夜の町並みが、竹筒から溢れる柔らかな光で包まれる。その風景に出合えるのは、一年のうちでこ

の二日間だけです。 

 

 竹原市は今，元気を取り戻している真っ最中です。さらに元気な竹原市を目指して，魅力ある竹原市の

ＰＲにお力をお貸しいただくとともに，羽田空港からほぼ 110分と，東京から日帰り圏内の竹原市へぜひ

お越しください！ 

 

 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－―――――― 

 ご寄稿ありがとうございました。 

 航空ネットワークの拡充には，旅行需要の創出が重要な鍵を握っていることから，県，各市町，地域の

関係者が連携して，地域の魅力づくり等の需要創出に向けた取組を進めていく必要があります。 

 当県といたしましても，空港活性化を地域の活性化につなげていくことができるよう，各市町をはじめ

とした地域の関係者の皆様と連携して，引き続き尽力してまいります。 
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■ 広島空港の利用状況（平成 30年８月） 

 

〇 航空旅客 

  

利用状況（人） 前年比（％） 利用状況（人） 前年比（％）

搭乗者数 189,599 95.9 833,640 97.0 H29.10.29～１便増便

搭乗率 80.1 72.7

搭乗者数 20,694 89.6 66,410 70.6 H30.1.16～　１便減便

搭乗率 76.9 75.9

搭乗者数 17,728 107.4 67,270 96.4

搭乗率 87.4 68.7

搭乗者数 7,638 93.7 33,323 96.0

搭乗率 90.9 81.0

搭乗者数 13,640 93.0 57,730 96.3

搭乗率 83.3 71.7

搭乗者数 506 － 2,288 －

搭乗率 75.3 63.3

搭乗者数 249,805 95.9 1,060,661 94.7

搭乗率 80.8 72.8

搭乗者数 6,651 114.4 30,247 127.0

搭乗率 85.7 73.9

搭乗者数 4,703 109.7 19,006 118.3

搭乗率 68.1 56.6

搭乗者数 6,406 107.1 29,059 110.9

搭乗率 83.7 76.8

搭乗者数 11,109 108.2 48,065 113.7

搭乗率 76.3 84.5

搭乗者数 7,886 98.0 37,889 92.9

搭乗率 80.5 77.9

搭乗者数 4,340 89.9 20,435 94.9

搭乗率 92.7 87.9

搭乗者数 3,792 － 13,219 -

搭乗率 81.0 63.7

搭乗者数 33,778 116.7 149,855 116.7

搭乗率 81.4 78.7

便数(片便) 2 2

搭乗者数 304 － 746 －

搭乗率 - 54.7

搭乗者数 34,082 116.6 150,601 114.5

搭乗率 80.8 78.5

搭乗者数 283,887 98.0 1,211,262 96.7

増加人数 -5,890 -40,854
旅客合計

シンガポール

合　　　計

その他海外

国際線合計

国
際
線

ソ  ウ  ル

中
国
路
線

上海・成都

（小　計）

台　　　北

香　　　港

大連･北京

H30.3.25～　成都への

延伸を休止

路　     線 区　分
単月（H30.8）

国
内
線

東　　　京

成　　　田

札　　　幌

仙　　　台

国内線合計

年度累計（H30.4～8）
備　　    考

沖　　　縄

その他国内

H29.10.30 就航　週３便

H29.3.26～　１便増便

H29.10.30～　1便減便

H30.3.25～　1便増便
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〇 リムジンバス等 

 

  

