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おかげさまで開港40周年　
成長・進化を続ける成田国際空港 

　1978年5月20日に開港した成田国際空港は、本年開港
40周年を迎えることができました。この40年間、日本の表
玄関として、世界各国とネットワークを結び、安全を最優
先として、時代とともに重要な社会インフラの役割を担い
成長・進化してまいりました。これまで、成田空港に関わっ
てくださったすべての皆様に、改めて感謝申し上げます。
　成田国際空港株式会社（NAA）は、成田空港の設置管理
者として、世界最高水準の安全性と安定運用を徹底して追
求し、お客様への質の高いサービス、航空ネットワークの
強化、そして環境対策・共生策などに取り組みながら、世界
最高水準の空港を目指しています。
　また、今後も拡大が見込まれる首都圏空港の航空需要に
対応するため、滑走路の増設などを含めた「成田空港の更
なる機能強化」について、本年3月、国・千葉県・成田空港周
辺9市町及び当社で構成される「成田空港に関する四者協
議会」において、最終合意がなされました。更なる機能強化
にあたっては、騒音対策をはじめとした環境対策・地域共
生策の充実を図り、地域と空港の共生・共栄に向けた取り
組みをさらに推進してまいります。

空港全体で環境対策に取り組んでいます

　成田空港の運用は、航空会社、貨物事業者、各種テナント
をはじめとする空港関連事業者や官公庁など、多くの方々
により支えられています。
　成田空港では、長期的な視点をもった「エコ・エアポート
ビジョン2030」と、その具体的な行動計画として「エコ・エ
アポート基本計画（2016～2020年度）」を策定し、空港全
体で環境負荷低減に取り組んでいます。
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成田国際空港は
これからも
未来を見据えた
環境への取り組みを
進めてまいります。
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エコ・エアポートビジョン2030の
実現に向け、3つの取り組みと
環境マネジメントを推進するため、
2016～2020年度の5カ年において、
何を目標とし何をすべきかを
明確化しています。

気候変動への
取り組み

資源循環への
取り組み

周辺環境への
取り組み

環境
マネジメント

エコ・エアポート
基本計画

（2016～2020年度）
「エコ・エアポートビジョン2030」を
実現するための取り組みです

成田空港はステークホルダーと共に、空港運用に伴う地域への環境負荷低減と
地球規模の環境課題に取り組み、持続可能な社会の構築を目指します。

成田国際空港
エコ・エアポート
推進協議会

ステークホルダーと
共にエコ・エアポート

を推進します

地球規模の
環境課題に
取り組みます

地域と空港の
持続可能な発展
を目指します

エコ・エアポートビジョン2030

NAAと空港関連事業者が連携
当社と、空港関連事業者の代表で組織する
「成田国際空港エコ・エアポート推進協議会」を中心に、
空港全体で環境への取り組みを推進しています。

私たちは「エコ・エアポートビジョン2030」　の実現に向けた取り組みを進めています

2030年度までに、
空港から排出されるCO2を

2015年度比で発着回数1回あたり
30％削減を目指します
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ダイジェストマップ
エコ　エアポート

一目でわかる成田国際空港での主な環境への取り組み

❶ 一般廃棄物の分別

旅客ターミナルビルロビー
では6分別、事務所エリアで
は10分別し、リサイクルして
います。

❷ 太陽光発電パネル

旅客ターミナルビルや
NAAビルなどに設置し、発
電された電気は旅客ターミ
ナルビルやNAAビルの照
明などに利用しています。

❼ 水素ステーション

近年、普及が進んでいる燃料電池
自動車に対応しています。

❻ 電気自動車用急速充電器

電気自動車による来港促進を図る
ため、P1及びP2駐車場に電気自動
車用急速充電器を設置しています。

❾ リサイクルプラント

アスファルトやコンクリート
などの建設廃材を砕石化し、
舗装用資材として再利用して
います。

❽ ノイズリダクション　 ハンガー（NRH）
格納庫型消音施設を整備し、
航空機のエンジン試運転時の
騒音を大幅に低減しています。

成田航空機騒音
インデックスによる
国際線着陸料金制度
低騒音型航空機ほど国際線着陸
料が安くなる制度を導入し、航
空機の低騒音化を促進していま
す。これらの航空機は、同時に
CO2の削減にも貢献しています。

グリーンポート
エコ・アグリパーク
騒音対策用地を活用
し、体験型自然公園を
整備しています。多種
多様な動植物が生息
しています。

防音堤・防音林
騒音低減のための防音堤や
防音林を整備しています。

環境監視
空港による環境への影響を把
握するため、騒音・大気質・水質
について常時または定期的に
測定しています。また、これら
のデータはNAAのWebサイト
などで公開しています。

