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はじめに

～世界最高水準の空港を目指して～

成田国際空港株式会社 代表取締役社長　 夏 目  誠

　成田空港は、1978年5月20日の開港以来多くのお客さまにご利用いただき、2017年7月28日には、航空旅客数累計
10億人を達成することができました。また、我が国最大の国際航空物流拠点として非常に重要な役割を担っており、10
月18日には国際航空貨物取扱量が累計6000万トンを達成しました。これもひとえに、関係者の皆様のご理解とご協力
の賜物と厚く御礼申し上げます。

　2017年10月現在、成田空港は海外110都市、国内17都市の127都市と結ばれ、豊富な国内外のネットワークにより、
アジアの拠点空港としての役割を担ってきております。しかしながら、近年東アジアにおいては、国際空港間競争が激化
しており、これに勝ち抜くためには、競争力の源泉となる国際線および国内線ネットワークのさらなる拡充と既存路線の
増強を図る必要があります。そのため、就航する航空会社に「成田ハブ化促進インセンティブ」と「成田空港マーケティン
グインセンティブ」の両方を最大限活用いただき、中期経営計画で掲げた目標就航都市数海外130以上、国内20以上
の達成に向けて取り組んでいるところです。
　また、開催まで3年を切った2020年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けては、世界各国からお越しになる選
手やお客さまをおもてなしの心でお迎えするとともに、「ユニバーサルデザイン」を取り入れ、誰もが安心して快適にご利
用頂ける空港づくりを目指しております。その取り組みのひとつとして、2019年度末までにターミナル内のお客さま用トイ
レの全面リニューアルを進めております。さらに、成田空港は、海外からのお客さまにとっては日本の旅の出発点でもあり
ますので、国内滞在中のさまざまな情報をワンストップで手に入れられるよう、国内最大規模の「ビジター・サービスセン
ター」を開設しました。このほかにも、日本到着時にも免税品を購入できる「到着時免税店」を国内空港で初めてオープ
ンするなど、お客さまの利便性を高め、快適にお過ごし頂ける新しい施設を展開しております。
　一方、安全面においても、世界最高水準の安全性と安定運用を最優先に取り組むとともに、第1・第2・第3全てのター
ミナルの保安検査場にボディスキャナーを配置し、高いセキュリティーレベルを保ちながら、よりスムーズな検査を実施
しています。さらに、安全性、快適性双方の高いレベルでの実現に向けて、搭乗手続き等の自動（セルフ）化といったファ
ストトラベルなど、新たな技術の導入も積極的に進めているところです。
　政府は、2020年に訪日外国人4000万人、2030年には6000万人の目標を掲げ、観光立国の実現に取り組んでいま
す。このためには、「成田空港の更なる機能強化」は必要不可欠であり、また、空港とともに周辺地域がこれまで以上に発
展していくためにも、その実現は当社に課せられた大きな責務であると考えております。
　このことから、2017年6月の四者協議会において、住民説明会の結果や千葉県および成田空港圏自治体連絡協議会
からのご要望、ご要請等を踏まえ、夜間飛行制限の緩和見直しを含む 「成田空港の更なる機能強化」についての当社の
見直し案をご提案させていただきました。当社としては、引き続き地域の皆様に丁寧なご説明を行い、ご理解とご協力を
得るとともに、可能な限り速やかに成田空港の更なる機能強化の最終的な結論が得られるよう最大限努力して参りたい
と考えております。
　2017年1月1日、成田空港はブランドロゴを刷新いたしました。「成田空港は日本と世界を『つなぐ』扉」として、これから
も成長と発展を続け、成田空港が「お客さまから選ばれる空港」、「お客さまに世界最高水準と評される高品質な空港」
として更なる飛躍を遂げるよう、そして「成田空港に関係するすべての皆様から愛される」空港を目指し、引き続き安全
安心な空港運営を基本に、NAAグループ総力をあげて取り組んで参ります。

