
多古町在住の4人家族。凜咲ちゃん（5歳）、
葵葉ちゃん（3歳）がのびのび遊べて走り回
れる、成田市の「坂田ヶ池総合公園」がご家
族のお気に入りのスポットです。

今号のモデルは
木川さんファミリー！

冬はいちご狩りが楽しめる！
ベリーいっぱいの観光農園
成田
ファームランド
成田空港から車で約20分に位置する大
型農業テーマパーク。いちごやブルーベ
リー、さつまいもなどの収穫体験を楽しめる
ほか、BBQ場やフラワーパークなどもあり
家族のお出かけにぴったりです。

千葉県成田市所1199-1

成田空港公式SNS
成田空港の魅力を発信中！

Facebook

YouTube

Instagram

Twitter
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

成田空港 Narita Airport@narita.airport_official

@Narita_OPC_info成田空港 Narita Airport【公式】

詳しくは、P6へ

施設内は緑がいっぱい！

かわいいお花を見て、子ど
もたちも

笑顔がほころびます♪

お出かけ
スポット

 ワクワクがいっぱい！  成田空港コミュニケーションペーパー

NARITA  AIRPORT

2 0 2 2

新春号

くうこうだより
公式Webサイト

最新情報は成田国際空港公式
WEBサイトまたは各関係機関
WEBサイトをご確認ください。

★

成田国際空港
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エコフォトギャラリー2021 
受賞作品決定！

「成田国際空港環境報告書
2021」を発行しました！
NARITAお土産セレクション

第36回成田空港周辺児童
書道・絵画展  最優秀受賞作品の発表

年頭のご挨拶

04

06

07

世界の年越し・お正月って
どんなもの？

「成田ファームランド」
成田空港周辺イベント

成田空港 JOB STORY
入国審査業務

成田空港で働く
スタッフの情熱に迫る！

特集

今行きたいイチオシスポット 



　2022年の新年を迎え、ここに謹んでお慶
び申し上げます。
　昨年は、2020年から引き続き、新型コロナ
ウイルスの影響で国際線、国内線の旅客数が
大幅に減少し、当社をはじめ、航空業界全体に
とって厳しい経営環境が続きました。一方、航
空貨物につきましては一年を通じて好調を維
持するとともに、国外からの新型コロナワクチ
ンの受け入れといった重要物資輸送の一翼を
担うことができました。
　感染状況が収まって回復の兆しが見えたな
と思うと、再び新しい変異株が登場するなど、
一進一退の状況はしばらく続きます。他方で、
国内のワクチン接種率が相当程度高まり、国
内外で新薬の開発をはじめ様々な研究も進み
つつあります。なかなか見えにくかった出口が
だんだん近づいているようにも感じています。
これまでも、成田空港は、危機に直面するたび
に、空港周辺地域の皆様をはじめ、多くの方々

（2） くうこうだより  2022  新春号 

年頭のご挨拶
のご協力を賜り、力強く立ち直り、今日まで日
本の空の玄関口として成長してまいりました。
現在の危機も必ずや乗り越え、元の元気な姿
を取り戻し、さらに発展していくものと確信い
たしております。
　そして、現下の厳しい状況においても、国の
重要な社会インフラとして、安全かつ安定的に
運用を続け、ヒトとモノの交流をしっかりと支
えてまいります。
　成田空港においては同時に、将来に向けて、
新たな滑走路整備などを行う「更なる機能強
化」等の取り組みを着実に進めていく必要が
あります。事業の推進にあたっては、空港と地
域の共生策を進めながら、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
ただけるよう最大限努力してまいります。
　地域振興に向けては、周辺対策交付金の交
付はもとより、地域の情報発信や産品と空港
を組み合わせたツアーの実施、関係者との意

成田国際空港株式会社
代表取締役社長　田村 明比古

見交換等により、地域のポテンシャルを引き出
す取り組みを積極的に進めてまいります。
　また、当社は、昨年3月、新たな環境負荷低減
の枠組みとして『サステナブルNRT2050』を
発表いたしました。この中では、国内空港で初
めて、空港運営会社として2050年までのネット
ゼロ実現など、空港全体のCO₂排出量削減に
関する中長期目標を掲げています。今後、目標
達成に向け、幅広いステークホルダーの皆様と
一体となって取り組んでいく所存です。
　2022年につきましては、お客様に安心して
成田空港をご利用いただけるよう引き続き新
型コロナウイルス感染拡大防止対策に努め、旅
行需要の回復、日本経済の成長に貢献するとと
もに、地域とともに発展していく成田空港とな
るよう、最大限努力してまいりたいと考えてお
ります。本年もよろしくお願い申し上げます。

