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2022年の新年を迎え、ここに謹んでお慶び申し上

げます。

さて、わが国の航空は、国際旅客に関する限り、過去丸

2年にわたって、ほぼ鎖国に近い状態が続いてきました。

感染状況が落ち着き、制限が少しずつ緩和され、これ

から本格的な需要の回復に向けてどういうステップを

踏んでいくべきか、議論が進み始めたところで、新しい

変異株の発見、感染再拡大などで、また元の鎖国状態

に戻る。そうしたことの繰り返しですが、過去のパンデ

ミックの例を見ても、必ずいつかは終息し、以前と全く

同じでないにせよ、再び日常は帰ってきます。私たちは、

先を見据え、今後待ち受ける様々な課題について必要

な検討を怠ることはできません。

昨年11月、国際空港評議会（ACI）の世界総会がメ

キシコで開催され、ちょうど奇跡的に入国制限が少し

緩和されていた時期だったこともあり、世界役員の一

人として出席してまいりました。

総会では、世界各国から多数の参加があり、空港事

業者に共通の課題が熱心に話し合われましたが、大き

な課題は3つでした。

1つ目はもちろん、水際対策が空港運営に与える影

響です。各国の入国制限措置には、科学的根拠が明ら

かでない過剰な制限の例も散見されます。さらに、出入

国の際に要求されるワクチン接種証明、PCR検査陰性

証明その他の書類も、各国で要件や様式が統一されて

おらず、空港での確認手続きに多くの時間がかかりま

す。こうしたことが、需要の回復、空港処理能力に負の

影響を与えると考えられます。リスクに応じた科学的合

理的制限、デジタル技術を用いた国際的に相互運用可

能な手続きなどを導入すべきとの切実な声が、大多数

の関係者から上がっていました。

2つ目は、空港の脱炭素化です。航空業界全体が、

CO2排出量削減に取り組まなければ存続さえ危ぶまれ

る状況にあって、最大の排出源である航空機の技術開

発の方向性、空港における脱炭素化の選択肢と投資

ニーズ、途上国空港に対する支援などに関心が集まっ

ていました。その中で、ある航空機メーカーの技術者

が、電動航空機や水素航空機の開発も進むが、既存の

技術が活用できるSAF（持続可能な航空燃料）による

運航が20年後、30年後においても多くのシェアを占め

るだろう、と予測していたのが印象に残りました。

そして3つ目が、空港料金のあり方です。空港にとっ

ては、足元でもコロナ対策やセキュリティ確保などにか

なりの投資を行っています。また、特に空港内の消費エ

ネルギーを脱化石燃料化していくために、今後巨額の

資金ニーズが発生します。それらに加えて、コロナ後の

世界市場における需要の回復、再成長や、新しい技術

に対応した設備投資計画が各国で目白押しです。これ

らにかかるコストを関係者間でどのように分担してい

くのか、空港料金にどう反映させるのか、料金規制はど

うあるべきか、意見を交わす空港経営者たちの目は皆

真剣でした。

NAAは、成田空港が引き続き国の水際対策の最前

線として機能できるよう、役割をしっかり果たしてまい

ります。その上で、空港運営を取り巻く様々な課題につ

いて、短期、中期、長期、いずれの観点からも、必要な施

策に積極的に取り組み、持続可能な空港の実現を目指

してまいります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

新春ご挨拶
2022 Happy New Year

田村 明比古

成田国際空港株式会社
代表取締役社長

AKIHIKO TAMURA

期待される効果
　1号桟橋は波風が穏やかな内港側に建設されており、安定的な
航空燃料の受け入れが期待できる。また、2系統同時揚油方式を採
用していることから、それぞれ1系統揚油しかできない4号、5号と
比べて揚油時間を短縮でき、1日当たりの着桟回数を増やすことが
可能となる。着桟可能数が増えたことにより、成田空港の更なる機
能強化による航空機発着回数の増加に対応できる設備が整った。
　また、大型タンカーを安定的に受け入れられるようになったこと
は、SAF（持続可能な航空燃料）の導入を進めるうえでも有用と考