建設廃材の発生抑制
エプロン舗装を補修す
る際には、当社が開発し
た「オーバーレイ工法」
により、廃棄物の発生を
抑制しています。

GPU（地上動力施設）
駐機中の航空機に電力や
空調を供給するため、静
かで排気ガスの出ない
GPU（地上動力施設）を
すべてのターミナルビル
固定スポットなどに設置
しています。

低公害車の導入
業務用車両に電気自動車や
低燃費・低排出ガス車など
の低公害車の導入を推進し
ています。

❹ 地中熱の活用

第2旅客ターミナルビル連絡通路の空
調に地中熱を利用し、エネルギー使用
量を削減しています。

❺ LED照明

誘導路の航空灯火や
旅客ターミナルビル
内の照明などに、省
エネルギー効果の高
いLED照明を採用し
ています。

❸ 厨房排水除害施設・中水製造施設

旅客ターミナルビルのレストランから
出た排水を浄化処理し、トイレの洗浄
水として再利用しています。

　 雨水処理施設

滞水池の雨水を浄化処理し、
中央冷暖房所の冷却水や旅客
ターミナルビルのトイレの洗
浄水として利用しています。
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旅客ターミナルで

航空機で

空港周辺で

誘導路で

空港内施設で

駐機場（エプロン）で

車両で
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SPECIAL FEATURE

成田国際空港内で発生するゴミの重量は、

1日約70トン！
特集では、70トンのゴミの処理方法、

そして廃棄物3Rに基づいた

リサイクルの取り組みをご紹介します。

　1日あたり平均11万人以上の航空旅客と、6千トンを
超える国際航空貨物を取り扱う成田国際空港。空港内の
さまざまな場所からたくさんの廃棄物（ゴミ）が排出さ
れ、その量は1日約70トンにのぼります。

　❶ 旅客ターミナルビルから出る一般廃棄物

　旅客や空港従業員が数多く出入りする旅客ターミナ
ルビルには、レストランなどのテナントが数多くあるた
め、廃棄物の種類も多種多様。個々のリサイクルを推進
するため、旅客ターミナルビ
ル内には分別ゴミ箱が各所に
設置されています。そこに捨
てられた一般廃棄物は、地下
の塵芥処理室に集められ、可
燃物と、ビン・カン・ペットボ
トル・新聞・雑誌・ダンボール・
シュッレッダー紙のリサイク
ル品ごとに収集されます。

　❷ 航空機から出る一般廃棄物

　空港から排出される一般廃棄物で最も多いものが、全
体の約半分を占める航空機からの取り降ろしゴミです。
旅客機だけではなく、貨物便からも一般廃棄物が排出さ
れます。なお、外国から日本に入る動物や植物に対しては、
有害なものが国内に入らないよう厳しい検疫・防疫体制
が敷かれています。国際線の機内食残渣（食べ残し）も外
国から運ばれてきたものなので、検疫上の理由から法律
で完全焼却処分をすることが義務づけられています。

　小学校5・6年生を対象に開設した「成田空港エコキッズ・クラブ」は、次世
代を担う子どもたちに成田国際空港で実施している環境への取り組みを学
んでもらうとともに、空港周辺の自然環境に触れて環境を守ることの大切さ
を感じてもらうことを目的として、年3回のエコツアーを実施しています。
　2018年3月3日、エコキッズ・クラブ2017 第3回エコツアープログラムと
して、子どもたちに廃棄物の処理やリサイクルに対する理解を深めてもらう
ため、ナリコークリーンセンターを45名の子どもたちが訪れました。
　エコキッズたちは、空港から排出される廃棄物の処理についての説明を受
けた後、実際に廃棄物処理施設の中央操作室やゴミ収集車の見学、そして成
田国際空港から出た生ゴミを原料としたコンポスト作成施設を見学。現場で
は「生ゴミが肥料に変わるのを初めて見た！」「コンポストって懐かしいにお
いがする」などの声があがりました。

