
1 
 

 

 

 

第 27号（令和元年７月 30日） 

（発行：広島県空港振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目次） 

■ トピック ………………………………………………………………………………………………………………２ 

 ・株式会社八天堂の事業展開について ………………………………………………………………………………２ 

  ・平成 30年[2018年] 広島県観光客数の動向 ………………………………………………………………………４ 

 ・広島県動物愛護センターの移転 ……………………………………………………………………………………４ 

■ イベント情報 …………………………………………………………………………………………………………５ 

  ・第 47回 宮島水中花火大会…………………………………………………………………………………………５ 

 ・因島水軍まつり「火まつり」…………………………………………………………………………………………６ 

■ 広島観光情報 …………………………………………………………………………………………………………７ 

 ・おりづるタワー ………………………………………………………………………………………………………７ 

■ コラム …………………………………………………………………………………………………………………８ 

 ・広島エアポートホテル ………………………………………………………………………………………………８ 

■ お知らせ ……………………………………………………………………………………………………………１０ 

  ・お盆期間中の空港アクセスについて ……………………………………………………………………………１０ 

  ・空港イベント情報 …………………………………………………………………………………………………１０ 

■ 広島空港の利用状況（令和元年６月）……………………………………………………………………………１２ 

 ・航空旅客 ……………………………………………………………………………………………………………１２ 

 ・リムジンバス等 ……………………………………………………………………………………………………１３ 

  ・駐車場 ………………………………………………………………………………………………………………１４ 

  

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

八天堂カフェリエ外観 
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■ トピック                                       

 株式会社八天堂の事業展開について                                            

 八天堂は，広島県三原市宮浦に本社のあるくりーむパンで有名な製菓店の老舗ですが，平

成 25年（2013年）に広島空港ターミナル北側に「広島みはら臨空工場」を開設しました。  

その後，平成 28年（2016年）に「八天堂カフェリエ」を開設し，空港北側は多くのお客

様で賑わうスポットに変貌しました。同社はさらに北側の県有地を購入し，令和２年（2020

年）に「食のテーマパーク」を開設する予定です。まさに，同社のコーポレートスピリッツ

である「挑戦」にふさわしい積極的な事業展開であり，広島空港にとっても「空港周辺の活

性化」は非常に重要ですので，このことについて，同社の宮川常務取締役（空港周辺の土地

活用事業の責任者）に取材しました。 

 

 

≪「食のテーマパーク」開設！≫ 

 宮川氏によると，八天堂による「食のテーマパーク」は，「臨空工場」と「八天堂カフェ

リエ」に続く空港周辺の土地活用事業の第３期となるプロジェクトとのことです。その内容

は，まず，鉄板焼きのビッフェなど，食を純粋に楽しむエリアを作り，加えて，BBQなどを

楽しめるエリアも作るなど，広島空港周辺に新たな楽しいスポットが増えること間違いなし

です。 

注目すべきは，「食のテーマパーク」に観光案内機能も含めた道の駅のような施設を併設

予定であることです。ここでは地域特産品の販売をはじめ，三原市中心部や島しょ部への観

光客の誘導を促す「体験旅行商品」いわゆる「コト消費」の提供も検討しています。八天堂

は，当事業のテーマを「公性（おおやけせい）」としており，単なる食の提供に留まらず地

域とコラボした，より地域貢献性の高い事業への展望を描いています。 

 

 

出展：八天堂 会社案内 
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≪空港ターミナルビル」との関連性≫ 

