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経営ビジョン経営ビジョン経営ビジョン 



 

 

 

 

 

広島高速道路は、高速性・定時性に優れ

また、

支える

心な暮らしを

このため、

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

てる制度）の枠組みのもと、

の発展をリード

掲げます。

 

 

 

 

経営理念を実現するために

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営コンセプト１】

 

 

 

道路サービス

と持続的

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

１ 経営理念

２ 経営コンセプト

広島高速道路は、高速性・定時性に優れ

また、都市圏の成長力の強化や円滑な経済活動の確保の観点から

るだけでなく

心な暮らしを支え

このため、公社

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

てる制度）の枠組みのもと、

の発展をリード

掲げます。 

経営理念を実現するために

 

【経営コンセプト１】

サービスのレベ

持続的かつ効率的な提供

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

経営理念 

経営コンセプト

広島高速道路は、高速性・定時性に優れ

都市圏の成長力の強化や円滑な経済活動の確保の観点から

だけでなく、災害等

支えていくことが期待されてい

公社では、こうして

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

てる制度）の枠組みのもと、

の発展をリードし、活力とにぎわいのある

経営理念を実現するために

  

【経営コンセプト１】 

レベルアップ

かつ効率的な提供 

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

� 経営目標

� 経営コンセプトに基づく施策展開

 

経営コンセプト 

広島高速道路は、高速性・定時性に優れ

都市圏の成長力の強化や円滑な経済活動の確保の観点から

、災害等では緊急輸送や円滑な救急搬送を提供することで

ていくことが期待されてい

こうして期待される

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

てる制度）の枠組みのもと、持続的かつ

活力とにぎわいのある

経営理念を実現するために、３つの経営コンセプトを以下のように定めます。

 

【経営コンセプト２】

 

 

 

安全・安心のもと、利用しや

すい道路

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

【中期経営計画】
経営目標 

経営コンセプトに基づく施策展開
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広島高速道路は、高速性・定時性に優れ、安全性・

都市圏の成長力の強化や円滑な経済活動の確保の観点から

では緊急輸送や円滑な救急搬送を提供することで

ていくことが期待されています。

期待される道路サービス

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

持続的かつ効率的に

活力とにぎわいのある都市圏

３つの経営コンセプトを以下のように定めます。

【経営コンセプト２】

安全・安心のもと、利用しや

すい道路サービスの提供

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。

【経営理念】

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

【中期経営計画】

経営コンセプトに基づく施策展開

安全性・快適

都市圏の成長力の強化や円滑な経済活動の確保の観点から

では緊急輸送や円滑な救急搬送を提供することで

ます。 

道路サービス

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

効率的に提供するこ

都市圏への発展に

３つの経営コンセプトを以下のように定めます。

【経営コンセプト２】 

安全・安心のもと、利用しや

サービスの提供 

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。

【経営理念】 

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

【中期経営計画】 

経営コンセプトに基づく施策展開 

快適性を有するインフラ

都市圏の成長力の強化や円滑な経済活動の確保の観点から、

では緊急輸送や円滑な救急搬送を提供することで

道路サービスを、有料道路制度（道路建設

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

することで広島都市圏が

への発展に貢献することを経営理念

３つの経営コンセプトを以下のように定めます。

【経営コンセプト３】

 

 

 

効率的な事業運営と社会から

信頼される組織づくり

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路サービスを持続的かつ効率的

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。

広域的な経済活動と安全・安心な暮らしを支える道路サービスを持続的かつ

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

 

有するインフラ

、広域的な経済活動を

では緊急輸送や円滑な救急搬送を提供することで、

、有料道路制度（道路建設

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

とで広島都市圏が

貢献することを経営理念

３つの経営コンセプトを以下のように定めます。

【経営コンセプト３】

効率的な事業運営と社会から

信頼される組織づくり

サービスを持続的かつ効率的

に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します。 

サービスを持続的かつ

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します

有するインフラであり、

広域的な経済活動を

、安全・安

、有料道路制度（道路建設

等に係る費用を借入れ、供用後に料金を徴収することによって、当該借入金の償還に充

とで広島都市圏が中国地方

貢献することを経営理念に

３つの経営コンセプトを以下のように定めます。 

【経営コンセプト３】 

効率的な事業運営と社会から

信頼される組織づくり 

サービスを持続的かつ効率的

サービスを持続的かつ

効率的に提供し、活力とにぎわいのある広島都市圏への発展に貢献します 

 

