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1996年（平成8年）

点 検 日 誌

1995年（平成7年）

１/10

３/22

３/28

５/25

７/３

７/20

10/12

11/６

12/21

第１回共生委員会

・今後の共生委員会の進め方

空港公団 「成田空港周辺緑化基本計画」決定

第２回共生委員会

・住民相談業務の取扱状況と処理方法

・円卓会議合意事項の実施状況

第３回共生委員会

・円卓会議合意事項の実施状況

民家防音工事の再助成について、その他

・騒音実態調査（芝山町千代田地区）の実施

共生委員会・運輸省・千葉県協議

・共生委員会の今後の運営について

第４回共生委員会

・円卓会議合意事項の実施状況

・騒音実態調査（芝山町千代田地区）

・共生委員会の今後の運営について

第５回共生委員会

・民家防音工事の再助成について

・騒音実態調査結果

共生委員会・運輸省・千葉県協議

・共生委員会の運営について

第６回共生委員会

・民家防音工事再助成の評価

・円卓会議合意事項の点検

・水質調査

・雨水循環・騒音調査

２/６

９/１

10/18

11/９

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　緑化整備事業を視察

共生委員会　警備問題に関するアンケート調

査実施

共生委員会　空港内の水の処理状況を視察

第７回共生委員会

・落下物、航空機洋上脚下げ

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　独自に航空機洋上脚下げ点検実

施

２/15

１/30

２/７

左欄：共生委員会本委員会、地域部会の点検作業、運輸省、空港公団の報告、通知などを収録。点検に関連する動きを〈 〉で記述。
右欄：共生委員会が地域で行った活動、点検に関連して行った空港公団の調査などを収録。
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３/14

