
中部国際空港のあゆみ
（１９９８～２００５．２．１７）

セントレア関係 その他の出来事

1998 1.16
3.31

4.1
4.8

4.16
4.30

「中部国際空港事業主体設立準備協議会」発足
「中部国際空港の設置及び管理に関する法律」公布（4月1日施
行）「中部国際空港株式会社設立発起人会」開催
「愛知県漁業調整推進本部」を設置
中部新国際空港推進調整会議「中部国際空港の計画案（ 終ま
とめ）」公表
空港島土質関連調査開始（～6月12日）
中部国際空港株式会社創立総会開催

2.7
7.6
8.18

長野五輪開幕
香港国際空港開港
中部国際空港連絡鉄道施設整備協議会
が「中部国際空港アクセス鉄道施設計画
（地元案）」および「中部国際空港鉄道の
事業スキーム案（地元案）」を公表

5.1 中部国際空港株式会社設立（資本金3.22億円）

5.29
6.1

6.10

6.17

6.18

運輸大臣が中部国際空港の基本計画を公示
幡豆地区内陸用地造成事業、南知多地区内陸用地造成事業に
関する環境影響評価方法所の縦覧開始（～7月1日）
環境影響評価方法書公告・縦覧開始（～7月10日）
中部国際空港のアクセス道路として件の整備する知多半島横断
道路のルート案が明らかになる
中部国際空港の事業費を含んだ平成10年度政府補正予算が成
立
中部国際空港等の設置及び管理を行う者としての指定を受ける
ため運輸大臣に申請

7.1

7.7
7.29
8.6
8.12

9.11
9.14

運輸大臣より中部国際空港株式会社が「指定会社」として指定さ
れる
資本金5.36億円に増資
ＭＰＡ規定に基づく「中部国際空港のマスタープラン」を公表
1998年度ＭＰＡ対象案件発注計画を公表
運輸省が当社の平成10（1998）年度事業計画を認可
環境影響評価方法書に係る住民意見の概要書を愛知県知事お
よび関係市町村長送付
創立披露の会開催（名古屋）
常滑事務所開設

10.28

11.18
11.19
11.27

12.5

12.24
12.25

愛知県環境影響評価審査会議が、中部国際空港建設事業等の
方法書に対する審査会議報告を愛知県知事に報告
ACTION TOKYO '98創立披露の会開催（東京）
資本金7.36億円に増資
中部国際空港の事業費を含んだ平成10年度第3次補正予算が
成立
愛知県知事が、環境影響評価方法書に対する意見を当社等に
通知
第1回顧問会議開催
環境影響評価準備書公告・縦覧開始（～2月1日）

1999 1.6

1.8
1.13

2.3

愛知県とともに環境影響評価準備書に関する説明会開催（常滑
市・半田市・知多市・美浜町）（～17日）
第1回中部国際空港推進会議開催
中部国際空港連絡鉄道施設整備協議会開催、「中部国際空港
アクセス鉄道等の概要」を公表
資本金29.44億円に増資

4.9

6.16

7.22
7.23

名古屋空港新国際線旅客ターミナル供
用開始
中部国際空港連絡鉄道株式会社（設立
時の資本金は4.5億円）の創立総会開催
関西国際空港の2期事業着工
ANA61便ハイジャック事件発生

2.24

3.5
3.23
3.31
4.1
4.5

4.9
5.11
5.24

6.1

6.21

愛知県とともに環境影響評価準備書に対する意見書の概要を愛
知県知事と関係市町長に送付
2000年度入社社員（第1期生）募集開始
政府保証債第1回社債（発行総額266.3億円）を発行
資本金84.86億円に増資
東京事務所開設
「調達の基本方針」、「1999年度ＭＰＡ対象案件発注計画」を公
表
三重県漁連が漁業経営実態調査を受け入れ
環境影響評価準備書にかかる愛知県知事意見を受ける
第2回中部国際空港推進会議開催
旅客ターミナル地区の基本計画（検討案）の概要公表
中部国際空港建設事業および空港島地域開発用地埋立造成事
業に関する環境影響評価書の公告・縦覧開始（～7月1日）
「中部国際空港アクセス利便性向上対策協議会」設置

