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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ ロ ー タ リ ー 財 団 月 間 ～～ 
第 2537 回例会 平成 24 年 11 月 9 日（金） 

 

◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 
◇ ロ ー タ リ ー ソ ン グ   奉仕の理想 
◇ 四つ の テ ス ト   安川 篤志 会員 
◇ ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス  

斉藤 昭憲 会員： 昨日、結婚記念日でした。家に帰りましたら今まで食

べた事のないような素晴らしいステーキがゆめ牧場さんから届いており

ました。家内も大変喜びまして、夫婦の絆も一層強くなりました。ありが

とうございます。 
 
角田 幸弘 会員： たまたま例会で隣り合わせた小澤会員のお招きで、9
月 22 日、成田空港での“空の日”イベントに色々参加させて頂きました。

その時の写真も回覧させていただいております。ANA グループ社員のチ

アリーディングチーム「スーパーフライヤーズ」の方々と一緒に記念撮影

させていただいたり、 新のボーイング７８７のコックピットに乗せてい

ただいたりと楽しい時間を過させて頂きました。また来週の月曜日、ＮＨ

Ｋ千葉 “ひるどき情報千葉”に出演します。車のイベントについて夫婦

でお話をさせていただきます。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

立冬の風は、落ち葉を舞わせ哀愁を漂わせる今日この頃となりました。 
今月は、皆様ご承知の通りロータリー財団・米山記念奨学委員会月間です。 
すでに先々週は、第 2790 地区、米山記念奨学委員会より織田信幸委員、唐瑩米山記念奨

学生より卓話を頂きました。今月は設楽ロータリー財団委員長に 2013 年度から新しいプ

ログラム「 未来の 夢計画寄付金」 について卓話を頂くことになっていますが、当成田ロー

タリークラブは、第 2790 地区においてロータリー財団・米山記念奨学ともに毎年トップ

クラスの寄附を行ってきているところですが、ＤＤＦ（地区財団活動資金）を利用した奉

仕活動に生かしきれていないのが現状ではないでしょうか？

また、このシステムは、活動実施計画の前年に申請が必要とな

りますので、遠藤年度の実施計画は 2013 年 3 月までに申請し

なければ間に合わないということになりますので研究をしな

がら事業内容の骨子を固めていく必要が有る事になります。尚、

先週少し触れましたが、11 月 11 日（日）ボーイスカウト成田

第 1団への器具庫の贈呈式を行う予定になっておりますのでボ
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ーイスカウト活動内容を少し紹介いたします。 
≪ボーイスカウトの概要≫ 
英国で 1907 年にベーデン・パウエル卿によって設立され奉仕活動やキャンプなどを通

して少年を教育する法人団体で、ボーイスカウトの組織を通じ、青少年がその自発活動に

より、自らの健康を築き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、かつ、誠

実、勇気，自信および国際愛と人道主義を把握し、実践できるよう教育することをもって

目的とする。 
スカウト活動には、ビーバースカウト（幼稚園年長園児の 9 月から小学 2 年 9 月までの

児童が対象）、カブスカウト（小学 2 年 9 月から 5 年生 9 月まで）、ボーイスカウト（小

学 5 年 9 月から中学 3 年生まで）、ベンチャースカウト（中学 3 年 9 月から 20 歳未満の

青年期の男女が対象）、ローバースカウト（ボーイスカウト運動の中で 18 歳以上の青年男

女を対象とする）部門があり、それぞれの隊はそれぞれの活動目標をたて活動をしていま

す。 
≪各隊の活動目標≫ 
・ビーバースカウトの活動目標  
自然に親しませる。表現力を伸ばす。深く考える力を育てる。愛と感謝の心を育てる。 
・カブスカウトの活動目標 
自然に親しみ愛護する心を育てる。自ら考え判断し、決断する力を養う。体験を通して学