　なお、7月に当社前上席執行役員による不正行為事案により、弊社に関係するすべての皆様方の信頼を損ねたこと、ま
た、ご迷惑をおかけしたことを、心から深くお詫び申し上げます。これを受け、社内において「随意契約に係る不正行為再
発防止委員会」を設置し、再発防止に向けて取り組みを進めているところです。信頼回復に向けて徹底的に取り組んで
参りますので、今後とも皆様方のより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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1978年5月20日の開港からの累計で、成田空港を利用した航空旅客数が10億人を達成した。近
年は、順調な伸びを続ける訪日外国人に加えて、LCCを中心とする国内線ネットワークの拡大によ
る国内線旅客数の増加により、航空旅客数の伸びが加速している。前回の8億人から9億人まで
の期間より3カ月短い、2年7カ月で1億人増えて10億人の大台を達成した。当日は第2ターミナル出
発ロビーで記念式典を開催。関係官署の代表者や空港周辺自治体の首長などが列席するなか、

記録達成を祝うくす玉開披を行い、10億人目となったお
客さまに記念品を贈呈した。
今回の10億人達成では、お客さまや関係者の皆さまに感
謝の意を伝えるとともに、成田空港のさらなる利用拡大に
もつなげていこうと、関連のキャンペーンなどさまざまな
イベントを多彩に展開した。SNS投稿キャンペーン、周辺
地域の皆さまを対象にした空港内見学ツアー、若者のパ
スポート取得を応援するキャンペーン等のほか、“10億人
達成は空港スタッフの皆さまの力があってこそ”として、「成
田空港オールスタッフ感謝祭」（左写真）も開催した。

航空旅客数10億人を達成
記念イベントも多彩に展開7.28
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成田空港は日本と世界を「つなぐ」扉として、これからも成長と発展を続け、世界最高水準と評され
る高品質な空港を目指すという決意を込めて、ブランドロゴをリニューアルした。国内はもとより、さ
らに増加を続ける訪日外国人のお客さま、乗り継ぎで利用される世界中のお客さまに向けて、力強
くアピールしていく。新しいロゴのデザインは、伸びやかで躍動感のある3本のラインが特徴。藍色
で「日本」、青色で「大空」、水色で「地球」を
表し、それらが組紐のように結ばれ、繋がり、
過去から現在、現在から未来へと着実に進ん
でいく決意をイメージしている。あわせて成田
空港公式WEBサイトも全面リニューアルし、ユ
ニバーサルデザインを取り入れて機能を強化
するとともに、情報をスムーズに入手できるよ
うなシンプルで分かりやすい構成に刷新した。

第1・第2・第3全てのターミナルの保安検査場にボディスキャナーを導入し、運用を開始した。従
来の金属探知器と同様に金属物を検出でき
るのに加え、非金属性の異物も検知できるの
が最大の特徴。異物が検知されるとその箇所
がピンポイントでモニター画面に表示される
ため、検査員による接触検査の対象範囲が絞
られ、確認のための所要時間も短縮された。
お客さまにとっては、検査員による接触検査
へのストレスが軽減されることから、保安検査
における高い安全性と快適性の双方を実現し
ている。

アジア地域における空港間の路線獲得競争がさらに激化する中、航空会社との連携を一層強化
し、成田空港における旅客数・貨物量の維持・増加を図り、リテール売上等の非航空系収入の拡
大にもつなげるために「成田空港マーケティングインセンティブ」を導入した。この制度は、航空会
社が実施する、成田空港の旅客数・貨物量を維持・増加させるためのマーケティングやプロモー
ション、利用者の利便性
向上等に向けた取り組み
（マーケティング活動）に
対して、NAAが一定額を
上限にマーケティング活
動費の一部をサポートす
るという新たな施策であ
り、2018年度末までの2
年間実施する。

