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はじめに
中部国際空港は、成田国際空港、関西国際空港と並ぶ国際拠点空港であり、2005 年の
開港以降、24 時間運用可能な海上空港としての特性を活かし、モノづくり産業を中心に我
が国の経済成長をけん引する中部圏における、国内外との「人の交流」、「産業のサプライチ
ェーン」を支える重要な社会インフラとして、大きく貢献しております。
しかしながら、現在は滑走路が 1 本であるため、24 時間運用可能な国際拠点空港とし
て、十分に機能を発揮することができていません。
こうした中、地域の自治体（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市）、経済団体（名古屋商工
会議所、一般社団法人中部経済連合会）、空港会社（中部国際空港株式会社）の長で構成
する中部国際空港将来構想推進調整会議は、2021 年 12 月に『中部国際空港の将来構
想』を取りまとめ、発表しました。この中で、空港の完全 24 時間運用の実現や現滑走路の
大規模補修などの喫緊の課題に対応するため、『中部国際空港の将来構想』における第一
段階として、現空港用地内の誘導路の 1 本を転用して新たな滑走路を整備し、2027 年度
に供用開始を目指すこととしました。
これを受け、中部国際空港株式会社は、喫緊の課題に対応するための現空港用地内にお
ける滑走路増設の具体的な整備計画の策定に向けて、地域の自治体、経済団体と連携・協
力して、「中部国際空港ＰＩ推進協議会」を設置し、滑走路増設について、住民・関係者等か
ら幅広く意見を得ながら合意形成を図るパブリック・インボルブメント（ＰＩ）を実施することと
しました。なお、ＰＩの実施においては、ＰＩの透明性、公平性、公正性を確保するため、有識者
等から構成される「中部国際空港ＰＩ評価委員会」の助言、評価を得ながら進めてまいりま
す。本書は、中部国際空港の滑走路増設について、住民・関係者の皆様にご理解いただくた
めに、ＰＩレポートとして取りまとめたものです。内容をご確認いただき、計画に対する皆様のご
意見をお寄せください。

＜パブリック・インボルブメント（ＰＩ）とは＞

パブリック・インボルブメントとは
社会資本整備を進めるに当たっては、住民・関係者等の理解と協力を得るため、住民参画の取り組みを
推進することが求められています。
国土交通省では、平成 15 年 6 月に「国土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手続
きガイドライン」を策定し、更に、平成 20 年 4 月に「公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイ
ドライン」を策定し、河川、道路、港湾、空港等の所管の公共事業について、計画の構想段階から、住民・関
係者等に対して積極的な情報公開・提供を行い、幅広い意見を得ながら合意形成を図っていくパブリック・
インボルブメント（以下「ＰＩ」という。）の手法の導入を進めてきました。
一方、国土交通省航空局では、これに先行して、平成 15 年 4 月に「一般空港における新たな空港整備
プロセス(案)」を策定し、その中で、一般空港（旧第２種空港、旧第３種空港、旧共用飛行場等）の滑走路
新設または延長事業を対象とした「一般空港の整備計画に関するパブリック・インボルブメント・ガイドライ
ン（案）」を示し、本ガイドラインを適用したＰＩを実施することとしております。
中部国際空港の第二滑走路については、地元自治体、経済界と空港会社で構成する「中部国際空港将
来構想推進調整会議」において、昨年 12 月に『中部国際空港の将来構想』としてとりまとめ、公表されま
した。この構想については、住民等の皆様にも広く示し、ご理解いただくためのパブリック・コメントも実施い
たしました。
今回の滑走路増設は、『中部国際空港の将来構想』における第一段階を対象としておりますが、改めて、
幅広く住民・関係者等の皆様と情報を共有し、丁寧な説明と住民等の皆様のご理解を得る必要があること
から、「一般空港の整備計画に関するパブリック・インボルブメントガイドライン(案)」を参考とし、ＰＩを実施
し、手続きを進めることとしております。
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第１章

中部国際空港の概要

空港概要
・ 中部国際空港は、2005 年 2 月 17 日に、愛知県常滑市沖合の人工島（空港島）に、24 時間
運用可能な国際拠点空港として開港し、中部国際空港株式会社が設置管理を行っています。
名称
種別
設置管理者
位置
供用開始日
空港島面積
滑走路
スポット数
運用時間

中部国際空港（愛称：セントレア）
拠点空港（会社管理空港）
中部国際空港株式会社
愛知県常滑市
2005 年 2 月 17 日
約 580ha（うち空港用地約 473ha）
3,500ｍ×60ｍ
81 スポット
24 時間

＜空港位置図、空港島全体図＞

滑走路

貨
物
地
区

第 1 旅客
ターミナルビル

センターピア

第 2 旅客
ターミナルビル

空港用地
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利用状況
《旅客数・発着回数》
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前は、リーマンショック（2008 年）や東日本大
震災（2011 年）などの影響により旅客数等が低迷した時期もありましたが、その後は、好
調な訪日外国人旅行者の需要増加もあり、
2019 年度には過去最高となる旅客数 1,260 万人、
航空機の発着回数 11.3 万回を記録しました。
・ しかし、2020 年度以降は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、旅客数、発着回
数ともに大きく落ち込みました。