える。それは、SAFが既存燃料より高価であることから小ロットで
の輸入は効率が悪く、今後、大型タンカーによる輸送が主流になる
と予想されるからである。
　1号桟橋の供用開始により、6,000トン級のタンカーが着桟可
能になり、揚油能力は従来の約1.4倍の年間900万kLとなった。
より大型のタンカーも受け入れられるよう、航空会社とも連携し
ながら設備の拡充を進め、SAFの導入、ひいては持続可能な空港
運用の推進に努めたいと考えている。

今後の課題
　本プロジェクトは当初、7年で完成する見込みであった。約10
年を要した原因のひとつは、護岸の耐震補強工事の施工不良に
よる工事の一時中断であるが、30年ぶりの桟橋の整備であり、前
回整備の経験者もいなかったことから諸手続きに手間取ったり、
時間を要したりする場面もあった。
　これまでの空港建設・運営の経験より、NAAには空港関連施
設に関する施工の知識・技術は十分にあると自負している。しか
し、プロジェクトを進めるにあたり護岸工事、港湾工事に関する
知識が不足している部分を感じるところがあった。今後の設備拡
充にあたっては、港湾関係に精通した人材の確保も必要かと考
えている。
　一方で、千葉港頭石油ターミナルがある埋立地は千葉県の所
有であり、大規模な工事を実施する際には周囲の企業との連携
も必要になってくるだろう。今後は国や千葉県にも働きかけ、重
要なインフラである成田空港の安定運用、持続可能な発展に向
けて、さらなる設備の拡充を進めたい。

千葉港頭石油ターミナルの
1号桟橋プロジェクトにおける
期待される効果と今後の課題について
NAAは2021年11月12日、千葉港頭石油ターミナルにて新桟橋の供用を開始した。
天候に左右されず、大型タンカーが着桟できる設備を整えることで、安定的、かつ持続
可能な空港運用を目指していく。

成田国際空港株式会社
給油事業部 田代 敏雄 部長

1号桟橋全景

プロジェクト概要
　海上輸送されてくる航空燃料をタンカーから荷揚げし、成田空港まで送るパ
イプラインの出発基地である千葉港頭石油ターミナルは成田空港の安定運用
の要である。これまでは2号、3号、4号、5号の計4桟橋で運用してきたが、大型タ
ンカーが着桟できるのは外港の4号、5号桟橋のみで、特に波風が強まる冬季に
は着桟できないケースもあり課題となっていた。
　また、2011年の東日本大震災を受けて、液状化の恐れがある護岸の耐震補
強も課題となった。今後発生が予測されている大規模直下型地震発生時でも、
損壊することなく、短期間で運用を再開できる桟橋の整備は不可欠だった。
　耐震補強工事の施工不良による工事の一時中断もあり、約10年の歳月を経
てこの度ようやく完成した。
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タンカー接岸確認状況（試運転）
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みんなで取り組むSDGs  成田空港の持続可能な発展を目指して

騒防法に基づく防音工事助成と、NAA独自の周辺対策交付金の交付

　周辺対策交付金についても、更なる機能強化実施に伴い制度
の見直しを図り、これまでの発着実績から発着容量を50万回と
して算出した数値を用いる算定方法に改められ、交付総額を
2020年度より引き上げた。さらに「地域振興枠」を設け、騒音下

に係る市町に交付する制度を新たに導入。これまで使途対象外
であった「教育・医療・社会福祉」等にも活用できるよう、使い勝
手を良くすることで、一層の周辺地域振興、住みよいまちづくり
への貢献を目指していく。

成田空港周辺地域共生財団を設立し、法律の枠を超えて住民の声に対応

1.発着容量50万回に基づく騒音区域の見直し

　1997年、成田空港と周辺地域との共生の実現、および成田空港
周辺地域の発展に寄与することを目的として、成田市・富里市・山
武市・芝山町・多古町・横芝光町・千葉県とともに成田空港周辺地
域共生財団を設立。法律の枠を超え、騒音対策区域外の実態に即
した隣接区域住宅防音工事等を開始した。
　現在、ＮＡＡが実施する防音工事に加え、内窓設置工事・拡充工
事等のよりきめ細かな防音工事助成を実施している。