成田空港ブランドロゴとWEBサイトを刷新

ボディスキャナーの運用を開始

1.1

成田空港マーケティングインセンティブを導入

3.29

4.1
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ベトナム空港会社（ACV）との戦略的かつ実用的な協力関係を強化するため、空港間協定に係る
覚書を締結した。「ネットワーク戦略」「観光促進による需要喚起」「空港運営技術協力」の3点を
柱とし、お客さまの利便性向上等に向け
た具体的なプログラムを実施していく。
ACVはベトナム国内でノイバイ国際空港
（ハノイ）、ダナン国際空港など22空港の
管理・運営を行っており、それらの空港
と成田空港との間の航空ネットワークの
強化も大きな柱となる。NAAはこれまで、
ノイバイ国際空港の新旅客ターミナルビ
ルの供用準備支援などを行い、ACVとの
良好な関係を築いてきた。

成田空港の更なる機能強化に向けた議論をめぐり、国、千葉県、空港周辺9市町とNAAによる「成
田空港に関する四者協議会」が開催された。このなかでNAA、国、千葉県から、2016年9月27日
以降行ってきた住民説明会や対話型説明会での地域住民からの意見・要望等も踏まえて、「夜間
飛行制限の緩和の見直しと環境対策・
地域共生策」「騒音区域の設定方針の
見直し」「航空機落下物対策の創設」及
び「周辺地域の地域づくり」を説明。こ
れを受けて四者は、引き続き、誠意をもっ
て丁寧かつ真摯な対応を行うなど、更な
る機能強化の実現に向け、地域住民の
理解と協力が得られるよう最大限の努
力をすることなどの確認書を締結した。

ユニバーサルデザイン化の一環として、お客さま用トイレの全面リニューアルを進めている。その
柱とも言える「デザイントイレ」が第2ターミナル内の2カ所にオープンした。多機能トイレの機能を
一般ブースにも設けて多機能トイレの混
雑を緩和、最先端機器の導入、広いブー
スや使いやすいパウダースペースの確
保、などを実現した。総額約50億円をか
けて3つのターミナル全147カ所のトイレ
を改修するプロジェクトで、そのうち主要
動線上に位置して利用頻度が高い11カ
所が、「デザイントイレ」として順次生ま
れ変わる。

ベトナム空港会社と空港間協定を締結

四者協議会で更なる機能強化に関する今後の
取り組みについて確認書を締結

5.31

最先端設備のデザイントイレが登場8.9

6.12
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さらなる増加を続ける訪日外国人のお客さまの利便性向上を図る施設として、第1ターミナル中央
ビル本館1階にオープンした。観光案内情報提供機能を集約・強化しながら、宿泊・ツアーの手
配や各種チケット類の購入までをスムーズに行えるトラベルセンターと、トランジットツアーの受付
窓口も併設した。携帯電話等
の貸し出しやレンタカーの受付
等のサービス店舗も合わせた
エリアの面積は約1300㎡と、こ
の種の施設としては国内最大
級。日本での滞在を安心かつ
快適に過ごすために必要な情
報やサービスをワンストップで
入手することができる。

2017年度税制改正の流れにいち早く対応して、国内空港初となる第2ターミナルの2カ所に「到着
時免税店」（国際線到着エリアの免税店）が開業した。第1・第3ターミナルにも年内にオープンす
る。取り扱っているのは外国製の酒類とたばこ。これにより日本人のお客さまは帰国時に免税品
を購入できるため、海外旅行中
に重い荷物を持つ必要がなく
なる。訪日外国人のお客さまに
とっても、到着時に免税品の買
い物ができるなど、これまでに
ない新しいショッピングスタイ
ルが楽しめるようになった。免
税品購入の需要を到着時に取
り込むことに加え、成田空港の
魅力向上にもつなげていく。

成田空港は我が国最大の航空物流拠点であり、1978年5月20日の開港以来の国際航空貨物取
扱量が6000万tを達成した。開港当初は年
間50万tで推移し、開港から累計1000万tに
なるまでには約13年を要した。その後、成田
空港の成長とともに貨物量は順調に増加を
続けて、直近の5000万t達成から4年10カ
月で6000万tに至った。成田空港は、充実し
た航空ネットワークに加え、空港内外に多数
の国際物流施設が展開・集積し、圏央道な
どの道路アクセスもさらに充実するなど物流
面においても利便性が向上している。