エコフォトギャラリー2021
受賞作品決定！

　環境への取り組みを身近に感じ、楽しみながらご参加いただける
企画として、毎年成田空港が主催している「エコフォトギャラリー」。
　昨年4～7月にご応募いただいた361作品の中から、エコ・エア
ポート推進協議会会長賞や審査員特別賞をはじめとする選りすぐり
の15作品が決定しました。これらの作品は、エコ・エアポート推進協
議会のホームページに掲載しております。右下の二次元コードから
アクセスできますので、皆様ぜひご覧ください！

第36回成田空港周辺児童
書道・絵画展
最優秀受賞作品の発表

　子どもたちに空港や航空機に興味を持ってもらおうと、1981年より開催し
ている「成田空港周辺児童書道・絵画展」は、今回で36回目を迎えました。空
港周辺11市町の小学校を対象に作品募集を行い、今回は書道6,192点、絵
画5,575点の応募作品が寄せられました。新型コロナウイルスの影響により
表彰式は中止となりましたが、代わりに賞状授与式を代表3校で実施しました。
　ここでは、栄えある最優秀賞に輝いた9作品をご紹介します。

詳しくは
こちらから！

NEWS

NEWS

くうこうだより  2022 （号春新 3）

撮影者 ： アッシー君さん
撮影場所 ： 成田市さくらの山

撮影者 ： HirasannoPENさん
撮影場所 ： ひこうきの丘

撮影者 ： Nakamuraさん
撮影場所 ： 成田市さくらの山

書
道
の
部

絵
画
の
部

篠原 蘭さん
成田市立公津の杜小学校 1年

澤田 帆加さん
成田市立公津の杜小学校 3年

篠原 朝陽さん
成田市立公津の杜小学校 4年

星野 愛実さん
成田市立加良部小学校 5年

吉田 苑子さん
稲敷市立あずま北小学校 6年

『よるとあさの国』
鈴木 碧さん

成田市立平成小学校 1年

『わたしのひこうきで
かぞくいっしょにしゅっぱつ』

髙𣘺 柚月さん
富里市立浩養小学校 2年 

『成田の景色とみんなの笑顔』
久保木 千晴さん
香取市立佐原小学校 4年

　NAAでは、成田空港全体で取り組んでいる環境施策や
環境測定結果などを掲載している環境報告書を、年1回発
行しています。
　昨年10月に発行した「成田国際空港 環境報告書2021」
の特集では、エコ・エアポート基本計画（2016～2020年
度）の取り組み結果と、2021年3月に策定した、環境負
荷低減に向けた新たな枠組みとなる『サステナブルNRT
2050』について、詳しくご紹介しています。
　これからも環境にやさしい「サステナブル・エアポート」
として愛され、選ばれる空港づくりを目指して取り組んで
まいります。
　NAAホームページで電子版をご覧いただけますので、
ぜひご一読ください。

「成田国際空港 
環境報告書2021」を

発行しました！

成田空港  環境報告書

〈電子版〉
https://www.naa.jp/jp/issue/kankyo_report/index.html『飛行機の大そうじ』

白根 佳樹さん
山武市立南郷小学校 6年

入選一覧

SGR RTさん
おむすびぼーやさん
ゆうさくさん
まるめがねさん
モグモグさん

はんめさん
pandaさん
RGK22さん
kuma86さん
ヤスヤスさん

審査員
特別賞

審査員
特別賞

NARITA HEADLINE 成田空港の最新情報をお届け!

エコ・エアポート
推進協議会
会長賞

たくさんの
ご応募
ありがとう！

成田空港からのお知らせ❶

成田空港で購入できる、手土産にぴったりな商品をご紹介。
フライト前後のご利用はもちろん、お買い物のみでも
ご利用いただける店舗おすすめの逸品です!

NARITA

　　  セレクション
年始の挨拶やおもたせにピッタリ！

成田空港からのお知らせ❷

　キャラメリゼされたくるみとクッキーの間にチョコレート
を挟んだ、３層仕立ての焼き菓子。大粒のくるみ、口どけの
よいチョコレート、バターが香るクッキーが織りなす「パ
リッ、サクッ、ザクザク」の新食感が楽しめます。

（4枚入）648円（税込）※6･9枚入もございます。

※8個入もございます。

ウォールナットクッキー
Noix

　名前のとおり満月のように丸いクッキーは、
サクッと軽い口あたり。ほんのりと焦がしたビ
ターキャラメルの中から、ほどよい甘さのソフ
トキャラメルがとろりと溶け出します。