　成田空港においては、さまざまな環境対策を実施していますが、「更な
る機能強化」を進めていく中で、特に取り組みを強化した「防音工事助
成」と「周辺対策交付金制度」を今回ご紹介しました。内陸空港である成
田空港は、環境対策をしっかりと行っていくことが、地域の皆さまとの信
頼関係を構築する第一歩であると考えており、その積み重ねが「更なる
機能強化」へのご理解につながるものと考えております。

　また、地域との共生・共栄には生活環境の保全につながる環境対策と
共に、地域の振興に寄与し、地域へ貢献できる成田空港であらねばとも
考えております。空港の発展と地域の発展が好循環してこそ、地域の皆
さまから「空港があって良かった」と感じていただけると思います。その
ためにも、「空港づくりは地域づくり」という理念のもと、日々努力して参
ります。

地域共生部 榎本次長より

・居住人数分の寝室に内窓などを設置
・内窓を設置しようとする寝室の壁・天井の工事が
  省略されている場合は、補完工事を実施

内窓設置工事の一例

■ 成田国際空港周辺対策交付金交付状況（年度）

3.周辺対策交付金の充実

■ 周辺対策交付金「地域振興枠」の使途（例）2020年度末時点（単位：億円）

※①交付対象自治体　千葉県、成田市、富里市、香取市、山武市、神崎町、多古町、芝山町、横芝光町、
　　茨城県、稲敷市、河内町
   ②各年度別に百万円未満を切り捨てているので、計は一致しない。

区分     　　　　　
1978～
2015 2016 2017 2018 2019 2020 計

交付額

年度

1172.8 41.6 41.9 42.7 43.5 71.1 1414.0

● 学校給食の無償化
● スクールバスの運行
● 子ども医療費無償化
● 地域イベント等補助金
● 移住・定住促進

施工前 施工中 施工後

これまでの環境対策の取り組み

更なる機能強化に伴う環境対策の取り組みの強化

防音工事は基本的に住宅の開口部（窓、はき出し、出入り口）の建具に防
音アルミサッシ、防音アルミドア等を使用して防音する。その他に防音工
事を実施する住宅には、空気調和機器（冷暖暖房機、換気扇、レンジフー
ド）を設置する。

防音工事の概要

　NAAによる防音工事助成については、「公共用飛行場周辺にお
ける航空機騒音による障害の防止等に関する法律（騒防法）」に
基づいて対策を行っている。
　成田空港周辺での防音工事助成は、全国に先駆けて1971年か
ら千葉県の協力を得て実施していた。その後、1974年の騒防法
改正により、各室ごとの住宅防音工事の実施が制度化され、成田
空港を含め全国の特定飛行場でも実施されることとなった。
　しかし成田空港周辺の住宅の多くは開放的な農村型住宅であ
るため、各室ごとの防音工事は合理的・効果的ではなく、1978年、
ＮＡＡは全国に先駆け全室を防音工事する工法による方針を決
定し、現在に至っている。
　また、成田空港では空港の円滑な運営を図るため、県・周辺市
町に対し、航空機の騒音等により生ずる障害の防止及び空港周
辺の整備等空港周辺対策の費用にあてるものとして成田国際空
港周辺対策交付金（以下、「周辺対策交付金」という）を1978年

の開港以降毎年交付している。
　もともと日本全国の空港が所在する自治体に対しては、国から
地方譲与税のひとつとして航空機燃料譲与税が交付されていた
が、国内線の発着実績に応じて交付する制度となっていたため、
航空機燃料譲与税に相当するものとして、成田空港では、国際線
の運航実績に基づき算出する周辺対策交付金制度が作られた。
　周辺対策交付金は、交付対象となる県・周辺市町が実施する
事業において、主に騒音対策や空港周辺に係る道路などのイン
フラ整備の費用に対し使われている。