「Visitor Service Center」を新設

国内空港初の「到着時免税店」開業

8.10
10.20

9.1・4

国際航空貨物取扱量6000万tを達成10.18





〜その役割と現状〜

成田空港

NARITA
AIRPORT

2017



CONTENTS

成田国際空港株式会社「経営理念・経営ビジョン」…………… 2
はじめに…………………………………………………………………………………………………………………… 3
NARITA AIRPORT TOPICS 2017………………………………………………………… 4
成田国際空港騒音区域関係図… ……………………………………………………… 8
データで見る 世界の都市を結ぶ成田空港………………………………… 9
施設配置図・空港運用状況… …………………………………………………………… 10
CONTENTS……………………………………………………………………………………………………………12

　 INTRODUCTION
中期経営計画 イノベイティブNarita2018… ………………………………17
2016〜2018年度 NAAグループ中期経営計画…………………………………………………………… 18
　イノベイティブNarita2018 〜世界最高水準の空港を目指して〜

戦略方針
　1. 世界最高水準の安全性と安定運用の徹底追求… ……………………………………………… 19
　2. 空港機能の強化と地域との共生・共栄… …………………………………………………………… 20
　3. 航空ネットワークの徹底強化………………………………………………………………………………… 20
　4. 世界最高水準のサービス品質や魅力ある商業空間の創出による 
お客さま満足度の徹底追求………………………………………………………………………………… 21

　5. 企業グループとしての経営体力と競争力の強化…………………………………………………… 22

　 特集
世界最高水準の空港を目指して… …………………………………………………… 23
更なる機能強化に向けて新たな確認書締結……………………………………………………………… 24
　「夜間飛行制限の緩和」の見直し案等を提示

加速する成田空港のユニバーサルデザイン化…………………………………………………………… 26
　最先端設備のデザイントイレも登場

航空会社への新たなインセンティブを導入… ……………………………………………………………… 28
　マーケティング活動をサポート

訪日外国人へのサービスをさらに強化………………………………………………………………………… 30
　情報提供機能を集約した新施設がオープン

魅力ある商業空間でリテール事業拡大… …………………………………………………………………… 32
　到着時免税店など新たな取り組みも

サービス品質向上へファストトラベルを推進……………………………………………………………… 34
　日本初の国際線自動手荷物預け機も導入

LCCネットワークがさらに充実………………………………………………………………………………………… 35
　旅客便発着回数シェアは30％超に

「Narita Air ＆ Bus！」がさらに便利に…………………………………………………………………………… 36
　高速道路の整備により空港アクセスが向上

CONTENTS12



第1章　成田空港を取り巻く環境と運用状況… …………………… 37

Part1 成田空港を取り巻く環境
1 世界経済の動向… ……………………………………………………………………………………………………38
　① 世界経済の概観… …………………………………………………………………………………………………… 38
　② 日本経済：緩やかな回復が続く日本経済の現状 ……………………………………………………… 42
2 旅客数の動向……………………………………………………………………………………………………………45
　① 出国日本人の動向… ………………………………………………………………………………………………… 47
　② 訪日外国人の動向…………………………………………………………………………………………………… 47
3 貿易動向と航空貨物…………………………………………………………………………………………………49
　① 貿易………………………………………………………………………………………………………………………… 49
　② 航空貨物… ……………………………………………………………………………………………………………… 52
4 航空市場動向……………………………………………………………………………………………………………53

Part2 成田空港の運用状況
1 2016年度運用状況… ………………………………………………………………………………………………56
　① 航空機発着回数……………………………………………………………………………………………………… 56
　② 航空旅客数……………………………………………………………………………………………………………… 59
　③ 航空貨物・取扱額… ………………………………………………………………………………………………… 61
　④ 給油量… ………………………………………………………………………………………………………………… 62
2 成田空港への乗り入れ航空会社と発着回数……………………………………………………………64
　① 新規乗り入れ航空会社… …………………………………………………………………………………………64
　② 定期航空会社別スケジュール 発着回数…………………………………………………………………… 65
3 東アジアの国際拠点空港としての成田空港… …………………………………………………………67
　① 発着枠の拡大… ……………………………………………………………………………………………………… 67
　② 国内・世界における成田空港の位置づけ………………………………………………………………… 68