《国際貨物取扱量》
・ アメリカ西海岸では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、船員や港湾荷役要員
の不足などが生じ、港湾が機能不全となり、大量の船便が欠航したことから、急ぎの荷物
を中心に、航空貨物便へ振り替えられ、航空貨物の動向は世界的に好調です。
・ 他方、中部国際空港は、まだ、コロナ禍以前の実績には達しておりません。これは、中部
国際空港の航空貨物が、貨物専用機と旅客便のベリースペースにおいて輸送され、セント
レアに就航する旅客便の多くは未だ運休し輸送容量が確保できていないことによります。
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航空ネットワーク
《旅客便》
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、国際線を中心に路線が運休、減便を余儀なくされ
ており、2022 年夏ダイヤ（７月 1 日時点）において、国際線は８都市 34 便/週、国内線 17
都市 82 便/日となっております。
【参考】2019 年冬ダイヤ（ピーク時）
：国際線 42 都市 486 便/週、国内線 19 都市 97 便/日
《国際貨物便》
・ 2022 年夏ダイヤ（７月 1 日時点）において、10 都市 45 便/週となっており、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受ける直前よりも増加しています。
＜就航都市の状況＞
2022 年夏ダイヤ（７月 1 日時点）

【参考】2019 年冬ダイヤ（ピーク時）

国際旅客便

８都市

34 便/週

42 都市

486 便/週

韓国

１都市

6 便/週

２都市

59 便/週

●ソウル

●ソウル

中国

24 都市

―

台湾・香港

１都市

東南アジア

5 都市

●台北

●高雄

25 便/週

●グアム

26 便/週

１都市

４便/週

２都市

９便/週

●フランクフルト

―
―

●ヘルシンキ

1 都市

7 便/週

19 都市

97 便/日

●アブダビ

82 便/日

●札幌 ●函館
●秋田 ●仙台 ●新潟
●羽田 ●成田 ●松山
●福岡 ●長崎 ●熊本 ●大分 ●宮崎
●鹿児島 ●那覇 ●宮古 ●石垣
10 都市

79 便/週

●デトロイト
―

17 都市

87 便/週

●ホノルル

１便/週
―

中東

●西安 ●青島
●深圳 ●瀋陽
●済南 ●蘭州
●武漢 ●南京
●ウルムチ

●香港

２都市

●デトロイト
欧州

●広州
●太原
●長沙
●寧波
●温州

７都市

―
１都市

215 便/週

●マニラ ●セブ ●シンガポール
●ジャカルタ ●ハノイ ●ホーチミン
●バンコク（ｽﾜﾝﾅﾌｰﾑ）
（ﾄﾞﾝﾑｱﾝ）

―

北米

国際貨物便

●上海
●煙台
●長春
●天津
●杭州

３都市

●マニラ ●シンガポール
●ハノイ ●ホーチミン
●バンコク（ｽﾜﾝﾅﾌｰﾑ）
ビーチリゾート

●北京
●成都
●大連
●無錫
●南通

2 便/週

●台北

国内旅客便

●釜山

―

45 便/週

●札幌 ●函館 ●旭川 ●女満別
●秋田 ●仙台 ●新潟
●羽田 ●成田 ●松山
●福岡 ●長崎 ●熊本 ●大分 ●宮崎
●鹿児島 ●那覇 ●宮古 ●石垣
９都市

●香港 ●上海 ●台北 ●ソウル
●成田 ●シンシナティ ●ホーチミン
●ロサンゼルス ●シカゴ ●シドニー
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28 便/週