新たに指定された
第一種区域

新たに指定された
第一種区域

旧第一種区域
白抜き部分 都市計画決定
（航空機騒音障害防止地区） 第一種区域から

指定解除された区域

C滑走路の新設、B滑走路の延伸により大きく空港の姿が変わることから、新たな騒音影響の拡大が見込まれる。
そのため、騒防法に基づく騒音区域の見直しを行なった。

※都市計画決定前に航空機騒音障害防止地区内に所在する家屋に対しては防音工事助成を実施している

旧第一種区域

B滑走路延伸

A滑走路

C滑走路新設

防音工事対象戸数
旧対象戸数 新対象戸数
5,472戸 12,591戸

7,119戸増加

「更なる機能強化」に伴う防音工事助成 ・周辺対策交付金制度の充実

深夜早朝対策である内窓設置工事による防音効果を
体験してもらうため、成田市と芝山町に内窓効果体験
住宅を設置。（写真は成田市内窓効果体験住宅）

【内窓効果体験住宅】

深夜早朝対策

夜間飛行制限の変更に伴い、既存の防音工事と合わせて、寝室に内窓設置工事を実
施。また、壁・天井の工事が実施されていない場合は補完工事も実施することとした。

防音工事内容の充実

周辺地域の生活環境の変化や高齢化する地域社会に寄り添うため、1人世帯の防音工
事の限度額の柔軟化等、以下３つの充実化策を騒防法第１種区域にて実施している。

● 1人世帯の防音工事限度額柔軟化
複数の部屋がある住宅に1人住まいをしている場合、離れて暮らす子や孫が帰省され
るような事情を考慮し、1人世帯については、別の敷地に居住する直系卑属2親等内の
血族（子や孫）がいることを公的な機関が発行する証明書（戸籍等）により確認できる
場合には、2人世帯とみなし、防音工事の限度額等を引き上げることとした。

● ペアガラスの助成
これまでは一部自己負担金が生じることがあったペアガラスについて、標準仕様に準
ずる仕様として、市販防音サッシおよびペアガラスの合計額に対して、特殊防音サッシ
および単板ガラス代金の合計額を超えない範囲内で助成することとした。

● 浴室・洗面所・トイレの外郭防音化
これまで浴室・洗面所・トイレは外郭防音工事をせず、入り口の建具を防音化する工事
を実施してきた。しかし近年の住宅や生活環境の変化に合わせて、建具の防音化より
も外郭防音化の方が合理的である場合は、限度額の範囲内で施工できることとした。

2.生活環境の変化に即した住宅防音工事の実施

　NAAは、成田空港の年間発着容量を現状の30万回から50万回まで拡大することができるC滑走路の新設、B滑走路

の延伸、夜間飛行制限の変更といった「更なる機能強化」に取り組んでいる。今後の空港の発展は周辺地域の活性化につ

ながる一方、生活環境にも影響を与えることから防音工事助成、周辺対策交付金などの環境対策の充実を図っている。
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き出入国制限や
厳しい検疫体制が世界的に敷かれている。日本国内においても、緊
急事態宣言やまん延防止等重点措置がたびたび発出され、依然と
して航空機発着回数および航空旅客数がコロナ禍前の水準に戻る
には厳しい環境にある。その一方で、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催や、本邦LCC各社による夏季需要に対
応する復便もあり、航空取扱量が増加。営業収益は前年同期の332
億円から68億円増収の400億円となり、2期ぶりの増収となった。
　長期化する厳しい経営環境を受け、NAAグループでは空港の安
全と安定運用を大前提に運用効率化を図るなど、前期から継続し
て最大限のコスト削減に努めている。
　また、航空会社やテナントなど空港関連事業者に対しては、航空
機の運航や店舗運営が継続できるよう、引き続き各種料金の減免
措置を実施している。

