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中長期的な視点を持って
エコ・エアポートの取り組みを進めてまいります
　これまで成田国際空港は、日本の空の玄関口として発展
し、その役割を果たしてまいりました。その間、災害や疫病、
戦争、景気後退など、時々の世界的な政治・経済・社会状況に
より、一時的に航空需要が落ち込むことはありましたが、そ
のたびに力強く回復し、中長期的なトレンドとしては発着
回数や旅客数を順調に伸ばしてきたところです。
　新型コロナウイルスの感染拡大は、世界全方面において、
人々の経済社会活動に深刻な影響を与えています。特に航
空産業は、国内外における人的移動が長期にわたり制限さ
れることで、存立基盤そのものが大きく揺るがされる状況
となっており、その影響は、当然ながら成田国際空港にも及
んでいます。
　成田国際空港株式会社（NAA）では、引き続き、安全かつ効
率的に空港機能を確保・維持するとともに、お客様に安心し
て空港をご利用いただけるよう、空港内事業者などと連携
を図り、各種感染症対策を徹底して実施していきます。
　このように、当社は、厳しい経営環境下でも日々の安全、
安心で円滑な空港運用に努めている現状にありますが、少
し長い目で見れば、航空は必ずや復活し、さらに発展してい
くものと確信しています。このため、今から需要が回復した

時を見据えた取り組みもしっかりと行っていく必要があり
ます。
　中でも、新たな滑走路整備などを行う「成田国際空港の更
なる機能強化」は、最優先課題として位置付けられており、周
辺自治体や地域の皆様をはじめ、関係者の方々のご理解をい
ただきながら推進してまいります。更なる機能強化は、大き
な改変を伴うものになりますが、環境アセスメントを踏まえ
た環境保全措置にとどまらず、環境に与える影響への対応を
積極的に行っていく所存です。
　成田国際空港全体の環境への取り組みは、2030年度に向
けて目指すべき方向性を示した「エコ・エアポートビジョン
2030」と、具体的な計画を定めた「エコ・エアポート基本計
画（2016～2020年度）」に基づき、各種施策を推進しており
ます。現在のエコ・エアポート基本計画は、今年度が最終年度
となります。新たな計画の策定にあたっては、先を見据え、空
港の機能強化を進めつつ、地域とともに持続可能な発展を目
指すことの重要性、また、世界的な、とりわけ航空分野におけ
る、地球環境問題への取り組み強化の動きなどを踏まえ、中
長期的な視点を持って検討を進めてまいります。

What is ECO AIRPORT

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。

成田国際空港エコ・エアポート推進協議会

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

※ 成田国際空港のステークホルダーとは、お客様、地域住民、自治体、空港関連事業者や従業員など、空港に関係するすべてを指します。

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

地域と空港の
持続可能な発展
を目指します

地球規模の
環境課題に
取り組みます

ステークホルダーと
共にエコ・エアポート
を推進します

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

周辺環境への取り組み

環境マネジメント

資源循環への
取り組み

気候変動への
取り組み

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

特集②
成田空港の更なる機能強化における
環境影響評価について…………………………………………… 7

活動ハイライト…………………………………………………… 9
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A滑走路

B滑走路

整備地区

第１旅客
ターミナル

第２旅客
ターミナル

第３旅客
ターミナル

貨物
ターミナル
地区

南部貨物地区

防音堤・防音林 環境監視

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。

騒音低減のための防音堤や
防音林を整備しています。

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。

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。

ノイズリダクションハンガー（NRH）❼

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。

厨房排水除害施設・中水製造施設❸

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。

電気自動車用急速充電器❺

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。

水素ステーション❻

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。

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。

エプロン舗装を補修する際
には、NAA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。

建設廃材の発生抑制

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。

雨水処理施設❾
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。

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

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。

LED照明❹

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。

一般廃棄物の分別❶

エコ・エアポート
ダイジェストマップ

一目でわかる成田国際空港での主な環境への取り組み
誘導路で

旅客
ターミナルで

車両で
航空機で

空港内
施設で

駐機場
（エプロン）で

空港
周辺で

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

太陽光発電パネル❷

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。

リサイクルプラント❽
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危機を乗り越え地球にやさしい空港へ
コロナ禍で変わった成田空港の環境負荷