３/27

４/５

４/25

５/23

６/４

６/６

６/10

６/21

６/24

７/１

７/８

７/19

・円卓会議合意事項全般にわたる取り組み

・宇部方式の実地調査について

第１回合意事項点検作業部会

・騒音問題（民家防音工事再助成、民家防音

工事施行改善、低周波騒音）

円卓会議合意事項について検討（地域委員）

第２回合意事項点検作業部会

・騒音問題（飛行コース、体制整備、エンジ

ンテスト）

第８回共生委員会

・航空機の洋上脚下げ実施対策

・円卓会議合意事項の点検作業について

・先進事例視察調査報告（山口宇部空港）

第３回合意事項点検作業部会

・騒音問題（防音林・防音堤、低騒音化、隣

接区域対策）

千葉県空港地域振興計画研修（地域委員）

第９回共生委員会

・農業用ビニールハウスの汚染問題

・空港周辺の地下水に係わる水質検査

・刈り草置き場整備

円卓会議合意事項について検討（地域委員）

騒特法研修（地域委員）

円卓会議合意事項について検討（地域委員）

〈空港公団本社　成田空港内に移転〉

第４回合意事項点検作業部会

・騒音問題の整理

第10回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

・空港周辺の地下水の水質再検査

・航空機洋上脚下げ

３/12

３/18

４/10

６/４

６/10

７/22

７/28

共生委員会　独自に航空機洋上脚下げ点検実

施

共生委員会　先進事例視察調査（山口宇部空

港）実施（～19）

共生委員会　空港周辺地下水質調査立会い

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染の実

態視察

共生委員会　防音林・防音堤視察

共生委員会　旧消火訓練地（成田市木の根）

と排水状況を調査

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

点 検 日 誌



ー 118  ー

８/５

８/12

８/20

10/31

12/ 9

12/11

12/19

12/24

第５回合意事項点検作業部会

・移転問題、落下物問題、環境問題、電波障

害、移転跡地

第６回合意事項点検作業部会

・移転問題、落下物問題、環境問題、電波障

害、移転跡地の整理

第11回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

共生委員会　「今後の円卓会議合意事項の点

検に関する見解」を発表

第12回共生委員会

・今後の地域と空港との共生の在り方につい

て

運輸省　「今後の成田空港と地域との共生に

関する基本的考え方」を発表

共生委員会の今後の運営について検討（地域

委員）

運輸省　「今後の成田空港と地域との共生、

空港整備、地域整備に関する基本的考え方」

を発表

第13回共生委員会

・共生委員会の今後の運営について

・航空機洋上脚下げ

隅谷調査団との会合

・共生委員会の活動状況

・今後の運営について

８/22

８/25

９/６

９/13

９/17

10/21

10/22

10/24

横芝町中台空港対策協議会長と意見交換

成田市中郷地区騒音対策協議会との懇談会

空港公団　防音サッシ（B工法）の軽量化、

改善策に関わる調査実施（～1997/2/28）

空港公団　農業用ビニールハウス汚染調査実

施（～27）

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

の測定器設置箇所視察

共生委員会　芝山町菱田地区の山林伐採現地

を視察調査

共生委員会　シャルルドゴール空港・ミュン

ヘン空港・シュトゥットガルト空港の視察調

査に参加（～27）

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

点 検 日 誌



第14回共生委員会

・｢運輸省の基本的考え方｣の進捗状況

・｢基本的考え方｣を受けての空港公団の取り

組み

第15回共生委員会

・「運輸省の基本的考え方」のその後の取り

組み

・落下物、航空機洋上脚下げ点検

・農業用ビニールハウス汚染調査報告

・電波障害調査

地域部会

・騒特法について

〈空港公団　北地域相談センター開設〉

第16回共生委員会

・今後の共生策の進め方について

「運輸省の基本的考え方」の取り組み

飛行コースの情報公開

地域との交流会

・落下物及び航空機の洋上脚下げ点検

２/14

４/17

５/12

６/１

６/19

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　芝山地区住民との勉強会

農事組合法人「椎の木むら」との交流会

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　大栄町津富浦地区のテレビ電波

障害調査立会い

成田空港騒音対策地域連絡協議会との交流会

（1）講演「共生委員会の活動の概要とこれか

らの役割」（共生委員会）