サーマルリサイクル発電に
コンポストづくり

70トンのゴミは、どこからどこへ？

　❸ 集積された一般廃棄物の行方

　旅客ターミナルビルの一般廃棄物同様、航空機、貨物
地区や整備地区など、空港から排出される一般廃棄物は、
それぞれ決められた場所へ集められた後、トラックで空
港に隣接するナリコークリーンセンターへ運ばれます。
1日に空港から排出される一般廃棄物はトラック約50
台分。ナリコークリーンセンターに到着したトラックは、
一般廃棄物の量をトラックごと計測し、その後、一般廃
棄物処理施設のプラットホームからごみピットに搬入
し、クレーンにより焼却炉に投入。定量ずつ焼却され、約
1時間半ほどで完全な灰になり、最終的に埋め立て処分
されます。
　なお再生可能な一般廃棄物はそれぞれリサイクルさ
れています。一例を挙げると、ペットボトルはプラス
チック容器や繊維などに、ビンは土木資材などにリサ
イクルされています。

エコキッズ・クラブ2017 
第3回エコツアープログラムを実施

次世代を担う子どもたちに、リサイクルへの理解を深めてもらうために

左上に見えるのが成田国際空港。
B滑走路を挟み、手前にあるのが廃棄物処理を
しているナリコークリーンセンター

空港内の廃棄物処理を担うナリコークリーンセンター

成田国際空港
廃棄物リサイクルの取り組み

ターミナルビル内に
設置された分別ゴミ箱

トラックごと一般廃棄物の重量を計測

サーマル
リサイクルの
説明を受ける
子どもたち

空き缶の
リサイクル
処理も体験
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　成田国際空港では、環境負荷低減の観点から、廃棄物
3R（リデュース＝発生の抑制、リユース＝再利用、リサイ
クル＝再資源化）を推進しています。その一環として、ナ
リコークリーンセンターでは、一般廃棄物の焼却でサー
マルリサイクルをしています。サーマルリサイクルとは、
一般廃棄物の焼却の際に発生する熱エネルギーを回収・
利用することをいい、ナリコークリーンセンターでは回
収した熱エネルギーを使って発電することで有効活用
しています。
　廃棄物処理施設のフローシートにあるように、収集
された一般廃棄物はプラットホームからごみピットに
搬入され（フローシート内、START部分）、中央操作室か
ら操作するクレーンで混合・撹拌・ほぐしの作業を施す
ことで通気性を高め、燃料性質を一定にします。よく混
ぜ合わされた一般廃棄物は投入ホッパーへ投入し、焼

　サーマルリサイクルのほかに、成田国際空港では、生
ゴミを有効活用したコンポスト（堆肥）をつくる取り組
みを実施しています。空港内レストランやNAA社員食
堂に協力を依頼し、純粋な「生ゴミ」のみを、通常の廃棄
物とは別に回収しています。
　生ゴミはナリコークリーンセンターに運ばれると、
専用の機械に投入後、おがくずと発酵菌と一緒に3時間
撹拌します。その後、発酵箱に移して約60℃で発酵させ
ます。熟成箱で3ヵ月熟成す
ると、サラサラのコンポスト
のできあがりです。2017年
度は約14トンの生ゴミから、
約3トンのコンポストを製造。
これらは空港内外の緑化施
設で役立てているほか、専用
の小袋に詰めて空港周辺地
域や空港内のイベントで一
般の方々に無料配布してお
り、使用した方々から「作物
がよく育つ」と大変好評です。

　ナリコークリーンセンターは、1969年に創立し、1978年
の成田国際空港の開港に合わせて廃棄物の焼却業務を開始
しました。現在は、成田国際空港エコ・エアポート推進協議会
の会員として、年に2回開催される協議会への出席などを通
じて、それぞれの担当部署の方と意見交換をしながら、より
環境に配慮した廃棄物処理施設を目指しています。
　現在3つの工場があり、一般廃棄物の焼却炉は第一工場に
2炉、第三工場に1炉あります。第二工場では、産業廃棄物及
び特別管理産業廃棄物の処理を行っています。なお、2011
年に建てた第三工場ではサーマルリサイクル発電ができ、1
日90トンの一般廃棄物の焼却が可能です。空港から毎日出
る約70トンの廃棄物は第三工場で焼却しています。以前は、
100トン級の大きな炉でないと発電は難しかったのですが、
近年90トンほどの小さな炉でも安定的に発電できる技術が
確立されました。そこで、未来の地球環境を見据え、第三工場

