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国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム 

  

第 2736回例会 平成 29年 2月 10日（金） 

◇ 点  鐘   石川 憲弘 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      歌唱 

◇ お客様紹介  

成田国際空港株式会社 

     地域共生部担当次長 関口様、空港計画部担当部長 竹村様 

 地域共生部主席 大畑様 

成田商工会議所空港委員会 河島様 

◇ ニコニコボックス 

甲田 直弘 会員：本日はメディア協議会も控えておりますのでなる

べく時間を取らないようにニコニコを控えようかと思いましたが、心

配をよそに発表者が少ない様なのでニコニコさせていただきます。本

日はＵ－シティホテルをご利用頂きありがとうございます。 

 

角田 幸弘 会員：昨年佐久間会員よりいただき成田の駅前に置かせ

ていただいておりました大きなツリーを、1 月に入りまして成田ゆめ

牧場で新しく子供たちが遊ぶ線路をひいております真ん中にシンボル

ツリーとして植えました。本日は欠席されておりますが、佐久間会員

本当にありがとうございました。これから大きくなるのが楽しみです。 

 

◇ 会長挨拶    石川 憲弘 会長 

今日は例会及びメディア協議会です。地域共生部担当

次長関口様、空港計画部担当部長竹村様、後程卓話よ

ろしくお願いいたします。そして地域共生部主席大畑

様、商工会議所空港委員会河島様出席ありがとうござ

います。今日は二つの事を皆さんにお知らせいたしま

す。先日ガバナー・ノミニー・デジグネイト諸岡靖彦

会員より理事会において、２０１９－２０年度２７９

０地区ガバナーを務めるにあたり成田クラブの総力を

結集して、地区ロータリーの全身に向けて地区奉仕並

びに地区管理の推進体制を作ることについて、クラブ理事会の決定をお願いしますという

事で５つの提案をいただきました。２月はビューホテルの例会はございませんので、５つ

の提案を今日皆様にお知らせいたします。 
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１、２０１９－２０年度地区ガバナーのホストクラブとして、全会員の指示、協力体制を

得て、地区ロータリーの課題推進のための総力を結集すること。 

２、今年度石川憲弘会長、次年度成田温会長及び神崎誠会長年度の向こう３か年度の期間

中に、全会員の参加により「ガバナー年度実行プロジェクト推進委員会」を立ち上げるこ

と。 

３、この委員会活動を進める中で、新会員のクラブへの帰属意識を高め、ロータリー運動

の意義を理解体得することによって、クラブの次世代継承の大きな流れを作ること。 

４、クラブに功労あるベテラン会員、現にクラブの運営を担う中堅会員を含めて、成田ロ

ータリークラブが地域に存在感を発揮しうる奉仕活動を実践し、地域にあって指導力ある

人材を誇る団体であることについて、改めてクラブの活性化を進める機会とすること。 

５、成田山新勝寺ならびに成田国際空港を県内有数の地域経済の発展特性を有する当地域

の中核クラブとして、第９分区各クラブ並びに課題を共有する近隣分区、更には地区内ク

ラブに対して率先して発信し、指導力を発揮するクラブを目指すこと。 

以上の５項目にわたる方向性を確認いただき、具体的な推進体制づくりについては、向こ

う３年間の会長、幹事の皆様に委ねたいと考えます。 

２０１７年 ２月 ３日 

                   ２０１９－２０年度 

                   国際ロータリー第２７９０地区 

                   ガバナー・ノミニー・デジグネイト 諸岡靖彦 

 

この諸岡ガバナー・ノミニー・デジグネイトの５項目わたる具体的な推進体制づくりにつ

いてのお願いは、ビューホテル例会時に皆様のボックスに入れておきます。 

そしてもう一つは米山奨学生世話クラブの変更についてです。米山奨学生のイーチェンさ

んは、昨年４月より世話クラブとして成田クラブで受け入れて参りましたが、当初より授

業の関係で例会への出席を調整することがありました。今般、就職活動も活発になり、一

層例会への出席も厳しくなる可能性があることから、例会の開催日が金曜日以外で、かつ

住居地からの利便性を考慮し、市川南ＲＣに世話クラブを変

更することになりました。皆様にご報告しますとともに、ご

理解いただきたいと思います。 

最後になりますが、成田出身の映画監督 ＹＵＫＩ ＳＡＩ

ＴＯ様から映画「古都」の上映に際しまして、大変お世話に

なりましたという事でお手紙とお菓子を頂きました。本日、

各テーブルにご用意させていただきました。 

 