●香港 ●上海 ●深圳
●成田 ●シンシナティ
●ロサンゼルス

●台北 ●ソウル
●サンフランシスコ

＜国際線＞
2022 年７月 1 日時点
〔2019 年冬ダイヤ（ピーク時）

就航数：８都市 便数：34 便/週
就航数：42 都市 便数：486 便/週〕

※赤字が就航都市

＜国内線＞
2022 年７月 1 日時点
〔2019 年冬ダイヤ（ピーク時）

就航数：17 都市 便数：82 便/日
就航数：19 都市

便数：97 便/日〕
北海道 ２都市 16 便
・札幌

・旭川

・女満別

・函館

・帯広

・釧路

東北/甲信越 ３都市 9 便
・秋田

九州 ６都市 28 便
・福岡

・長崎

・熊本

・大分

・宮崎

・鹿児島

・仙台

・新潟

関東 2 都市 5 便
・羽田

・成田

四国 １都市 3 便
沖縄 ３都市 21 便
・那覇

・宮古

・松山

・石垣
※赤字が就航都市

＜国際貨物便＞
就航状況は P9 参照。
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第２章

中部国際空港の滑走路増設の必要性

中部国際空港の滑走路は現在 1 本であるため、次のような様々な課題があります。

① 完全 24 時間運用の実現
・ 中部国際空港は、24 時間運用が可能な海上空港です。
・ しかし、航空機の安全な運航を確保するため、深夜及び早朝の時間帯の航空機の発着の合間
に、滑走路を閉鎖し、まとまった作業時間を確保して路面の清掃や通常補修など滑走路のメ
ンテナンス作業を実施しています。その間、航空機の発着はできなくなりますので、完全な
24 時間運用は実現できておりません。
・ メンテナンス作業には、最低限、週 10 時間程度の時間が必要となりますが、コロナ禍前
の 2020 年 1 月には、週 11 時間程度しか確保できないなど、深夜及び早朝の時間帯に
発着する国際貨物便などの増加に伴い、メンテナンス作業の時間確保が難しくなっており
ました。
（P6①グラフ参照）
・ 滑走路が 2 本あれば、1 本の滑走路をメンテナンスしつつ、もう 1 本の滑走路で航空機の
発着が可能となるため、深夜及び早朝の時間帯における国際貨物便や LCC 等の多様な運航
ニーズに対応することが可能となります。
・ 現在、深夜及び早朝の時間帯においては、中部国際空港を拠点とする国際貨物便が運航さ
れており、中部圏における産業のサプライチェーンを支えていますが、今後、国際貨物便
のさらなる増便に対応できるようになり、国際物流基地としての拠点性の強化にもつなが
ります。
・ また、新型コロナウイルス感染症が収束した後、利用が見込まれる LCC を始めとする旅客
便等の多様な運航ニーズにも柔軟に対応できるようになります。

【主なメンテナンス作業】
・路面清掃

航空灯火の交換

・路面の通常補修（クラックの補修等）
・路面性状調査（わだち掘れ測定等）
・標識の再塗装
・航空灯火の洗浄・交換 等
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標識の再塗装

＜メンテナンス作業時間の現状＞
・過去のピークであった 2019 年冬ダイヤにおいて、メンテナンス作業のために確保できる
時間は、週 11 時間程度と必要な作業時間のギリギリであり、実際は発着時間の遅れ等に
より確保できない場合も生じています。
【メンテナンス作業により滑走路が利用できなくなる時間帯①】

※テク：テクニカルランディング（航空機が給油のみの目的で空港に立ち寄ること）

・2022 年冬ダイヤにおいても、メンテナンス作業のために確保できる時間は、週 14 時間
程度の見込みであり、コロナ禍であっても厳しい状況です。
【メンテナンス作業により滑走路が利用できなくなる時間帯②】

※2022 年 7 月 29 日時点の見込みであり、今後、変更の可能性あり。
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② 現滑走路の大規模補修への対応
・ 中部国際空港の滑走路は、2022 年２月をもって開港から 17 年が経過した現在も、滑走
路の路面は健全な状態です。
・ しかし、アスファルト舗装の材料劣化は進んでおり、材料劣化の進展などに伴う舗装の破
損を予防するためには、近い将来、舗装面を全面的に切削し再舗装する大規模補修の実施
が不可欠です。
・ 滑走路の大規模補修を実施する場合、試算では２年間にわたって、一定期間、深夜及び早
朝の時間帯に、補修作業のため６時間半連続して滑走路を閉鎖することとなり、この時間
にこれまで中部国際空港を拠点として運航していた国際貨物便等の発着ができなくなりま
す。
・ 深夜及び早朝の時間帯に運航されている国際貨物便は、この地域における産業のサプライ
チェーンを支えています。長期間、航空機が発着できなくなることになれば、その拠点は中
部国際空港から他の国際空港に移転されて失うこととなり、この地域の航空貨物は、コスト、
時間をかけて陸上で他の国際空港まで輸送せざるを得なくなります。
・ 滑走路が２本あれば、現滑走路の大規模補修期間中においても、もう１本の滑走路で航空
機の発着が可能となるため、深夜及び早朝の時間帯に運航されている国際貨物便の運航の
継続や今後の国際貨物便や旅客便の増便に対応することができます。

【参考】滑走路メンテナンス作業場の通常補修
・ 部分的な機能的破損（クラック、ポットホール）が発生した都度、シール注入、
パッチングなどにより補修
補修（シール注入）の様子
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＜滑走路の大規模補修工事【想定】＞
✓

滑走路面を 8 ㎝切削した後、アスファルト（厚さ 8 ㎝）でオーバーレイ（舗装）を実施

✓

１日あたり長さ 30m×幅 30m 施工
⇒作業時間は最低６時間半／日必要

【工程】

（滑走路の断面）
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＜大規模補修に伴う国際航空貨物便への影響＞
深夜及び早朝の時間帯は、中部国際空港を拠点とする国際航空貨物便が運航されており、
発着回数は、コロナ前の 2019 年度において 29 便／週だったのものが、2022 年夏ダイヤ
（7 月 1 日現在）においては、45 便／週と増加しております。
こうした中部国際空港の拠点性の強化の動きがある中、現滑走路の大規模補修を実施する
ために、2 年間にわたり、一定期間、深夜及び早朝の時間帯に滑走路を閉鎖して航空機が発
着できなくなることになれば、国際貨物の空港間の競争は激しく、その拠点性を失うことと
なります。