この機械に上部から生ゴミを投入、
3時間発酵させる

中央操作室では複数のモニターで
常時設備の状態を確認している

一般廃棄物は燃えやすい
ようクレーンで撹拌

却炉で850℃以上で焼
却。このように高温で焼
却することで、一般廃棄
物から発生する有害物
質を分解することがで
きます。高温で焼却され
た一般廃棄物は重量比
で12％ほどの焼却灰に
なり、埃が立たないよう
処理された後、灰ピットからトラックに積み込まれて
埋め立て処分されます。
　一般廃棄物を燃やした際に発生する850℃以上の高
温ガスは廃熱ボイラーに運ばれ、この熱を使って蒸気
を作り（＝熱交換）、その蒸気で発電します。発電し終
わった蒸気は、再び水に戻し、循環させて再利用します。
　なお、ボイラーを出た排ガスには減温塔で水をスプ
レーし、一気に200℃以下まで温度を下げることで、有
害なダイオキシンの再合成を防止しています。その後、
触媒バグフィルターや触媒脱硝装置で有害物質を取り
除き、無害な排ガスにして煙突から排出します。なお、ナ
リコークリーンセンターでは、使用した水は減温塔での
スプレー水に利用することで、クリーンセンター外には
排出しないクローズドシステムを採用しています。
　また、大気に排出する排ガスは、国の基準よりも遥か
に厳しい数値を採用し、有害物質が出ないよう管理を
徹底しています。

開港40周年デザインの
コンポスト

完成したコンポスト。サラサラ
で、使いやすく仕上がっている

に発電設備をつけ、サーマルリサイクルを始めることとなっ
たのです。
　近年、廃棄物の最終処分場の確保が困難となっています。
このことから、廃棄物を焼却し、減容・減量化することは、そ
の延命上有効な手段のひとつと考えられます。当クリーン
センターでは、安全に焼却することはもちろんですが、空港
から毎日排出される高カロリーの廃棄物を有効な熱エネル
ギーとしても活用しています。この熱を利用するサーマルリ
サイクル発電は、温室効果ガスの削減という観点からも有効
な手段と考えております。
　成田国際空港では、今後もさらなる施設の拡張が検討され
ており、それに伴い一般廃棄物の量も増えていくと予想され
ます。新しい施設の建設も視野に入れながら、一般廃棄物を
減らすためのリサイクル化を進め、今後も美しい成田国際空
港のために貢献していきます。

熱風発生装置
熱風温度
max.300℃

生ごみ&発酵菌

調整装置
品温 max.70℃
約 3時間撹拌

発酵箱

ナリコークリーンセンター
一般廃棄物処理のフローシート

ナリコークリーンセンターの
皆様に聞きました

……株式会社ナリコー

クリーンセンター… 椿…邦彦…執行役員、…小池…直明…技術顧問
… 第一業務課　関口…善典…課長

START

200℃以下に急冷却
→ダイオキシンの
　再合成を防止

無害な排ガス
として排出

規制物質を除去

発　電

高温ガスを
熱交換で蒸気に

クレーンで混合・
撹拌・ほぐし

850℃以上の高温で焼却
→ダイオキシン類など
　の有害物質を分解

コンポストの
製造プロセス

※ナリコークリーンセンター
　第三工場

発生する熱エネルギーを有効活用、
サーマルリサイクルで発電

「作物がよく育つ」と大好評
純粋な「生ゴミ」でつくるコンポスト

蒸気タービンと発電機

左から、小池技術顧問、椿執行役員、関口課長

効率の良いリサイクルを進めながら
いつも、いつまでも美しい成田国際空港に
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　航空機はエプロンに駐機中、メインエンジンを停止し
た状態でも機体に装備されたAPU（補助動力装置）※1と呼
ばれる小型エンジンを動かすことで、必要な電力や空調
をまかなうことができます。しかし、APUを使うと騒音が
発生するとともに、地球温暖化物質や大気汚染物質を排
出してしまうことから、成田国際空港ではAPUの使用を
制限しGPU（地上動力施設）※2の利用を促進しています。
　GPUは、地上の施設から電力、空調をまかなっており、
騒音はもちろん、地球温暖化物質や大気汚染物質の排出
量も削減できます。

　航空機騒音の影響範囲を最小限にとどめるため、利根川か
ら九十九里浜までの直進上昇・下降部分に飛行コース幅（監視
区域）を設定し、逸脱した航空機がないか監視しています。
　天候や安全確保などの合理的理由がなく逸脱した航空機が
あった場合は、便名や理由を公開し、国土交通省から航空会社
に対し必要に応じて指導を行っています。2017年度の合理的
理由なき逸脱航空機は7機（0.003％）でした。

〈…GPU供給概念図…〉

CO2はAPU使用時の騒音の発生、CO2や
大気汚染物質の排出

※1…APU（補助動力施設）：	Auxiliary	Power	Unitの略。航空機	の各部に圧縮空気や油
圧、電力を供給するためにメインエンジンとは別に搭載さ
れた小型のエンジン