利用状況（人） 前年比（％） 利用状況 前年比（％）

乗 客 数 100,791 107.1 437,677 95.9

（うち平和大通り） 926 78.7 4,937 82.1

１便平均 18.9 17.4

3.7 4.4

乗 客 数 7,711 107.4 32,245 98.6

１便平均 10.4 9.0

乗 客 数 6,539 169.8 21,699 130.3

１便平均 9.7 6.5

乗 客 数 7,762 110.3 30,180 100.3

１便平均 10.4 8.5

乗 客 数 928 6.0 25,068 43.7

１便平均 2.1 4.7

乗 客 数 1,079 87.7 4,678 97.6

１便平均 2.3 2.2

乗 客 数 605 81.3 2,682 85.6

１便平均 4.1 3.8

乗 客 数 706 115.4 1,849 182.0

１便平均 3.8 2.2

乗 客 数 6,044 ― 21,699 －

１便平均 9.7 7.5

乗 客 数 126,121 96.8 577,777 95.8

増加人数

283,887 98.0 1,211,262 96.7

-5,890 （速報値比較） -40,854 （速報値比較）

広　島

路　線 区　分
単月（H30.8） 年度累計（H30.4～8）

備考

福　山

三　原

呉

白市駅

竹原港

尾　道

Ｈ28.4～

三　次

Ｈ28.7～

西  条

Ｈ29.10～

合　計

-4,174 -25,180

航 空 旅 客 数

増　加　人　数

バス利用者割合（％）
44.4 47.7
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〇 駐車場 

 

  

〔単位：台，％，日〕

利用状況(台) 前年度比(%) 利用状況(台) 前年度比(%)

空港駐車場 入庫台数 31,993 125,330

１日平均 1,032 819

1,149台 泊車台数 21,217 94,167

１日平均 684 615

満車日数 7 1 16 2

県営第１駐車場 入庫台数 9,612 36,365

１日平均 310 238

593台 泊車台数 6,590 27,840

１日平均 213 182

満車日数 0 0 0 0

県営第２駐車場 入庫台数 13,430 65,100

１日平均 433 425

645台 泊車台数 5,090 21,155

１日平均 164 138

満車日数 0 0 0 0

県営駐車場　計 入庫台数 23,042 101,465

１日平均 743 663

1,238台 泊車台数 11,680 48,995

１日平均 377 320

満車日数 0 0 0 0

正広駐車場 入庫台数 4,914 23,076

１日平均 159 151

1,426台 泊車台数 17,949 76,613

１日平均 579 501

満車日数 0 0 0 0

合計 入庫台数 59,949 249,871

１日平均 1,934 1,633

3,814台 泊車台数 50,846 219,775

１日平均 1,640 1,436

注：満車日は，概ね１時間以上満車となった日を集計しており，単位は「日」。

注：正広駐車場の収容台数は，平成16年12月20日まで1172台，平成18年9月21日までは1312台。

283,887 98.0 1,211,262 96.7

99.0

93.1

航空旅客数（速報値）

108.8

101.6

108.5

102.3

75.3

96.7

106.1

102.0

108.2

101.3

駐車場名 区分
年度累計（H30.4～8）単月（H30.8）

89.6

97.0

101.2

99.8

101.6

99.4

106.7

99.5

103.7

97.6

73.0

98.1
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〇 広島空港ホームページセッション数（Ｈ30.8.1～Ｈ30.8.31） 

 

 

 

 

（出典）google アナリティクスのデータから県が作成（地域別セッションは，ＩＰアドレスをベースに判定された結果によるもの） 

 

 

 

■ お知らせ 

 

第18号の配信は10月下旬頃を予定しています。 

 

 

国別セッション 市区町村別セッション

国 セッション セッション率 市区町村 セッション セッション率

日本 392,446 96.70% 大阪 92,287 22.74%

香港 2,528 0.62% 広島 69,762 17.19%

アメリカ 1,691 0.42% 新宿区 31,961 7.88%

台湾 1,677 0.41% 港区 28,262 6.96%

韓国 1,598 0.39% 横浜 24,180 5.96%

シンガポール 1,347 0.33% 福山 10,841 2.67%

中国 1,013 0.25% 東広島 8,957 2.21%

タイ 368 0.09% 中央区 8,631 2.13%

オーストラリア 341 0.08% 名古屋 7,058 1.74%

その他・不明 2,813 0.69% 千代田 5,524 1.36%

計 405,822 100.00% その他・不明 118,359 29.17%

計 405,822 100.00%

デバイスカテゴリ別

デバイスカテゴリ セッション 新規セッション率

モバイル 255,117 40.47%

デスクトップ 126,042 46.62%

タブレット 24,663 45.42%