（5個入）756円（税込）
ダブルキャラメルムーン
キャラメルマンデー

みやげ

おいしいお菓子で
みんな笑顔に！

（第3ターミナル 2F）

　定番の手土産から話題のお菓子ブラン
ドまで、食品を豊富に取り揃えたショップ。

SHOP
発行日時点の情報です。最新情報は店舗にお問い合わせください。

［営業時間］※
月～木／6:00～17:45
金～日／6:00～18:15

※電話受付及び
　店舗の営業時間は上記から変更する可能性がございます。

［TEL］※
0120-191-625
（9:00～17:00）

HERE！

空港内店舗の営業時間などの情報は以下の二次元コードから！



パリ

フランクフルト

チューリッヒ

アムステルダム

ワルシャワ
ライプツィヒ

ミラノ ソウル

福州

天津

香港

杭州

広州

北京

青島
ニューヨーク

ダラスフォートワース
フォートワース

インディアナポリス

メキシコシティ

サンディエゴ

グアム

ニューカレドニア

セブ

ヴィン

マナド

ムンバイ

バンガロール

廈門

南通

鄭州
バクー

ブリスベン

シアトル

ヒューストン

シンシナティ

成田空港

大連

ホノルル
台北

ウランバートル ハルビン ウラジオストク

シドニー
メルボルン オークランド

ニューアーク

ワシントンDC

ボストン
トロント

シカゴ

メンフィス

バンクーバー

ロサンゼルス

サンフランシスコ
オークランド

モスクワ

ヘルシンキ

アディスアベバ

ブリュッセル

ドバイ
ドーハ

アブダビ

コロンボ

ハノイ

ジャカルタ

クアラルンプール
シンガポール

バンコク

カトマンズデリー

ホーチミンシティ

マニラ
クラーク

上海
西安

瀋陽

アンカレッジ

深 マイアミ
重慶

成都
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世界の年越し・  お正月 って
どんなもの？　ロンドンでは、ビッグベンの鐘が年

越しを告げるとともに花火が上がり、
「AULD LANG SYNE」を歌って新年
を祝います。日本では「蛍の光」として
知られますが、もとは旧友との再会を
祝う歌だそうです。元日にはパレード
がロンドンの街を練り歩きます。

　大晦日は「ジルヴェスター」と呼ばれ、ウィー
ン市内には屋台が立ち並び、音楽やダンスの
ショーが開かれます。年が明けてからも、
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のニュー
イヤーコンサートをはじめ、コンサートや舞踏
会がたくさん。音楽であふれる年越しです。

　新年のお祝いに欠かせないの
が「ガレット・デ・ロワ」。アーモンド
クリームが入ったパイで、切り分
けて食べます。中にはフェーヴと
いう小さな陶器の人形が入って
いて、当たった人は1年を幸せに
過ごせるとされています。

　大晦日の晩には「ジェドマロー
ス」というおじいさんと、孫娘の
「スネグーロチカ」が子どもにプ
レゼントを届けてくれると言いま
す。お正月の朝には、ヨールカと
いうモミの木の飾りの下にプレ
ゼントが。まるでクリスマスのよ
うなお正月です。

　年越しは、カウントダウンライ
ブや花火で大盛り上がり。ニュー
ヨーク・タイムズスクエアのカウ
ントダウンが特に有名です。お正
月のテレビは、カレッジフットボー
ルの王座決定戦ボウル・ゲームが
定番です。

特集

　お正月には、豚ミンチと香辛料
を豚足に詰めたソーセージ「ザン
ポーネ」に、レンズ豆の煮込みを
添えていただきます。豚は繁栄の
象徴、レンズ豆は形がコインに似
ていることから、金運を招くとさ
れている縁起物です。

イタリア

フランス

　シドニーのにぎやかな年越し花火
大会は、世界中から観光客が集まる
大イベント。ハーバー・ブリッジを中心
に年明けと同時にダイナミックな花
火が次々と打ち上げられます。年明け
から1月下旬にかけて開催される芸
術の祭典「シドニーフェスティバル」で
は、シドニー市内各地で演劇やダンス、
アートなどが披露されて大いににぎ
わいます。

オーストラリア
オーストリア

　ブラジルなど南米の正月料理
は「トールタデフランゴ」。鶏肉・ト
マト・オリーブなどを小麦粉の生
地で包み、オーブンで焼き上げた
ものです。繁栄を象徴する豚、金
運に恵まれるとされるザクロもよ
く食べられます。

ブラジル

　インドのお正月は10月下旬～11月上旬。ヒン
ズー暦の年明けを祝う「ディワリ」という、5日間にわ
たるお祭りです。町中がキャンドルやイルミネー
ションに彩られ、とても華やか。お祭りの3日目には、
爆竹や花火でにぎやかに新年を祝います。