※2…GPU（地上動力施設）：	Ground	Power	Unitの略。地上において航空機に必要な空
調や電力を供給する施設。移動式と固定式がある

GPUの利用促進

飛行コース幅（監視区域）の
設定と監視

　現在、第1・第2旅客ターミナルビルのすべての固定ス
ポットにGPUが整備済みであり、このほかに第3旅客
ターミナルビル及び貨物地区のほとんどのスポットに
GPU（すべて電力のみ）を整備しています。
　また、B787やA380などの最新鋭機は、従来整備され
たGPUの能力を上回る電力を必要とすることから、GPU
の能力増強も進めてきました。

活動ハイライト

　旅客ターミナルビルの広告ボードや案内表示のバック
ライトにもLEDを使用しています。LEDバックライトは
表示面が鮮明であることに加え、発熱量が少ない、消費電
力を大幅に削減できる、寿命が長いなど、利便性、ランニ
ングコストや環境面にメリットが数多くあります。2016
年3月には、第2旅客ターミナルビル国際線到着ロビーの
リニューアル工事に伴い、LED照明への切り替えを行い
ました。それにより、約1,270台のLED照明が設置され、
リニューアル前と比較して年間で約40％の電力が削減
されるようになりました。
　またこのほか、旅客ターミナルビルで照明器具の更新
工事を実施して、順次LED照明への切り替えを進めてい
ます。今後も設備更新計画に合わせLEDをはじめとする
高効率照明の導入を進めていきます。

第2旅客ターミナルビル国際線到着ロビー天井のLED照明

LED式誘導路灯火

LED化された旅客ターミナルビルのネオンサイン

　温室効果ガスの削減と再生可能エネルギーの導入促進を目的として、2017年度
に空港周辺の航空機騒音や大気質及び水質の常時監視における消費電力に相当する
12.5万kWhについて、風力発電による「グリーン電力証書」を購入しました。
　グリーン電力とは水力、風力、太陽光、バイオマス、地熱などの再生可能エネルギーで
発電された電気のことであり、化石燃料による発電のようにCO2を排出しないため環
境にやさしい電力です。
　グリーン電力証書とは、これらのグリーンな電気が持つ環境価値を証書化して取り
引きすることで、再生可能エネルギーの普及・拡大を支援する仕組みです。
　成田国際空港では、これ以外にも空港内で実施する空の日やクリスマスなどのイベン
トでグリーン電力証書を活用しています。今後もさまざまな取り組みにより、再生可能
エネルギーの導入を促進し、温室効果ガスの削減に貢献していきます。

成田国際空港は、「エコ・エアポート」として、地球温暖化対策や
空港周辺地域への環境対策、資源循環などに取り組んできました。
「活動ハイライト」では、環境への負荷を低減するさまざまな活動
をご紹介します。

　誘導路において航空機の地上走行を援助する航空灯火
の光源をハロゲン電球からLED（発光ダイオード）に切り
替える作業を進めています。
　LEDは、ハロゲン電球に比べて寿命が長く、光源部品な
どの交換頻度を少なくでき、消費電力はLED単体でハロゲ
ン電球の10分の1、点灯するための装置を含めても4分の
1と、省エネルギー効果の高い光源です。2017年度末時点
で、誘導路灯火全体の57.9%がLED式になっています。

グリーン電力証書

LED照明の採用

旅客ターミナルビルなどでの採用

航空灯火への採用

年度 2013 2014 2015 2016 2017

合理的理由なき
逸脱航空機数

（発着回数に対する割合）

2
（0.001%）

5
（0.002%）

7
（0.003%）

16
（0.007%）

7
(0.003％）

航空機発着回数 226,182 228,220 235,190 245,705 252,447

〈…飛行コース幅と重ね合わせ航跡図（例）…〉

〈…逸脱航空機数の推移…〉

グリーン電力証書
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　エプロンや滑走路の改修工事で発生したコンク
リートやアスファルト廃材を空港内のリサイクルプ
ラントで破砕し、再生骨材として空港内の工事などに
活用しています。2017年度は、約7.9万トンの廃材を
リサイクルしました。

　滑走路周辺の緑地では年に数回の草刈りを実施し、
その量は年間約4,200トン（2017年度）に及びます。
　刈草は空港周辺の農家の方々に提供し、その一部を
飼料として有効利用していただいています。 　世界の空港管理者などを会員とする機構である国際空