第2章　成田空港の施設… ……………………………………………………………… 71
1 施設の現状と計画… …………………………………………………………………………………………………72
　① 基本施設… ……………………………………………………………………………………………………………… 72
　② 旅客ターミナル施設… ……………………………………………………………………………………………… 74
　③ 貨物ターミナル施設… ……………………………………………………………………………………………… 89
　④ 給油施設………………………………………………………………………………………………………………… 92
　⑤ 駐車場施設……………………………………………………………………………………………………………… 93
　⑥ そのほかの施設… …………………………………………………………………………………………………… 94

第3章　成田空港の管理・運営… ……………………………………………… 97
1 成田空港の危機管理体制… …………………………………………………………………………………… 98
　① 安全への取り組み… ………………………………………………………………………………………………… 98
　② 高まる航空保安対策の重要性………………………………………………………………………………… 99
　③ NAAグループ事業継続計画（BCP）…………………………………………………………………………… 100
　④ 地震など災害への対策… ………………………………………………………………………………………… 101
　⑤ 施設の管理体制……………………………………………………………………………………………………… 101
　⑥ 緊急医療体制… ……………………………………………………………………………………………………… 102
　⑦ 災害訓練… ……………………………………………………………………………………………………………… 103
　⑧ セキュリティー強化へIDカードをIC化… ……………………………………………………………………… 104
　⑨ 入場ゲートのノンストップ化… …………………………………………………………………………………… 105
2 お客さまの視点に立った空港づくり………………………………………………………………………… 105
　① CSへの取り組み… …………………………………………………………………………………………………… 105
　② 楽しい成田空港をつくるイベントの実施…………………………………………………………………… 107
　③ SMART Airport NARITA… ……………………………………………………………………………………… 108
　④ デジタルサイネージの導入… …………………………………………………………………………………… 112
　⑤ お客さまへの分かりやすいご案内…………………………………………………………………………… 114
　⑥増加する訪日外国人旅客への施策… ……………………………………………………………………… 114
　⑦ 充実する空港アクセス……………………………………………………………………………………………… 119
3 世界の空港の一員として… ……………………………………………………………………………………… 120
　① ACI、EAAAなどの活動……………………………………………………………………………………………… 120
　② 昨今の国際会議とNAAの役割………………………………………………………………………………… 121
　③ 海外空港との協力関係の締結………………………………………………………………………………… 121
　④  海外空港支援業務… ……………………………………………………………………………………………… 122

CONTENTS 13



CONTENTS

4 完全民営化の早期実現に向け体制整備… …………………………………………………………… 123
　① 株式上場に向けて…………………………………………………………………………………………………… 123
　② NAAの「信用力」を裏付ける格付け… ……………………………………………………………………… 124
5 プロモーション強化に向けて… ………………………………………………………………………………… 124
　① エアライン営業部によるプロモーション強化……………………………………………………………… 124
　② 成田空港活用協議会… …………………………………………………………………………………………… 128
6 主な広報業務（2016年11月～2017年10月）………………………………………………………… 129

