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令和２年度 事業報告
昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により世界的な規模で人の往来が制限され、国際
線需要が大きく落ち込むなど成田空港を取り巻く環境が大きく変化する激動の 1 年となりまし
た。航空旅客数の大幅な減少により、空港関連の多くの企業・団体が極めて厳しい状況に直面
し、様々な変化・対応を迫られることとなりました。
同年度の成田空港の運用状況につきましては、航空機発着回数は、臨時の貨物便需要により
国際線貨物便が増加したものの、国際線旅客便及び国内線は新型コロナウイルス感染拡大の影
響等による減便、運休に伴い大きく減少し、前年度比 58.9％減の 10.6 万回となりました。航
空旅客数は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による出入国制限や、国内における２度
の緊急事態宣言発出、都道府県を跨ぐ移動自粛等の影響により、前年度比 92.2％減 325 万人の
過去最低となりました。
このような状況の下、令和２年度の当協会においても年度開始直後から新型コロナウイルス
の感染拡大による業務への影響が顕著となり、年間ベースの受託契約の設計変更が行われるな
ど大幅な事業縮小となる事業計画の変更と赤字補正予算の編成を余儀なくされました。また、
感染拡大の防止や事業縮小に合わせた人員調整のため、職員を一部休業させるなどの対策を実
施いたしました。そのような厳しい状況の中、業績面の影響を最小限に留めるべく、可能な限
りの業務効率化や収益向上に努め、雇用調整助成金をはじめとしたコロナ関連の助成金も活用
し対応いたしました。
公益事業では、コロナ禍においてスポーツ大会などすべてのイベントを已む無く休止もしく
は中止することとなりました。一方、空港従事者の資質向上等事業として実施している保育ル
ームたんぽぽの運営につきましては、需要減少にあわせ延長保育を休止したもののコロナ感染
防止対策などに細心の注意をはらいながら運営を継続いたしました。
受託事業では、環境業務において、航空機騒音実態調査等の従来からの多くの業務が縮小で
の実施となったため、他空港の騒音実態調査の支援や騒音予測作業など積極的にその他業務を
受託し収益向上に努めました。旅客案内業務においては、第 1 旅客ターミナルビル南棟におけ
る旅客案内業務の人員配置数の減少や付随するファーストレーン案内業務や電動カートなど
の業務が休止、年度途中から予定されていた OneID 対応に係る案内業務は見送りとなるなど大
幅な業務縮小での実施となりました。千葉県より都市ボランティア管理業務を受託している東
京オリンピック・パラリンピックの関連では、大会の翌年への延期に伴い、業務内容を縮小・
変更するなどして次年度へ備えました。
収益事業では、第 2 旅客ターミナルビルで展開する手荷物一時預かり事業において、国際線
旅客の減少に伴い 5 月より臨時休業いたしましたが、運営体制を外部委託から当協会スタッフ
を配置した自主運営に切替え 9 月より営業を再開いたしました。
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第１ 事業概要
１．空港利用者の便益増進に関する事業
（１）日本文化紹介体験事業
① 日本文化紹介体験イベント
日本文化紹介体験イベントにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に
よる事業計画の変更により、イベントの開催を休止いたしました。
② 空港周辺ツアー
成田空港トランジット＆ステイプログラム連絡会が実施する空港周辺ツアーにつき
ましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、4 月 1 日よりボランティア同行型
ツアーを休止しました。4 月 9 日からはセルフ型ツアーを休止しました。
ツアー中止に伴いボランティア管理等業務のほか、新型コロナウイルス感染症の収束
後の訪日旅客の誘致に向けて、成田空港トランジット＆ステイプログラム連絡会と協力
して、10 月から同ツアーの魅力を SNS(Facebook)を活用して発信したほか、同ツアーの
プロモーションを実施しました。
２．空港と空港関係地域社会との調和促進に関する事業
（１）スポーツ大会開催事業
スポーツ大会（第 19 回 小学生野球大会、第 26 回 小学生サッカー大会、第 31 回 中学生
バレーボール大会、第 17 回 グラウンド・ゴルフ大会）につきましては、新型コロナウイル
スの感染拡大の影響による事業計画の変更により、いずれも中止いたしました。
（２）英語スピーチコンテスト開催事業
空港周辺市町の中学生の交流と英語力向上を目的とした第 26 回 英語スピーチコンテス
トにつきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による事業計画の変更により中止
いたしました。
（３）空港見学会開催事業
空港周辺市町の社会福祉施設及び小学校の特別支援学級を対象とした空港見学会につき
ましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による事業計画の変更により中止いたしま
した。
（４）職場体験受入事業
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当協会が実施する旅客案内業務体験への申し
込み依頼はありませんでした。なお、成田市立吾妻中学校より同校での案内スタッフによる
講話会の依頼がありましたので 12 月 9 日にスタッフ 2 名を派遣しました。
（５）
「AIRPORT MARKET 空市-soraichi-」開催事業
成田空港を身近に感じてもらう場を提供するとともに、空港周辺地域の各団体による特産
品販売・観光 PR を行う「AIRPORT MARKET 空市-soraichi-」につきましては、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響による事業計画の変更により中止いたしました。
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（６）地域貢献事業
空港周辺及び茨城県南地域を対象とした地域貢献事業（伝統文化・芸能の保存や後継者育
成及び地域文化活動などへの財政的支援）につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大
の影響による事業計画の変更により中止いたしました。
３．空港に係る広報活動に関する事業
（１）エアポートニュース発行事業
成田空港の運用状況及び空港に関する諸情報を掲載した「NARITA AIRPORT NEWS」につき
ましては、内容を縮小し、A4 版 2 ページで毎月発行いたしました。
発行部数 2,140 部／月
（２）空港検定事業
成田空港の認知度と魅力の向上に寄与するため、多岐にわたる空港の知識を認定する「成
田空港力検定（そらけん）
」につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による
事業計画の変更により中止いたしました。
４．空港に係る調査研究に関する事業
航空機騒音及び大気質・水質等の環境業務に関連する調査研究を実施いたしました。また、
その研究成果について、以下の学会において論文を発表いたしました。
① 日本騒音制御工学会秋季研究発表会（発表）