港評議会（ACI	:	Airports	Council	International）内で、
空港カーボン認証（	Airport	Carbon	Accreditation）プ
ログラムへの参加が広がりを見せています。５つに分か
れるACI地域のうち、ACI欧州地域により開発、2009年に
運用開始して以降、2011年に日本が属するACIアジア太
平洋地域が導入、その後も各地域が続き、2014年後半に
はACI全世界地域に広がりました。
　空港カーボン認証プログラムとは、空港のカーボン・
ニュートラルを目的とし、空港から排出されるCO2の管
理や削減状況について、その取り組みを４段階で評価す
る仕組みです。
　世界的に地球温暖化への取り組みが進む中、成田国際
空港では、地球的視野に立った環境にやさしい循環型空
港「エコ・エアポート」として、空港全体で環境への取り組
みを推進するため、エコ・エアポート基本計画を策定して
います。その計画に基づき、航空会社や貨物事業者をはじ
めとする空港関連事業者とともに、空港から排出される
CO2の削減に取り組んでいます。
　これらの取り組みをさらに推進するため、当社は空港
カーボン認証プログラムに参加し、2018年1月、成田国
際空港は、当社とNAAグループ会社の排出するCO2が計
画的に削減されていることを証明する段階であるレベル
2を取得しました。
　今後も空港カーボン認証プログラムを活用しながら、
空港関連事業者とともにさらなるCO2排出量の削減を進
め、成田国際空港の地球温暖化対策を推進し、さらに上の
レベルを目指していきます。

　旅客ターミナルビルのレストランから排出される厨房排水は油分
や有機物などの汚濁物質を多く含んでいるため、「厨房排水除害施
設」で生物分解処理により汚濁物質を取り除いた後、中水※製造施設
で膜分離、活性炭吸着処理、消毒などの過程を経て浄化され、中水と
して再生されます。
　中水は、旅客ターミナルビルやNAA本社ビルなどのトイレの洗浄
水として再利用しています。2017年度は、厨房排水から約1.8億ℓの
中水が製造されました。

　成田国際空港では、雨水排水が下流河川の水質や水量に影響を及
ぼさないよう、油水分離施設、滞水池を設けています。A滑走路の西
側に設置された容量約61万㎥の滞水池などに集水された雨水は、そ
こから場外放水路へと排出されます。
　雨水の有効利用を図ることを目的として、当社は雨水排水を浄化
処理する「雨水処理施設」を運用しています。
　滞水池からくみ上げられた雨水はこの施設で中水となり、中央冷
暖房所の冷却水や旅客ターミナルビルのトイレの洗浄水として活用
されています。2017年度は、雨水処理施設で約4.3億ℓの中水が製造
されました。

建設廃材の再資源化 刈草の有効利用 環境認証制度を活用した環境マネジメント

レストラン厨房排水の再利用

雨水の有効利用

リサイクルプラント 滑走路周辺の草刈りでできた刈草

厨房排水除害施設

滞水池

空港カーボン認証プログラムへの参加とレベル2取得

〈…4段階の認証レベル…〉
レベル

1

空港管理者が排出したCO2の算定

マッピング（Mapping）

レベル

2

空港管理者が排出したCO2を管理し、
削減の達成

削減（Reduction）

レベル

3

航空会社などの空港関連事業者が排出した
CO2を算定し、空港全体での削減計画の策定

最適化（Optimisation）

レベル

3+

空港管理者が排出したCO2をオフセットし、
カーボン・ニュートラルの達成

ニュートラル（Neutrality）

活動ハイライト

※中水：	雨水や排水を浄化処理して再利用する水のこと。上水と下水の中間に位置することから中水と
いわれている

　東京ビッグサイトで毎年12月に開催される国内最大規
模の環境展示会「エコプロ～環境とエネルギーの未来展」に
2004年度から出展しています。2017年度は「空港ブース」と
して、日本空港ビルデング（株）、関西エアポート（株）などと
共同出展し、空港におけるCO2削減対策、リサイクルや騒音
対策などをパネルなどで紹介しました。空港ブースには企業
の環境担当者や学生など約5,000名が訪れ、成田国際空港に
おける環境への取り組みを知っていただく良い機会となっ
ています。

「エコプロ」への出展

エコプロ2017
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「成田空港周辺緑化基本計画」に基づき、周辺地域の立地的特性に
合わせて植生や景観を考慮した緑化施設を整備しています。緑化施設 自然公園の整備…─グリーンポート…エコ・アグリパーク
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空港と
緑のゾーン