（2）懇談会

共生委員会　八日市場市金原地区の騒音測定

調査立会い

共生委員会　空港周辺地下水質調査立会い

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

横芝町中台空港対策協議会との交流会

（1）講演「共生委員会の活動の概要とこれか

らの役割｣（共生委員会）

（2）報告

①「運輸省の基本的考え方」について（運

輸省）

②騒特法について（千葉県）

③農業用ビニールハウス汚染調査結果の概

要（空港公団）

（3）質疑、意見交換

共生委員会　県道「成田・小見川・鹿島港線」

の通学路を視察調査

成田空港対策協議会総会出席

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

の目視調査立会い

１/28

２/５

２/８

３/11

３/25

４/２

４/21

５/12

５/15

５/22

５/28

６/18

６/20

６/24
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点 検 日 誌

1997年（平成9年）
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７/28

８/28

10/23

・空港周辺の地下水質調査報告

・サッシの軽量化、改善策に関わる調査報告

〈（財）成田空港周辺地域共生財団設立〉

第17回共生委員会

・発着枠の拡大について

・共生財団の設立許可

・先進事例視察調査（新千歳空港）

・地域交流会

第18回共生委員会

・共生財団の事業開始について

・騒音等影響調査

・成田空港場内外視察

６/26

７/22

７/27

８/19

８/21

８/25

９/22

10/28

10/30

11/４

11/10

11/19

共生委員会　空港公団と共生策の進め方につ

いて意見交換

芝山町議会議員との交流会

（1）芝山町議会と議会の進めてきた騒音対策

について

（2）共生委員会のあらまし

（3）相互意見交換

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

共生委員会　共生財団設立記念懇談会出席

多古町議会議員、空港周辺地域代表対象の講

演会

（1）講演

①「共生委員会の役割と現在の取り組み」

（共生委員会）

②「成田空港と地域との共生、空港整備、

地域整備に関する基本的考え方」（運輸省）

③「地域との共生に関する空港公団の取り

組み｣（空港公団）

（2）質疑応答

共生委員会　河内町で防音工事に関する相談

業務による現地調査

成田空港対策協議会臨時総会出席

空港公団　農業用ビニールハウス汚染調査の

補填調査実施（～1999/11/19）

松尾町議会議員との意見交換会

（1）共生委員会の役割について

（2）地域と空港との共生に対する空港公団の

取り組みについて

（3）意見交換

共生委員会　成田空港場内外視察

共生委員会　先進事例視察調査（新千歳空港）

実施（～11）

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

点 検 日 誌
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第19回共生委員会

・騒音実体験調査報告

・航空機洋上脚下げ点検

・地域交流会

12/25 12/11 共生委員会　騒音実体験調査立会い

1998年（平成10年）

２/19

４/16

５/１

５/14

５/18

５/19

５/27

第20回共生委員会

・航空機洋上脚下げの強化

・共生財団と共生委員会の関係について

・騒音実体験調査報告

・環境情報公開システム

・共生財団の活動報告

第21回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

・空港公団の情報公開

・騒音実体験調査報告

・ＡＰＵの使用規制

・騒音対策委員会の概要

・さくらの丘の整備

・共生財団の1998年度事業計画

〈「地球的課題の実験村」構想具体化検討委員

会　『若い世代へ－農の世界から地球の未来

を考える』を発表〉

地域部会

・円卓会議合意事項の点検に関する勉強会

〈隅谷調査団 「『地球的課題の実験村』構想

具体化検討委員会の報告を受けて」所見発表〉

〈運輸大臣 「成田空港問題の話し合い解決に

ついて」閣議報告〉

空港公団　「エコ・エアポート基本構想」を

発表

１/22

１/27

２/２

２/12

３/16

３/19

４/11

５/21

共生委員会　空港公団との意見交換会

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

運輸省・空港公団　航空機氷塊付着状況調査

実施（～20）

共生委員会　成田農協と農業用ビニールハウ

ス汚染に関する協議

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生財団との意見交換会