ばせる。フェアープレーの精神と正義感を養う。愛と感謝の心を育てる。 
・ボーイスカウトの活動計画 
野外活動により大自然を知る。リーダーシップを身につける。自分の特性と長所に目覚め

創造力を伸ばす。他の人に役立つ奉仕活動を行う。 
・ベンチャースカウトの活動目標 
各種の文化的及び社会的活動に参加し、自ら計画したプロジェクトを達成する。他の人々

への理解を深めるとともに、奉仕の精神を身に付け、団や他部門への協力と地域社会に対

する奉仕に努める。 
・ローバースカウトの活動目標 
高度の野外活動により、心身を鍛錬しスカウト技能を磨き奉仕能力を向上させる。 
ビーバー隊、カブ隊、ボーイ隊、またはベンチャー隊の訓練指導に協力する。地域社会へ

の認識を深め、地域の向上に貢献する。等々、地域社会、あるいは青少年育成に、特に今

年度得居ガバナーの方針である新世代奉仕の取り組みにふさわしい支援活動と考えます。 
 
◇ 地区大会個人表彰状授与 

・ロータリー米山記念奨学会 メジャードナー 
及び 30 年以上１００％出席ロータリアン  

豊田 磐 会員 
 

◇ 委員会報告 

・ ロ ー タ リ ー 財団  工藤 照淳 リ ー ダ ー  

ポールハリスフェロー／小川 賢 会員（一括）、小泉 英夫 会員（分割） 
米山記念奨学     成田 温 会員（分割） 
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◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１．会員名簿に皆様の携帯番号を載せたいと思いますので、さ

しつかえのない方は名簿を回覧しておりますので、番号の記入

をお願いいたします。 
２．ガバナー月信 11 月号 地区担当者小野塚雄様（松戸東 RC)
のメールアドレスの訂正が届いております。 
誤）  in fo@matsudoh-foods.co.jp 

正）  in fo@matsuoh-foods.co.jp 

３．成田コスモポリタンロータリークラブ、富里ロータリークラブより例会変更のお知ら

せが届いております 
４．白井ロータリークラブより例会場、日時変更のお知らせが届いております 
 

◇ 卓話      

「成田国際空港の現状と今後の取組み」 
高橋 か し わ  会員 

（ 成田空港株式会社 取締役兼常務執行役員）  

 7 月 27 日に入会しまして、あっという間に、3 ヶ月

が経ってしまいました。その間、多くの方にいろいろ

教えて頂き、幾つかの行事にも参加させていただきま

した。 

本日は、初めての卓話ということで、ずっと何をお

話しようか困っておりましたが、先週のご案内で、

初は自分の事業のＰＲでよろしいとのお話もございま

して、ホッとしました。 

今日は私の仕事を通しまして、「成田国際空港の現

状と今後の取組み」につきまして、お話させて頂きま

す。また、皆様には日頃から、成田空港につきまして

は、本当に幅広くご協力を頂いており、改めまして、感謝申し上げます。 

現在、私どもの 大の目標は、地域の皆様に合意を頂いている、空港容量 30万回への拡

大の実現を目指して、進めております。 

若干、過去を振り返りまして、成田空港が今日までどのように変化してきたかを含めて

お話します。 

 

◎成田空港の生い立ち 

 【首都圏空港のスタート】 

戦後復興後、羽田空港が民間空港として日本に返還されたのは、S33,6（1958 年）でし

たが、日本経済のすさましい発展に伴う、需要の増加、ジェツト時代へ変化してきたこと

もあり、羽田の拡張も限界にあり、首都圏第 2空港の整備が計画された。 

 【運輸省のマスタープラン】 

昭和 38 年（1963 年）ころの資料には、SST 就航の予測した、新空港の形が示されており、

4000m2 本、2500m2 本、3600m1 本、敷地面積 2300ha の図が描かれていた。その後、政府に

より富里空港案が浮上するが同時に地元の反対運動も激しくなったことから、急遽、三里

塚に建設することを決定、現在に至る成田空港反対問題が始まったわけである。 

 いま、当時のマスタープランをみますと、現在の形は丁度斜めに切った形に思えます。 
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【公団設立から現在まで】 