さて，八天堂による空港周辺での事業展開ですが，空港にとって「本丸」と言ってもよい

空港ターミナルビルでの事業とどのような関連性が出てくるのでしょうか。 

まず，「ソラミィフェスタ」や「ひろしま空の日ふれあい秋まつり」などの空港イベント

の際には，八天堂カフェリエにも多くのお客様が訪れており，顕著な相乗効果が見られてい

ます。特に，「ひろしま空の日ふれあい秋まつり」には中央森林公園やエアポートホテル，

八天堂カフェリエなどを停車場所とする回遊バスが運行することで，普段よりも集客に勢い

があるとのことです。さらに，八天堂カフェリエが年間で最も多くのお客様で賑わうのが，

三景園で「もみじまつり」のイベントを行っている 11月であることからも，施設の集積に

よる集客効果が大きくなりつつあることが窺えます。 

一方，平成 30年度（2018年度）の八天堂カフェリエの来場者数は約 10万人とのことで

した。同年度の広島空港の航空旅客数は約 300万人ですので，航空旅客に対する八天堂カフ

ェリエの訴求力にはまだ伸び代があるのかもしれません。宮川氏も「より多くの航空旅客の

方々に八天堂カフェリエに訪れていただき，広島空港で過ごす時間をもっと楽しんでいただ

きたい」とおっしゃっていましたが，八天堂をはじめとする空港周辺施設と「交通結節点と

しての空港」をいかに連携させるのかということも，重要な視点と考えられます。 

「空港周辺の賑わいづくり」は，空港を楽しい空間にしてくれるだけでなく，バス路線の

利用・駐車場の利用・テナントの売り上げなど，あらゆる面でプラスの効果が期待できます。

したがって，八天堂の「食のテーマパーク」と互いに協力し，空港ターミナルビルの周辺も

含めた「広島空港」エリアを活性化させていけるよう，今後も考えていく必要がありそうで

す。 

 

 

 

 

  

八天堂カフェリエ店内 

出展：八天堂 会社案内 

八天堂カフェリエ店内 
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 平成 30[2018]年 広島県観光客数の動向                                    

 平成 30年の広島県観光客数の動向が広島県 HPで公開されています。 

 総観光客数は，6,504万人で，平成 29年と比べて 485万人（6.9％）減少しました。主な

要因として，７月豪雨の影響が挙げられます。 

 また，外国人観光客は 275万 3千人であり，前年と比べて 32万人（13.2％）増加し，７

年連続して過去最高を更新しました。 

 

広島県 HP 平成 30［2018］年 広島県観光客数の動向 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/30doukou.html 

 

 

 広島県動物愛護センターの移転                                                  

現在は三原市本郷町南方に所在している広島県動物愛護センターは，広島空港周辺への移

転を計画しています。新しい動物愛護センターは，広島県民の皆様が気軽にお越しいただけ

るよう，人と動物がふれあうことができる明るくて楽しい雰囲気の施設にする予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【移転先候補地】 

 

 

広島県動物愛護センター 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/apc/ 

  

国土地理院 地理院地図 

移転候補地 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/30doukou.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/apc/
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■ イベント情報                                    

 第 47回 宮島水中花火大会                                          

 

 

 宮島の夏を彩る一大イベント「宮島水中花火大会」が今年も開催されます。 

特徴は尺玉の多さで，水中尺玉（30㎝玉）が 100発も見られます。水中花火船より海中

に投げ込まれた水中花火は大音響と共に炸裂し，朱の大鳥居や嚴島神社の社殿を幻想的に浮

かび上がらせます。最高のロケーションということで写真愛好家からも愛されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日時：令和元年８月24日（土）19：30～20：30 

打上場所：嚴島神社大鳥居沖合 400mの海上の打上げ台船 

http://www.miyajima.or.jp/event/event_hanabi.html ✈ 
★ 

写真提供：広島県 

http://www.miyajima.or.jp/event/event_hanabi.html
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  因島水軍まつり「火まつり」                                                     

 

 

 因島水軍まつりは，南北朝時代から室町・戦国時代にかけて因島を拠点に活躍した村上水

軍を再現する因島地域の人が総出で盛り上げるまつりです。「島まつり（6/30開催済）」・「火

まつり」・「海まつり」の３部構成となっています。 

 「火まつり」では，松明で照らされた夜の浜辺に水軍武者と水軍が伝令船として使用した

小型船「小早」が集結します。松明を持った武者の入陣や大松明の練り回しは迫力満点です。 

水軍の無事の帰還を祝って踊られたという「跳楽舞」のコンテストも行われ，クライマック

スには花火が打ち上げられます。 

 「火まつり」の翌日には，小早により約 1.2㎞のコースで速さを競う「海まつり」小早レ

ースも開催されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✈ 

写真提供：広島県 

日時：令和元年８月24日（土）16：30～21：40 

会場：因島アメニティ公園・しまなみビーチ 

http://0845.boo.jp/suigun/fire 

★ 

火まつりの翌日に開催される海まつりの様子 

http://0845.boo.jp/suigun/fire
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■ 広島観光情報                                    

  おりづるタワー                                         

 
広島の新しい観光スポットが「おりづるタワー」です。原爆ドームから徒歩すぐに位置す

る「おりづるタワー」は観光施設，商業施設・オフィステナントから構成されています。 

屋上展望台では，「原爆ドーム」「平和記念公園」をはじめとする広島市内だけでなく，晴

れた日には宮島の弥山までを一望することができます。12階ではおりづるを作成し，当施

設のシンボル「おりづるの壁」に投入することができます。１階には物産館があり，地元で

愛されるお土産約 1,000品を取り揃えているほか，「おりづるタワー」オリジナルメニュー

を多数取り揃えた「握手カフェ」も併設しています。 

  