第4章　成田空港のあゆみ……………………………………………………………133

1 成田空港開港の経緯… …………………………………………………………………………………………… 134
　① 航空審議会の答申… ……………………………………………………………………………………………… 134
　② 空港の位置決定……………………………………………………………………………………………………… 134
　③ NAAの設立……………………………………………………………………………………………………………… 135
　④ 基本計画の指示……………………………………………………………………………………………………… 135
　⑤ 用地取得の経緯……………………………………………………………………………………………………… 135
　⑥ 燃料輸送体制の確保… …………………………………………………………………………………………… 136
　⑦ 開港を迎えて…………………………………………………………………………………………………………… 137
　⑧ 本格パイプラインの完成… ……………………………………………………………………………………… 138
2 暫定平行滑走路の運用開始まで…………………………………………………………………………… 138
　① 整備促進に高まる地域の声… ………………………………………………………………………………… 138
　② 平行滑走路建設の新たな方針… …………………………………………………………………………… 139
　③ 工事実施計画の変更と申請… ………………………………………………………………………………… 139
　④ 32年ぶりの公聴会開催… ………………………………………………………………………………………… 140
　⑤ 暫定平行滑走路建設の着工…………………………………………………………………………………… 141
　⑥ 暫定平行滑走路工事の完成…………………………………………………………………………………… 141
　⑦ 暫定平行滑走路の運用開始…………………………………………………………………………………… 142
3 2500ｍ平行滑走路の整備………………………………………………………………………………………144
　① 長年の懸案だった2500ｍ化… ………………………………………………………………………………… 144
　② 2006年9月に2500ｍ化北伸整備着工 … ………………………………………………………………… 144
　③ 2009年10月22日から運用開始………………………………………………………………………………… 144
　④ 記念式典を開催……………………………………………………………………………………………………… 145
　⑤ 新誘導路など各種施設を整備………………………………………………………………………………… 146
　⑥ 発着回数は両滑走路計で22万回へ増大………………………………………………………………… 146
4 年間空港容量30万回へ…………………………………………………………………………………………… 147
　① 新誘導路など各種施設を整備………………………………………………………………………………… 147
5 カーフュー（離着陸制限）の弾力的運用の実施… ………………………………………………… 150
　① カーフュー（離着陸制限）の弾力的運用… ……………………………………………………………… 150
　② カーフューの弾力的運用案を地域へ提案… …………………………………………………………… 150
　③ 弾力的運用について地域と合意……………………………………………………………………………… 150
6 用地交渉の経緯と現況… ………………………………………………………………………………………… 151
　① 開港後〜円卓会議まで…………………………………………………………………………………………… 151
　② 円卓会議〜暫定平行滑走路運用開始… ………………………………………………………………… 151
　③ 暫定平行滑走路運用開始後…………………………………………………………………………………… 152
7 NAAの民営化…………………………………………………………………………………………………………… 153
　① 空港名も「成田国際空港」に改称… ………………………………………………………………………… 153

第5章　成田空港問題の推移………………………………………………………155

1 シンポジウムおよび円卓会議の経緯… ……………………………………………………………………156
　① 開港までの状況… …………………………………………………………………………………………………… 156
　② 成田空港問題シンポジウムの経緯…………………………………………………………………………… 156
　③ 成田空港問題円卓会議の経緯… …………………………………………………………………………… 157
2 円卓会議終了後の展開…………………………………………………………………………………………… 159
　① 円卓会議後のNAAの取り組み… ……………………………………………………………………………… 159
　② 共生委員会などの設置… ………………………………………………………………………………………… 159

CONTENTS14



3 新しい「共生スキーム」への移行……………………………………………………………………………… 160
　① 地域との共生に貢献した「共生委員会」…………………………………………………………………… 160
　② 新共生スキームへ発展的解消… ……………………………………………………………………………… 160
　③ 成田空港地域共生・共栄会議の設置……………………………………………………………………… 161
4 歴史伝承プロジェクトの展開… ………………………………………………………………………………… 162
　① 常設展示施設を整備・運営… ………………………………………………………………………………… 162