新空港は公団方式が取られ、設立されたのは S41（1966 年）7 月に虎ノ門に設置されま

した。    

 私は、その 6 年後の昭和 47 年（1972 年）4 月に入りまして、この 40 年になりますが、

総務、経理、経営、事業関係とわりと多くの部署を経験してきましたが、地域の関係では

周辺対策部でテレビ電波対策の仕事を 1 年担当しまして、成田などのテレビ局の設置準備

のため、市役所と東京のテレビ局を相当、往復した記憶がございます。その対策もデジタ

ル放送への転換で今は必要がなくなり、当時は想像もしておりませんでしたが、全く世の

中も変わってしまったなと思いました。 

 

◎開港後の主な動き・・・いくつかのイベントを乗り越えて 

 昭和 44 年 9 月に着工、入社した 47 年位にターミナルビルなど、ほとんどの施設が形を

なしてきましたが、まだ、空港としての姿には程遠い状況でした。施設完成後も開港まで

の道程は長く、開港を迎えたのは S53（1978 年）5月、1期施設としての運用が始まりまし

た。その後は、昭和 61年（1985 年）11 月 26 日二期工事に着手 その後 

1992,12, 6（H 4) 第２PTB 供用  

2002, 4,18（H14） 暫定平行滑走路供用  

2004, 4, 1（H16） 民営化（株式会社化） 新東京国際空港から成田空港へ 

2006, 6, 2（H18) 第１PTB ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ  

2009,10,22（H21） 平行滑走路 2500m 化  

現在に至っています。 

 

◎開港時と現在の需要状況比較 

・開港から 1983 年（S58）頃   

発着回数の伸びは少ないが旅客数は順調に伸びていた。1983 年 8 月 8日まで航空燃料を列

車で運んでおりましたが、この時期やっと本格パイプラインの供用が開始された。 

・その後 1990 年頃（H2）まで   

発着回数、旅客数とも全般的に伸びていた。 

・1990 年から 2000(H12)年頃まで   

発着回数は限界の状況で、旅客数だけは伸びていた。大型機全盛の時期でありました。 

・2002 年（H14）   

暫定平行滑走路供用・・2001 年の 9,11 以降の需要減少を一気に回復、中国線の増便等で

需要が増加した。 

・2003 年頃 ｲﾗｸ戦争,SARS・・・需要が減少 

・2008 年から 世界的な経済危機・・・再び減少が生じた。 

・2011 年 3,11 東日本大地震及び福島第一原子力発電所事故 

・2012,9 尖閣列島、竹島問題  

 このように、日本並びに世界的におおきな変化の波を受けてきましたが、成田空港は、

今、航空の世界における新たな変化の波にも立ち向かって行かなければならないと考えて

おります。 

 

◎新たな変化の時代へ 

 2010 年（H22）8,31  日本航空会社更生計画案提出 

空港の運営会社は、ほとんど装置産業であり、施設を作り、ユーザーである航空会社さん

にいかに効率よく利用していただくかによって成り立っておりますので、大きな減便や施

設の返還は、他の事業に転用が聞かないことから、収益が減り、コストだけが生じること
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から、大きなダメージとなりました。 