　本年度5月27日に発表した今期航空取扱量見通しは、世界各国
の感染状況やワクチン接種の進捗、およびこれらを踏まえた出入
国制限の緩和時期により、大きく左右されることを前提に想定して
いた。足元の状況は、前回発表時に想定していた外部環境から大
きな変化がない。一方で今後については、いまだ国際的な出入国
制限の緩和状況など不確定要因が多く、先行きが不透明であるこ
とから、航空取扱量見通しおよび業績予想については当初の見通
しを据え置くこととした。

▶土屋伸一 財務部長より
　ご案内の通り、今期の中間連結決算は、2期連続の中間純損失を計上
する結果となりました。また、通期業績予想についても2期連続の損失を
予想しておりますが、新型コロナウイルスの感染状況も減少傾向を示し

ており、行動制限も緩和し始めるなど、明るい兆しも見えています。ただ
し、依然NAAグループを取り巻く厳しい経営環境には変わりないことか
ら、前期より行っている空港の安全・安定運用を大前提としたコスト削
減を進め、業績改善に努めてまいります。

営業収益が2期ぶりの増収

2021年度NAAグループ中間連結決算概要

2021年度連結業績予想

セグメント別損益の状況厳しい経営環境の中、業績が改善

リテール事業
　航空旅客数の増加に加え、東京2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の開催期間中に売り上げが増加し

たことなどから、子会社が運営する直営店舗の物販・飲食

収入は前年同期比18.1%増の20億円、構内営業料収入

は前年同期比29.7%増の8億円。営業収益は前年同期比

14.1%増の41億円、営業損失は40億円。

施設貸付事業
　新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に伴う新規

貸付等により建物貸付料収入等が増収となったことなど

から、営業収益は前年同期比22.1%増の148億円、営業

利益は前年同期比46.6%増の74億円。

空港運営事業
　航空機発着回数および航空旅客数がともに増加したこ

となどから、空港使用料収入は前年同期比10.7%増の

104億円、旅客施設使用料収入は前年同期比96.8%増の

16億円。営業収益は前年同期比22.9%増の195億円、営

業損失は255億円。

鉄道事業
　線路使用料収入等に変化がないことから、営業収益は

14億円、営業利益は3億円と前年同期並み。

●航空取扱量

※1 外部顧客に対する売上高  ※2 親会社株主に帰属する中間純利益
※単位未満は切り捨てて表示

セグメント別決算概要 ● （単位：億円）

※単位未満は四捨五入で表示

2021年度 増減

実績 実績 数量 ％

6.5 1.7

5.0 1.2

1.5 0.5

262 126

93 42

168 84

128 40

2020年度

中間期(4月1日～9月30日)

4.8

3.8

1.0

136

52

84

89

134.5

130.6

149.3

192.6

181.3

199.5

144.5

区分

航空機発着回数（万回）

国際線

国内線

航空旅客数（万人）

国際線

国内線

国際航空貨物量（万トン）

2021年度
中間期(4月1日～9月30日)