空港公団　騒音実体験調査（成田市幡谷地区）

実施

共生委員会　空港周辺地下水質調査立会い

点 検 日 誌



６/１

６/５

６/22

６/30

７/６

７/15

〃

７/29

８/24

８/31

９/14

９/21

〈空港公団　地域共生部設置〉

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・騒音問題（民家防音工事再助成、民家防音

工事施行改善、低周波騒音）

第22回共生委員会

・エコ・エアポート基本構想

・地域共生部の設置

・新消音施設の整備

・騒音実体験調査報告

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・騒音問題（体制整備、エンジンテスト、防

音林・防音堤）

地域部会

・円卓会議合意事項の点検に関する勉強会

運輸省・空港公団　「地域と共生する空港づ

くり大綱」を発表

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・騒音問題（低騒音化、隣接区域対策、その

他）

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・移転問題（移転の公平化、集団移転、区域

外移転）

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・騒音問題（飛行コース）、落下物問題、環境

問題（自己監査）

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・環境問題（緑・林の回復、環境情報の公開）、

電波障害、移転跡地

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・とりまとめ

第23回共生委員会

・共生大綱について

６/12

６/13

７/26

７/29

８/20

９/４

９/25

成田空港対策協議会総会出席

空港公団　騒音実体験調査（芝山町菱田宿・

大里加茂地区、成田市大室地区）実施（6/13

・7/22・7/24）

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

共生委員会　防音工事済住宅の視察調査

成田空港騒音対策地域連絡協議会との交流会

意見交換内容

①共生の理念と現実

②約束事の総点検

③基本方針に基づく施設整備計画の実施状況

④千葉県の成田空港への取り組み方について

⑤人格権と所有権への影響

⑥共生策の問題点

⑦騒音地域振興策検討会議がもたらすもの

共生委員会　成田市久住地区で相談業務によ

る空調機取付と飛行コースずれに関する調査

空港公団　騒音実体験調査（芝山町大里白枡、

坂志岡地区）実施（9/25・10/3）
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点 検 日 誌



10/５

11/２

11/16

12/16

・円卓会議合意事項の点検について

・落下物対策

・飛行コース幅の設定

共生委員会　「円卓会議合意事項の点検およ

び共生大綱に対する見解」を発表

〈成田市東峰地区区民・関係人一同　「東峰区

声明」を発表〉

〈空港公団　茨城地域相談センター開設〉

第24回共生委員会

・円卓会議合意事項の実施状況

・成田市東峰区声明の対応

・エコ・エアポートの推進

・茨城地域相談センターの設置

運輸省　「共生委員会のご見解を踏まえて」

を発表

空港公団　「円卓会議合意事項及びそれに関

連する共生策への今後の取組みについて」を

発表

運輸省・空港公団　「地域と共生する空港づ

くり大綱」最終取りまとめ

10/22

11/25

12/17

12/21
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共生委員会　芝山町谷平野地区会合に出席

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

芝山町菱田区長会との交流会

意見交換内容

①「共生大綱」の今後の推移について

②移転及び騒音問題

③落下物及び事故について

④千代田地区の道路問題について

⑤芝山鉄道について

⑥東成田駅について

⑦相談センターの充実について

⑧地元住民の空港関連への就職状況について

⑨菱田地域の将来について

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

1999年（平成11年）

１/19

１/25

共生委員会・運輸省・空港公団・千葉県協議

・共生委員会の今後の運営について

第25回共生委員会

・多自然型川づくりの試験施工

１/25 運輸省・空港公団　航空機氷塊付着状況調査

実施（～2/12）

点 検 日 誌
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・移転区域から谷間地域に移転した場合の防