【国際貨物便の就航状況】
国際線貨物便数

100
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52

51
30
17

0

29
14

16

16

28

28

28

26

25

29

34

41

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （年度）

仮に深夜及び早朝の時間帯に滑走路を閉鎖して航空機が発着できなくなる場合、現在の中
部国際空港における国際貨物便の就航状況から、深夜及び早朝の時間帯に離発着可能な関西
国際空港に輸送することが見込まれます。Express 貨物を名古屋市内の集配拠点から関西国際
空港に輸送する場合を例に算出すると、中部国際空港に輸送する場合に比べ、輸送時間は約
２時間長くなり、また輸送費用は１トンあたり約８千円高くなります。
中
部
地
区
の
集
配
拠
点
（
名
古
屋
市
）

2時間50分

11,230円／トン

名古屋市から関西空港：208km

57分

2,969円／トン

名古屋市から
中部空港：55km

中
部
国
際
空
港

時間・費用の損失

注：上記数値は中部国際空港株式会社による算出
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関
西
国
際
空
港

③ 不測の事態による滑走路閉鎖リスクの回避
・ 航空機が何らかのトラブルにより滑走路上で停止した場合や、落雷等により滑走路に何ら
かの不具合が発生した場合には、復旧までの間、滑走路は閉鎖することになります。
・ 滑走路が２本あれば、もう 1 本の滑走路で、航空機の発着が可能となります。
＜航空機トラブルによる滑走路閉鎖事例＞
✓ 2012 年８月７日、中部国際空港において、航空機のブレーキトラブルにより、高速離脱
誘導路上で動けない状態となり、滑走路を閉鎖した。
【影響】
・滑走路閉鎖：１時間 05 分
・欠航：１便
・目的地変更：7 便
・遅延：出発 6 便、到着 2 便

④ 災害時におけるバックアップ機能の強化
・ 首都圏や関西圏において大規模災害が発生し、成田国際空港や関西国際空港といった国際
拠点空港の運用に支障が生じた場合、中部国際空港は、日本の中心に位置し、首都圏、関
西圏とのアクセスにも優れていることから、両圏域に所在する空港の代替機能の中心的な
役割を担うこととなります。
・ 滑走路が 2 本あれば、メンテナンス、大規模補修期間中、または不測の事態により 1 本の
滑走路が閉鎖されていても、もう 1 本の滑走路で航空機の発着が可能となり、災害時にお
ける代替機能としての役割を十分に果たすことができるようになります。
＜他空港被災時における対応事例＞
✓ 2018 年 9 月 4 日、台風 21 号の影響により、関西国際空港の第１期島内で広範囲にわ
たって大規模な浸水が発生し、航空機の発着が不能となり、中部国際空港において多く
の臨時便を受け入れた。
【中部国際空港の臨時便受入れ状況】
・旅客便：368 便
・貨物便：20 便

提供：国土交通省近畿地方整備局
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⑤ リニア中央新幹線等の整備効果の向上
・ 2027 年度に予定されているリニア中央新幹線の東京－名古屋間の開通により、人口 5 千
万人のリニア大交流圏というメガリージョンが形成されます。
・ また、リニア中央新幹線の開業も見据え、名古屋高速道路や伊勢湾岸道路と接続する西知
多道路が整備され､中部国際空港へのアクセス性が向上するとともに、定時性・信頼性が向
上します。
・ リニア中央新幹線等の開業に合わせて、中部国際空港が滑走路を 2 本備え、完全 24 時間
運用を実現し、国際拠点空港として相応しい機能を確保することは、同時にリニア中央新
幹線及び西知多道路の整備効果を高めるものになります。
＜リニア中央新幹線名古屋開業後における名古屋駅からの時間圏＞

＜西知多道路の概要＞

出典：国土政策フォーラム in 愛知「我が国の成長を牽引する
中京大都市圏づくり」愛知県資料（一部加工）

出典：西知多道路協議会
「日本と世界を結ぶ西知多道路」

まとめ（滑走路が２本になるメリット）
①完全 24 時間運用の実現
深夜早朝時間帯における国際貨物便や LCC 等の多様な運航ニーズへの対応が可能
②現滑走路の大規模補修への対応
大規模補修の期間中、深夜早朝時間帯（６時間半）の滑走路閉鎖を回避
③不測の事態による滑走路閉鎖リスクの回避
トラブルや不具合による滑走路閉鎖リスクを回避
④災害時におけるバックアップ機能の強化
成田国際空港や関西国際空港の運用に支障が生じた場合の代替機能を強化

⑤リニア中央新幹線等の整備効果の向上
2027 年度に整備予定のリニア中央新幹線、西知多道路の整備効果の向上
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＜参考＞ 国内主要空港の滑走路の整備状況
・ 国内の主要空港の滑走路の整備状況を見ますと、2019 年度の旅客数１千万人以上の８空
港のうち、６空港（羽田、成田、関西、新千歳、那覇、伊丹）は既に複数の滑走路を備
え、１空港（福岡）は現在２本目の滑走路の整備を進めており、複数の滑走路を備える見
通しがない空港は中部国際空港のみという状況となっています。

