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「 申 し入れ書」に係る要望について (回 笞)
時下、貴職におかれま しては益々ご清栄のこととお慶び申 し上げます。
日頃から市政に対 しま して、格月」
のご理解とご協力を賜 り、深 く感謝申 し上げます。
さて、平成 26年 12月 1日 に申 し入れのあ りま した要望事項につきま して、下記の
とお り回答いた します。今後とも、地1或 の皆様か らの c 意 見をお伺い しながら、騒音対策
や地域振興策等に取り組んで まいりますので 、ご理解のほどお願 い申 し上げます。
なお、国土交通省、千葉県及び成田国際空港株式会社 へは、平成 26年 12月 22日 付
け文書で、申 し入れ書の写 しを添えて要望事項をお伝えいた しま したので、ご報告させて
いただきます。
己
言
【
要望 1】
離着陸制限 (カ ーフュー)緩 和の撤 []を 求めます
【
答え】
国主交通省及び空港会社から提案されtた 「 カ ーフューの弾力的運用 」につきま しては、
昨年 3月 29日 に国、県、空港周辺 9i市 町及び空港会社で構成されてお ります「 成田空
港に関する四者協議会」におきま して 、「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」を締結 してお りまKす 。この確認書の中で、生活環境保全の観点から、
「現行の離着陸制限 (カ ーフュー)時 間′
叉び 22時 台の便数制限 (A・ B滑 走路とも 10
便まで)を 31き 続き厳守するとともに、rr力 的な運用が最小限となるよう航空会社の指導
を強化すること」や「弾力的な運用によ って、な し崩 し的に運用時Fo3が frA大 することのな
し｀
よう、23時 以降に新たなダィャを設:ご しないこと」などについて遵守することを確認
し、その実施について合意 してお りまつ 。
本市といた しま しては、ヵ ―フューσ月単力的運用について、関係機関とともにこれら合
意事項の検証を行い、確実に履行され ′6よ う取り組んでまいります。
【
要望 2】
年間発着容量 30万 回の撤回を求y,ま す

【
答 え】

30万 回 につ きま して は、平 成 22年 10月 13日 に「成 田空 港 に関す る四者
協議会」 にお しヽ
て合意 した もので あ り、 30万 回合意後 の動 き と して、 LCCの 新規就航
空港容 量

な ど、成 田空港の 発展 は、地 域経済 の発 展 にも大 き く寄与 する もの と考 えて お ります。

しか しながら、成田空港においては、容量拡大に伴い今後も発着回数の増加が見込まれ、
騒音地1或 の生活環境に影響を及ぼすことから、平成 23年 度より航空Itt騒 音地域補助金、
民家防音 家屋等維持管理費補助金を拡充 したほか、平成 25年 7月 より、成田空港周辺
地域共生財国におしヽ
て、現行の C工 法の防音工事に追加 して、新たに壁及び天丼部分の防
音工事を実施 し、屋内における航空機騒音の更なる軽減を図 っているところで あります。
本市といた し讀しては、騒音・環境対策、共生策などが適切かつ￨‐
t実 に実施されるよう、
引き続 き、国、千葉県、空港会社など関係機関と連携を密に して、取り組んでい くことが
大変重要であると考えております。
【
要望 3】
「 第 3滑 走路」構想の撤回を求めます
【
答え〕
第 3滑 走路の整備につ きま しては、本年 7月 に国から公表された「 首都圏空港機能強
化技術検討小委員会」の中間取 りまとめにおいて、2020年 の東京オ リンピック・ パラ
リンピ ック以降の万策の一つとして示されたものであ ります。現在、国主交通省か らは、
あくまでも技術的な選択肢と しての取 りまとめであるとの説明を受けております。
滑走路整備等の成田空港の機能強化 につ きま しては、国の者え方と して、まずは地域と
の共通認識を形成するため、地域と共 こ成田空港の将来像等について理解を深めたい、と
の事であります。
いずれにいた しま しても、成田空港・潮 能強イ
ヒには住民の理解が不可欠でありますので、
議会をは じめ、騒音地域の方奴への速 K10か な情報提供と、丁寧な説明を国に対 して求めて
まい ります。
【
要望 4】
離着陸禁止時間帯を拡げることをfiむ 、抜本的な対策の実施を求めます
【
答え】
昨年 3月 のカ ーフューの弾力的え巨
用の実施に際 しても、改めて現行 のカーフュー時FB3
及び 22時 台の便数制限の厳守が確 認されてお り、現行の運用時間につきま しては、国と
地元との重 しヽ
約束でありますので、関係機 関と連携を図り、運用時間が厳守されるよう取
り組んでまいります。
なお、夜間騒音につきま しては、現行の 評価指標である Ldenは 、夜間のOI眠 妨害の評価
には適 してぃないことから、本市‐
Cは 国に対 し、夜間の睡眠妨害を評価できる指標の追加
を要望 して きたところでありまう。
しか しながら、現状では夜間Fう 音の実態 が反映される指標や基準値は定められてい7 3い
ことか ら、千葉県をは じめ空港周辺市町との連携を図 りながら、指標の追加について粘 り
強くlllき かけてまい ります。