音工事助成

運輸省・空港公団　成田市東峰地区訪問（～

3/18 計６回）

第26回共生委員会

・情報公開について

・飛行コース幅の監視状況

・エコ・エアポート構想の推進

・新消音施設の整備

運輸省　平行滑走路の2000年度完成目標断念

を公表

第27回共生委員会

・情報公開の検討

・エコ・エアポート構想の推進

・新消音施設の供用

運輸省　暫定平行滑走路の整備を含む平行滑

走路の整備方針を公表

運輸省・空港公団　「平行滑走路の整備につ

いて」を自治体、住民団体に説明

第28回共生委員会

・周辺住民による成田空港問題フォーラムの

｢総括と提言」について

・平行滑走路の整備

・騒音実体験調査報告

・生ゴミコンポストの試作

２/18

４/９

４/30

５/10

５/15

５/30

６/９

６/29

７/13

７/14

１/27

３/25

５/10

５/17

５/21

６月

７/26

空港公団　騒音実体験調査（下総町高倉、滑

川、新川、四谷、西大須賀地区）実施

共生委員会　空港情報センター、コンポスト

機械、多自然型川づくり視察

成田空港圏住民会議勉強会出席

空港公団　1999年度空港周辺地下水質調査実

施（5/10・7/22）

共生委員会　菱田の明日を考える会出席

共生委員会　芝山町小池地区座談会出席

成田空港対策協議会総会出席

周辺住民による成田空港問題フォーラム（フ

ォーラム実行委員会主催）

・会場　成田国際文化会館

・参加人数　950人

・隅谷三喜男氏、屋井鉄雄氏、シュミット村

木氏が講演

・地域の意見発表・地域からの提言

・「総括と提言」発表

空港公団　騒音実体験調査（成田市小泉、幡

谷、大室地区）実施（7/13・7/17・7/19）

蓮沼村講演会出席

・講演「成田空港問題について考える」（共生

委員会）

点 検 日 誌
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10/14

11/８

12/３

地域部会

・今後の共生委員会のあり方

第29回共生委員会

・暫定平行滑走路問題

・落下物対策

・飛行コースの情報公開

・エコ・エアポート構想の推進

・防音壁の設置

・先進事例視察調査（関西国際空港・大阪国

際空港）

〈空港公団　暫定平行滑走路の建設工事着手〉

７/25

８/22

９/12

９/21

10/14

10/18

10/28

11/29

12/４

〃

12/13

12/20

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

空港公団　騒音実体験調査（成田市東和泉、

成毛、土室地区）実施（8/22・10/2・11/23）

空港公団　騒音実体験調査（下総町高倉、四

谷、滑川、新川、西大須賀地区）実施（9/12

・9/15・9/18）

共生委員会　新消音施設を視察

共生委員会　ライプツィヒ新国際空港勉強会

を実施

共生委員会　暫定平行滑走路の整備に関する

工事実施計画の変更認可に伴う公聴会を傍聴

共生委員会　暫定平行滑走路に関する勉強会

を実施

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生財団　航空機騒音健康影響調査実施（～

2000/7/20）

下総町騒音地区住民との交流会

（1）講演「成田空港問題を考える～地域との

共生をめざして～」（共生委員会）

（2）自由討論

共生委員会　先進事例視察調査（関西国際空

港・大阪国際空港）実施（～14）

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

点 検 日 誌
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2000年（平成12年）

１/31

４/10

５/10

６/５

第30回共生委員会

・円卓会議合意事項の進み具合の確認

・暫定平行滑走路整備の推移

・先進事例視察調査報告（関西国際空港・大

阪国際空港）

・低公害車の導入

第31回共生委員会

・今後の共生委員会のあり方を検討するプロ

ジェクトチームの発足

・成田空港飛行コース公開システム完成運用

開始

・暫定平行滑走路の整備

・防音実体験車の導入

・エコ・エアポートコーナーの開設

・成田市さくらの山整備事業への協力

・成田空港環境レポート（Vol.4）の発刊

地域部会

・「今後の共生委員会のあり方に関する検討

委員会」

第１回今後の共生委員会のあり方に関する検

討委員会

・これまでの経過と今後の作業日程・内容

・今後の展望と課題

１/18

１/24

１/26

２/21

３/２

３/17

４/１

４/８

４/21

５/10

〃

６/９

６/16

６/22

６/23

共生委員会　平行滑走路着工の報告会出席

運輸省・空港公団　航空機氷塊付着状況調査

実施（～2/10）

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

地域振興連絡協議会　共生委員会設立５周年

の集いを開催

・会場　成田国際文化会館

・参加人数　190人

・経過報告、評価と今後の方向性、総括