順
位

空

港

滑走路
（長さ×幅：ｍ）
Ａ：3,000×60
Ｂ：2,500×60
Ｃ：3,360×60
Ｄ：2,500×60

１

東京国際空港
（羽田）

２

Ａ：4,000×60
Ｂ：2,500×60
成田国際空港
（ →3,500×60）
（Ｃ：3,500×45）

3

関西国際空港

4

2019 年度実績
旅客数
（人）
81,707,536

着陸回数
（回）

考

225,697

39,541,269

129,836

Ａ：3,500×60
Ｂ：4,000×60

28,663,014

98,035

福岡空港

Ａ：2,800×60
（Ｂ：2,500×60）

23,035,578

88,855

5

新千歳空港

Ａ：3,000×60
Ｂ：3,000×60

22,814,950

77,396

6

那覇空港

Ａ：3,000×45
Ｂ：2,700×60

20,613,659

79,294

7

大阪国際空港
（伊丹）

Ａ：1,828×45
Ｂ：3,000×60

15,765,029

68,606

8

中部国際空港

3,500×60

12,590,387

56,314

出典：国土交通省航空局「令和元年度（年度）空港別順位表」を基に作成
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備

Ｃ滑走路が
2029 年 3 月末
完成予定

Ｂ滑走路が
2025 年 3 月末
供用開始予定

Ｂ滑走路が
2020 年３月 26 日
供用開始

第３章

増設滑走路の位置（候補地）

中部国際空港が、将来にわたり、国際拠点空港としての機能を十分に発揮していくためには、
「第２章

中部国際空港の滑走路に関する課題」に示した課題に対応していくことが求められま

す。

位置の検討
滑走路 1 本の現状のまま何も方策を講じない場合には、各課題を解決できないこととなり、メ
ンテナンス作業中や、近い将来に実施せざるを得ない現滑走路の大規模補修を行う間、航空機の
発着ができなくなります。
また、2 本目の滑走路を空港島の既存用地の外で検討する場合には、国土交通省中部地方整備
局が実施している中部国際空港沖公有水面埋立事業により、将来、空港西側に造成される新たな
埋立地内に滑走路を設置することが考えられますが、空港西側（西工区）の埋立完了までには 15
年程度を要する見込みであり、その後、浚渫土砂の埋立地に滑走路を整備する場合に不可欠な地
盤改良や滑走路そのものの整備に５年程度を要すると仮定すると、滑走路の供用開始は 2041 年
度以降となります。この場合、各課題を早期に解決することができないこととなり、メンテナン
ス作業中や、近い将来に実施せざるを得ない現滑走路の大規模補修を行う間、航空機の発着がで
きなくなります。
こうしたことから、今回の増設滑走路の位置は、海域の埋立の必要がない空港島内の既存用地
内で検討することとします。
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＜中部国際空港沖公有水面埋立事業の概要＞
・ 中部国際空港沖公有水面埋立事業は、名古屋港から発生する浚渫土砂を処分するため、
国土交通省中部地方整備局が事業主体となり、新たな土砂処分場を整備するものです。
2022 年２月に工事が開始され、環境影響評価書によれば、空港西側（西工区）の埋立完
了までには 15 年程度を要する見込みです。

【埋立区域】

【工程】

出典：国土交通省中部地方整備局「中部国際空港沖公有水面埋立事業環境影響評価の
あらまし」(2020 年３月)
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第４章

増設滑走路案の施設計画

増設滑走路案の作成
空港島内の既存用地内において、下記の技術的要件を踏まえ、実現可能性のある増設滑走路案
として、現滑走路を大規模補修する期間に限り使用する滑走路を現滑走路の着陸帯内に整備する
案（案１）と、現在の誘導路位置に滑走路を整備する案（案２）を作成しました。
案１は、石川県小松飛行場において、舗装をかさ上げする工事期間の仮滑走路として本滑走路
と平行に建設した事例を参考としたものです。
案２は、中部国際空港将来構想推進調整会議が取りまとめた「中部国際空港の将来構想」の第
１段階にあたるものです。

＜滑走路の方向及び滑走路間隔に関する技術的要件＞
■滑走路の方向
・ 国際民間航空条約第 14 付属書より、航空機は、横風成分が一定の基準（滑走路長が
1,500m 以上の滑走路については 20 ノット（約 10.3m/sec）
）を超える場合、発着す
ることができなくなります。
・ 同付属書では、空港における横風成分の基準を超えない割合を 95%以上としており、
滑走路の方向はこの要件を満たすように配置する必要があります。
・ 現滑走路と同じ方向（平行）に配置すれば、この要件を満たすことができます。
■滑走路の間隔
・ 我が国の管制方式基準（航空保安業務処理規程 第５管制業務処理規程 Ⅲ管制方
式）により、平行滑走路を同時に運用するためには、滑走路の中心線の間隔が 210m
以上必要とされています。
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【案１】
・ 現滑走路を大規模補修する期間に限り使用する滑走路を現滑走路の着陸帯内に整備する案
です。現滑走路の大規模補修完了後は、誤着陸防止等の観点から滑走路は撤去するため、滑
走路は１本のままです。