6.24
7.9
7.16

第1回定時株主総会開催（名古屋国際センターホール）
旅客ターミナル地区基本計画のコンセプトモデル公表
空港島造成工事に必要となる埋立用土砂の供給候補者につい
て公募開始（～8月6日）
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中部国際空港のあゆみ
（１９９８～２００５．２．１７）

セントレア関係 その他の出来事

1999 7.20

8.21
8.24
8.26

8.27

空港に欲しい施設、あったら便利なサービスのアイディア募集
キャンペーン開始（～8月31日）
常滑焼まつりに空港計画についてのブースを出展（～22日）
飛行場設置許可申請、公有水面埋立免許出願
当社、愛知県（企業庁・道路連絡橋建設事業準備者）および中
部国際空港連絡鉄道株式会社が愛知県漁連（知多支部委員会
北部部会）と補償契約を締結
護岸等築造工事について競争参加者募集開始（～9月27日）
公有水面埋立免許出願内容の告示縦覧、意見書提出（～9月16
日）

9.4
9.17

10.1
10.5

10.25

資本金111.06億円に増資
公有水面埋立免許出願内容の常滑市長への意見照会（～10月
1日）
常滑市長の公有水面埋立同意回答（9月28日常滑市議会議決）
当社、愛知県（企業庁・道路連絡橋建設事業準備者）および中
部国際空港連絡鉄道株式会社が愛知県漁連（知多支部委員会
南部部会）と補償契約を締結
飛行場設置許可申請内容の告示

11.1 建設事務所開設

11.9
11.25

11.29
12.15
12.27

建設事務所開所式開催
中部国際空港の事業費を含んだ平成11年度第2次政府補正予
算が成立
第3回中部国際空港推進会議開催
運輸省が飛行場設置に係る公聴会を開催（常滑市民文化会館）
第2回顧問会議開催

2000 2.2

2.3
3.17
3.27

当社、愛知県（企業庁・道路連絡橋建設事業準備者）および中
部国際空港連絡鉄道株式会社が愛知県漁連（西三・東三・渥美
支部委員会）と補償契約を締結
環境委員会を設置
中部国際空港の事業費を含んだ平成12年度政府予算が成立
春休み空港建設地見学会開催
（～4月5日）

1.27

3.17
5.2

5.23

8.8

5市5町で組織する知多地区広域行政圏
協議会が交流会を開催
知多横断道路の新規事業化認められる
愛知県知事が知多横断道路の都市計画
決定を告示
愛知県知事が県道中部国際空港の路線
認定を告示
中部国際空港連絡鉄道株式会社は、名
鉄常滑駅～空港駅間4.3kmについて、中

3.28

3.31
4.21

4.25
5.2
5.15
5.24

6.1

6.23

6.28
7.3
7.25

7.29

当社、愛知県（企業庁・道路連絡橋建設事業準備者）および中
部国際空港連絡鉄道株式会社が野間漁協と補償契約を締結
資本金161.06億円に増資
運輸大臣が飛行場設置許可

旅客ターミナルビル地区に設置する大型商業施設の概要を発表
空港島造成工事について競争参加者募集開始
第4回中部国際空港推進会議開催
シンガポール航空、マレーシア航空、キャセイパシフィック航空、
中国東方航空４社に対するエアポートセールスを実施し、外国航
空会社へのトップセールスがスタート（～31日）
旅客ターミナルビル基本設計に係るユニバーサルデザイン研究
会を設置
愛知県知事が当社および愛知県企業庁
に公有水面埋立免許書を交付

第2回定時株主総会開催（名古屋国際センターホール）
環境監視センターを開設し、工事中の環境監視を開始
中部国際空港等建設工事発注機関等労働災害防止連絡会議
発足
当社、愛知県（企業庁・道路連絡橋建設事業準備者）および中
部国際空港連絡鉄道株式会社が三重県漁連と補償契約を締結
中部国際空港夏休み親子見学会を開催（～8月3日・8月6日～9
日）

9.18

9.21

9.29

11.2

部運輸局に工事施工認可を申請
愛知県が空港島地域開発用地の護岸工
事に着手
運輸省は中部国際空港のアクセス鉄道と
なる空港連絡線の工事施工を認可
運輸大臣が中部国際空港連絡鉄道に工
事施工認可
日本興業銀行、富士銀行および第一勧
業銀行が「みずほホールディングス」を設
立
愛知県が空港連絡道路の工事に着手