 

 

 
 
  

おりづるタワー 

https://www.orizurutower.jp/ 

✈ ★ 

おりづるタワーの外観 

https://www.orizurutower.jp/
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■ コラム                                        

 広島エアポートホテル                                                  

 広島エアポートホテルは広島空港ターミナルビルから徒歩５分に位置するホテルです。現

在，広島空港ビルディング株式会社の 100％子会社である株式会社広島エアポートホテルが

運営しています。空港経営改革の導入によって，新しい空港運営権者により一体運営される

予定です。 

 当ホテルの 2018年の稼働率は約 80％でした。利用者の多くは航空旅客であり，そのうち

約 35％は外国人となります。朝早い便で出発する利用者が前泊する場合や，夜遅くの便で

広島空港に到着し空港近くに宿泊する場合が主な利用形態になっています。この部分に注目

すると，アクセスが改善されると宿泊客が減ってしまいそうに一見思えますが，ホテルにお

話しを伺うとそれは杞憂と分かりました。 

例えば広島市在住の方が朝の初便を利用する場合，7：35発の羽田便に搭乗するためには

5：55広島バスセンター発や 6：00広島駅発などのリムジンバスに乗るため自宅を５時台に

は出発する必要があります。ところが，当ホテルに前泊すれば 6：30～7：00にホテルを出

れば搭乗できることから，朝の時間の余裕は全く違うものとなります。また，観光客が夜遅

い便で広島空港に到着した場合，到着したその日に広島市内などのホテルに行くことも可能

ですが，借り上げバスやレンタカーを使用するとホテルへの移動だけで１日分のレンタルフ

ィーを支払うことになります。しかし，当ホテルに宿泊し翌日朝から借り上げバスやレンタ

カーを使用すると，旅行期間中のレンタルフィーが１日分節約できることになります。この

ようなホテルの強みは，空港アクセスが改善されても損なわれることがないと思われ，むし

ろ空港アクセスや航空便の拡充とともに相乗効果が見込まれます。 

航空旅客の利用でいえば，広島に航空便で訪れた方の中には，ホテルを拠点にレンタカー

を用いて広島県の西部と東部の両方に訪れるお客様もいるそうです。ホテル（空港）が広島

県のほぼ中央に位置し，また高速道路の ICにも近接しているというメリットを生かした上

手な活用方法と言えます。 

また，エアラインクルーによる利用も見過ごせません。広島側の人にとって利便性の高い

航空便は，朝に広島を出発し夜に広島に到着するタイムスケジュールですが，このような便

を運航するためには航空機を夜間駐機し，エアラインクルーに泊まっていただく必要があり

ます。その際，宿泊場所として当ホテルが選ばれています。そのため，航空路線の利用者や
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航空便が増えればクルーの宿泊も増えることになると考えられますが，他方，夜間駐機を行

うエアラインのクルーであれば無条件に当ホテルに宿泊いただけるわけではないというこ

ともあります。広島市内のホテルを選ぶこともあると聞いており，その理由は「広島空港周

辺に賑わいが少なく，退屈するから」などが挙げられます。特に週３便などで運航する国際

路線の場合は，広島での滞在期間が数日となることもあってこの傾向が顕著です。 

 また，ホテルにとっては，宿泊以外に飲食・婚礼・宴会などの利用も重要です。こちらは

空港周辺地域に同様の施設が少ないことも幸いしているのか，地元である三原市や東広島市

のお客様が多いようです。航空旅客という意味での「空港のお客様」とは必ずしも一致して

いませんが，安定したホテル経営のためには大きな柱の一つであるため，利用者をどのよう

に増やしていくのかが課題の一つとなっています。 

 

 

 

 

 

広島エアポートホテル・フォレストヒルズガーデン 

http://www.h-airporthotel.co.jp/ 

http://www.h-airporthotel.co.jp/
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■ お知らせ                                      

  お盆期間中の空港アクセスについて                             

お盆期間は山陽自動車道の混雑が予想されます。お時間

に余裕をもってお出かけください。 

山陽自動車道の混雑時には，定時性の高いアクセス方法

である「白市ルート」もおススメです。 

 また，広島空港の駐車場も混雑が予想されますので， 

公共交通機関の積極的なご利用をお願いします。 

 