 2010 年（H22）10,13 成田空港四者協、30万回に係る確認書締結・・・容量拡大（地域

と空港） 

 しかしながら、成田空港においては、現在の基本的な施設規模で地域のご理解を得て、

空港の容量拡大が可能なこととなり、さらなる国際航空ネットワークの拡充が可能となり

ました。成田の発展に貴重なことであり、地域の皆様のご支援に感謝いたしております。   

2010 年（H22）10,21 羽田空港の一部国際化・・・4 本目の滑走路供用・・・さらなる

羽田増便 

 一方、羽田空港では首都圏航空需要の増加に対応すべく、過去においては不可能と言わ

れていた 4 本目の滑走路が完成し、今までもチャータ便で近距離の国際線は飛んでおりま

したが、定期便としての国際化が再開しました。 

2010 年（H22）10,25 日米オープンスカイ協定締結合意・・・自由化 

 羽田、成田の容量拡大が具体化してきたことから、首都圏空港を含むオープンスカイ（空

の自由化）を多くの国と合意してきました。 

 この 10月 11 日にはスカンジナビア 3国と合意し、22カ国と締結しております。これに

より、成田空港については、2013 年の 27 万回のタイミングで航空会社が路線や便数を自

由に決められることから、新規の都市への就航や増便を期待しているところです。  

2011 年（H23）10,30 スカイマーク 成田就航 国内線増加・・容量拡大（地域と空港）

「成田シャトル」と銘打って低廉な運賃で就航、成田の国内線の増便や路線の拡大がスタ

ートした。同社の成田での新たな展開と、2014 年には（11 月 9 日に同社から 2014 年就航

との発表がありました。）、A380 を導入し、国際線の就航も予定されております。 

 翌年 3月には全日空の新潟線も就航した。  

2011 年（H23） 3,21  全日空 B747-400 ﾗｽﾄﾌﾗｲﾄ・・・機材の更新と小型化 

2011 年（H23）10,26  全日空 B787 就航（羽田）・・・ 同上 

2012 年（H24） ４月  日本航空ボストン線 B787 就航 

 成田は開港以来、容量が制約されていたこともあり、ジャンボを中心とした大型機中心

の空港でありましたが、近年、燃料効率の改善や新型機の開発などにより、需要に対応し

た航空機への入れ替えが目立ち、小型化傾向にあります。 

ジャンボも本邦航空から消え、LCC の就航もあり、A320 や B737 などの小型機の姿が多く

なって来ました。 

一方で、当社の経営を支えてきた、着陸料収入も、容量の増加により、本来であれば、

発着回数の伸びに応じて増加するところではありますが、近年小型化が進み、収益の増加

はそれほど望めなくなってきております。非航空収入の増加など新たな収益確保を求めら

れております。 

2012 年（H24）7月～8月 本邦 LCC2 社成田国内線就航・・・容量拡大（地域と空港） 

 成田を拠点とする LCC が就航、新たな航空時代が幕開けしました。 

 

◎成田空港の現状 

 成田空港も、このような変化に対応しながら、どのように取り組んでゆくのか、お話さ

せて頂きたいと思います。 

 まず、 近の状況として、震災後の状況について、ですが、昨年 3 月に発生した震災及

び原発事故後、成田空港を利用されるお客様は、大幅に減少しておりましたが、現在はほ

ぼ回復し、今年 8月には 5年ぶりに過去 高を記録しております。 

しかしながら、尖閣諸島問題による日中関係悪化が再び発生し、今回は長期化に伴い、

お客様の数、発着回数ともに影響が拡大しつつある現状であります。 

 ９月には中国線のお客様は、前年同月比９０％でしたが、先月10月につきましては、速 
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報ではありますが、状況は9月より悪化しております。お客様の数につきましても、対前年

約70％となっています。 

一昨年、9月の尖閣諸島問題の際には、2ヶ月後の11月の中国線のお客様の数は、20％減

でしたので、その時よりも今回はかなり影響が大きいと見ています。 

その影響の規模や収束する目途を見通すことは困難ではありますが、今後の状況を注視

して参るとともに、なるべく早期に事態が収束してくれればと願っております。 

 