8.1 空港の護岸工事に着手
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中部国際空港のあゆみ
（１９９８～２００５．２．１７）

セントレア関係 その他の出来事

2000 8.2
8.19

ユニバーサルデザイン研究会の結果を公表
中部国際空港起工式を開催

9.1

9.20

10.4
10.25
10.29

11.24
12.21

12.22
12.27

中部国際空港エネルギー供給株式会社設立
環境マネジメントシステムの運用開始
資本金を287.12億円に増資
アメリカン航空、フェデラル・エクスプレス、ノースウエスト航空、エ
ア・カナダ4社に対するトップセールスを実施（～29日）
旅客ターミナルビルの基本設計の概要発表
「中部国際空港愛称募集キャンペーン」開始（～12月22日）
ルフトハンザ・ドイツ航空、ＫＬＭオランダ航空、スイス航空、英国
航空4社に対するトップセールスを実施（～11月8日）
第5回中部国際空港推進会議
旅客ターミナルビルの商業基本計画とエアポートホテルの設置に
ついて公表
金融機関説明会を開催
第3回顧問会議開催
ＩＳＯ14001の認証取得

2001 1.6
1.12
1.24
2.18

3.11

3.15

3.16
3.17

3.30
5.8
5.21

6.2

6.4
6.26
8.8

「中部国際空港展」を金山総合駅で開催（～2月25日）
ミネタ米商務長官（当時）が来社、空港会社調達を高く評価
臨時株主総会開催（中電ホール）
トルコ航空、オーストリア航空、エア・ヨーロッパ、アリタリア航空4
社に対するトップセールスを実施（～28日）
シンガポール航空、中華航空、エバー航空、フィリピン航空、中
国南方航空5社に対するトップセールスを実施（～17日）
空港島の護岸が概成

埋立工事に着手
建設事務所情報コーナー・航行安全センター屋上の休日開館開
始
資本金327.12億円に増資
中部国際空港の愛称を「セントレア」に決定
中国国際航空、大韓航空、アシアナ航空3社に対するトップセー
ルスを実施（～24日）
空港島埋立工事現場で、護岸に閉じ込められた魚を外に逃がす
「救出作戦」を実施
第6回中部国際空港推進会議開催
第3回定時株主総会開催（中電ホール）
「セントレア」のロゴを発表

1.6
1.31

3.14

3.29
4.1

5.1

6.1

6.27

8.21

9.1
9.11

国土交通省発足
中部国際空港連絡鉄道株式会社が空港
連絡線の工事に着手
三重県が中部国際空港海上アクセス運
航事業基本計画案を公表
韓国・仁川国際空港開港
三井住友銀行発足
東海銀行、三和銀行および東洋信託銀
行が「ＵＦＪホールディングス」を設立
東京三菱銀行と三菱信託銀行などが「三
菱東京フィナンシャルグループを設立
津市は空港と津市を結ぶ海上アクセス実
現に向け、船舶運航事業者の公募開始
知多乗合バスは名鉄常滑駅と常滑市新
開町の常滑競艇場対岸部を結ぶバス路
線（1.2km）を新設
愛知県が常滑臨海部都市計画検討結果
（中間報告）を公表
国土交通省が知多横断道路および中部
国際空港連絡道路について、有料道路
事業を許可
愛知県が空港対岸部の造成工事に着手
米国同時多発テロ発生

8.19
8.21

8.30

9.11
9.16

9.28
10.1
10.4

11.6

11.20

夏休み空港海上教室実施（～28日）
「中部国際空港展2001」を岐阜で開催（～26日）
このほか豊橋、三重、長野でも開催
ユナイテッド・パーセルサービス、シンガポール航空貨物、マレー
シア航空、キャセイパシフィック航空、エアー・ホンコン、タイ国際
航空、ベトナム航空7社に対するトップセールスを実施（～9月8
日）
臨時株主総会開催（中電ホール）
アイルランドで開催されたＲＯＵＴＥＳ（航空路線商談会議）に出
席
資本金を406.82億円に増資
中部国際空港情報通信株式会社設立
ＫＬＭオランダ航空、英国航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、エー
ルフランス航空、オーストリア航空5社に対するトップセールスを実
施（～13日）
中部経済界および3県1市等が、中部国際空港利用促進協議会
を設立
第7回中部国際空港推進会議開催
旅客ターミナルビル地区埋立竣工