インド

ロシア

アメリカ

イギリス

　今年の春節（旧正月）は
2月1日。1月31日～2月6日が7連
休になります。とても大切な伝統
行事で、餃子や餅、魚料理などのご
ちそうが並びます。硬貨が入った
餃子に当たると、1年を幸せに過ご
せるとされています。新年最初の
満月の日が春節の最終日で、町中
が提灯やランタンで彩られます。

中国

いつもとちょっと違った
お正月を過ごすのも

楽しそう！ハッピー ディワリ

ボナネ

Bonne Année

フェリーチェ アンノ ヌォーヴォ

※2021年10月31日～11月13日（14日間）の
　定期旅客便・貨物便実績値（速報値）に基づく。
※成田空港から直行便がない国も紹介しています

ス ノーヴィム ゴーダム

C  Новым годом

フェリーズ アノ ノーボ

ハッピーニューイヤー

ハッピーニューイヤー

Happy New Year

明けまして
おめでとうございます。

各国の新年の挨拶もご紹介！

MAPに表記している都市は旅客便及び貨物便の就航地となります

フローエス ノイエス ヤー

Frohes neues Jahr

成田空港は海外の30カ国2地域、
81の都市に就航しています※。
世界各地では、どんなふうに年末年始を過ごすのでしょうか？

シンニィェンクァィラ

ハッピーニューイヤー

Happy New Year!

FELIZ  ANO
NOVO 

保安検査がより安全・安心かつスムーズに！
検査トレー自動消毒・殺菌機器を導入

〈 自動消毒・殺菌機器の特徴 〉　保安検査場の検査トレーは、お客様や検査員など大勢の人が直接触れるもの。感染症対
策として定期的に殺菌消毒し、清潔に保つ必要があります。これまでは抗ウイルススプレー
を塗布してきましたが、昨年12月から、新型コロナウイルスを含む細菌やウイルスに有効
な検査トレー自動消毒・殺菌機器を導入。今年3月末までに、全ターミナルビルに合計62台
が設置される予定です。感染リスクがいっそう軽減され、お客様により安心してご利用いた
だけるようになります。

感染症対策編成田エボリューション
　日本貨物航空株式会社（Nippon 
Cargo Airlines／略称：NCA）は、国内
唯一の国際線物流専門航空会社。成
田空港を拠点にアジア、アメリカ、ヨー
ロッパへネットワークを展開し、国際物流
を支えています。大型の貨物機（ボーイ
ング747-8F型）を8機運航しており、旅
客機の貨物スペースでは運ぶことが困
難な高さ3m程度の大型貨物も搭載す
ることが可能です。定期便以外にも、世
界中にチャーター便を飛ばし、お客様の
要望にお応えしています。

AIRLINE COLLECTION 成田空港に就航している航空会社を紹介！

貨物航空機の特徴 NCA貨物航空機マメ知識

エアライン
コレクション

（4） くうこうだより  2022  新春号 くうこうだより  2022 （号新春 5）

紹介してくれた人 》》》 
日本貨物航空 総務部 広報担当　
吉川あゆみさん

紫外線照射により、コロナウイルスを含む
細菌やウイルスを99.9％死滅させる
UVライトが外部へ漏れ出ないよう、
国際基準に準拠した遮蔽機構を備える
トレーの両面をUVライトが囲い、
内側・外側を同時に消毒できる

●

●

●

現在

検査員がひとつずつ手作業で
殺菌消毒。時間と手間がかか
っていました。

従来

導入台数は

国内最多

殺菌力

99.9％に
アップ

メインデッキには座席や
手荷物収納キャビネット
がなく、高さ最大3mまで
の大型貨物を搭載可能

旅客ターミナルビルから
少し離れた南部貨物地
区に隣接する駐機場（ス
ポット）に駐機

長尺貨物を載せ
るため、航空機の
先頭部が開閉す
るノーズカーゴド
アを装備

ヘリコプターやレーシングカー、航空機の
エンジンも搭載可能

世界中の美術品を輸送

貨物機ならではのスピードを活かして、野菜
や果物、海産物、肉などの生鮮品の輸送
にも活躍

多い時には貨物機が
5機並ぶことも。

「三里塚さくらの丘」から
よく見えますよ。
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今行きたい 成田市 「成田ファームランド」

農作物が生き生き育つ
農業テーマパークへよ　こそ！
「食べる・買う」はもちろん、「収穫体験」もできる農業テーマパークとして
2021年7月にリニューアルオープンした「成田ファームランド」。
自社栽培の農作物のおいしさを伝える取り組みなど、見どころをご紹介します。

千葉県成田市所1199-1
【TEL】0476-73-8314
【営業時間】
つむつむ・ほりほり収穫体験
9:00～（最終受付は
体験によって異なります）
【休日】不定休
【HP】https://narita-farmland.com/