令和 2 年 11 月 5 日～6 日

「成田空港の運用変更に伴う騒音暴露状況の変化について」
② 日本騒音制御工学会第 123 回技術講習会（講習講師）令和 2 年 11 月 19 日
「航空機騒音の測定とデータ集計に役立つ現場知識」
③ 環境省騒音対策に関する検討作業

令和 2 年 10 月～令和 3 年 3 月

「令和２年度新幹線鉄道騒音及び航空機騒音対策に関する検討調査業務」
５．空港従事者の資質向上等に関する事業
（１）講演会開催事業
空港従事者及び空港周辺市町の方々を対象とした講演会につきましては、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の影響による事業計画の変更により中止いたしました。
（２）空港従事者交流事業
空港従事者を対象に相互交流を目的としたテニス大会につきましては、新型コロナウイル
スの感染拡大の影響による事業計画の変更により中止いたしました。
（３）語学教室開催事業
空港従事者を対象に語学力向上を目的とした英会話教室、中国語教室及び外国人空港従事
者を対象とした日本語教室については、募集定員に満たなかったことから開講を中止いたし
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ました。
（４）書籍収集事業
協会の事業に役立てるため、又、今後空港関係者の誰もが閲覧できるように、航空関係の
書籍を収集いたしました。
（５）保育ルーム運営事業
空港内において「NAA 保育ルーム たんぽぽ」を通年で運営いたしました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、年度当初は登園を自粛する利用者が多数いま
したが、秋口より徐々に回復し、年度末頃にはほぼ例年並みの利用水準となりました。
なお、航空機の発着時間の延長に伴い実施していた 20 時から 22 時までの延長保育につい
ては、コロナ禍において、需要がなかったことから休止いたしました。
3 月末現在の月極保育児童数は、91 名（0 歳児 8 名､1 歳児 21 名､2 歳児 20 名､3 歳児 16
名、4 歳児 17 名、5 歳児 9 名）となりました。
６．委託を受けて空港の管理業務の一部を行う事業
（１）環境業務
① 統合環境監視システム運用業務
NAA 航空機騒音監視システム（地上騒音監視を含む）
、大気質常時監視システム、水質・
地下水位自動観測システムの運用及び保守点検業務を計画どおり実施しました。なお、
大気質６局のうち３局と水質３局のうち２局は監視を停止し一部作業を縮小し、また、
当初予定していた大気質測定局の適地調査は実施見送りとなりました。
② 航空機騒音に関する調査解析業務
NAA 及び空港周辺市町等から受注した空港周辺の航空機騒音実態調査、航空機に関する
各種調査並びに解析業務を、事業計画を変更し、大幅に縮小して実施しました。
③ 空港周辺の大気質に関する調査解析業務
NAA 及び成田市から受注した空港周辺の大気質に関する調査及び解析業務を、事業計画
を変更し、大幅に縮小して実施しました。
④ 空港周辺の水質に関する調査解析業務
NAA から受注した空港周辺の水質に関する調査及び解析業務を、事業計画を変更し、大
幅に縮小して実施しました
⑤ エコ･エアポートビジョンに関する業務
NAA から受注したエコ･エアポート基本計画に関する実績算定を、一部縮小して実施し
ました。
⑥ 自然環境保全に関する生物保全業務
NAA から受注した環境影響評価手続きに関する生物の生息域外保全業務を計画どおり実
施しました。
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⑦ その他の調査業務
NAA から受注した航空機氷塊付着状況調査、航空機騒音インデックス格付け確認業務、
エンジン試運転低周波音調査、住宅遮音効果測定、外来植物除去作業務等を、一部縮小し
て実施しました。なお、当初予定していた従業員実態調査は実施見送りとなりました。
（２）旅客案内業務
新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅客数の減少により、NAA から受注した第 1 旅客ター
ミナルビル南棟における旅客案内業務を運用場所、時間、人員を縮小して実施しました。フ
ァーストレーン案内業務、ワンストップセキュリティー利用者への案内業務、電動カート運
用業務については運用を休止しました。
なお、年度当初 から予定していた 顔認証技術を用いた新しい 搭乗手続き「One
ID(FaceExpress)」の対応に係る業務は、スタッフは確保したものの、実施されませんでし