 

  

 

 空港イベント情報                                             

 ジュラシック エアポート                                             

広島空港に迫力満点の恐竜が出現！それぞれのゾーンを探検しながら重ね押しスタンプラリ

ーを完成して，広島空港オリジナルステッカーをもらおう！ 

 ※スランプラリー受付開始，ステッカー引き換え場所は国内線 1F 会議室Ａとなります。 

 

                             【恐竜の歴史ゾーン】 

宇宙の誕生から生命の誕生，空飛ぶ恐竜，翼竜の秘密を

通して飛行の歴史までを学ぼう！ 

 

 

 

 

【恐竜の世界ゾーン】 

動く！ほえる！大型恐竜の大きさを体感しよう！ 

 

 

 

 

【恐竜の森ゾーン】 

今にも動き出しそうな紙恐竜の森が展示されます。 

 

 

 

 

【３Ｄフォトスポットゾーン】 

恐竜時代にタイムスリップしよう！ 

 

 

 

展示期間 ： 開催中～9 月16 日（月・祝） 

展示場所 ： 国内線1F 到着ロビー 会議室A 

展示時間 ： 10:00～18:00 

展示期間 ： 開催中～9 月16 日（月・祝） 

展示場所 ： ２F 出発ロビー厳島陶板画前，国内線１F 到着ロビー 

展示期間 ： 開催中～9 月16 日（月・祝） 

展示場所 ： ３F 展望デッキ入口前  

展示期間 ： 開催中～9 月16 日（月・祝） 

展示場所 ： 国内線１F 到着ロビー，会議室A，２F 出発ロビー 
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 エアポート恐竜祭                                                   

○A  恐竜くんのトークショー＆ワークショップ 

  

 

 

 

 

 

 ○Ｂ 恐竜ワークショップ 粘土で恐竜を作ろう！ 

 

 

 

 

 ○Ｃ 恐竜ワークショップ 紙で恐竜を作ろう！ 

 

 

 

 

 ○Ｄ 恐竜講座＆ツアー 

 

 

 

 

 

 

 

 恐竜縁日                                                        

 恐竜すくい，宝石さがし，化石発掘など恐竜にまつわ

る子どもから大人まで楽しめるイベント盛り沢山です。 

また，当日は映画「ディノ・キング 恐竜大国と炎の

山の冒険」の上映会を行います。こちらは観覧無料・申

込不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島空港イベント情報は広島空港ＨＰにも記載がございます。 

広島空港ＨＰ http://www.hij.airport.jp/ 

日時： ８月３日（土） 

11：00～ （翼竜教室） 

13：00～ （トークショー）※申込不要 

14：30～ （恐竜イラスト教室） 

会場： ソラミィ広場 （トークショー） 

    ２F 団体待合室しまなみ（翼竜教室，恐竜イラスト教室） 

日時： ８月４日（日） 

①10：00～，②13：30～  

会場： ２F 団体待合室しまなみ 

○Ａ ～○Ｄ までは全て事前申込が必要です。 

申込者が定員に達した場合，申込を締め切ります。 

 

 

日時： ８月４日（日） 

①10：00～，②13：00～  

会場： 国内線１Ｆ会議室Ｂ 

日時： ８月11 日（日） 

①11：00～，②13：30～  

会場： ２F 団体待合室しまなみ 

日時： ８月３日（土）・４日（日）10：00～16：00 

会場： ソラミィ広場 

備考：入場無料・観覧無料 

http://www.hij.airport.jp/
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■ 広島空港の利用状況（令和元年６月）                     

 航空旅客                                              

 
 

 

  