成田ファームランド

1

2

3

広告担当：
佐々木 大賢さん

CHECK

運営母体である「秀じい農
園」から受け継がれている
堆肥を使った農法を皆さん
に知っていただき、土にこ
だわった野菜のおいしさを
もっと多くの方に知ってもら
いたいです。

成田空港から車で約20分。季節毎
に開催するいちご狩りなどの収穫
体験や四季折々の花が楽しめるフラ
ワーパークなど、総面積25,000㎡の
広々とした施設内で、自然にたくさん
触れられます。

ACCESS

　寒い日でも屋内でBBQが楽しめます。
BBQ食べ放題メニューにはファーム内で育っ
た旬の「秀じい野菜」も。いちご狩りとセットに
すると一人あたり500円割引されます。

　成田ファームランドでは、「健康な土で育った農
作物は体に優しく美味しい。また、心も豊かにして
くれる。」をテーマに、自社開発した土壌改良剤「秀
じいの堆肥」を使う独自農法を行っています。「秀じ
い」とは、成田ファームランドの生みの親、土屋秀
人さんのこと。親会社の「秀工業株式会社」で木造
住宅の解体を行っており、堆肥としてリサイクルで
きるのではないかと考えたのが始まりです。土に

混ぜることにより、有効微生物が有
機物を分解。土壌の構造と生態系
を整えるとともに、農作物に必要な
栄養バランスが供給され健康で地
力のある土になります。

木材チップの
堆肥にこだわり、
土づくりから
農業を追求 　自社農場での長年の栽培研究では、「秀じいの

堆肥」はベリー系の栽培との相性が良いという
結果に。1月11日からはいちごの収穫体験が楽し
めます。特に「とちおとめ」は一般的なものより
も糖度が高く香りも上品。また、施設内のレスト
ラン「ファームキッチン」でもいちごを使ったメ
ニューを味わうことができます。

高糖度で香りのよい
「とちおとめ」を
たっぷり召し上がれ！

ここにも注目！

※詳細はHPよりご確認ください。

いちご狩りとセットでお得なBBQ

　園内にはスイーツ工房もあり、毎日
職人が心を込めて作っています。中で
も人気のバウムクーヘンは、ふわふわ
の生地が特徴。一気に高温で焼き上
げることでやわらかくなるのだそう。
日曜日には焼きたてを食べることが
できるのも魅力！ ぜひご賞味あれ。
※詳細はHPよりご確認ください。１日9本、約144

個のバウムクー
ヘンを製作。

一層一層丁寧に焼き上げた手作りバウムクーヘン

　「いちごはバラ科の果物だから」と、バラの育
成にもいちごと同様に「秀じいの堆肥」を使用
しています。バラの開花時期は春と秋。冬を越
えたら色や形、名前もさまざまな100品種以
上のバラが施設内を彩ります。

「秀じいの堆肥」で育った100品種を超えるバラ

（左）とちおとめの他、
やよいひめ、チーバ
ベリーも栽培。
（下）いちご、ブルー
ベリーのシェイクも
人気。

いちご狩り
（30分食べ放題）

大人：2,200円（税込）
中高生：1,980円（税込）

小学生：1,650円（税込）
幼児（小学生未満）：無料

※大人1名につき幼児1名まで。
　2名以上は1名につき小学生料金。

香取市

佐原まちぐるみ博物館企画展
「佐原・町並み・お正月」～1/10（月・祝）
　江戸時代の商都の面影を残す佐原の町並み。商家そ
れぞれがオリジナルの正月飾りで来訪者をもてなしま
す。1/8（土）には寿獅子舞の披露や、佐原囃子の演奏も。

［ 佐原地域 商家など各店舗 ］
TEL : 080-5455-7577（佐原おかみさん会）

坂田城跡梅花観賞会
2/19（土）～3/6（日） 9：00～15：00
　県内有数の梅林である坂田城跡梅林では、約
1,000本もの白梅が一斉に花開きます。土地の
歴史を感じながら、春の訪れを楽しんで。

横芝光町

［ 坂田城跡梅林 ］
TEL : 0479-74-8585（横芝光町観光まちづくり協会）

映画会 毎週日曜日 14：00～
　200インチの大画面モニターを備えたハイビ
ジョンホールで毎週開催。邦画・洋画・アニメなど、
幅広い世代が楽しめる作品を上映しています。

横芝光町

［ 横芝光町立図書館 ］ TEL : 0479-84-3311

観光・交流拠点施設
「末廣農場」がオープン（今春予定）
　旧岩崎家末廣別邸（国登録有形文化財）と大正か
ら昭和20年代に存在した近代的農場「末廣農場」の
歴史を今に伝え、にぎわいを創出する拠点施設。と
れたて野菜の直売所、オリジナルメニューを提供す
る飲食店などが集まる、富里市観光の玄関口です。