センターピア

【案２】
・ 現在の誘導路位置に滑走路を整備する案です。将来も２本の滑走路により運用するもので
す。

センターピア
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増設滑走路の滑走路長については、案２において空港島北側の気象ドップラーレーダーが転移
表面に抵触しない長さである 3,290m と設定し、案１についても同じ長さとしております。
現滑走路長の 3,500m に比べ、210m 短くなりますが、長距離国際路線などで必要となった場合
には、現滑走路を使用することにより、航空会社の運航に支障が生じるようなことはありません。
また、増設滑走路の規格については、精密進入用滑走路とする場合、案２において転移表面が
第１旅客ターミナルビル（T１）のセンターピアに抵触し、センターピア自体の一部を除却・改修
する必要があることから、非精密進入用滑走路としております。なお、案１についても、案２に
あわせ、非精密進入用滑走路としております。
このため、ILS（無線による着陸援助装置）は設置しないこととしておりますが、天候不順時は
ILS が設置されている現滑走路を使用することにより、航空会社の運航に支障が生じることはあり
ません。
案２の場合において、２本の誘導路が１本となります。現在の２本の誘導路を計画した当初の
目的は、現在の貨物地区は航空機を整備する整備地区として計画していたため、整備地区から第
１旅客ターミナルビルのスポットに向かう南向き移動の航空機と、離陸のために滑走路の北端に
向かう北向き移動の航空機が、誘導路が１本の場合に同じ誘導路上で正対となることを防止する
ためです。しかし、整備地区から貨物地区に計画が変更となり、現在は、着陸して滑走路から旅
客ターミナルのスポットに向けて移動する、あるいは離陸のためにスポットから滑走路に向けて
移動する航空機の進行方向は同一となっていますので、計画上は 1 本の誘導路で対応可能です。
※空港島全体図は、P1 参照
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増設滑走路案の施設計画の内容

案１

位置・方向

案２

備考

現滑走路の着陸帯内
現誘導路位置に設置 いずれの案も、
に設置
（現誘導路を滑走路 現滑走路と同じ方向（平行）
（現滑走路の大規模
に改修）
に配置します。
補修完了後は撤去）
いずれの案も、
転移表面に支障となるエプ

滑走路

3,290m×45m

（長さ×幅）

3,290m×45m

ロン照明灯柱を切り下げる
等の対応が必要となります。

112.5m
滑走路の間隔及び
増設滑走路の運用
現滑走路の大規模補修
期間
工事期間に限る

航空灯火

大規模補修完了後
の滑走路本数
















進入角指示灯
滑走路灯
滑走路末端灯
滑走路末端識別灯
滑走路中心線灯
過走帯灯
風向灯
誘導路灯
誘導路中心線灯
誘導案内灯
離陸待機警告灯
航空機接近警告灯
滑走路警戒灯
電源設備

210m
常時

いずれの案も、
進入灯火は設置しません。

同左

１本

２本
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案２は、我が国の管制方式
基準上、同時運用が可能と
なります。

案２は、増設滑走路を離陸
に、現滑走路を着陸に使用
する想定です。

第５章

増設滑走路案の施設計画の比較

評価項目の選定
増設滑走路案について比較するため、３つの項目を設定しました。
① 整備効果
⚫

滑走路が１本であることにより生じる各課題を解決できるか。

② 空港周辺への影響
⚫

自然環境や航空機騒音等への影響があるか。

⚫

制限表面の影響があるか。

③ 整備工程及び概算事業費
⚫

工事期間は短く、工事費は安価となるか。

①整備効果
増設滑走路は、滑走路が１本であることにより生じる各課題を解決し、中部国際空港が将来に
わたって、国際拠点空港としての機能を十分に発揮していくために整備するものです。
このため、案１と案２について、
「第２章 中部国際空港の滑走路に関する課題」で示した各課
題への対応について比較評価しました。

案１

案２

現滑走路の大規模補修完了後は、 大規模補修完了後も完全24時間運
誤着陸防止等の観点から滑走路は 用が実現可能となり、航空会社の旅客
(ｱ)完全24時間運用の
撤去するため、大規模補修期間中に 便、貨物便のニーズに柔軟に対応でき
実現
限って完全24時間運用が可能とな るようになり、ネットワーク拡充を図
ります。
ることができます。
(ｲ)現滑走路の大規模
補修への対応