10.23

11.27

中部国際空港海上アクセス事業化推進
協議会が津ルートの採用を決定
愛知県道路公社が知多半島道路の半田
常滑ジャンクション化工事に着手
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中部国際空港のあゆみ
（１９９８～２００５．２．１７）

セントレア関係 その他の出来事

2001 11.28

12.7
12.27

旅客ターミナルビル工事等安全祈願祭
が開催される
金融機関説明会を開催
第4回顧問会議

2002 1.20

1.29

2.17

3.4

3.10

3.20

3.22

カンタス・オーストラリア航空、ニュージーランド航空2社に対する
トップセールスを実施（～25日）
「中部国際空港展2002」を富山で開催（～2月3日）
このほか、福井、石川、浜松、愛知、岐阜、三重、滋賀でも開催
ガルーダインドネシア航空、フィリピン航空2社に対するトップセー
ルスを実施（～20日）
アシアナ航空、大韓航空2社に対するトップセールスを実施（～5
日）
スカンジナビア航空、フィンランド航空2社に対するトップセールス
を実施（～15日）
中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、中華航空、エ
バー航空5社に対するトップセールスを実施（～27日）
中部国際空港利用促進協議会が第1回中部国際空港シンポジウ
ムを開催

1.7

1.26

4.18
4.30

5.31

7.30

10.2

旅客ターミナルビル建設に伴い、作業員
や資機材を、常滑港と四日市港から海上
輸送する定期便の運航開始
名鉄常滑線高架化事業に伴い、榎戸～
常滑間（1.8km）の代替バス輸送が開始
成田空港の暫定平行滑走路供用開始
愛知県知事が空港島（旅客ターミナル地
区）を「セントレア一丁目」と告示
2002ＦＩＦＡワールドカップ開幕（日本およ
び韓国の共催）
愛知県知事が空港島対岸部（前島）を「り
んくう町」と告示
ＪＡＬとＪＡＳが共同持株会社「日本航空シ
ステムを設立し、経営統合

4.24

5.9

5.29
6.5

6.27
6.29

7.17
7.28

旅客ターミナルビル飲食施設のアドバ
イザーに石鍋裕氏就任

中部国際空港エネルギー供給施設建設工事安全祈願祭が開催
される
第8回中部国際空港推進会議開催
ノースウエスト航空、フェデラル・エクスプレス2社にトップセールス
を実施（～14日）
第4回定時株主総会（中電ホール）
建設事務所セントレア館情報コーナー
来場者5万人到達

中部国際空港工事安全大会が開催される
セントレア親子見学会実施
（～10月14日）

8.1
8.19
8.27
9.11

10.1

10.2
10.5

空港連絡道路を工事用道路として使用開始
空港連絡道路を使用し、バスにより作業員の送迎を開始
貨物ターミナル地区基本計画概要発表
オーストリア航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、エールフランス航
空、ＫＬＭオランダ航空4社に対するトップセールスを実施（～21
日）
空港建設工事現場見学開始

旅客ターミナルビル商業施設の概要発表
「セントレア展2002」を名古屋で開催（～11月4日）
このほか岐阜、富山、福井でも開催

10.23
11.4
11.6
11.27

12.1

12.13

エアポートホテル事業者（名古屋鉄道）決定
アメリカン航空に対するトップセールスを実施（～9日）
第9回中部国際空港推進会議開催
「セントレア展」を石川で開催（～12月1日）
このほか、長野、豊田、浜松、三重、鈴鹿、安城、各務原、春日
井、鳥羽、蒲郡、瀬戸、可児、中津川、名張でも開催
タイ国際航空、ベトナム航空2社に対するトップセールスを実施（＾
5日）
金融機関説明会を開催
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中部国際空港のあゆみ
（１９９８～２００５．２．１７）