　旅客数については、国際線で4月の外国人旅客数が2万
4,974人（ 同99 ％ 減）、日 本 人 旅 客 数 が2万3,203人（ 同
98％減）、通過客数が２万1,672人（同90％減）、5月は外国
人旅客数が１万7,732人（同99％減）、日本人旅客数が1万
1,753人（同99％減）、通過客数が2万4,050人（同92％減）
と、2カ月連続で過去最低となりました。
　そうした状況の中、当社では、お客様に安心して空港を
ご利用いただけるよう、「お客様・従業員への感染予防対
策」「検温の実施」「消毒・清掃の強化」「空港内の換気の強
化」「ソーシャルディスタンスの確保」「お客様・空港内事業
者向けの情報発信」など、さまざまな感染拡大防止策や取
り組みを実施。さらに、安全かつ効率的に空港機能を確保・
維持する観点から、運用体制の見直しの一環として、4月
12日よりB滑走路を一時閉鎖※1するとともに、4月20日よ
りターミナル施設（第1旅客ターミナルビルの第1サテライ
ト・第4サテライト・国内線エリア、第2旅客ターミナルビル
のサテライト）を一部閉鎖※2しました。このターミナル施
設の一部閉鎖によって、消費電力量や冷水の消費熱量が大
きく低減されています。

　世界で猛威をふるう新型コロナウイルス。この感染拡大を受
け、国内外から大勢のお客様が利用する成田国際空港では、ター
ミナル施設を一部閉鎖したことで、消費電力量と冷水の消費
熱量の大幅低減という結果につながりました。また、感染拡
大の影響により、例年参加協力している地元イベントなど
が中止される中、「地域と共生する空港づくり」を体現す
るため、地域貢献活動として、当社社員を各市町に派遣
しました。特集1では、施設閉鎖に伴う消費電力量及
び冷水の消費熱量の低減について報告するととも
に、当社社員による地域貢献活動をご紹介します。

第１旅客ターミナルビルの消費電力量比較 第１旅客ターミナルビルの冷水の消費熱量比較

特集

１

「レジ袋の有料化で変わった環境への意識」

7月1日から始まったレジ袋の有料化。これを
受けて、同日に当社とトートバッグ専門ブラ

ンド「ROOTOTE（ルートート）」が共同製作した
成田空港オリジナルエコバッグが発売されまし
た。このエコバッグは、およそ10ℓ入る大容量サ
イズで、鹿の子や麻の葉など4種類の和柄の中に
飛行機のイラストがさりげなく散りばめられて
います。
　当社は2019年9月より「成田空港のプラス
チック・スマート」を宣言し、2020年度にはエコ
バッグの製作・販売のほか、新たに木製ストロー
を導入するなど、使い捨てプラスチック製品の
100％サステナブル化を目指しています。オリジ
ナルエコバッグの発売によって使い捨てレジ袋
の使用量削減を図り、これを海洋プラスチック汚
染対策にもつなげて、地球にやさしいエコな空港
を目指していきます。

成田空港オリジナルエコバッグで地球にやさしく、旅を快適に

　レジ袋の有料化を受け、成田国際空港のテナント
各社に同制度に対する方針・考え方のアンケートを
取りました。その結果、7月1日以前に同制度の有料化
対象となるプラスチック製ショッピングバッグを使
用していた117店舗のうち、43店舗が有料化に対応、
さらに74店舗が新たに環境負荷低減のショッピング
バッグを導入したり、ショッピングバッグを削減する

など、進んだ取り組みを行っていることがわかりまし
た。これにより、環境負荷低減のショッピングバッグ
を使用する店舗が、以前から使用している店舗とあわ
せて251店舗にまで増加。こうしたことからも、テナ
ント各社の環境に対する意識がますます高まってい
ることがうかがえます。

テナントの
皆様に
アンケート

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、臨時休業をしている店舗の
回答も含みます。

横芝光町での海岸清掃作業

多古町での
あじさい剪定作業

   新型コロナウイルスの感染拡大を受けて

　新型コロナウイルスの感染拡大は、成田国際空港の国際
線旅客便を中心に大きな影響を及ぼしました。2020年4
月、5月は感染拡大を防ぐ措置として実施された入国規制
や日本人の海外旅行需要喪失などにより、海外渡航者が大
幅に減少。5月中旬には緊急事態宣言が解除されましたが、
国際線旅客便は発着回数、旅客数ともに過去最低レベルに
落ち込みました。
　国際線旅客便の発着回数は、4月が過去最低の2,238回