可能となります。

可能となります。

(ｳ)不測の事態による 大規模補修完了後は、現滑走路1 閉鎖しないもう1本の滑走路で運用
滑走路閉鎖リスク 本となり、閉鎖する事態が生じま ができるため、航空機の離発着への影
の回避
す。
響は回避することができます。
当空港のメンテナンス、不測の事態
(ｴ)災害時におけるバ 大規模補修完了後は、現滑走路1 により1本の滑走路を閉鎖することと
ックアップ機能の 本となり、現滑走路の現状と変わり なった場合でも、他空港から目的地を
強化
ません。
変更した航空機の着陸を受け入れるこ
とが可能になります。
滑走路が２本となるため、航空会社
の旅客便、貨物便のニーズに柔軟に対
大規模補修完了後は、現滑走路1
(ｵ)リニア中央新幹線
応できるようになり、ネットワーク拡
本となり、リニア中央新幹線等の開
等の整備効果の向
充に資することができます。リニア中
業に合わせて、国際拠点空港として
上
央新幹線等の開業に合わせて、国際拠
相応しい機能を備えられません。
点空港として相応しい機能を備えるこ
とが可能になります。
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②空港周辺への影響
いずれの増設滑走路案は、海域の埋立の必要がない空港島内の既存用地内に配置する案である
ことから、水質や動物の生育環境への影響は少なく、また、航空機騒音については、航空機騒音
に係る環境基準に示されている環境基準値を超えるエリアは、空港周辺の海上に収まる見込み（次
頁の図を参照）です。なお、事業者の実行可能な範囲で、各種の環境配慮を適切に実施すること
により、影響の回避又は低減が図られるものと考えております。
また、現在、環境影響評価の手続きも並行して進めております。
【参考】
１ 騒音に係る環境基準とは、環境基本法（平成 5 年法律第 91 号）第 16 条第 1 項の規定に
基づき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を
いう。
２ 中部国際空港の航空機騒音に係る環境基準（平成 18 年 3 月愛知県告示第 305 号）
地域の類型
Ⅰ

基準値（単位：Lden dB）

該当地域※

57 デシベル以下

常滑市、弥富市、飛島村、南知多町及び美浜町の区域。
ただし、空港島の区域、河川区域及び工業専用地域を除く。
※該当地域は、航空機騒音が想定される地域として知事が指定したもの
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案１

航空機騒音

鳥類

案２

滑走路を現滑走路との中心線間隔で
滑走路を現滑走路との中心線間隔で
112.5ｍ東側に整備します。
210m東側に整備します。
そのため、航空機騒音の影響範囲も
そのため、航空機騒音の影響範囲も
それと同程度東側に広がる可能性があ それと同程度東側に広がる可能性があ
ります。
ります。
24時間運用や新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に伴う発着
回数の増加により、航空機騒音の範囲が現在より広がる可能性もありますが、
中部国際空港は航空機騒音に配慮して常滑市沖合の海上に建設された空港であ
り、滑走路の整備後も航空機の飛行経路は現在と同様の伊勢湾上空に設定され
ることを勘案すると、広がった場合でも、環境基準値の範囲は空港周辺の海上
に留まることが見込まれます。
滑走路を現滑走路との中心線間隔で 滑走路を現滑走路との中心線間隔で
112.5m 東側に整備します。
210m 東側に整備します。滑走路の整
滑走路の整備位置は、現在、着陸帯が 備位置は、現在、誘導路を設置してい
設けられている場所です。
る場所です。
24時間運用や新型コロナウイルス感染症収束後の航空需要の増加に伴う発着
回数の増加が想定されますが、滑走路は現在も空港施設として利用されている
人工的な環境の中に位置すること、中部国際空港では、開港後に各種の鳥対策
を積み重ねており、発着回数とバードストライク発生件数との間に比例関係は
みられないことを勘案すると、本事業によりバードストライクが大きく増加す
ることはないものと予測されます。
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＜航空機騒音に係る環境基準の類型指定の状況、現在の航空機騒音の推計結果＞

Lden 62dB
Lden 57dB

【出典】
「中部国際空港滑走路増設事業に係る計画段階環境配慮書」（令和４年６月）
を一部修正

21

【環境影響評価】
環境影響評価とは、対象事業が周辺の自然環境、地域生活環境などに与える影響につい
て、一般の方々や地域の特性をよく知っている住民の方々、地方公共団体などの意見を取
り入れながら、事業者自らが調査・予測・評価を行う手続きです。
・配慮書：環境の保全のために配慮すべき事項について検討を行う手続き
・方法書：どのような項目について、どのような方法で調査・予測・評価を行うかを決める
手続き
・準備書：現況調査の結果等をもとに、工事中や供用開始後における環境影響を予測、評価
した結果を公表する手続き
・評価書：最終的な環境影響評価の結果を公表する手続き
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制限表面への影響については、いずれの増設滑走路案についても、航空法の手続きを経て、新
たに進入表面及び転移表面が設定される予定です。
※制限表面：航空機の安全な航行を目的として飛行場の周辺空間に設定される面

進入表面
転移表面

水平表面
進入表面

円錐表面

外側水平表面

【案 2 の制限表面図（イメージ）※】

※

縮尺上、案１も案 2 と同じイメージとなります。
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③ 整備工程及び概算事業費
案１は現滑走路を大規模補修する期間に限り使用する滑走路を現在着陸帯である場所に設置す
るもので、大規模補修完了後は、誤着陸防止等の観点から滑走路を撤去する工事が必要となりま
す。
一方、案２は現在の誘導路位置に、誘導路を改修して滑走路を設置するものです。なお、現滑
走路の大規模補修完了後は２本の滑走路として運用します。

【工事工程（イメージ）】

約2年

約 300 日

約2年

（P.8 の日数）
注：深夜及び早朝の時間帯の工事実施を想定

工事期間は、案１に比べ案２の方が短くなります。
概算事業費は、滑走路・航空灯火の設計・工事（転移表面に支障となるエプロン照明灯柱を切
り下げる等の対応に要する費用を含む）
、計画策定・環境影響評価のための調査に要する費用であ
り、案 1 は使用期間限定の滑走路を設置し、撤去する工事の合計として約 209 億円を、案 2 は誘
導路を第２滑走路へ改修する工事として約 140 億円を想定していますので、案 1 に比べ案 2 の方
が安価となります。なお、大規模補修費は両案とも含めておりません。
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各案の比較評価
各案を比較評価した結果を簡潔にまとめると、下表のとおりとなります。
案１

