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はじめに

日本の経済・社会を維持・発展させていくためには、
諸外国との結びつきを深めていくことが課題です。

 昨今のグローバル化した世界において、航空は私たちの暮らしには欠かせない
存在となっています。人口減少や少子高齢化が進む中、子や孫の代まで日本の
経済・社会を維持・発展させていくためには、今後より一層、諸外国との結び
つきを深めていくことが課題となっています。

 世界の主要都市の空港と比較すると、羽田空港・成田空港を合わせても国際線
の就航先が少ないのが現状です。また、香港、シンガポール、ソウルなどアジ
アの主要諸国よりも国際線の就航先数・利用客数ともに下回っています。

 2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会やその先の日本の成長
を見据え、成田空港とともに羽田空港のあり方について考えていく必要があり
ます。
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これまでの取組み

「環境影響等に配慮した方策」が公表されました。
引き続きわかりやすい情報提供に努めて参ります。

 国土交通省は、日本の豊かな暮らしを将来の世代に引き継ぐため、羽田空港
の国際線を増便し、世界との結びつきをさらに深めていく必要があると考え
ています。

 その具体化を進めるにあたっては、まず、その必要性や実現方策についてで
きる限り多くの方々に知っていただくべく、約１年をかけて、今回の提案の
背景、音の聞こえ方、環境や安全確保等の課題に対しどのような対策が取り
得るかなどについて情報提供を行って参りました。また、住民の方々の多様
なご意見を伺い、その内容について幅広い共有に努めてきたところです。

【対策や運用方法等】

環境・安全対策、飛行経路の運用方法等、皆様のご意見を
伺いながら、環境影響等に配慮した方策を検討しました。

【必要性や実現方策等】

国際線増便の必要性や実現方策等について情報を提供。
皆様の声から課題を整理し、共有しました。１

フェーズ

2
フェーズ

 国土交通省では、平成28年7月、このような取り組みの経緯を踏まえた上で、
実現方策として飛行経路の見直し以外の方策が見当たらないことの認識を含め
、羽田空港の国際線増便の必要性について改めて関係自治体と共有認識を確認
し、これまでの課題整理や自治体意見を踏まえた「環境影響等に配慮した方策
」を公表しました。

 今後、2020年までの羽田空港の国際線増便の実現に向け、飛行経路の見直し
に必要となる航空保安施設や誘導路等の施設の整備、さらには「環境影響等に
配慮した方策」で示された環境・安全対策を着実に進めて参ります。

 また、できるだけ多くの方に知っていただき、ご理解を頂けるよう、正確でわ
かりやすい情報提供に引き続き取り組んで参ります。
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これまでの取組み

フェーズ１では、
先ず、その必要性や実現方策についての
コミュニケーションが行われました。

 羽田空港の国際線の増便に関する検討を進めるにあたっては、先ず、その必要性や
実現方策について、できる限り多くの方々に知っていただきたいと考え、有識者の
助言も得つつ、予めプロセスや手法を決定しました。また、このプロセスに基づく
双方向の対話を、約１年にわたり２つのフェーズに分けて進めてきました。

 フェーズ１では、平成27年7月から9月まで開催された説明会（オープンハウス型）
のほか、ホームページ、ニュースレター等を通じ、その必要性や実現方策について
情報提供を行いました。

説明会（フェーズ１）
の開催

 より多くの来場機会を提供し、それぞれ
のご関心にきめ細やかに対応するため、
オープンハウス型の説明会を開催しました。

 主要ターミナル駅周辺で、土、日を含め各会場
数日間開催。職員が期間中常駐し、来場者にマ
ンツーマンで対応。

 開催については、国や自治体の多様な広報ツー
ルを組合せ、広報を実施

 平成27年7月22日～9月15日、１都２県の16会
場で全48日間で開催（来場者数 約6,000名）

開催の模様（船堀会場）

フェーズ１の意見要旨
（平成28年11月17日報道発表、 ニュースレター第２号）

 様々な立場、職業、地域にお住まいの方
から、多様なご意見を伺いました。

 意見については、趣旨や内容に応じ整理
した上で、広く知っていただくべく、帆
報道発表やニュースレターでの情報発信
に努めました。

 更に、ご意見を踏まえ、フェーズ2で取
り組むべき課題を整理しました。

意見要旨の公表と
取り組むべき課題の整理

フェーズ２に向けた課題整理
（ニュースレター第3号）
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これまでの取組み