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

空港公団　暫定平行滑走路側農業用ビニール

ハウス汚染調査実施（～2004/3/31）

共生委員会　下総町騒音地区振興協議会との

交流会・騒音地区視察

空港公団　騒音実体験調査（成田市十余三地

区）実施

伊丹調停団との意見交換会

（1）共生委員会の概要説明

（2）意見交換

空港公団　2000年度空港周辺地下水質調査実

施

成田空港対策協議会総会出席

共生委員会　エコ・エアポートコーナー、さ

くらの丘、防音壁視察

共生委員会　暫定平行滑走路工事、さくらの

山視察

空港公団　騒音実体験調査（多古町水戸、船

点 検 日 誌
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点 検 日 誌

第32回共生委員会

・日米財界人会議に伴うビジネスジェット機

の運航に係る取扱い

・今後の共生委員会のあり方に関する検討委

員会の発足

・騒音実体験調査報告

・空港周辺生態系調査の目的と実施状況

第２回今後の共生委員会のあり方に関する検

討委員会

・問題点の検証「共生委員会事業の検討」

・論点の整理

今後の共生委員会のあり方に関する検討委員

会、住民団体と懇談

地域部会

・「今後の共生委員会のあり方に関する検討

委員会」

第33回共生委員会

・暫定平行滑走路の整備状況

・騒音実体験調査報告

・緑化整備施設の概要

・航空機騒音健康影響調査実施報告

・今後の共生委員会のあり方に関する検討委

員会の進捗状況

・通常と異なる航空機の飛行に関する情報

今後の共生委員会のあり方に関する検討委員

会、住民団体と懇談

第３回今後の共生委員会のあり方に関する検

討委員会

・地域と空港の共生の発展と今後の共生委員

会のあり方について

７/23

９/18

９/30

10/３

10/23

10/24

11/10

７/17

８/30

10/２

10/12

10/16

10/17

11/13

越、林地区）実施（6/23・7/1・7/7）

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

多古町航空機騒音等対策協議会との交流会

（1）基調講演「地域と空港の真の共生」（共生

委員会）

（2）意見交換

共生委員会　多古町牛尾地区騒音実体験調査

立会い

共生委員会　多古町喜多地区騒音実体験調査

立会い

空港公団　騒音実体験調査（多古町間倉地区）

実施

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

松尾町農業研究会・４Ｈクラブとの交流会

（1）講演「成田空港をめぐる現状と今後の課

題」（共生委員会）

（2）意見交換
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2001年（平成13年）

２/20

３/23

第35回共生委員会

・暫定平行滑走路整備状況

・成田空港環境レポート（Vol.5）の発刊

空港公団　成田空港圏自治体連絡協議会と

「地域と空港の共生に係る協定書」締結

１/15

１/22

〃

３/２

３/16

〃

３/28

空港公団　騒音実体験調査（下総町新宿地区）

実施

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

国土交通省・空港公団　航空機氷塊付着状況

調査実施（～2/8）

共生委員会　成田市十余三地区騒音実体験調

査立会い

空港公団　新消音施設　NRHにおけるエンジ

ン試運転時騒音実態調査実施（～6/11）

共生委員会　貨物地区、暫定平行滑走路工事

状況を視察

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

・論点整理と今後の対応

・成田空港地域共生委員会設置要綱の改正

・円卓会議合意事項の検討

今後の共生委員会のあり方に関する検討委員

会　「報告書」を発表

第34回共生委員会

・今後の共生委員会のあり方に関する検討委

員会の「報告書」について

・通常と異なる航空機の飛行に関する情報

・平行滑走路騒音測定局の設置

・騒音実体験調査報告

・空港周辺生態系調査（動物調査）

・エコ・ステーションの設置

11/29

12/４

12/７

12/11

12/18

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　大栄町新田地区騒音実体験調査

立会い

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

下総町騒音地区住民との交流会

（1）講演「成田空港をめぐる現状と今後の課

題」（共生委員会）

（2）報告

①成田空港をめぐる最近の状況（運輸省）

②暫定平行滑走路の進捗状況等（空港公団）

③騒特法に基づく航空機騒音対策基本方針

等（千葉県）

（3）意見交換

点 検 日 誌
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〈千葉県　都市計画を決定し、騒特法に基づく