た。
（３）旅客サービス施設運営業務
新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅客数の減少により、
NAA から受注した第 1 旅客ター
ミナルビル リフレッシュルーム及びシャワールームの受付等業務を運用時間、人員を縮小
して実施しました。なお、第 2 旅客ターミナルビルリフレッシュルームについては施設の
閉鎖に伴い営業を休止しました。
（４）その他の業務
①「成田国際空港フロアガイド」の編集
NAA から受注した「成田国際空港フロアガイド」の編集業務については、新型コロナウ
イルス感染拡大に伴う旅客数減少により、フロアガイド制作にかかる編集作業は中止、在
庫管理業務については年間 25 回から 13 回に縮小して実施しました。
②「成田空港ハンドブック」の発行
成田空港の諸情報を掲載した「成田空港ハンドブック」につきましては、新型コロナウ
イルスの感染拡大の影響により、発行に必要な情報が収集できず、編集が不可能となった
ことから、事業計画の変更により休刊といたしました。
③ 談話室の運営
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、入室制限及び一部営業時間を短縮して運
営を実施しました。なお、千葉県による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休
業要請により 4 月 15 日から 5 月 31 日の間は臨時休業しました。
④ 海外主要空港の概要作成
NAA から受注した海外主要空港の情報収集、翻訳、編集等の業務を行う空港概要作成業
務を実施いたしました。
⑤ 書道・絵画展作品整理作業
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NAA から受注した成田空港周辺児童書道・絵画展の応募作品の集計、整理や展示場の設
営作業を実施いたしました。
令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、各小学校のカリキュラムに
変更等があったことから、応募学校数は 79 校、応募作品数は 5,153 点で、昨年度の 3 割
程度に減少しました。
（2019 年度 応募学校数 90 校、応募作品数 15,183 点）
なお、受賞者に対する表彰式については中止となりました。
⑥ 案内ボランティア事務局業務
新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅客数の減少により、NAA から受注した案内ボラン
ティア管理業務について規模を縮小して実施しました。なお、成田空港案内ボランティア
については 4 月より活動を休止しました。
⑦ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック 成田空港エリア都市ボランティア管理業務
千葉県から受注した都市ボランティア管理業務については、新型コロナウイルス感染拡
大を受けてオリンピックが一年延期となったことから、2021 年度の開催に向けた準備を
実施しました。都市ボランティアへの情報発信業務、案内ブースのデザイン、リスクマネ
ジメントマニュアルの作成のほか、実地研修効果を上げるため都市ボランティアのモチベ
ーションの継続とスキル向上を目的とした研修動画を作成しました。
⑧ CS 推進に係る業務
NAA から受注した CS セミナーの運営等、CS 推進に係る業務については、新型コロナウ
イルス感染症の影響によりすべて中止となりました。なお、CS アワード表彰関連の掲示
作業については、全 5 回から 1 回に縮小して実施しました。
⑨ロビー椅子マーキング等維持管理作業
NAA から受注した新型コロナウイルス感染拡大防止を目的としたソーシャルディスタン
ス施工の維持管理作業については、第 1・2・3 旅客ターミナルビルの一般エリアおよび制
限エリアを巡回し、ロビー椅子、展望デッキ、トイレ、喫煙所に施工されているソーシャ
ルディスタンスシールの不具合箇所の張替え作業を実施しました。
⑩空港見学ツアーに係るガイド業務
GPA から受注した空港見学ツアーにおけるガイド業務を実施しました。
オンラインツアーにかかる空港見学 １回 ガイド１名
⑪パンフレット等の補充管理業務
NAA から受注したパンフレット等の補充管理業務について、頻度を減らして実施しまし
た。
７．その他協会の目的を達成するために必要な事業
（１）受託業務等
国内空港及び飛行場における、騒音実態調査の支援、騒音予測作業及び測定データの確認
等を実施しました。