◇ 卓話 

～～～～～成田空港の機能強化について～～～～～ 

成田国際空港株式会社 空港計画部担当部長 竹村 様 

成田ロータリークラブの皆様には日頃より成田国際空港並びに弊社に対しましてご理解

ご支援また協力いただきまして誠にありがとうございます。本日このようなご説明の機会

をいただきまして、私一同大変嬉しく思っております。私の方からは成田空港の更なる機
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能強化についてお話させていただきます。まずは本題に入る前に成田空港の機能強化は実

施する必要があるのかどうかということをお話しさせていただきます。 

 

Ｑ１ なぜ今、成田空港の機能強化を実施する必要があるのでしょうか？ 

Ａ１ アジアにおける厳しい空港問題競争にさらされる中、成長する航空需要を取り組み、

日本経済や社会を成長させると共に、周辺地域の活性化を図るためです。 

 

Ｑ２ 機能強化によって、航空機騒音の影響が大きくなるのではないでしょうか？ 

Ａ１ 騒音対策をはじめとした環境対策をしっかり行い、地

域にお住いの皆様の生活環境を守ってまいります。 

 

Ｑ３ 機能強化は私たちにとってメリットのあることなので

しょうか？ 

Ａ  周辺地域への経済波及効果、雇用創出効果、税収増な

どが期待されます。 

 

成田空港の更なる機能強化に関する調査報告について 

１．昨年 11/27 の四者協議会に於いて調査・検討を進めて行くこととされた内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 11/27 の四者協議会では、以下の案（年間発着容量を 50 万回まで拡大でき、地上

走行距離が短い案）が今後の議論のたたき台とされた。 

・第 3 滑走路の整備：案 2 

・Ｂ滑走路の延伸：北側延伸 

・夜間飛行制限の緩和：地域に与える環境への影響等と密接に関係するため他の機能

強化策と一体的に検討。 

            騒音地域の住民の理解が得られるよう、環境対策に十分配慮

した慎重かつ丁寧な検討が必要。 
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２．滑走路の具体的な位置及び空港敷地範囲の検討 

２－１）滑走路の具体的な配置検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２－２）滑走路の具体的な配置検討(横風用滑走路の計画) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Ｂ・Ｃ滑走路の具体的な配置は、下図のとおりとなる。配置の考え方は以下の通り。 

  ① Ｂ滑走路を北側へ延伸。 

  ② Ｂ滑走路の進入復行区域が、Ｃ滑走路と重複しないようにする。（両滑走路の

南北方向の離隔：3,325ｍ）  

  ③ Ｃ滑走路とＢ滑走路の間隔については、エプロンなどの諸施設の配置上、Ｃ滑

走路とＢ滑走路については、なるべく遠ざけることが望ましい。（Ｂ・Ｃ滑走

路の中心線間隔：420ｍ）   

  ④ 圏央道の整備計画と整合を図る。 

■ 横風用滑走路の（長さ 3,200ｍ）については、1960 年代に当空港を計画した際に建

設が検討され、1990 年代の成田空港問題円卓会議の会議事項に於いて、「横風用滑

走路については、平行滑走路が完成した時点であらためて地域社会に提案し、その

賛意を得て進めるのが適当」とされているものである。 

■ 現状に於いては、開港後数十年が経過し、この間に航空機の飛行性能が著しく進歩

し、成田空港の運用実績に於いても横風を含む強風などの理由で他空港へダイハー

ドした便の比率は過去 10 年間で 0.03％※と極めて少ない事から、横風用滑走路の

必要性は低くなっている。 

■ また、海外主要空港に於いても、旧来より使用してきた横風用滑走路は廃止し、よ

り効率的に運用できる平行な滑走路の建設や、敷地を有効活用した旅客ターミナル

の拡張を進めている例が多数見受けられる。 

■ 以上から、成田空港の更なる機能強化に際しては、横風用滑走路をあらためて地域

社会に提案することはせずに、当該地区をエプロンや空港所施設の施設展開用地と

して検討を進めて行く。 
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２－３）50 万回時に必要となる施設規模         ※( )航空法上の空港敷地範囲 