防止地区と防止特別地区が決定〉

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・全項目点検

第36回共生委員会

・暫定平行滑走路工事進捗状況

・エコ・ステーションの設置

・緑化施設ガイドマップ春～夏の発刊

・新消音施設改修工事の終了と運用

・騒音実体験調査報告

〈「成田空港に関する四者協議会」の協議結果

を発表（国土交通省・空港公団・千葉県・９

市町村）〉

〈空港公団　東峰神社立木伐採〉

共生委員会　東峰神社立木伐採について緊急

打合せ

共生委員会　「東峰神社立木伐採に関する見

解」を発表

第37回共生委員会

・東峰神社立木伐採に関する共生委員会の見解

・消音施設の運用

・騒音実体験調査報告

・農業用ビニールハウス汚染調査中間報告

・空港と共生した成田空港周辺地域農業の確

立可能性調査報告

４/７

４/10

５/10

５/11

６/14

６/19

６/25

７/13

７/22

５/11

５/17

５/21

５/28

６/16

６/19

７/５

７/23

下総町騒音地区振興協議会との交流会

（1）講演「共生委員会第４期を迎えて」（共生

委員会）

（2）意見交換

下総町騒音地区振興協議会総会出席

空港公団　2001年度空港周辺地下水質調査実

施（5/10・5/30）

共生委員会　横芝町本町地区騒音実体験調査

立会い

成田空港対策協議会総会出席

富里町との交流会

（1）講演「共生の現局面を考える」（共生委員

会）

（2）意見交換

空港公団　農業用ビニールハウス汚染調査

（芝山町岩山地区、横芝町中台地区、松尾町蕪

木地区）2001年度第１回現場調査実施

共生委員会　横芝町谷台地区騒音実体験調査

立会い

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

点 検 日 誌



地域部会　円卓会議合意事項の点検

・共生財団の事業概要

・全項目点検

〈暫定平行滑走路の建設工事完成〉

第38回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

・意見書「防音住宅の遮音機能恢復について」

成田市西和泉区・中郷地区騒音対策協議会

・農業用ビニールハウス汚染調査

・新消音施設ＮＲＨの消音性能報告

・「音の体験ルーム（仮称）」の設置

・暫定平行滑走路の飛行検査概要

共生委員会　「円卓会議合意事項の点検に関

する共生委員会の見解」を発表

８/７

９/５

９/28

10/23

11/20

12/３

12/６

12/７

10/17

10/31

11/19

多古町航空機騒音等対策協議会との交流会

（1）講演「成田空港をめぐる現状と今後の課

題｣（共生委員会）

（2）意見交換

蓮沼村との交流会

（1）講演

①「共生委員会設立の経緯と成田空港問題

の現状」（共生委員会）

②「成田空港の現状と今後の課題｣」（国土

交通省）

（2）意見交換

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

2001年度第２回現場調査立会い

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

2001年度第３回現場調査立会い

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

航空機排出物採取場所および分析機器等の確

認

芝山鉄道早期延伸住民会議講演会

（1）講演「空港と鉄道の共生～芝鉄延伸実現

への道～｣（共生委員会）

（2）意見交換

ー 130    ー

点 検 日 誌
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点 検 日 誌

2002年（平成14年）

２/４

４/18

第39回共生委員会

・防音工事済住宅の経年変化実態調査（案）

・暫定平行滑走路供用開始日の確定

・成田空港環境レポート（Vol.6）の発刊

・暫定平行滑走路供用開始後の国際線、国内

線の運航見込み

〈暫定平行滑走路供用開始〉

１/21

１/25

１/28

３/５

３/12

〃

３/18

４/２

４/９

４/18

国土交通省・空港公団　航空機氷塊付着状況

調査実施（～2/7）

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

九州整備新幹線問題を考える地元住民との交

流会

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

2001年度第４回現場調査立会い

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

中間報告会参加

共生委員会　暫定平行滑走路視察

共生委員会　防音工事済住宅の経年変化実態

調査（～6/28）立会い

共生委員会　暫定平行滑走路実機飛行騒音測

定実施

下総町区長会出席

・講演「暫定平行滑走路供用と成田空港問題」

（共生委員会）

共生委員会　暫定平行滑走路供用騒音測定実

施

下総町騒音地区住民との交流会

（1）基調講演「成田空港の現状と課題」（共生

委員会）

（2）講演

①「空港公団民営化について」（国土交通省）

②「暫定平行滑走路供用について」（空港公

団）

（3）意見交換

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

12/10

12/18
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地域部会　円卓会議合意事項の点検

・全項目点検

第40回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

・暫定平行滑走路供用が地域社会にもたらす

影響

・航空機の離着陸にともなう低周波騒音の影

響

・防音工事済住宅の経年変化実態調査（中間

報告）

・情報公開の充実

・「空港整備部会」について

第41回共生委員会

・暫定平行滑走路の地域環境への影響

・要望書「騒音評価方法の改善について」

・防音工事済住宅の経年変化実態調査報告

・航空機の離着陸にともなう低周波騒音調査

・電波障害対策

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・全項目点検

５/17

５/20

６/13

６/26

７/７

８/14

８/26

８/29

９/２

９/27

９/30

５/17

５/20

７/29

10/30

共生委員会　成田市東峰地区視察

空港公団　2002年度空港周辺地下水質調査実

施（5/20・7/17・7/22）

成田空港対策協議会総会出席

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

2002年度第１回現場調査立会い

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

空港公団　テレビ電波受信障害実態調査実施

（～2003/2/6）

東海商工会議所空港問題特別委員会来訪

共生委員会　先進事例視察調査（名古屋空港

・中部国際空港）実施（～30）

共生委員会　離着陸機低周波音調査立会い

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

2002年度第２回現場調査・航空機排出物採取

立会い

多古町航空機騒音等対策協議会との交流会

（1）基調講演「成田空港をめぐる状況変化と

今後の展望｣（共生委員会）

（2）意見交換

点 検 日 誌
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点 検 日 誌

2003年（平成15年）

２/５

２/28

第43回共生委員会

・暫定平行滑走路の地域環境への影響

・成田空港環境レポート（Vol.7）の発刊

・離着陸機低周波音調査

・「航空機騒音に関する勉強会」について

〈国土交通省・千葉県・成田空港圏自治体連

絡協議会の市町村・空港公団　「新東京国際

空港公団民営化に関する覚書」を締結〉

１/９

１/24

１/29

２/６

〃

２/25

３/４

３/20

３/25

〃

３/27

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　第１回航空機騒音に関する勉強

会参加

共生委員会　離着陸機低周波音調査（2002/

8/2～12/25）報告会参加

共生委員会　航空機氷塊付着状況調査（1/20

～2/6）立会い

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　第２回航空機騒音に関する勉強

会参加

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

2002年度第４回現場調査立会い

共生委員会　航空機騒音に関する講演会参加

富里市との交流会

（1）講演「成田空港の現状と課題」（共生委員

会）

（2）意見交換

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

第42回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

・暫定平行滑走路の地域環境への影響

・水辺環境整備事業（桜の植樹）

12/５

12/10

12/24

11/18

下総町騒音地区振興協議会との交流会

（1）講演「成田空港をめぐる現状と今後の展

望」（共生委員会）

（2）意見交換

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

2002年度第３回現場調査立会い
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地域部会　円卓会議合意事項の点検