（前年同月比85％減）、5月が開港当時に次ぐ2,336回（同
85％減）、国内線は4月が1,412回（同68％減）、5月が632
回（同86％減）と低レベルで推移しました。一方、国際線
貨物便は４月が2,812回（同35％増）、５月が3,449回（同
76％増）と2カ月連続で過去最高を記録。これは、旅客便の
ベリー（胴体下部のカーゴスペース）を活用した貨物輸送
が困難になり、貨物専用便を増発したこと、また、旅客便用
機材に貨物だけを載せて運ぶという異例の運用が目立っ
たことによるものです。

  地域貢献活動

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、空港周
辺地域も大きな影響を受け、当社で参加協力している地域
行事が相次いで中止、延期となりました。
　内陸空港である成田国際空港にとって、地域との共生・
共栄は必要不可欠です。そこで、「地域と共生する空港づく
り」を体現するため、5市町において計14回の地域貢献活
動を行いました。全日本空輸（ANA）や日本航空（JAL）とと
もに行った保育園での草刈りなどから始まり、あじさいの
剪定作業や海岸清掃作業など、さまざまな活動に広がりま
した。当社からは、全新入社員を含む、延べ106名の役員・
社員が参加。地域の一員として成田国際空港の役割を認識
する、とても貴重な経験になりました。

※1  7月22日より運用を再開しています。　　
※2  10月25日より一部施設の再開を予定しています。
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田国際空港では、今後予想される世界的な航空需
要の増加に対応するため、既存滑走路の延長や滑

走路の増設等を含む成田空港の更なる機能強化策の具
体化に向け、2015年９月より、国、県、空港周辺９市町、
当社で構成される四者協議会で検討を開始しました。そ
の後、本機能強化に伴う周辺環境への影響について、環

　「環境影響評価書」には、大気質、騒音、水質、水文環境、
動物・植物及び生態系と分野ごとに分け、それぞれの保
全方法をまとめています。
　特に動植物の分野では、鳥類や両生類、昆虫類、魚類
等、合計2,000種を超える動物を確認し、このうち215
種が絶滅危惧種等に指定されている重要な種でした。ま

保全対象となる動植物の例

境影響評価法に基づく環境アセスメントを実施し、環境
影響の評価とその保全措置などをまとめ、2019年９月
27日に「環境影響評価書」を公表しました。
　今後は、関係者の皆様のご協力も得ながら、「環境影響
評価書」の中で示した環境への影響を低減、または代償
する施策を確実に実行していきます。

アカハライモリ キンラン オオタカ ホトケドジョウ

成

成田空港の更なる機能強化における
環境影響評価について

２
特…集

　本事業の環境影響評価に係る選定項目としたものの
うち、予測の不確実性の程度が大きい選定項目などにつ
いて、「事後調査」を実施します。また、当社が必要と判断

　これまでは空港づくりに目が行きがちでしたが、こちらの担当になり、自ら自然の
中へ足を運び、貴重な動植物や里山風景と出会うことで、空港周辺の自然環境の豊か
さや機能強化が自然環境へ及ぼす影響の大きさに気づきました。
　今後は、環境保全と空港発展の両方に目を向け、成田空港のさらなる飛躍に貢献し
ていきたいです。

成田国際空港株式会社…共生・用地部門…地域共生部…エコ・エアポート推進グループ主任　道幸…真季

担当者の声

　成田国際空港周辺の河川には、日本固有種であるニホ
ンイシガメが生息しています。ニホンイシガメは、外来
生物の増加や、水路構造がコンクリート三面張りになっ
たことなどによる自然環境の変化によって、生息環境が
著しく悪化しています。
　当社では、国の基本方針などに準拠し、地域の環境や
ニホンイシガメに精通している専門家にご意見をいた
だきながら、緊急避難的にこの種の捕獲・育成を始めて
います。将来的には野生復帰を念頭に、繁殖や遺伝子調
査による交雑種の除外を行い、貴重な日本固有種の域外
保全に努めていきます。

ニホンイシガメ
学名：Mauremys japonica
分類：爬虫網カメ目イシガメ科イシガメ属

【種の特性】日本固有種。甲羅はやや偏平で幼体は背甲に3本
の隆条をもつが、成体では中央に明瞭な1本が残るだけとな
る。背甲の後縁が鋸歯状になっているが、年をとるにつれ目
立たなくなる。河川の上・中流域、山間や山際の池や沼、湿地
に生息する。雑食性で、5月から8月に1 ～2回産卵する。