 

 

 

 

２－４）空港敷地範囲の検討 

 

 

 

 

 

■ 現状の施設規模等から 50 万回時に必要となる施設規模を算出すると、以下の通り

となる。 

■ 年間発着容量を 50 万回まで拡大していくためには、1,000ha 程度敷地を拡大してい

く必要がある。 

■ 空港の周囲における都市計画区域の設定状況や市街地等の状況を踏まえると、下図

の区域が空港の新たな展開候補地と考えられる。 



 6 

３．夜間飛行制限の緩和について 

３－１）夜間飛行制限に関する現在の規制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２）成田空港における現在の運用状況 

 

 

 

 

 

３－３）夜間飛行制限の緩和の必要性について 

３－４）夜間飛行制限の緩和の必要性について（政府目標） 

 

 

 

■ 現行の運航ルールは、以下のとおり定められている。 

 ① 運航可能時間は 6 時～23 時。（悪天候や安全上の理由などによる緊急事態を除く。） 

 ② ただし、22 時台は各滑走路 10 回までの便数制限を設定。（22 時台便数制限遵守の

ため、21 時台発着枠にいても自主規制を実施。）  

 ③ カーフューの弾力的運用を 23 時から 24 時までの時間帯とし、出発地空港の悪

天候など、航空会社の責めに帰すべき事由ではないと判断された場合に限り離着

陸が可能。 

 ④ なお、弾力的運用の時間帯における運航については、騒音対策・地域振興のため

に一定の料金（例：着陸料相当額）を追加徴収し、地域に還元。 

■ 2015 年度通期の航空機発着回数は 23.5 万回であり、年間発着枠 30 万回に比べて

余裕があるものの、北米との乗継便が集中する夕方のピーク時間帯(15～18 時台)

及び夜間（21～22 時台）の発着枠は既に満杯であり、航空会社のリクエストに十

分応えられていない。 

■ 政府は長引くデフレからの早期脱却と日本経済の再生に向け、アベノミクスの取り

組みのもと、ＧＤＰ600 兆円達成に向けた成長戦略の取り組みを加速。こうした中、

人口減少・少子高齢化を迎える我が国において、今後、経済発展が著しいアジアの

成長を取り込んでいくことは、成長戦略の早期実施を加速するうえで必要不可欠。 
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３－５）夜間飛行制限の緩和の必要性について（成田空港を取り巻く環境変化（カーフュ

ーの弾力的運用導入以降）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－６）アジアの主要空港における早朝／深夜時間帯の運用状況(旅客便) 

 

 

 

 

 

３－７）アジアの主要空港における早期／深夜時間帯の運用状況(貨物便) 

 

 

 

３－８）アジアの主要空港における早期／深夜時間帯の運用状況(時間帯別運用状況) 

2016 年 4 月第 2 週の合計発着回数 

 

■ アジア・北米間の直行便が増加し主要空港との競争が激化するなど、成田空港を取

り巻く環境は大きく変化。 

■ こうした中、中国などアジア諸国のビザ緩和などを背景に訪日外国人旅行者数の大

幅な増加や、本邦ＬＣＣの本格運航が始まる等成田空港に対するニーズが大きく変

化したという認識。 

■ さらに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の決定、政府による訪日外国

人の受け入れ目標の引き上げ(2030 年までの目標値を 3,000 万人から 6,000 万人に

倍増)、更に政府による農林水産物輸出額の 1 兆円への拡大など、成田空港に期待さ

れる役割はますます大きくなっていくという認識。 

■ アジア及び国内の各空港の旅客便では、全体的に早朝／深夜時間帯の需要は昼間時

間帯ほど多くはないものの、深夜は概ね 1 時台まで、早期は概ね 4 時台から一定の

フライト需要が存在する。 

■ アジアの主要空港の貨物便では、早朝／深夜時間帯に貨物便需要が集中している。 
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３－９）運航可能時間延長の考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１０）今後の運航可能時間延長について 