そのような中、１０月２８日からスタートした冬ダイヤにおいては、総発着回数、国内

線発着回数、乗り入れ航空会社、就航都市数において過去 高を記録致しました。 

 総発着回数が週４，１４０回、日平均５９１回、国内線発着回数は週８１０回、日平均

８２回、乗り入れ航空会社は７９社、就航都市数は海外９９都市、国内１２都市合計１１

１都市であります。 

このうち、総発着回数、国内線発着回数が、過去 高を達成した大きな理由は、本邦LCC

２社の就航がございます。 

7月にジェットスター・ジャパン、8月にエアアジア・ジャパンといった本邦LCC2社が国

内線に新規就航致しました。本年の冬ダイヤと昨年の冬ダイヤと比較致しますと、国内線

発着回数は、週間で３４８回増加しており、このうちの約７０％がこの２社の就航に伴う

ものです。 

また、国際線では、冬ダイヤからは、シンガポールを拠点とするLCC、スクートが新規就

航するとともに、エアアジア・ジャパンが初の国際線として、仁川線の運航を開始、さら

に今月28日には、釜山線の就航を予定しております。   

今後、ジェットスター・ジャパンも国際線を就航させることを公表しており、成田空港

において、国際線でも、今後LCCがその存在感を増してくることと思います。 

 

一方、冬ダイヤの中には、フルサービスエアラインである日本航空さんのサンディエゴ

線、ヘルシンキ線、全日本空輸さんのサンノゼ線等が就航予定であり、フルサービスエア

ラインによる国際ネットワークもますます充実してまいります。 

このように、国際線、国内線において、ますますフルサービスキャリア・LCCともに成田

空港の強みであります、ネットワークが充実することで、利便性が高まり、更なるお客様

サービスの向上に繋がるものと期待しております。 

 

以上のように、現在、成田空港は順調に成長を続けておりますが、2010年10月に羽田空

港が再国際化し、2014年春には昼間の国際線の発着枠が更に3万回増えてトータル9万回に

なります。 

一部の外国航空会社は羽田への移転を計画しているとの報道もあり、もちろん、成田に

もこの影響が懸念されております。 

 当然、首都圏全体としてみれば、羽田や成田だけでは、将来の需要に対応できないこと

はわかりますので、これからは、成田としても強みを生かして、国際ネットワークを拡充

して行かなければなりません。さらに、韓国ソウルの仁川空港などアジアの巨大空港がハ

ブ化を進めるなど、空港間競争が激化しています。国際的には羽田と連携をとって、外国

のハブ空港と競合していくことも考えて行かなければなりません。 

 

そこで、成田空港の強みは、何といっても世界99都市へと繋がるバランスのとれた豊富

な国際ネットワークです。特に、東アジアと北米を結ぶ結節点として重要な役割を果たし

ており、今後もこれらのネットワークをさらに強化していきたいと思っています。 
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また、3大アライアンスがバランス良く就航していることも強みの1つです。世界には全

日空さんやユナイテッド航空さんなどが加盟する「スターアライアンス」、日本航空さん

やアメリカン航空さんなどが加盟する「ワンワールド」、デルタ航空さんやエールフラン

スさんなどが加盟する「スカイチーム」といった航空会社の大規模な提携グループ、航空

連合が３つあります。 

成田空港は、その３大アライアンスが、ターミナル毎に集約され、バランス良く就航し

ているのも特徴であり、乗り継ぎなど、お客様や航空会社にとって利便性の高い空港であ

ると感じています。 

 

2011年10月には駐機場の増設や同時平行離着陸方式の導入により、空港容量が22万回か

ら23.5万回へ、そして2012年3月には、25万回へ拡大したところです。 

現在は、2013年3月末の空港容量27万回化に向けて、誘導路や駐機場の整備を実施してお

りますが、そのタイミングにあわせて、オープンスカイ(空の自由化)が成田空港にも適用

され、成田空港への新規参入・増便が見込まれております。 

そして、 速で2014年度末までに、30万回対応の施設整備を実施していきたいと考えて

います。 

 