引用： 千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック
－動物編（2011年改訂版）

◆ニホンイシガメの域外保全について

ケースから
脱出！

健康状態をチェック中

ニホンイシガメの保全活動

　ニホンイシガメの域外保全活動は事
例が少なく、その飼育方法については
手探りの状態が続いています。飼育に
あたっては、頻繁に個体の様子を細か
くチェックし、寄生虫やカビが生体に
付着していないかを確認するなど、時
間と労力が必要になります。飼育方法
について不安に思ったことは、専門家
の教えをいただきながら、試行錯誤し
ています。

　昨年は、初めて産卵が確認され、孵化に
も成功しました。冬眠に備え、幼体が冬を
乗り越えられるよう落ち葉を敷き、無事
越冬させることができました。

　これからも関係者の皆様のご協力を
いただきながら、ニホンイシガメの域
外保全を進め、野生復帰を目指してい
きます。

子ガメが生まれました！

た、維管束植物や大型菌類等、合計1,800種を超える植
物を確認し、このうち88種が絶滅危惧種等に指定され
ている重要な種でした。
　これらの重要な種等に対して保全が必要と予測評価
を行い、今後は影響が少ない場所への移植等の代償措置
や環境保全措置を実施します。

した項目については、自主的に「環境監視調査」を実施し
ます。

◆環境保全措置

◆事後調査・環境監視調査

ニホンイシガメの飼育場
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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。What is 

ECO AIRPORT

LED式誘導路灯火

　当社では、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。2019年度末時点で、誘導路灯火全体の
66.5％がLED式になっています。

　当社では、旅客ターミナルビルの天井照明や館外サインのほ
か、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を使用することで、照度が上がり、より明るい空間
や見やすい表示となりました。また、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。
　現在、第1・第2旅客ターミナルビル全体の照明更新を進めて
おり、約3,500台をLED照明に置き換える予定です（2021年4月
完成予定）。
　当社はこれまで同様、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

第2旅客ターミナルビル国際線出発ロビー

第1旅客ターミナルビル
館外LEDサイン

時　期 場　所 LED数量 消費電力削減量
2016年  3月 第2旅客ターミナルビル国際線到着ロビー 約1,270台 約40％
2017年12月 第1・第2旅客ターミナルビル館外サイン 9カ所 約50％
2019年  6月 第2旅客ターミナルビル国際線出発ロビー 約600台 約40％
2021年  4月（予定） 第1・第2旅客ターミナルビル各所 約3,500台 約50％

主なLED照明への切り替え

航空灯火への採用

旅客ターミナルビルなどでの採用

　当社では、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
より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、太陽光発電による「グリーン電力証書」を購入しています。
　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。 グリーン電力証書

〈…GPU供給概念図…〉

　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、温室効果ガス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、温室効果ガスや大気汚染物質の排出量も削
減できます。

CO2はAPU使用時の騒音の発生、CO2や
大気汚染物質の排出

　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、ボーイング787やエアバス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。

　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。2019年度の合理的理由なき逸脱航空機
は4機（0.002%）でした。

年度 2015 2016 2017 2018 2019

合理的理由なき
逸脱航空機数

（発着回数に対する割合）

7
（0.003%）

16
（0.007%）

7
(0.003％）

10
(0.004％）

4
(0.002％）

航空機発着回数 235,190 245,705 252,447 256,821 258,497

〈…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…〉

活動ハイライト

LED照明の採用

グリーン電力証書

GPUの利用促進

飛行コース幅（監視区域）の設定と監視

※1… APU（補助動力装置）
 Auxiliary Power Unitの略。航空機のメインエンジンを始動させたり、空

調・電気系統の動力源として利用される補助動力装置
※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
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　当社では、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。2019年度は、約6.9万トンの廃材をリサイクル
しました。

リサイクルプラント 滑走路周辺の草刈りでできた刈草

　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3,800トン（2019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。

　エコ・エアポート基本計画の取り組みの１つとして、空
港カーボン認証プログラムに参加し、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2018年1月に取得しました。さらに
同年11月には、日本の空港としては初めてレベル3を取得
しました。
　これは、航空機や車両、お客様の空港へのアクセス、従業
員の通勤など、空港全体の活動により排出されるCO2を把
握していること、また、主要なステークホルダーとともに
CO2排出量の削減に向けた計画を策定するなどの取り組
みが評価されたものです。
　今後とも空港カーボン認証プログラムを活用しながら、
主要なステークホルダーとの協力体制を一層強化し、さら
なるCO2排出量の削減に取り組んでまいります。