セントレア関係 その他の出来事

2003 1.20
2.17

2.25

3.2

3.25

5.1

5.30
6.5

6.10

商業テナントの募集開始
空港島造成概成記念式典が開催される

建設事務所セントレア館情報コーナー来場者10万人到達
第2回中部国際空港シンポジウム開催（中部国際空港利用促進
協議会）
キャセイパシフィック航空、フィリピン航空、マレーシア航空、シン
ガポール航空4社に対するトップセールスを実施（～8日）
開港を当初予定の2005年3月19日から2月17日に前倒しすること
を発表
中部国際空港旅客サービス株式会社設立
中部国際空港施設サービス株式会社設立
第10回中部国際空港推進会議開催
中部国際空港利用促進協議会が「フラ
イ・ナゴヤ・キャンペーン」テイク・オフ大
会を開催し、同キャンペーンを始動
中部国際空港給油施設株式会社設立

3.15

4.8

5.14
8.5

9.12
10.4

10.6

12.24

ＷＨＯがＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候
群）流行について緊急旅行勧告を出す
「中部臨空都市」にビジネスホテルチェー
ンのグリーンズが進出する意向を固めた
名古屋鉄道がセントレアホテルを設立
愛知県企業庁が中部臨空都市の物流業
者向け「総合物流ゾーン」10社を発表
セントレアホテル着工
名鉄常滑線榎戸～常滑間の高架化工事
が終了
管制塔竣工式
（国土交通省大阪航空局）
名古屋鉄道が中部国際空港連絡鉄道の
路線名を「空港線」と発表

6.25
7.11
7.21
7.26
7.30
9.3

9.26

10.1

10.10

10.14

10.22
11.10

第5回定時株主総会開催（中電ホール）
貨物ターミナル安全祈願祭が開催される
建設事務所セントレア館に売店「間屋（あいだや）」オープン
セントレア親子見学会実施（～9月21日）
第6回顧問会議開催
空港見学者5万人到達

セントレアオリジナルキャラクター発表
およびキャラクター名募集
セントレア開港記念プレート募集開始
（中部国際空港支援協会）
旅客ターミナルビル新築工事等上棟
式典を開催
中国国際航空、中国東方航空2社に
対するトップセールスを実施（～17日）
第11回中部国際空港推進会議開催
建設事務所セントレア情報コーナー
来場者20万人到達

11.11

11.18

11.19

12.22
12.24

アメリカン航空、ユナイテッド航空、ＵＰＳエアラインズ、フェデラ
ル・エクスプレス、エアカナダ、ヴァリグ・ブラジル航空、コンチネン
タル航空7社に対するトップセールスを実施（～16日）
ＡＮＡがソウル、上海便新規就航をはじめとする開港時路線計画
を発表
「中部国際空港と花王国あいちセントレア花展」開催（～24日）
（愛知県と共催）

エア・カナダがバンクーバー便の運航再開を発表
第7回顧問会議開催
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中部国際空港のあゆみ
（１９９８～２００５．２．１７）

セントレア関係 その他の出来事

2004 1.16
1.19
1.22
2.6

2.23

2.27

3.15

地元からの出展のセントレア商業施設店舗を発表
日本貨物航空が定期便を就航することを表明
ＪＡＬがパリ便新規就航を始めようとする開港時路線計画を発表
セントレアオリジナルキャラクター名を
「なぞの旅人フー」に決定

第3回中部国際空港シンポジウム開催（中部国際空港利用促進
協議会）
ヴァージンアトランティック航空、ＫＬＭオランダ航空、ルフトハン
ザ・ドイツ航空、オーストリア航空、マーチンエアー5社に対する
トップセールスを実施（～3月7日）
国土交通省による飛行検査開始

1.21
4.1

4.30

5.28

10.16
10.25
11.1

11.17

津エアポートライン設立
成田国際空港株式会社創立（新東京国
際空港公団の民営化）
愛知県道路公社がアクセス道路「セントレ
アライン」、連絡橋「セントレア大橋」に名
称決定
航空・空港フォーラムin中部開催（国土交
通省大阪航空局）
空港線の暫定運行開始
空港線の運行概要発表
機内食工場竣工式（名古屋エアケータリ
ング株式会社）
セントレアラインの開通日が1月30日と発
表