 

 

３－１１）夜間飛行制限の緩和による効果（訪日外国人） 

 

 

 

 

 

 

 

３－１２）夜間飛行制限の緩和による効果（ＬＣＣ） 

 

 

 

 

 

■ 将来においても航空需要に応じたダイヤ設定を可能とするため、航空会社へのヒア

リングなどに基づき、50 万回時における深夜早朝時間帯のフライトのケーススタデ

ィを行った。 

■ 他空港との競争に劣後する事なく成田空港の更なる機能強化を図っていくために

は、4：00～2：00 を運航時間とすることが理想的と考えられるが、5：00～1：00

を運航時間とすることができれば、大部分のニーズに応えることが可能となる。 

【運航可能時間延長のイメージ】 

■ 夜間飛行制限の緩和により、今後増大が見込まれるアジアからの訪日外国人旅行者

にとって利便性の高い朝到着、夜出発という旅行ニーズに応えていくことが可能と

なる。その結果、訪日外国人旅行者の滞在時間拡大に繋がり、インバウンドの増加

に寄与する。また、訪日外国人旅行者の滞在時間が拡大することで、空港周辺地域

における観光需要の喚起、消費の拡大等の効果も期待できる。 

■ 運航可能時間の延長により、ＬＣＣが成田空港に夜間に到着する、あるいは成田と

海外を夜間に一往復する等のダイヤ設定が可能となれば、旅行者にとっては、ＬＣ

Ｃによる内際接続の利便性の向上や更なる需要の喚起につながるため、成田空港の

更なる拠点化が期待される。 
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３－１３）夜間飛行制限の緩和による効果（航空貨物） 

 

 

３－１０）今後の運航可能時間延長について 

 

 

 

 

成田国際空港株式会社 地域共生部担当次長 関口様 

騒音問題に関しましては、普段丁寧に説明していくのですが、今

日は時間に制限があるので主要なところだけお話しさせていた

だきます。 

 

４．騒音コンター及び環境対策の検討 

４－１）騒音コンターの前提条件について 

（Ｂ・Ｃ滑走路の飛行コース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 首都圏経済を牽引する我が国最大の国際物流空港として更に利便性向上を求める

ニーズが高まっている中、夜間飛行制限の緩和により貨物輸送の速達性が高まり、

更なる航空輸送需要の取り込みが可能となる。これにより、空港周辺地域における

既存物流施設の活性化や新たな産業集積・物流拠点の整備等といったプラスの効果

も期待できる。 

■ 国土交通省によれば、第 3 滑走路の整備およびＢ滑走路の延伸による飛行コース

は、以下のように想定される。 

 ・ 騒音影響範囲の拡大を最小限にするため、現状と同様の直線出発・直線進入の飛

行コースを原則とする。 

 ・ Ｂ滑走路の北側に於いては、滑走路の延伸により飛行高度が低くなることが想定

される。 

 ・ Ｃ滑走路の南側に於いては、新たな滑走路がＢ滑走路の南側に建設されることに

より、現状のＢ滑走路への離着陸機に比べると、飛行する高度が低くなることが想

定される。 
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４－２）騒音コンターの前提条件にについて（騒音コンター作成の前提条件） 

 

 

 

４－３）50 万回時の騒音コンター 

 

 

成田国際空港 予測騒音コンター(50 万回) 

 

 

■ 50 万回の前提条件に基づく騒音コンターは以下のとおり。 

■ 騒音コンターの作成にあたっては、以下の前提条件をおいた。 
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５．地域との対話などについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンフレットや専用のホームページを開設しております。そちらの方で本日の資料もご確

認いただけますしパンフレットの後ろには問い合わせ専用のダイヤルも記載してあります。

皆様からのご質問に答えられるような体制をとって皆様の理解を得られるように今努力し

ているところでございます。是非皆様の方からも私どもの機能強化にご理解いただきまし

て、引き続きのご支援を賜ればと思っております。本日はありがとうございました。 

 