旅立ちと緑の
ゾーン

成田国際空港

花と緑のゾーン

場外放水路水辺環境整備
空港北側の取香川へ通じる場外放水
路では、コンクリートで覆われている
水路を自然の川に近付ける環境整備を
行っています。また川岸には、周辺住民
をはじめとした方々からの寄付により
植樹されたさくらの木（計172本）が順
調に育ち、春の放水路を彩っています。

空港建設で失われたさくらの復
元を目指し成田市に協力して、さ
くらの木（計250本）を植えまし
た。春には花見を楽しむ大勢の人
たちでにぎわいます。

果樹園の整備（芝山町菱田）
自然と触れ合いながら果実の収穫を
楽しめるよう栗の木を植えています。
秋には地元の子どもたちを招待し、
収穫体験を行っています。

三里塚さくらの丘ではさくら（計112本）やツツジな
どを植え、地域の憩いの場を目指した整備をしてい
ます。芝生の展望広場からは航空機ウォッチングが
楽しめます。これに続く南三里塚遊歩道は既存林に
ウッドチップを敷きつめており、散策や森林浴に最
適です。

芝山水辺の里（芝山町岩山）
アヤメ、キショウブ、スイレンなどの
水生植物を植えています。ゆっくり
とくつろぎながら観賞できるように
遊歩道やベンチも整備しました。

既存林を活かした散策路を整備しています。森林浴をしながら自然
と親しむことのできる憩いの広場となっています。

十
と よ み
余三東

しののめ
雲の丘

航空機展望スポットとして整備された十余三地区
防音堤。地元の小学校児童により「十余三東雲の
丘」と命名され、航空機ファンのみならず地元の皆
様からも親しまれる施設となっています。

グリーンポート…エコ・アグリパーク
詳しくは右ページ

三里塚
さくらの丘

南三里塚
遊歩道
（成田市三里塚）

10

3

4

5

6

7

8

1 2

里山の整備（成田市長田）
既存林を活かして自然環境を保全しています。
里山をさらに有効に活用していただくため、
2005年に千葉県、成田市、成田地区ホテル業
協会、成田・里山を育てる会と協力し、　	の場
外放水路から4kmに及ぶ遊歩道を整備しまし
た。遊歩道では、自然の中でのジョギングや散
歩を楽しむことができ、四季を感じて散策を
楽しめるよう維持管理しています。

成田市さくらの山
（成田市駒井野）

2

9

朝倉やすらぎの杜
（芝山町朝倉）

　空港の南側（芝山町岩山地区）の「芝山水辺の里」に隣接
する17ha（東京ドーム約4個分）の当社所有地を活用し
て、ありのままの自然を活かした体験型自然公園「グリー
ンポート	エコ・アグリパーク」を2007年に開園しました。
アグリパークは、北総地域を代表する谷津地形を持ち、変
化に富んだ環境となっており、多くの昆虫類をはじめ多
種多様な動植物が生息しています。当社では、これら多様
な生物を育む環境を大切に守っていくとともに、里山の
景観復元を目標としています。
　アグリパークは、地域の方々に散策の場として利用し
ていただくほか、成田空港エコキッズ・クラブの自然観察
教室の場としても活用されています。

グリーンポート	
エコ・アグリパーク内

成田空港エコキッズ・クラブ
の自然観察教室

〈…グリーンポート…エコ・アグリパーク…〉

防音林に生えてきた貴重な植物  
〜新たな生育地の創出〜

　空港周辺に築いた防音堤には、ヒノキのほか、マテバシイやシラカシ
などのブナ科植物を植栽し、防音林として定期的に間伐や草刈りなど
の維持管理を行っています。植栽から40年以上経過して立派に生長
した樹林もあり、外観からは造成林とは分からないほどです。
　2017年度に行った植物調査では、防音林内でキンランやササバギ
ンランなどをはじめとする貴重な植物が確認されました。植栽する樹
種を工夫し、また定期的に維持管理を行うことで、造成した林が貴重
な植物の新たな生育地になることがわかりました。

防音林

ササバギンラン

C O L U M N

活動ハイライト
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エコキッズ・クラブ2018……第1回エコツアーレポート
（2018年8月21日実施）

　夏休みも後半の8月21日に成田空港エコキッズ・クラブ2018…第1回エコツアーを実施しました。
ツアーには51名の小学生が参加し、GPU（地上動力設備）の航空機への電力・空調供給作業を見学
したほか、騒音測定体験やNCA乗員訓練センター見学、東京ガス出張授業と、さまざまな視点から
環境学習を行いました。元気いっぱいのエコキッズの環境への取り組みを知ろうとする積極的な
姿勢が随所で見られました。