富里市

［ 末廣農場 ］
TEL : 0476-93-4942（富里市商工観光課）

道の駅 発酵の里こうざき 新春市

神崎町

芝山公園イルミネーション2021
～2/28（月） 17：00～21：00
　昨年に続き2回目の開催。淡く優しい「しばやまグ
リーン」の光が公園を彩ります。今年はさらに、航空需
要回復を願い、空港で働く人々に応援メッセージを届
けます。インスタキャンペーン、スタンプラリーも同
時開催。詳しくは下記二次元コードを確認ください。

芝山町

［ 芝山公園 ］
TEL : 0479-77-3919（芝山町観光協会）

さんむS1フェスティバル
2/1（火）～2/28（月）
　山武市のいちごと飲食店を取り上げたSNS
イベント。市内のいちご園や飲食店を利用し、
いちごや美味しいグルメの写真を投稿。入賞写
真には山武市特産品などをプレゼント。

山武市

［ 山武市内 いちご園・飲食店 ］ TEL : 0475-80-1202
（さんむS1フェスティバル実行委員会事務局）

最新情報は各市町にお問い合わせください。

※寿獅子舞は雨天中止。
※佐原囃子は11：00と14：00の2回公演。

※開催内容が変更になる場合があります。

1/9（日）
　道の駅で2,000円以上購入した人を対象に、抽
選会を開催。何が当たるかは当日のお楽しみで
す。鯉こくや甘酒の無料配布もあります。

［ 道の駅 発酵の里こうざき ］
TEL : 0478-70-1711

※上映作品は下記にお問い合わせいただくか、
　ホームページでご確認ください。

※天候などの影響により、急遽中止する場合があります。

EVENT

成田空港の
周辺エリア オススメの
お祭りやイベントを
ピックアップ ！

成田空港の
周辺エリア オススメの
お祭りやイベントを
ピックアップ ！

成田空港の
周辺エリア オススメの
お祭りやイベントを
ピックアップ ！

成田空港の
周辺エリア オススメの
お祭りやイベントを
ピックアップ ！

入国審査
業務

「空の玄関口」である空港では、さまざまな役割を持つプロフェッショナル
たちが日々活躍中。第３回は、成田空港で特別審理官として入国審査に
携わる、新井貴博さんを主人公に紹介します。

東京出入国在留管理局 成田空港支局
第三審査部門

新井 貴博さん
あらい　 たかひろ

2004年入庁。外国人が日本に入国
する際の上陸審査を担当。2019年
より特別審理官に任命され、日本の
安全を水際で守っている。

　外国の方が日本に来る理由は何か、ま
たどういった方々が来日するかを知りたい
という思いがあり、空港での入国審査官に
就きました。入庁当初は入国と出国どちら
の審査にも携わり、審査官としての経験を
積みました。現在は上級の審査官である
「特別審理官」に任命され、責任ある職務へ

のプレッシャーとやりがいを日々感じてい
ます。中には審査結果に納得されない方も
いましたが、日本の法律について、懇切丁寧
に説明すると納得していただけました。今後
も法律の勉強は欠かさず行い、日本の窓口
として日本を守るという責務を果たしていき
たいです。

成田空港で働く
スタッフの情熱に迫る！

責任ある職務で日本を守る

大きなやりがいを感じています

第３回
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外国人旅行客 通訳

そんな成田空港の出入国在留管理局が、スカイトラック
ス社※1の「World’s Best Airport Immigration※2」
で2021年に1位を受賞しました！

※1　1989年創立のイギリスに拠点を置く航空サービスリサーチ会社。
世界各地の空港や航空会社の評価を行っている。

※2　1999年からスカイトラックス社が行う世界の空港業界の品質基
準として、顧客サービスや施設などを評価する「World Airport Awards」
の中の１カテゴリー。空港入国管理における効率・スピード・職員の礼
儀/丁寧さ、そして2021年は入国エリアでのコロナウイルス対策が評
価基準となった。

入国審査の仕事で大切にしてい
るのは、相手方の国・地域の文化
を理解して適切に対応すること
です。その方が使われる言語で
コミュニケーションをとるなど、
不安を少しでも和らげられるよう
に心がけています。

日本に入国しようとする外国人の
中には、偽造パスポートで入国し
ようとする人、「観光目的」と偽っ
て不法就労の目的で入国しようと
する人、過去の違反歴を隠して入
国しようとする人などがいます。
そのような人たちの入国を阻止
できた時は、日本の安全を水際で
守ったことに誇りを感じます。