利用状況（人） 前年比（％） 利用状況（人） 前年比（％）

搭乗者数 169,969 522,531

搭乗率 69.7% 72.5%

搭乗者数 19,916 60,398

搭乗率 76.6% 76.2%

搭乗者数 16,628 43,584

搭乗率 83.7% 72.3%

搭乗者数 6,795 20,159

搭乗率 84.4% 80.4%

搭乗者数 10,034 37,707

搭乗率 61.9% 76.7%

搭乗者数 186 946

搭乗率 55.4% 62.5%

搭乗者数 223,528 685,325

搭乗率 71.1% 73.2%

搭乗者数 4,459 13,012

搭乗率 89.2% 86.3%

搭乗者数 3,235 10,513

搭乗率 46.9% 51.6%

搭乗者数 5,463 17,264

搭乗率 75.9% 78.8%

搭乗者数 8,698 27,777

搭乗率 61.7% 65.7%

搭乗者数 7,289 21,335

搭乗率 76.9% 74.2%

搭乗者数 4,154 12,222

搭乗率 88.8% 87.1%

搭乗者数 3,135 8,608

搭乗率 74.4% 68.1%

便数(片便) 2 25

搭乗者数 204 3,547

搭乗率 99.0% 85.4%

搭乗者数 27,939 86,501

搭乗率 74.2% 74.0%

搭乗者数 251,467 771,826

搭乗率 71.4% 73.3%

区　分
単月（R1.6）

旅客合計

国
内
線

東　　　京

成　　　田

札　　　幌

仙　　　台

その他海外

国際線合計

国
際
線

ソ  ウ  ル

中
国
路
線

香　　　港

シンガポール

年度累計（H31.4～R1.6）
備　　    考

沖　　　縄

その他国内

100.3

170.3

111.3

99.4

105.8

100.0

171.7

115.1

101.3

99.8

-

路　     線

H29.10.29～１便増便

H30.10.28～１便減便

H31.2.1～　１便増便

H30.1.16～　１便減便

H30.8.1～　１便増便

H30.8.27～２便減便

H30.3.25～成都への延伸を休止

国内線合計

大連･北京

上海

（小　計）

H29.10.30 就航　週３便

平成28年冬スケジュールから冬

期は週４便，夏期は週５便で運

航されている。

104.9

100.5

118.0

68.8

93.2

98.3

96.3

91.2台　　　北

104.9

-

95.6 95.0

103.8 103.7

122.8

97.7

83.8

86.7

94.5

91.5

96.0

― ―
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 リムジンバス等                                           

 

  

利用状況（人） 前年比（％） 利用状況（人） 前年比（％）

乗 客 数 94,146 102.1 283,656 102.0

（うち平和大通り） 1,042 94.2 3,087 91.1

１便平均 18.1 18.0

（うち平和大通り） 4.3 4.2

乗 客 数 6,714 19,870

１便平均 18.7 9.0

乗 客 数 4,110 12,985

１便平均 6.2 6.6

乗 客 数 5,590 17,861

１便平均 10.4 11.2

乗 客 数 7,749 24,821

１便平均 5.1 5.4

乗 客 数 1,099 3,186

１便平均 2.4 2.3

乗 客 数 ― ―

１便平均 ― ―

乗 客 数 372 1,119

１便平均 2.1 2.0

乗 客 数 4,321 12,831

１便平均 7.2 7.0

合　計 乗 客 数 124,101 106.4 376,329 102.5

竹原港

尾　道 Ｈ31.1～運休

単月　R1.6

―

105.2

119.8

93.4

109.4

126.6

―

Ｈ28.7～

西  条 Ｈ29.10～

三　次

103.7

126.4158.3

―

99.7

白市駅

路　線 区　分
年度累計　Ｈ31.4～R1.6

福　山

109.0

109.1

三　原

呉

備考

広　島

―

104.6

118.3

97.8
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 駐車場                                                

 

 

 

第 28号の配信は８月下旬頃を予定しています。 

 

〔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 24,106 71,709

１日平均 804 788

1,149台 泊車台数 20,110 57,409

１日平均 670 631

満車日数 7 5 16 7

県営第１駐車場 入庫台数 7,932 22,887

１日平均 264 252

593台 泊車台数 6,152 18,220

１日平均 205 200

満車日数 0 0 5 5

県営第２駐車場 入庫台数 15,956 44,061

１日平均 532 484

645台 泊車台数 5,148 18,218

１日平均 172 200

満車日数 0 0 7 7

県営駐車場　計 入庫台数 23,888 66,948

１日平均 796 736

1,238台 泊車台数 11,300 36,438

１日平均 377 400

満車日数 0 0 12 12

正広駐車場 入庫台数 4,883 14,361

１日平均 163 158

1,426台 泊車台数 16,153 49,833

１日平均 538 548

満車日数 0 0 0 0

合計 入庫台数 52,877 153,018

１日平均 1,763 1,682

3,814台 泊車台数 47,563 143,680

１日平均 1,585 1,579
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。

107.6

110.5

102.5

126.7

108.3

104.2

117.3

97.5

107.0

103.1

109.7

98.5

103.0

104.8

109.4

105.8

147.2

105.5

125.5

98.1

107.8

101.4

単月（R1.6）

103.2

104.7

駐車場名 区分
年度累計（H31.4～R1.6）