フェーズ２では、
フェーズ１で明らかとなった課題に対応するため

更なる情報提供が行われました。

 頂いたご意見等から明らかになった課題に対応するため、まず、今回の提案の背景
や検討された他の選択肢の検証結果について、より詳しく情報提供を行いました。

 また、音の聞こえ方や見え方について、実感に近い形で体験いただけるよう、説明
会に専用機器を設置し、来場者一人一人の方に体験いただきました。

 さらに、不安や懸念の声を踏まえた各課題に対し、どのような配慮や対策ができるか、とり得

る対策の方向性(環境影響や安全に配慮した実現方策の案）などをお示しし、ご意見を伺いま
した。

フェーズ２の意見要旨
（平成28年4月19日報道発表、ニュースレター第４号）

説明会（フェーズ２）
の開催

開催の広報をより強化しつつ、フェー
ズ１と同様、オープンハウス型の説明会
を開催しました。

 平成27年12月11日～平成28年１月31日、
 １都２県の18会場で全47日間（来場者数 約

5,100名）

 提案の背景や影響についての情報提供を踏まえ、
改めて多様なご意見を伺いました。

 環境や安全へ配慮するための対策についても、
様々な要望やご意見をいただきました。

 報道発表、ニュースレター等での情報発信を通
じ幅広い共有に努めるとともに、いただいたご
意見を踏まえ「環境影響等に配慮した方策」の
検討に着手しました。

意見要旨の公表と
「環境影響等に配慮した方策」

の検討着手

フェーズ２での情報提供内容
（ニュースレター第４号）

来場者の方一人一人に
音の聞こえ方や見え方を
体験いただきました



フェーズ２までのご意見や自治体の要望等を踏まえ、
「環境影響等に配慮した方策」の検討、協議を進めました。

これまでの取組み
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 羽田空港の国際線の増便の必要性については、多くの方々に共通する関心事項であった一方で、
様々なご心配の声や対策を求める声も伺ってきました。このため、フェーズ２では、課題に対する対
応策として、環境影響や安全に配慮した実現方策の方向性について重点的な情報提供を行い、
改めてご意見を伺いました。

 国土交通省では、これらの意見や自治体の要望等を踏まえ、環境影響等に配慮した実現方策
について更なる検討を進め、ホームページやニュースレター等で情報発信を行いつつ、関係自治体
との協議を重ねて参りました。

騒音の想定値を
きめ細かく示してほしい。

新飛行経路の運航便数
を減らしてほしい。

落下物対策を強化
すべきではないか。

飛行高度の変更を
検討してほしい。

新飛行経路の運用開始
時間を遅らせてほしい。

影響が大きい地域には
防音工事を実施すべき。

更なる安全対策を
実施すべきではないか。

いただいたご要望の内容や
方策の検討状況についてのお知らせ

（ニュースレター第４号、第５号）

環境影響等に配慮した方策の検討について
（平成28年4月19日報道発表、ニュースレター第５号）



これまでの取組み

関係自治体等と構成する協議会において
「環境影響等に配慮した方策」を公表しました。

 平成28年7月28日、これまでの自治体協議や住民説明の取組み経緯を踏まえ、国
が関係自治体等と構成する協議会（「第４回 首都圏空港機能強化の具体化に向け
た協議会」）において、住民意見や自治体要望を踏まえた「環境影響等に配慮し
た方策」を示しました。

 協議会では、これまでの取り組みの経緯を踏まえた上で、実現方策として飛行経
路の見直し以外の方策が見当たらないことの認識を含め、羽田空港の国際線増便
の必要性について改めて関係自治体と共有認識を確認しました。

 また、国と関係自治体は、引き続き協力して、２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会やその先を見据え、環境影響等に配慮しつつ、２０２０年
までに羽田空港の年約３．９万回の空港処理能力拡大の実現に取り組むことを確
認しました。

 具体的には、以下について、更なる対応を進めて参ります。
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 国は、関係自治体の協力も得ながら、引き続き丁寧な情報提供に努める。

 環境影響等に配慮した方策について、自治体要望や住民意見等も踏まえたも
のであることを確認。今後、更なる具体化を進める。

 羽田空港機能強化に必要となる安全施設の整備に係る工事費、環境対策費に
ついて必要な予算措置を進める。

環境影響等に配慮した方策



これまでの取組み
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○ 自治体も協力するので、飛行経路の見直しが必要な
理由、騒音影響、落下物対策も含め、提案のプロセ
スに沿って丁寧な住民説明をお願いしたい。

○ 国が、平成28年度概算要求に所要の調査・設計費等
を盛り込むことを理解。

○ コミュニケーションの手法やプロセスを決定し、
これに沿って住民説明を進める。関係都県や区市
と協力して、丁寧な住民説明に努める。

○ 平成28年度概算要求に施設整備に係る調査・設計
費等を計上し、準備を開始。

• 国土交通省より、実現方策を提案。
これに対し、関係自治体から受け止めを表明。

• 関係都県毎に関係自治体との連絡調整を開始することを確認。

※ 協議会は、関係都県・政令市（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、川崎市、横浜市、さいたま市）、
特別区長会、成田空港圏自治体連絡協議会、有識者、航空会社、国土交通省航空局で構成されています。これに
加え、都県毎に関係区市との連絡調整も行っています。