入国は許可

できません！

外国人が日本に入国する際、
パスポートや入国目的などを
確認し、審査するのが「入国審
査官」の仕事です。

審査の結果、入国の条件に適合しないとみ
なされた場合は、「特別審理官」に引き継が
れ、さらに詳しく話を聞くなどした上で入国
の許可を慎重に判断します。

「特別審理官」とは、審査
官の中からキャリア・経験
を積み、出入国在留管理
庁長官から指定された入
国審査官のことです。私
は２年前から特別審理官
の職務に携わっています。

入国審査は日本の窓口で
あり、日本や日本人の印象
に大きな影響を与えます。
その意識をもって、2年連
続の受賞を目指します！

親切な対応と

厳格かつ迅速な審査で

日本を守ります！

顧客満足度（CS）向上ワーキングチームを中心に、職員による接
遇の好事例を共有したり、特に優れている事例は「入管ＣＳグラン
プリ」として表彰したりするなど、職場全体でサービス向上に努
めたことが受賞につながったのではないかと思っています。



クロスワード

■相談センター 一覧 空港や環境問題に関するご意見、ご要望は各センターにお問い合わせください。駐車場もご用意しております。

北地域相談センター
千葉県成田市花崎町750-1
千葉交通ビル3階
0476-24-5361
0120-06-6543
0476-24-5370

［利用時間］ 9：00～17：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

0476-34-5858
［利用時間］平日9：00～17：00　※12:00～13:00は除く

くうこうだより 2022新春号（2022年1月1日発行）［vol.128］ 企画・制作 広報部　成田市成田国際空港内NAAビル（成田市古込字古込1番地1）
URL：https://www.naa.jp

成田国際空港公式WEBサイトはコチラから

成田国際空港株式会社

南地域相談センター
千葉県山武郡芝山町大里18-52
芝山町中央公民館千代田分館2階
0479-78-1394
0120-06-6554
0479-78-1398

［利用時間］ 9：00～17：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

茨城地域相談センター
茨城県稲敷郡河内町源清田1183
河内町役場北側庁舎
0297-84-5017
0120-84-5013
0297-84-5013

［利用時間］ 10：00～16：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

東地域相談センター
千葉県香取郡多古町多古584
多古町役場庁舎1階
0479-74-8882
0120-74-8881
0479-74-8889

［利用時間］ 9:00～17:00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

山武地域相談センター
千葉県山武郡横芝光町宮川11902
横芝光町役場本庁舎2階
0479-84-1226
0120-84-1226
0479-84-1228

［利用時間］ 9：00～17：00
［休館日］ 土日・祝日、年末年始

経済成長、地域活性化のために、機能強化が求められる成田空港。
地域の皆様にご理解いただきながら、環境対策・地域共生策の充実を図り、
地域と空港との共生共栄を実現していきたいと考えています。

TEL 0570-000-955

受付時間 平日9:00～17:00

A～Dの枠の中に入る文字を順に並べてできる言葉は？

【2021夏号の答え】さすてなぶる（サステナブル）

えあぽーとクロスワード

正解者の中から抽選で
以下の品をプレゼントいたします。

クロスワードの答え・住所・氏名・年
齢・職業・電話番号・成田空港やく
うこうだよりへのメッセージを明
記の上、応募ください。締め切りは
1月31日（月）（当日消印有効）です。

〒282-8601 成田市成田国際空港内
NAAビル NAA広報部
「くうこうだより」
えあぽーとクロスワード係 

右記からご応募くだ
さい。

タテ の カギ

一覧表。必要な物を書いて○○○にする。
能ある○○は、爪を隠す。
空港にもある、くつろげる待合室。
空にぽっかりと浮かんでいます。
お腹が減っちゃった…。
1日に1回、地球がまわること。
カラオケで好きな○○を熱唱した。
地球の衛星。英語ではムーン。
一番ちいさい指、赤ちゃん指のこと。
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ヨコ の カギ

　成田空港で販売しているプライベートブランド「空水」がネットで
手軽に購入できます。岐阜にある高賀渓谷の1億年前の地層から湧
き出た、冷たくなくても美味しいナチュラルミネラルウォーターで
す。500mlペットボトルとラベルレスの2Lペットボトルをご用意して
おりますので、ぜひ「GPA空水ショップ」からご注文ください。