〈…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）

空港カーボン認証レベル3認証書

設置を行っています。
　また、空港内から排出されるシュレッダー紙についても
リサイクルしており、2019年度は約220トンをリサイク
ルしました。
　これらの取り組みは、エコ・エアポート推進協議会が中心
となって、空港全体に拡大してきたものです。今後も空港関
連事業者と協力しながら、廃棄物の排出量削減とリサイク
ルの推進に取り組んでいきます。

　成田国際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。このうち、機内食残渣

さ

は、検疫上の理由から法律で焼
却が義務付けられています。それ以外の取り降ろしゴミに
ついては、機内での分別スペースが狭いこと、機内清掃の
作業時間が短いことなど、条件が厳しいものの、一部の航
空会社では機内誌やビン、カン、ペットボトルなどを分別
し、リサイクルしています。
　一方、旅客ターミナルビルや貨物地区、事務所エリアな
ど各施設から出る一般廃棄物についても、ビン、カン、ペッ
トボトルなどを分別し、再生可能なものはリサイクルして
います。2015年度からは、一般廃棄物の削減とペットボト
ルのリサイクル率向上のため、飲み残しを含んだペットボ
トルの廃棄率の高い各保安検査場前に、液体物用ゴミ箱の

旅客ターミナルビル内の分別ゴミ箱

　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。2019年度は、厨房排
水から約2.0億ℓの中水が製造されました。 厨房排水除害施設

滞水池

　成田国際空港では、雨水排水が流入する河川の水質や水
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などのト
イレの洗浄水として活用されています。2019年度は、雨水
処理施設で約4.0億ℓの中水が製造されました。

一般廃棄物の分別

レストラン厨房排水の再利用

雨水の有効利用

建設廃材の再資源化

空港カーボン認証レベル3の取得

刈草の有効利用

〈…空港カーボン認証…〉
◆ 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の管理や削減の状況をACIが4段
階で評価する認証プログラム

What is ECO AIRPORT

活動ハイライト
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エコプロ2019
　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」に2004年度から出展していま
す。2019年度は「空港ブース」として、日本空港ビルデング

（株）、新千歳空港ターミナルビルディング（株）などと共同
出展し、空港におけるCO2排出量削減対策、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。当社ブースに

　当社は、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、環境報告書などの無料請求サイト

（エコほっとライン）に登録し、電子版での閲覧や冊子請求

をできるようにしています。
　また、空港利用者にも成田国際空港の取り組みを知って
いただけるよう、環境報告書のダイジェスト版を作成し、
旅客ターミナルビルなどで配布しています。

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/

　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」
は今年で8年目を迎えました。
　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、今回は90名の方から276点の作品が集まり
ました。会長賞及び審査員特別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、旅客ターミナルビル内にて
展示します。

撮　影　者：Fred ☆ Aoki 様　
撮影場所：空の駅 風和里しばやま

撮　影　者：panda 様　
撮影場所：芝山水辺の里

撮　影　者：yoo787 様
撮影場所：成田市さくらの山

審査員
特別賞

審査員
特別賞

会長賞

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

web

「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あ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。

9

1

9

23

5
6
48

7

田園ふれあい
ゾーン

空と水の
ふれあい
ゾーン

緑
豊
か
な

街
づ
く
り
ゾ
ー
ン

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

成田市さくらの山
（成田市駒井野）

芝山水辺の里
（芝山町岩山）
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（成田市長田）

場外放水路
水辺環境整備

十
と よ み

余三東
しののめ

雲の丘

南三里塚遊歩道
（成田市三里塚）
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グリーンポート…
エコ・アグリパーク687

9

　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

「エコプロ」への出展

環境情報の公開

エコフォトギャラリー2020

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。

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

What is ECO AIRPORT

活動ハイライト

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。
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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、以下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。

もっと詳しく知りたい方は

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

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

この冊子は再生紙を使用し、植物油インキを使用しています。
印刷は水なし印刷をしています。この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

成田国際空港はCOOL CHOICEに賛同しています。

発行：2020年10月
報告対象期間：データは2019年度（2019年4月～2020年3月）の実績です。ただし、活動内容は原則として2020年9月末時点としています。