○ 羽田空港の機能強化は必要不可欠。

○ 自治体レベルでは、機能強化の必要性やそのための
飛行経路の見直しなどについて理解が深まった。

○ 新たな飛行経路の実現のためには住民の理解が深ま
ることが必要。今後は国が提案している内容を住民
へ説明してほしい。

○ 今後、より多くの住民に幅広い理解を頂くことに注
力。このため、自治体の協力も得ながら双方向の対
話と情報提供を行い、理解の促進に努める。

○ まずは、わかりやすい説明素材を国土交通省HP等で
公表。意見窓口も設置。

国土交通省では、首都圏空港（羽田空港、成田空港）の機能強化に関し、関係自治体
等から構成される協議会で協議を行いつつ、住民説明や具体化に向けた検討に取り組
んでいます。

（参考）首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会

第１回 平成26年8月26日

第２回 平成27年1月21日 • 関係自治体から、国土交通省に対し住民説明に向けた準備を要請。
• 国土交通省は、コミュニケーションの手法やプロセスの検討に着手。

第３回 平成27年５月21日

関係自治体 国土交通省

・関係区市との協議、現場視察などを実施。

・国土交通省は、有識者の助言を得つつ、コ
ミュニケーション手法やプロセスについて検討

関係自治体 国土交通省

• コミュニケーションの手法やプロセスを決定。住民説明に着手。
• 関係自治体は、丁寧な住民説明を行うよう要望。

・国土交通省は、関係自治体の協力を得て、２つの

フェーズに分け、住民説明会を開催し意見要旨を公表

するなど総合的なコミュニケーションを実施。

・また、第2フェーズでの情報提供や関係自治体との協議

を行いつつ、住民意見や自治体要望を踏まえた「環境

影響等に配慮した方策」について検討。

• 国土交通省は、「環境影響等に配慮した方策」を公表。
• 関係自治体は、引き続きの丁寧な情報提供と、上記方策に基づく環

境・安全対策の着実な実施を要望。

第４回 平成28年7月28日

・国土交通省は、必要な予算措置、引き続きの丁寧な情
報提供、「環境影響等に配慮した方策」の更なる具体
化に向けた検討等に取り組んでいるところ。※ 関係自治体の意見等については、主なものをご紹介しています。

※ 当日の議事録、資料等については、国土交通省HPをご参照ください。



今後の取組み

引き続き情報提供に取り組んでいきます。

 より多くの方々に知っていただけるよう、羽田空港の国際線増便に向けた取り
組みの状況について、様々な手法を組み合わせ、正確でわかりやすい情報提供
に引き続き取り組んでいきます。

説明パネル、音の体験機器等を備え、住民がいつでも情報を得ることの出来る
常設拠点を整備。
（羽田空港ターミナルなどを念頭に調整中。平成２９年１月から設置予定）

常設情報発信拠点の設置

羽田空港の運用状況も含め、住民の問い合わせ等に対応する特設電話窓口を充実。
（東京空港事務所。平成２９年４月以降予定）

特設電話窓口の充実

平成３２年までの新飛行経路運航開始までの間、１都２県の各所において、
いわゆるキャラバン方式により住民説明会（オープンハウス型）を開催。

住民説明会の継続開催

常設情報発信拠点 特設電話窓口 住民説明会

ⅷ



今後の取組み

引き続き情報提供に取り組んでいきます。

 寄せられた皆様の声については、内容に応じ整理の上、広く定期的に共有します。
また、今後の情報提供や更なる検討にも活用して参ります。

ⅸ

説明会の開催場所（平成29年1月から5月）



今後の取組み

引き続きニュースレターも活用していきます。

 羽田空港の国際線増便に向けた取り組みの状況については、引き続きニュースレターも
活用し定期的にお知らせして参ります。

創刊号（2015年夏号）

第２号（2015年秋号）

第３号（2015年冬号）

第４号（2016年春号）

第５号（2016年夏号）

第６号（2016年盛夏号）

• 説明会（フェーズ１）開催の案内

• 説明会（フェーズ１）の開催結果
• 意見要旨（案）の意見募集、公表

• フェーズ１で寄せられた多様なご意見の振り返り
• フェーズ２で取り組むべき課題の整理

• 説明会（フェーズ２）の開催結果
• 課題を踏まえ情報提供された内容の振り返り（提案

の背景、影響、環境・安全対策の方向性）
• 意見要旨（案）の意見募集、公表

• 実現方策に関し配慮が必要な課題の整理

説明会（フェーズ１）の様子

意見要旨（フェーズ１）

説明会（フェーズ２）の様子
（航空機の見え方や音の大きさの体感）

• なぜ羽田空港なのか、なぜ経路見直しが提案されてい
るのかについての改めての整理（選択肢の比較考量）

• ご意見等を踏まえた「環境影響等に配慮した方策」の
検討状況の紹介

• 公表された「環境影響等に配慮した方策」の内容に
ついて紹介 環境影響等に配慮した方策
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