私どもは、こうした大きな変化をチャンスと捉え、オープンスカイに対応した新規路線

誘致やネットワーク拡充に向けた取り組みとして、航空会社さんからも要望がございます、

就航路線などに対するマーケットサポート（NAAが航空会社さんや鉄道会社さんと共同でキ

ャンパーンを行うこととしている）の充実など、新規路線就航や増便に対してインセンテ

ィブについても検討したいと考えております 

さて、ここでLCC（格安航空）について少しお話したいと思います。 

もう、ご利用になられた方も多いと思いますが、国内線のLCCにつきましては、7月、8

月の就航直後より、その欠航問題が取り沙汰されておりますが、航空会社の運航ダイヤの

前倒しなどの対策により、10月に入り、欠航頻度が減少傾向にあります。 

当社としても、今後より一層、航空会社と効率的な運航に関する意見交換や情報交換等

を行い、効率的な運用及びお客様サービスの向上にむけ、関係者とともに努力していく所

存です。 

また、当社も、運用効率性の向上の為に、空港内の地上移動の効率化やＢ滑走路の離陸

について、国と連携を図り、取り組みを進めているところです。 

さらに、LCCのビジネスモデルに合致した効率的な運用を実現するため、既存ターミナル

から独立した、国内・国際線で運用する低廉でLCCのニーズにあった専用ターミナルを2014

年度中の完成を目指して整備し、LCCの誘致・成長をサポートしてまいります。 

LCC専用ターミナル完成までの間につきましても、LCC向けの施設と致しまして、第２旅

客ターミナルビルの南側、北側に暫定国内線施設を設置致しました。これらの施設により、

お客様には、少しでも快適に空港での滞在時間をお過ごし頂ければと思います。 

アクセスの価格についても問題がありましたが、東京、成田空港間におきまして、すで

に１０００円バスが運行を始めており、ダイヤも増やして、お客様の選択肢も増えており

ます。 

LCC関連以外の施設について、第１旅客ターミナルビルの南ウイングは、北ウイングや第

2旅客ターミナルビルと比べても混雑している状況でございますが、特に全日空さんを中心

にご迷惑をお掛けしているところですが、30万回に向けた今後の発着容量拡大に伴い、更

なる混雑が予想されており、これに対処するべく、南ウイングの国際線出発系施設では手

荷物荷捌エリアの拡張を行うとともに、到着系施設ではバゲージクレームの増設、並びに

CIQエリアの拡張を行う検討を進めております。 
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後になりますが、地域の皆様から、いろいろなご提案やご希望を頂いております。 

そのひとつ、千葉県「グレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議」が開かれ、提言の中

で様々な方策を頂戴いたしました。 

空港入場検問のノンストップゲート化につきましては、各ゲートで入場者の快適性向上

のため、警備環境（例えば人的警備から機械警備への移行など）を整えるなど、警備の質

を確保したうえで、人も車両も停止することなく空港内にスムーズに入場していただくこ

とと理解しております。 

このため、空港とお客様の安全が 大の使命である当社としては、安全な空港運営を維

持していくことを前提として、ノンストップゲート化に向けて関係機関と協議を進めてい

きたいと考えております。 

 

また、同じくグレード・アップ『ナリタ』活用戦略会議にて、住民生活への影響など環

境に十分配慮しつつ検討すべき課題として位置づけられた、カーフューの取扱いについて

は、ＬＣＣや経済団体等からは欠航等が多発しているため、成田空港の門限をもう少し弾

力化できないかという動きも出てきております。 

当社としては、30万回対応の地域との約束をきちんと進めることが大切だと認識してお

り、この問題につきましては、地域の皆様のご理解を得ることを前提に、国、千葉県、関

係団体ともご相談しながら勉強してまいりたいと考えております。 

 

以上、本日、お話致しましたように、現在の成田空港は、厳しい空港間競争の荒波の中

におりますが、今後も引き続き、地域の皆様のご理解とご協力を賜り、頂いた３０万回化

を 大限に活用して、地域の皆様との信頼関係を大切にしながら、地域の皆様の発展に少

しでも貢献できるよう努力してまいりたいと考えておりますので、今後とも何卒宜しくお

願い申し上げます。 

 
◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 
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