・全項目点検

第44回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

・暫定平行滑走路の地域環境への影響

・テレビ電波受信障害実態調査報告

〈成田国際空港株式会社法成立〉

第45回共生委員会

３/30

４/９

４/18

５/９

５/12

〃

〃

５/26

５/30

６/20

６/30

７/５

７/24

５/13

５/23

７/11

７/28

中間報告会参加

下総町騒音地区振興協議会総会出席

・講演「成田空港問題の現状と課題｣（共生委

員会）

共生委員会　第３回航空機騒音に関する勉強

会参加

蓮沼村との交流会

（1）講演

①「成田空港問題の現状と課題｣（共生委員

会）

②「成田空港の動き｣（空港公団）

（2）意見交換

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

遠隔地調査立会い

共生委員会　第４回航空機騒音に関する勉強

会参加

共生委員会　航空機騒音健康影響調査結果説

明会参加

横芝町大総東部空港騒音対策協議会との交流

会

（1）講演「地域と空港の共生～新局面の展望

と課題～」（共生委員会）

（2）意見交換

空港公団　2003年度空港周辺地下水質調査実

施

共生委員会　第５回航空機騒音に関する勉強

会参加

成田空港対策協議会総会出席

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

報告会参加

成田空港騒音対策地域連絡協議会総会出席

共生委員会　防音サッシ勉強会参加

点 検 日 誌
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2004年（平成16年）

１/20

２/６

地域部会

・今後の共生委員会のあり方

・円卓会議合意事項の検討

第47回共生委員会

・「今後の共生委員会のあり方」に対する見

解

・騒音測定結果等の報告

・成田空港環境レポート（Vol.8）の発刊

共生委員会　「『今後の共生委員会のあり方』

に対する見解」を発表

１/14

１/26

２/４

２/14

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

国土交通省・空港公団　航空機氷塊付着状況

調査実施（～2/13）

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

成田空港圏フォーラム（フォーラム実行委員

会主催）

・会場　成田国際文化会館

・参加人数　約800人

・加藤寛氏基調講演、加藤氏・堂本知事対談

・パネルディスカッション「地域での取り組

みと今後の夢」

点 検 日 誌

・暫定平行滑走路供用後１年間の集計

・農業用ビニールハウス汚染原因調査

・暫定平行滑走路の地域環境への影響

・先進事例視察調査（福岡空港・新北九州空

港）

地域部会　円卓会議合意事項の点検

・全項目点検

第46回共生委員会

・円卓会議合意事項の点検

・騒音測定結果等の報告

共生委員会　「円卓会議合意事項の実施状況

点検について」を発表

７/29

７/31

８/29

９/25

９/30

12/11

10/31

11/17

大栄町新田地区騒音等対策協議会との交流会

（1）講演「地域と空港の共生～新局面の展望

と課題～｣（共生委員会）

（2）意見交換

成田市議会講演会出席

・講演「民営化を控えた成田空港の今後｣（共

生委員会）

共生委員会　農業用ビニールハウス汚染調査

説明会参加

共生委員会　先進事例視察調査（福岡空港・

新北九州空港）実施（～26）

多古町航空機騒音等対策協議会との交流会

（1）基調講演「地域と空港の共生～新局面の

展望と課題～」（共生委員会）

（2）意見交換

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い



２/６

２/27

３/22

千葉県（地域振興連絡協議会事務局） 「共

生委員会の見直しにかかる見解」を発表

国土交通省　「共生委員会の見直しに関する

見解」を発表

空港公団　「共生委員会のあり方について」

を発表

地域部会　円卓会議合意事項の検討

・騒音問題（民家防音工事再助成、民家防音

工事施行改善）

地域部会　円卓会議合意事項の検討

・騒音問題（民家防音工事再助成、民家防音

工事施行改善、低周波騒音、飛行コース）

共生委員会　航空機洋上脚下げ点検立会い

下総町騒音地区振興協議会勉強会出席

・講演

①「成田空港民営化と周辺地域の今後の課

題」（共生委員会）

②「成田国際空港株式会社設立と周辺地域

の関係｣（空港公団）

３/８

３/27
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点 検 日 誌