効率的な事業運営と社会から



 

 

平成

市を中心とする広島都市圏は、中国地方の中枢拠点の一つとして位置付けられ、高度な

都市機能の更なる集積を図ることなどの方針が示されています。

こうした中、都市圏での人口流動や経済活動等は中枢性を示す重要な要素であり、活

動等を支えるインフラのレベルは、地方自治体の都市経営や都市間競争にも大きな影響

を及ぼすと考えています。

広島都市圏が中枢拠点として

な整備

 

このため、

た取り組

 

 

 

広島高速道路は、活力とにぎわいのある

あることから、

り多くの方が

また、

にお客様

道路サービスを安定的に提供するよう努める必要があります。

 

このため、

サービス

提供を

 

 

 

公社

縮減等

今後

ことが予想されます

 

このため、

り組みを進め

 

【経営コンセプト２

【経営コンセプト３】

【経営コンセプト１】

平成 21 年 8

市を中心とする広島都市圏は、中国地方の中枢拠点の一つとして位置付けられ、高度な

都市機能の更なる集積を図ることなどの方針が示されています。

こうした中、都市圏での人口流動や経済活動等は中枢性を示す重要な要素であり、活

動等を支えるインフラのレベルは、地方自治体の都市経営や都市間競争にも大きな影響

を及ぼすと考えています。

広島都市圏が中枢拠点として

な整備に加え、

このため、公社では、道路サービスの

取り組みを進め

広島高速道路は、活力とにぎわいのある

あることから、

り多くの方が使いやすく安心して利用できる

また、広島高速道路

お客様から料金をいただいていることも踏まえ、

サービスを安定的に提供するよう努める必要があります。

このため、公社

サービスの提供

を目指します

公社は、平成

等、経営改善を

今後、人口減少や超高齢化

ことが予想されます

このため、公社

り組みを進め、

 

【経営コンセプト２

【経営コンセプト３】

【経営コンセプト１】

8 月に決定された

市を中心とする広島都市圏は、中国地方の中枢拠点の一つとして位置付けられ、高度な

都市機能の更なる集積を図ることなどの方針が示されています。

こうした中、都市圏での人口流動や経済活動等は中枢性を示す重要な要素であり、活

動等を支えるインフラのレベルは、地方自治体の都市経営や都市間競争にも大きな影響

を及ぼすと考えています。

広島都市圏が中枢拠点として

、適切な管理・運営を行い、活性化に

公社では、道路サービスの

進め、質の高い高速道路ネットワークの提供

広島高速道路は、活力とにぎわいのある

あることから、国土交通省や

使いやすく安心して利用できる

広島高速道路の整備に要した費用の償還に加え、

料金をいただいていることも踏まえ、

サービスを安定的に提供するよう努める必要があります。

公社では、お客様

提供に向けた取り組

目指します。 

平成 9 年度の設立

、経営改善を図りながら

人口減少や超高齢化

ことが予想されます。 

公社では、効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくりに向けた

、強固な経営基盤

  

【経営コンセプト２】 お客様に満足していただける道路サービスの提供

～安全・安心のもと、利用しやすい道路サービスの提供

【経営コンセプト３】 強固

～効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくり

【経営コンセプト１】 質の高い高速道路ネットワークの提供

～道路サービスのレベルアップと持続的かつ効率的な提供

月に決定された「中国圏広域地方計画（国土交通省）

市を中心とする広島都市圏は、中国地方の中枢拠点の一つとして位置付けられ、高度な

都市機能の更なる集積を図ることなどの方針が示されています。

こうした中、都市圏での人口流動や経済活動等は中枢性を示す重要な要素であり、活

動等を支えるインフラのレベルは、地方自治体の都市経営や都市間競争にも大きな影響

を及ぼすと考えています。 

広島都市圏が中枢拠点として中国地方の

管理・運営を行い、活性化に

公社では、道路サービスの

質の高い高速道路ネットワークの提供

広島高速道路は、活力とにぎわいのある

国土交通省や公社の設立団体である広島県及び広島市の協力を受け、よ

使いやすく安心して利用できる

整備に要した費用の償還に加え、

料金をいただいていることも踏まえ、

サービスを安定的に提供するよう努める必要があります。

お客様に対して

取り組みを進め

設立以降、厳しい社会経済情勢の中

りながら経営基盤

人口減少や超高齢化等が進行

効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくりに向けた

経営基盤の構築

 