増減
実績 金額 ％
400 68 120.6
195 36 122.9
41 5 114.1
148 26 122.1
14 0 100.1

△216 89 -
△255 53 -
△40 11 -
74 23 146.6
3 △0 97.9

△220 80 -
△230 194 -

2020年度
実績
332
158
36
121
14

△306
△309
△51
51
3

△301
△424

科目

営業収益 ※1
空港運営事業
リテール事業
施設貸付事業
鉄道事業
営業利益
空港運営事業
リテール事業
施設貸付事業
鉄道事業
経常利益
中間純利益 ※2

成田空港への手紙
成田空港がアフターコロナに取り組むべき課題について
株式会社日本経済研究所の平島佳奈さんにお話を伺った。

　成田国際空港は、国際線ハブ空港としてこれまで大きく成長を遂げてきましたが、今後はアフターコロ

ナの航空需要の回復、市場環境の変化を見据えて、豊富な国際線ネットワークを活かした国内全体から

の需要獲得に向けた路線誘致や乗り継ぎ需要の確保を行っていくことが重要な成長要素になると考えま

す。そして、国内全体からの需要獲得を目指すことで、経営が厳しい地方空港の救世主にもなり得ると思

います。

　地方空港では新型コロナウイルス感染症拡大までのインバウンド需要の成長を取り込もうと、航空ネット

ワークの拡大を目指していますが、経済成長が著しい東南アジアでさえ、施設制約、需要のボリュームを

踏まえると国際線の直行便の成立は厳しい状況にあります。現に、地方空港から入国する訪日外国人数

は増加傾向にあるものの、割合としては5％前後で相対的な地位は向上していません。

　成田国際空港が、こうした地方空港ともネットワークを拡充していくことで、国内からの新たな需要を

獲得することが可能となります。そして、引き続き海外からの需要も拡大していくため、国内線を含む乗り

継ぎ機能の強化が重要になると考えます。例えば、イギリスの航空格付け会社SKYTRAX社が評価する

The World’s Best Transit Airports では韓国の仁川国際空港が継続して1位を獲得しています。評価

ポイントは「乗り継ぎ時のサインのわかりやすさ」「空港内の乗り継ぎまでの円滑な移動動線」「サービス」

などですが、これらの評価ポイントを踏まえ、成田国際空港においてさらに工夫を凝らせる点がどこにあ

るのか利用者目線で分析を行い、改善を重ねることが必要であると思います。一方、国土交通省が実施し

ている空港満足度調査(平成30年度)では、｢移動のしやすさ｣｢手続きの円滑さ｣｢案内のわかりやすさ｣

といった、乗り継ぎにおいて重要ともいえる3項目については、中規模・小規模※空港の方が、大規模空港

よりも満足度が高い結果となっています。これは、旅客数の規模に応じた施設規模であるために、結果的

に大規模空港よりも分かりやすく満足度が高いという評価につながっていると考えられます。しかしなが

ら、乗り継ぎのしやすさで評価されている仁川国際空港は大規模空港であることから、旅客規模によら

ず、乗り継ぎのしやすさを改善していくことは可能といえます。

　これからも成田国際空港が日本を代表する国際空港として選ばれ続け、そして、地方空港の救世主として

の一翼も担いながら成長し続けるため、客観的な視点を踏まえた改善を重ねていってほしいと思います。

成田国際空港のアフターコロナにおける成長の鍵

慶應義塾大学商学部を卒業後、航
空会社勤務を経て、同大学院商学
研究科より修士（商学）を取得。
2019年4月より現職。静岡空港や
松本空港等の官民連携導入調査に
従事。専門は公共政策、PPP/PFI。

平島 佳奈さん

株式会社日本経済研究所 主任研究員

※ 本調査では、中規模空港は300万人以上(旅客数)、小規模空港は300万人未満(旅客数)を指す。
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小島：NAAは「お客さまの満足を追求し、期
待を超えるサービスの提供」を実現させるた