 メディア協議会 

 

 司会進行  長原 正夫 会員 

 会長挨拶  石川 憲弘 会長 

 乾杯   大塚  洋 会員 

 参加メディア／お客様 

朝日新聞 大津正一 様、時事通信社 石井靖子 様、読売新聞社 佐藤純 様 

千葉日報社 今井信也 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本日当社より説明させて頂いた「滑走路の具体的な位置」「空港敷地の範囲」「夜

間飛行制限の緩和」「予測騒音コンター」及び「環境対策・地域共生策の基本的考

え方」等の内容については、地域にお住いの方々の生活に多大な影響を与えること

が見込まれる。 

■ このため、国、自治体とも協力しながら、地域の皆様との双方向の対話を通じて、

地域の皆様からご理解を得ていくことが必要。 
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【朝日新聞 大津正一 様】 
機能強化について、私はＮＡＡさんがおっしゃっている通り実現した
ほうがいいと思っております。住民説明会に私も何度か行っておりま
すが、その中で第 3 滑走路を作ることと、B 滑走路の延伸については
賛成というより反対が少ないという見方が正しいのではないのかなと
思っております。夜間については反発がかなりあるように感じます。
我々が注視しているのはこれがどうなるのか。私個人的に思っている
事ですが夜間飛行の緩和を住民に説明する時、ＮＡＡさんとしてどれ
だけ本当のことを言っているのか、それがすごく気になるところです。
私がちょっと聞いた話によると、少なくとも LCC さんは夜間飛行が今
より 1 時間 2 時間延びたとしてその時間に入りますかと聞くと飛ばな
いと言っています。ではなぜ必要なのかというのが疑問になるし、もし二回転しているものを三回
転するのであればパイロットが必要です。LCC さんは今でもパイロットを回すのが大変だと言っ
ているのにどのように回していくのだろうという疑問があります。訪日外国人が日本での滞在時間
を長くできると言いますが、個人的な感覚で言うと、そんなに朝早く来て夜遅くまでいて疲れない
だろうか、そんなには長く滞在したくないのではないかと言う気もあります。 

もう一つ、貨物の件についてはおっしゃる通りだと思います。僕は貨物の部分が一番やりたいので
はないかと思っているにもかかわらず、今日の資料を見てみると小さく掲載されているだけです。
それ以外の 2 つの理由のほうが大きく載っています。住民説明会でもどうして夜間が必要なんです
かと聞かれるとその 2 つの説明が主で、貨物のことについては最初の説明の時だけです。この辺が
実際どうなのか。この辺の疑念がもっと解消されるような説明があれば歩み寄れるのではないかと
思います。あくまでもこれは個人的な意見です。 

 

【読売新聞社 佐藤 純 様】 
昨年の 12 月に成田に来たばかりで、まだ 2 ヶ月ちょっとです。日々、勉強し
ながらやらせていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

【時事通信社 石井靖子 様】 
運航時間について、24 時間と言う話も出ていますが、夜中に着いても行くと
ころがないのではないかと思います。シンガポールなどは、ナイトサファリ
などがあり遊べるし、観光する場所や開いているお店もありますが、日本で
は 24 時間のレストランも中止しようという話がでているような状態です。空
港を使いたいのは貨物ではないでしょうか。成田は内陸なので 24 時間開ける
事はどう考えても無理があると思います。私個人としては 5：00～1：00も無
理だし、まして 4：00～2：00も無理だと考えています。 

以前も申し上げましたが、空港問題には得をする地域(多額の固定資産税が入
る)、しない地域があります。そういうところに目配せをして取り持つ立場が
成田で、それを忘れてはいけないと思います。 

 
【千葉日報社 今井慎也 様】 
本日は遅れて申し訳ありませんでした。今、知事選に向けて空港問題をどう
絡めていくのかというのが成田で焦点になっていると思います。立候補者が
公約に入れたりするようなことがあれば、多少知事選が空港問題に与える影
響はあるのかなと思っています。その辺のことを注視して取材しています。 
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