　成田空港の周辺地域（空港の敷地・区域や、その周辺約300ｍの地域）
の上空では、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行
の禁止に関する法律」により、重さや大きさにかかわらず、原則として小型
無人機（ドローン）などを飛行させることが禁止されています。飛行させる
場合は、成田国際空港株式会社の同意、千葉県公安委員会などへの事前
通報といった各種手続きが必要です。
　同意なく飛行させた場合、警察官などによる退去命令や飛行妨害など
の措置対象となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ
ることがあります。
　また、正当な理由なく空港内へドローンなどを持ち込むことも「成田国
際空港管理規程」にて禁止されています。
　空港の安全確保のため、空港内および空港周辺で飛行しているドロー
ンなどを発見した場合、または飛行させようとしている人を発見した場合
は、速やかに警察（110番）へ通報していただきますよう、皆さまのご協力
をお願いいたします。
　その他、空港周辺以外の空域においても、航空法によってドローンなど
の飛行が規制されている場合がありますのでご注意ください。

応募方法

ハガキから

二次元コードから

※応募者情報については当選者へ
の商品発送のみに使用させてい
ただき、個人情報の保護に関する
法律およびそのほか関係法令を
遵守いたします。

　プレゼント

航空科学博物館は元日から
開館しています。
ぜひご家族でお越しください。

【成田空港の明日を、いっしょに】
わたしたちは考えます。成田の未来と、みんなの未来。
Webサイトをぜひご覧ください　https://www.narita-kinoukyouka.jp/

航空科学博物館からのおしらせ
航空のことが
もっと分かる！

キリトリ線キリトリ線キリトリ線キリトリ線

キリトリ線キリトリ線キリトリ線キリトリ線

出題：三輪みわ

飛行機が飛び立つこと。着陸の反対。
2022年の干支は？
牛などの舌の肉。○○シチューはおいしいね。
賭博場。米国のラスベガスが有名。
オオカミを英語でいうと？
目指す事柄。飛行機で○○○○地へ行く。
ラッキー！ ついていました。
飛行機で荷物などを輸送すること。
名より○○を取る。表面より中身を重視。
さあ、飛行機で○○に出よう。
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おトクに成田空港ショッピング！

お近くの申請窓口に
必要書類を

お持ちください。

申請方法

①N.PASS申込書
②タテ45㎜×ヨコ35㎜の証明写真1枚
③現住所が確認できる顔写真付き本人確認書類
　（旅券・運転免許証など）

必要
書類

●北地域相談センター
●南地域相談センター　

●〒282-8601  成田市成田国際空港内NAAビル　
   地域共生部 共生業務グループ　N.PASS担当宛

●茨城地域相談センター
●山武地域相談センター　　

●東地域相談センター

※各相談センターの住所・連絡先・利用時間は当ページの下段をご覧ください。
※各地域相談センターでは「N.PASS申込書」をご用意しております。

当日申請
窓口

郵送受付

①空港内店舗での商品の割引や記念品サービス

②空港内指定駐車場（P1またはP2）の
　駐車料金が3時間無料（普通乗用車1台につき）

③空港周辺施設での割引サービス

空港内店舗でのご利用合計額が1,000円以上のレシート（当日
利用分のみ）とN.PASSを、出庫時に出口係員にご提示ください。
ただし、日帰りのご利用のみとさせていただきます。

サービス特典

※一部対象外の店舗がございます。

●航空科学博物館　●空の湯

空港周辺23市町村に
お住まいの
15歳以上の方
（中学生を除く）

対　象

成田国際空港（株）地域共生部 共生業務グループ　N.PASS担当　お問い合わせ

（8） くうこうだより  2022  新春号 

成田空港　N.PASS 検索

※詳しくは公式HPでご確認ください。

交通
成田空港第1・第2ターミナルより
路線バス15分、
JR成田駅より路線バス30分、
東京駅より高速バス1時間30分

※1月3日（月）は特別開館いたします。

開館時間 10:00～17:00
（16:30入館締切）

休 館 日 月曜日
(祝日の場合は翌日休館)

入 館 料 大人700円、中高生300円、
小人200円

［ TEL］ 0479-78-0557

※今後の状況により、日時・内容は変更される場合があります。
　最新情報は公式HPでご確認ください。

www.aeromuseum.or.jp公式H P

空港周辺は
ドローン飛行
禁止エリアです

成田空港周辺地域にお住まいの方に限り発行！

ご注意ください！

●航空無線通信士
　受験者のための
   「無線工学」
　攻略セミナー
　  ・・・・・・・・1月１6日（日）

セミナー企画展
●精密模型
　 ～小武内省三の世界～
　  ・・・・1月1日（土）～
　 　　　3月27日（日）

※要予約・有料

インターネットで「空水」販売中！

「N.PAS
S」で

ご購入は
こちらから

●新春書初体験
　  ・・・・・1月2日（日）

お正月イベント

※有料

10名様に
プレゼント

成
田
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ァ
ー
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「
飲
む
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ち
ご
酢
」