一般財団法人成田国際空港振興協会

（２）手荷物一時預かり事業
手荷物等の一時預かり、バゲージラッピング、スーツケースの開錠、コインロッカーの管
理を行う手荷物一時預かり所については、新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅客数の減少
により 5 月より臨時休業としましたが、他社への委託から協会スタッフの配置に変更の上、
営業時間、人員を縮小して 9 月から再開しました。
なお、
コインロッカーにつきましては、
10 月から料金改定(100 円の値上げ)を行いました。
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第２ 庶務事項

１．評議員会・理事会
（１）第２６回理事会（臨時・書面決議） 令和２年６月２４日決議
決議事項

第１２回評議員会(定時)の開催延期について

（２）第２７回理事会（通常） 令和２年７月８日開催
第１号議案

令和元年度事業報告承認の件

第２号議案

令和元年度決算承認の件

第３号議案

公益目的支出計画実施報告書の承認の件

第４号議案

令和２年度事業計画の変更及び補正予算承認の件

第５号議案

定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項承認の件

第６号議案

理事長選定の件（簾理事長）

第７号議案

顧問委嘱の件（鈴木顧問）

第８号議案

規程改正承認の件（組織の一部改正・旅客事業部の課の名称変更）

報告事項

職務の執行状況報告の件

以上計８議案について審議決定されました。
（３）第１２回評議員会（定時） 令和２年７月２２日開催
第１号議案

令和元年度決算承認の件

第２号議案

理事選任の件（川島常務理事）

報告事項１

令和元年度事業報告書の内容報告の件

報告事項２

公益目的支出計画実施報告書の内容報告の件

報告事項３

令和２年度事業計画書及び予算書並びに変更計画及び補正予算の
内容報告の件

以上計２議案について審議決定されました。
（４）第２８回理事会（臨時・書面決議） 令和２年７月２７日決議
決議事項

常務理事１名選定の件（川島常務理事）

（５）第２９回理事会（通常） 令和３年３月２２日開催
第１号議案

令和３年度事業計画承認の件

第２号議案

令和３年度予算承認の件

第３号議案

規程改正承認の件
（環境技術部の組織変更などに伴う組織規程・就業規則・給与規程の改正）

報告事項

職務の執行状況報告の件

以上計 3 議案について審議決定されました。

一般財団法人成田国際空港振興協会

２．役員等
（１）評議員 令和３年３月３１日現在
評議員

大森 寿明

元 日本ホテル(株) 会長

評議員

斉田 正己

元 成田国際空港(株) 代表取締役副社長

評議員

佐久間 勇

(一財)芝山町振興公社 理事長

評議員

関

成田国際空港(株) 取締役

評議員

関根 賢次

成田市 副市長

評議員

坪川 誠

元(財)成田国際空港振興協会 理事長

評議員

永井 隆男

元 新東京国際空港公団 副総裁

評議員

松岡 勇

元 エアポートメンテナンスサービス(株) 代表取締役社長

恒明

（五十音順）
（２）理事及び監事 令和３年３月３１日現在
会 長

深谷 憲一

(一財)成田国際空港振興協会

理事長

簾 泰德

(一財)成田国際空港振興協会

常務理事

川島 栄治

(一財)成田国際空港振興協会

理 事

荒川 武

(株)グリーンポート･エージェンシー 代表取締役社長

理 事

石田 洋平

全日本空輸(株) 執行役員 成田空港支店長

理 事

延命 誠

京成電鉄(株) 鉄道本部運輸部長

理 事

亀井 繁幸

成田国際空港 航空会社運営協議会 事務局長

理 事

佐藤 育哉

成田国際空港(株) 経営企画部門 関連事業部長

理 事

志村 格

(一社)日本旅行業協会 理事長

理 事

中野 直人

日本航空(株) 成田空港支店長

理 事

野俣 光孝

(一財)空港振興･環境整備支援機構 副理事長

監 事

梅田 昭文

元 臨空開発整備(株) 代表取締役社長

監 事

山本 健

成田国際空港(株) 財務部門 財務部長
（五十音順）

３．基本財産
令和２年度末現在 20,000千円
４．事務局
（１）事務所
千葉県成田市古込字古込１番地１
（成田空港内第2駐車場ビル南棟Ｐ3028）
（２）職員数（令和３年３月３１日現在）
①総務部

７人

②公益推進部

４人

③環境技術部

２０人

④旅客事業部

６４人 （うち全休業者８人）

⑤出向・育児休業者

１２人

合計 １０７人 （役員・顧問を除く）