第6章　空港と地域の共生を目指して……………………………………165

1 地域と共生する空港づくり大綱………………………………………………………………………………… 166
　① 地域との連携を密に取り組み… ……………………………………………………………………………… 166
2 騒防法および騒特法の概要… ………………………………………………………………………………… 166
　① 騒防法… ………………………………………………………………………………………………………………… 166
　② 騒特法… ………………………………………………………………………………………………………………… 167
3 環境対策などの実施状況……………………………………………………………………………………… 168
　① 住宅防音工事… ……………………………………………………………………………………………………… 168
　② 学校、共同利用施設などの公共施設防音工事………………………………………………………… 169
　③ 移転補償など………………………………………………………………………………………………………… 169
　④ 電波障害対策… ……………………………………………………………………………………………………… 170
　⑤落下物対策……………………………………………………………………………………………………………… 170
　⑥ 航空機エンジン試運転時の騒音対策……………………………………………………………………… 171
　⑦ 騒音対策委員会……………………………………………………………………………………………………… 171
4 環境の監視… …………………………………………………………………………………………………………… 171
　① 航空機騒音……………………………………………………………………………………………………………… 171
　② 空港場内地上騒音など…………………………………………………………………………………………… 172
　③ 飛行コース… …………………………………………………………………………………………………………… 172
　④ 大気質… ………………………………………………………………………………………………………………… 173
　⑤ 水質………………………………………………………………………………………………………………………… 173
　⑥ 地域環境委員会……………………………………………………………………………………………………… 173
　⑦ 環境情報公開システム… ………………………………………………………………………………………… 173
5 周辺地域発展のために… ………………………………………………………………………………………… 174
　① 地域経済への貢献… ……………………………………………………………………………………………… 174
　② 成田財特法による公共施設の整備… ……………………………………………………………………… 174
　③ 成田国際空港周辺対策交付金… …………………………………………………………………………… 175
　④ 航空機騒音に配慮した計画的な土地利用……………………………………………………………… 175
　⑤ 農業振興による土地利用………………………………………………………………………………………… 176
　⑥ そのほかの土地利用… …………………………………………………………………………………………… 176
　⑦ 成田空港周辺地域振興計画…………………………………………………………………………………… 176
　⑧ 地域の振興策… ……………………………………………………………………………………………………… 176
　⑨ 地域相談センター… ………………………………………………………………………………………………… 178
　⑩ 千葉県の総合計画「新 輝け！ちば元気プラン」………………………………………………………… 179
　⑪ 空港周辺農業の再生への協力………………………………………………………………………………… 179
6エコ・エアポート基本計画… ……………………………………………………………………………………… 182
　① 地球的視野に立った循環型の空港づくり… ……………………………………………………………… 182

第7章　財務状況… …………………………………………………………………………191

1 2017年3月期連結決算… ………………………………………………………………………………………… 192
　① 連結損益計算書……………………………………………………………………………………………………… 192
　② 連結貸借対照表……………………………………………………………………………………………………… 193
　③ キャッシュ・フローの状況… ……………………………………………………………………………………… 194
　④ セグメント別概況……………………………………………………………………………………………………… 195

CONTENTS 15



CONTENTS

資料編1… ………………………………………………………………………………………………197

1 円卓会議の合意事項… ……………………………………………………………………………………………… 198
2 隅谷調査団所見（抄）〜成田空港問題円卓会議の終結にあたって〜…………………………… 199
3 地域と共生する空港づくり大綱… ………………………………………………………………………………… 202
4 成田新法適用物件位置図…………………………………………………………………………………………… 209
5 ゲリラ事件発生状況… ………………………………………………………………………………………………… 209
6 未買収地の現状… ……………………………………………………………………………………………………… 210
7 参考①：容量拡大（30万回）に係る確認書…………………………………………………………………… 211
8 参考②：成田空港の離着陸制限（カーフュー）の弾力的運用に関する確認書… …………… 212
9 成田空港内従業員実態調査… …………………………………………………………………………………… 213
�成田空港へのアクセス交通実態調査…………………………………………………………………………… 214
� 成田空港周辺のホテル… …………………………………………………………………………………………… 215
� 成田空港周辺自治体の歳入総額および固定資産税額の推移… ………………………………… 216
� 成田空港周辺自治体の人口および就業者人口の推移………………………………………………… 216

資料編2… ………………………………………………………………………………………………217

1 NAAの組織・業務内容など………………………………………………………………………………………… 218
2 成田国際空港株式会社法…………………………………………………………………………………………… 220
3 NAAの歩みと成田空港問題の推移（1966年〜2017年10月）………………………………………… 221
4 成田空港における達成記録の一覧… ………………………………………………………………………… 244
5 成田空港運用状況（年度別）… …………………………………………………………………………………… 245
6 成田空港への定期乗り入れ航空会社増減…………………………………………………………………… 250

CONTENTS16


	000_2017_NAA_Cover
	001_008_2017_NAA_Color
	011_016__NAA_2017_CONTENTS