め、CS向上は欠かせないと考えています。し

かし、NAA社員が直接お客さまと対面する

機会は少なく、日々お客さまと接する事業者

の皆さんとの協働が必要です。そこでCS協議

会を通じ、空港内の事業者間を結び、支える

形で協力体制を構築しています。

関：接客業務に携わる私たち事業者がお客
さまの声をくみ取り、NAAさんはじめ他の

事業者と共有することが、CS向上には欠か

せないと考えています。航空会社のCSは現

在、お客さまの感染症リスクを減らすことが

中心になっています。業種や状況が違えば、

CSで重要視する点も違ってきますが、空港

全体のサービス品質保持には、空港内事業

者全員が当事者意識で行動することが必要

です。CS協議会はその仲立ちをしている機

関ですね。

小島：業種の違いはあったとしても、私たち
のCS向上への意識は同じ方向を向いてお

り、空港全体で一体感をもって施策を進め

ていきたいのですが、この2年間は新型コロ

ナの影響で、協議会を開催することができ

ませんでした。そのような状況であっても皆

さまとのつながりを維持し、コミュニケー

ションを図るため、事務局から各委員に月2

回、定期的に情報発信を行ってきました。こ

うした工夫で結果的に以前より気軽にメー

ルなどでやりとりができるようになったとい

うメリットも感じています。

関：弊社では定例配信いただいたものを、成
田空港で働く全社員に転送して情報共有し

ています。コロナ禍で今まで通りに動きにく

いところは多々ありますが、できるだけ密に

やりとりし、CSに対する意識を共有できる

よう努めています。

関：2020年と比較し、2021年は航空会社を
利用するお客さまが増加しました。新型コロ

ナの感染状況によって渡航条件が変化する

ので苦労する部分も多いですが、このような

状況下にご利用いただけるお客さまに対して

感謝の気持ちを忘れずに日々接客しておりま

す。ただ、時代と共に接客方法も変化します。

成田空港のスマートエアポート化は、手続き

を有人で行うよりも短時間で搭乗口まで行く

ことができますから、迅速さを求めるお客さ

まには合っていますし、感染症への不安の中

では歓迎されると思います。一方でITに不慣

れなお客さまが取り残されることがないよう

に、ニーズに合った対応が必要でしょう。お客

さまがいる限りCSは続いていきます。

小島：お客さまから見れば、どの事業者も「成
田空港スタッフ」です。事業者同士が垣根を越

えてサービスを提供することは、成田空港とし

てのCSレベルを上げる鍵です。そこでCS協議

会では接客マナー講座や、優れたスタッフを

表彰する「CS Award」を実施し、空港スタッフ

全体のスキル向上とスタッフ間のコミュニ

ケーションの円滑化にも努めています。12月

に実施したターミナルビル内のクリスマス

アート制作もその一つで、空港スタッフ約100

人が想いを一つにしてお客さまに向けたメッ

セージやイラストを描いてくれました。

関：弊社からも若手社員が参加しました。他
の事業者と力を合わせる機会はほぼ初めて

で、とても楽しかったと聞いております。お客

さまに素晴らしい旅の思い出を作っていた

だきたいという気持ちを、スタッフが一緒に

発信できる場をつくることには協力していき

たいです。

小島：そう言っていただけると嬉しいです。
空港スタッフ同士が他の事業者の業務を理

解し、新たな気付きを得て自身の業務に反

映することが、成田空港全体のCSレベル向

上につながると思っており、今後、航空会社

スタッフを講師に招いたセミナーも予定し

ています。お客さまがいなくなった空港を経

験したからこそ、スタッフは、お客さまがい

らっしゃることの喜びを実感したとの声も

聞いています。これを機に、今一度活動を見

直し、CSレベルを底上げしていきたいです。

立場は違っても、CSの
重要性はどの事業者も同じ

お客さまがいる限りCSは
ずっと続いていく

巻末企画 対談インタビュー

成田国際空港株式会社広報部
No.203 季刊『GREEN PORT REPORT』 〒282-8601 成田市成田国際空港内NAAビル  URL ▶ https://www.naa.jp/

ご意見・ご感想などございま
したら、こちらの二次元コード
を読み込んでお送りください。

成田空港のCS向上のため、
TeamNRTが一体となって取り組む

日本航空株式会社 兼
株式会社JALスカイ
成田事業所 空港オペレーション業務部
計画・運用グループ

関 紀代子さん

成田国際空港株式会社
営業部門 CS・ES推進部
CS推進グループ

小島 尚美さん

「協働」の現場
成田空港では、お客さまに直接接する28機関で構成される
「成田空港CS協議会」が空港全体のCS推進活動に取り組んで
おり、SKYTRAXのWorld Airport Awards 2019でWorld's 
Best Airport Staffを受賞するなど高い評価を得ている。
今回は、コロナ禍によって顕在化した問題と、これからのCS推
進の在り方について、航空会社の立場からCS協議会に参加す
る関氏と、協議会の事務局の役割を務めるNAAの小島氏に
話を伺った。

空港を支える

https://www.naa.jp/
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