3.24

4.2
4.16
4.22
5.12
5.16

滑走路・誘導路・エプロン舗装工事
概成式典が開催される

空港建設工事現場見学者10万人到達
「旅フェア2004」に出展（～18日）
中部国際空港開港準備連絡会議開催
免税店の概要を発表
中国国際空港、中国東方航空、中国南方航空3社に対するトップ
セールスを実施（～21日）

5.28
6.16

6.22

国土交通省が中部国際空港の飛行経路を公表
集約バス輸送100万人到達

マルチリラクゼーション施設「くつろぎ処」の概要を発表
6.24

6.30
7.5

第6回定時株主総会開催（中電ホール）
国土交通省の飛行検査機が初着陸

フェデラル・エクスプレスが新規就航と上屋事業への参入を表明
ベトナム航空に対するトップセールスを実施（～7日）

7.6

7.15
7.16
8.6
8.19
8.31
9.24
9.29

10.1

全国プロモーション事業「ウェルカム to セントレア」を開始
（～12月9日）（中部国際空港利用促進協議会主催）
IT CITY MESSE in GIFUに出展（～16日）
セントレアカード概要発表
役員を含め全社員を対象としたＣＳ教育開始
エアシティウェディング概要発表
名鉄百貨店でのセントレアキャラクターグッズ販売開始
ユナイテッド航空がサンフランシスコ便就航を表明
飛行場および航空保安施設の完成検査合格通知書を受理
中部国際空港エネルギー供給施設竣工式が開催される
航空保安施設完成式を開催
中部国際空港エネルギー供給株式会社
営業運転開始

10.5

10.7
10.18

10.19
11.1
11.13

11.15

旅客ターミナルビル等竣工式を開催

商業施設全店舗を発表
当社および関連会社が空港管理棟に
移転
アメリカン航空がシカゴ便就航を表明
総合保税地域許可書を受領
開港記念地域参加イベントを開催

空港使用料金を発表
セントレア商業店舗への電子マネー
「Edy」の導入発表
ＣＯＲＰトライアルⅠを実施（～19日）
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中部国際空港のあゆみ
（１９９８～２００５．２．１７）

セントレア関係 その他の出来事

2004 11.25

11.28

12.7

12.21
12.24

国土交通省が2007年2月17日の供用開始を告示
航空機事故救急医療訓練を実施
中部国際空港報告会
　～セントレアの夕べ～を開催（東京）

トルコ航空、カタール航空、エミレーツ航空3社に対するトップ
セールスを実施（～12月4日）
第4回中部国際空港シンポジウム開催
（中部国際空港利用促進協議会）
セントレア「銘品館」「おみやげ館」について概要発表
空港建設工事現場見学終了

2005 1.7
1.11

1.13
1.17

1.27
1.28
2.5

駐車料金公表
ＣＯＲＰ運用トライアルⅡを実施
（～17日）

ＫＬＭオランダ航空に対するトップセールスを実施（～15日）
セントレアテレホンセンター開設
セントレアフレンズ全キャラクターを発表
貨物施設竣工披露式典を開催
建設事務所セントレア館閉館
セントレア大見学会を開催（～6日）

1.20

1.29
1.30
2.1

2.17

空港管制業務開始（国土交通省大阪航
空局）
名古屋鉄道空港線営業開始
セントレアライン営業開始
開港記念切手の全国発売
セントレアホテル営業開始
コンフォートホテル営業開始
県営名古屋空港開港

2.13

2.14

開港記念式典を開催

ミュンヘン空港と姉妹空港提携

2.16 15:00　各地の空港からセントレアに
         次々とフェリーフライト
        （23:00過ぎには29機が駐機）

16:00  名古屋空港から地上支援機材
         の輸送（約50km）を開始
        （翌6:00頃完了）

2.17 中部国際空港セントレア開港
 0:00　空港の3レターコード「ＮＧＯ」が名古屋空港からセントレア
        に引き継がれ正式に供用開始
 5:20  旅客ターミナルビル開館　　 6:00　開港式を開催

 6:45　着陸一番機　　　　　　　　　　 7:34　出発一番機

　　　　 　　　　　お客様で混雑するターミナルビル内
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