お客様に満足していただける道路サービスの提供

～安全・安心のもと、利用しやすい道路サービスの提供

強固な経営基盤の構築

～効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくり

質の高い高速道路ネットワークの提供

～道路サービスのレベルアップと持続的かつ効率的な提供
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中国圏広域地方計画（国土交通省）

市を中心とする広島都市圏は、中国地方の中枢拠点の一つとして位置付けられ、高度な

都市機能の更なる集積を図ることなどの方針が示されています。

こうした中、都市圏での人口流動や経済活動等は中枢性を示す重要な要素であり、活

動等を支えるインフラのレベルは、地方自治体の都市経営や都市間競争にも大きな影響

中国地方の発展を牽引し続けるには、インフラの計画的

管理・運営を行い、活性化に

公社では、道路サービスのレベルアップと

質の高い高速道路ネットワークの提供

広島高速道路は、活力とにぎわいのある広島

公社の設立団体である広島県及び広島市の協力を受け、よ

使いやすく安心して利用できる道路となるよう

整備に要した費用の償還に加え、

料金をいただいていることも踏まえ、

サービスを安定的に提供するよう努める必要があります。

に対して安定的な

進め、お客様に満足していただける道路サービスの

以降、厳しい社会経済情勢の中

経営基盤の維持

進行し公社の経営

効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくりに向けた

構築を目指します。

お客様に満足していただける道路サービスの提供

～安全・安心のもと、利用しやすい道路サービスの提供

な経営基盤の構築

～効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくり

質の高い高速道路ネットワークの提供

～道路サービスのレベルアップと持続的かつ効率的な提供

中国圏広域地方計画（国土交通省）

市を中心とする広島都市圏は、中国地方の中枢拠点の一つとして位置付けられ、高度な

都市機能の更なる集積を図ることなどの方針が示されています。

こうした中、都市圏での人口流動や経済活動等は中枢性を示す重要な要素であり、活

動等を支えるインフラのレベルは、地方自治体の都市経営や都市間競争にも大きな影響

発展を牽引し続けるには、インフラの計画的

管理・運営を行い、活性化につなげていく必要があります。

レベルアップと持続的かつ効率的

質の高い高速道路ネットワークの提供

広島都市圏の発展に必要不可欠な

公社の設立団体である広島県及び広島市の協力を受け、よ

道路となるよう

整備に要した費用の償還に加え、

料金をいただいていることも踏まえ、お客様の満足度の向上を図りながら、

サービスを安定的に提供するよう努める必要があります。

安定的な安全・安心

お客様に満足していただける道路サービスの

以降、厳しい社会経済情勢の中

維持に努めてきました

の経営を取り巻く環境は一層厳しさを増

効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくりに向けた

を目指します。 

お客様に満足していただける道路サービスの提供

～安全・安心のもと、利用しやすい道路サービスの提供

な経営基盤の構築 

～効率的な事業運営と社会から信頼される組織づくり

質の高い高速道路ネットワークの提供

～道路サービスのレベルアップと持続的かつ効率的な提供

中国圏広域地方計画（国土交通省）

市を中心とする広島都市圏は、中国地方の中枢拠点の一つとして位置付けられ、高度な

都市機能の更なる集積を図ることなどの方針が示されています。 

こうした中、都市圏での人口流動や経済活動等は中枢性を示す重要な要素であり、活

動等を支えるインフラのレベルは、地方自治体の都市経営や都市間競争にも大きな影響

発展を牽引し続けるには、インフラの計画的

げていく必要があります。

持続的かつ効率的

質の高い高速道路ネットワークの提供を目指します

都市圏の発展に必要不可欠な

公社の設立団体である広島県及び広島市の協力を受け、よ

道路となるよう努める必要があります。

整備に要した費用の償還に加え、管理・運営を行っていくため

お客様の満足度の向上を図りながら、

サービスを安定的に提供するよう努める必要があります。 

安全・安心のもと、

お客様に満足していただける道路サービスの

以降、厳しい社会経済情勢の中、事業のスリム化や

きました。

を取り巻く環境は一層厳しさを増
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