「エコフォトギャラリー2018」＆「Naritaエコ川柳」環境情報の公開

　環境への取り組みを身近に感じてもらい、楽しみなが
ら参加していただける企画として始まった「エコフォト
ギャラリー」と「Naritaエコ川柳」も今年で6年目を迎え
ました。エコフォトでは、空港周辺の美しい自然や飛行機
と空港とエコをテーマにした写真を募集し、第6回目とな
る今回は456点の作品が集まりました。会長賞を含む選
りすぐりの作品は協議会Webサイトへ掲載するほか、空
港内にある「NAAアートギャラリー」にて展示します。
　またエコ川柳では、日々の生活の中で取り入れている
エコのアイディアや環境保全の大切さを謳ったものなど、
エコ意識の高さがうかがえる作品が毎回全国から多数
寄せられており、第10回目を迎える今回は「空」もしくは
「そら」を使った作品を募集しました。

　成田国際空港における環境対策の実施状況
やその結果について空港内外の皆様にご理解
いただけるよう広く情報を公開するとともに、
積極的に取り組みを発信しています。
　環境報告書については、NAAホームページ
への掲載はもちろん、空港関連事業者や周辺住
民などに配布するほか、全国の図書館や大学な
どに送付するなど読者層の拡大に努めてきま
した。さらに、環境報告書をより多くの方に読
んでいただけるよう、環境報告書等の無料請求
サイト（エコほっとライン）に登録し、電子版で
閲覧いただいたり、冊子を請求できるようにし
ています。

エコ・エアポート推進協議会会長賞
ペンネーム：蓮の蛙 様　撮影場所：B滑走路北側

成田国際空港エコ・エアポート推進協議会
　　　https://www.naa.jp/eco/fun/index.htmlweb

会長賞

NAAホームページ
https://www.naa.jp/jp/

成田空港環境こみゅにてぃ
http://airport-community.naa.jp/

成田国際空港公式WEBサイト　
https://www.narita-airport.jp/jp/

「ツアーを通して、環境や、特に飛行機について興味が出てきたので良かったです」
「知らない子とも仲良くなれて、飛行機以外のこともいっぱいわかって、とても楽しかった」
「今まで知らなかったことをたくさん学べました。家に帰ったら母にいろいろ教えたいです」

などの声をいただいています。

エコキッズの声

　騒音測定体験では、A滑走路脇の花時計付近にて、実
際の業務で使用している騒音測定器で離着陸する航
空機の騒音を測定しました。その後、測定器を使用し、
チームごとに声の大きさを競う「大声コンテスト」を実
施しました。皆、元気で大きな声を出していました。

　「燃料電池って何だろう」「黄色いガス管のひみつ」と
いうテーマで、東京ガス（株）に授業を実施していただき、
環境にやさしいエネルギーの利用方法である燃料電池
の仕組みについて、実験を通じて楽しく学びました。ま
た、実際に使用していた黄色いガス管を使った万華鏡づ
くりでは、キッズは色とりどりのビーズ選びに熱中して
いました。

　NCA乗員訓練センター見学では、日本貨物航空（株）
にご協力いただき、パイロットや整備士の方が訓練に使
用している設備を見学しました。フルフライトシミュ
レーターやエマージェンシー装備品等について、スタッ
フの方からご説明いただき、一生懸命メモをとりながら、
積極的に質問するキッズもいました。

　（株）エージーピーのご協力のもと、成田空港では地上
から直接航空機に電力と空調を供給するGPUの使用を
促進することで、駐機中に発生する騒音や、地球温暖化
物質や大気汚染物質の削減に取り組んでいることを紹
介しました。GPUの空調ホースから出る2 ～3℃の強い
冷気を体感し、キッズからは歓声が上がりました。

NCA乗員訓練センター見学 騒音測定体験

GPU見学 東京ガス出張授業
活動ハイライト

1817



成田国際空港では、エコ・エアポートへの取り組みをより詳しく紹介
した「成田国際空港	環境報告書」を年1回発行しています。イラストや
図表・写真を使い、目標や達成状況、今後の課題について、わかりやす
く記載しています。
ご希望の方は、下記Webサイトより、無料請求サービスをご利用くだ
さい。また、電子版でもご覧いただけます。

https://www.naa.jp/jp/issue/kankyo_report/index.html

もっと詳しく知りたい方は

成田国際空港株式会社（NAA）
地域共生部エコ・エアポート推進グループ
〒282-8601  千葉県成田市成田国際空港内NAAビル
TEL：0476-34-5609　FAX：0476-30-1561
URL：https://www.naa.jp