案２

●滑走路が１本であることにより生じる各課題を解決できるか
(ｱ)完全24時間運用の実現

△
○
（滑走路の大規模補修期間 （大規模補修完了後も実現
中のみ実現可能）
可能）

(ｲ)現滑走路の大規模補修へ
の対応
①
整
備
効
果

(ｳ)不測の事態による滑走路
閉鎖リスクの回避

○

○

△

○

（現滑走路の大規模補修期間 （大規模補修完了後も回避
中のみ回避可能）
可能）

(ｴ)災害時におけるバックア
ップ機能の強化

△
○
（現滑走路の大規模補修期間 （大規模補修完了後も強化
中のみ強化可能）
可能）

(ｵ)リニア中央新幹線等の整
備効果の向上

×
○
（ 滑 走 路 は 1 本 の ま ま で あ （大規模補修完了後は滑走
り、リニア中央新幹線等の
路が２本となるため、リ
開業に合わせて、国際拠点
ニア中央新幹線等の開業
空港として相応しい機能
に合わせて、国際拠点空
を備えられない）
港として相応しい機能を
備えることが可能）

② ●自然環境や騒音等への影響が いずれの案も、各種の環境配慮を適切に実施することによ
空
あるか
り、事業者の実行可能な範囲で影響の回避又は低減が可能
影港
周
響辺
へ
いずれの案も、航空法の手続きを経て、新たに進入表面及
の ●制限表面の影響があるか
び転移表面が設定される予定
事③
業整
費 備 ●工事期間は短くなるか
（工
※程
）及
び
概 ●工事費は安価となるか
算

長〔約４年〕

短〔約２年〕

（現在着陸帯である場所に滑
（現在の誘導路を滑走路
走路を設置して撤去する工
に改修する工事が必要）
事が必要）

大

小

（約209億円）

（約140億円）

※大規模補修費は概算事業費に含めていない
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第６章

増設滑走路案の選定に向けて

ご意見をお寄せください
「はじめに」でご説明した「ガイドライン(案) 」においては、
「滑走路新設事業（空港の新設、
空港の移転もしくは既存空港の滑走路増設または移設）については、幅広い選択肢から滑走路の
概ねの位置、方位等の基本的な諸元に関する一の候補地を選定する段階（以下、
「構想段階」とい
う）と、候補地が選定された上で具体的な施設の配置等の計画案を決定するための段階（以下、
「施設計画段階」という）の各々においてＰＩを行うこと」とされています。
今回の滑走路増設は、空港の完全 24 時間運用の実現や現滑走路の大規模補修などの喫緊の課
題に対応するものであることから、増設する滑走路の候補地としては、現空港用地内という限定
された中で新たな滑走路の整備を目指すこととしています。その上で、増設する具体的な滑走路
としては、
「案１」
、
「案２」を比較評価しています。
このように、今回のＰＩは、候補地を選定する「構想段階」
（２章及び３章）と具体的な施設の
計画案を策定する「施設計画段階」
（４章及び５章）をあわせて実施することとしております。
空港の完全 24 時間化や現滑走路の大規模補修などの喫緊の課題に対応して、よりよい中部国
際空港を実現するため、ご意見をお寄せください。
また、
「案１」
、
「案２」の選択肢以外にもご意見等がございましたら、お寄せください。
なお、意見募集開始から 4 週間程度経過した時点で、いただいたご意見のうち候補地を選定す
る「構想段階」
（２章及び３章）に係るご意見を集約し、そのご意見及びご意見に対する中部国際
空港ＰＩ推進協議会の考え方を公表いたします。また、中部国際空港ＰＩ評価委員会の助言を得
た上、意見募集期間の延長が必要かどうかを判断し、あわせて公表いたします。
意見募集期間終了後は、いただいた全てのご意見を集約し、そのご意見及びご意見に対する中
部国際空港ＰＩ推進協議会の考え方を公表するとともに、中部国際空港ＰＩ評価委員会の助言を
得た上で、案を選定し、事業実施に向けた取り組みを進めてまいります。

滑走路増設の必要性や候補地についての意見（第２章及び第３章）は、お早め
に（9 月 30 日までに）ご提出いただきますようお願いします。
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このレポートの内容についてご意見をお待ちしております。
■意見募集期間
２０２２年９月１日～１０月２０日
※滑走路増設の必要性や候補地についてのご意見は、できる限り９月３０日までのご提出
をお願いいたします。なお、意見募集開始から４週間程度経過した時点で、上記のご意
見及びご意見に対する考え方を公表するとともに、必要に応じて、意見募集期間を延長
いたします。

■ご意見提出方法
＜インターネット＞
専用ホームページ内の「ご意見入力フォーム」に
入力してください
https://www.centrair.jp/corporate/rwy-project/
＜はがき＞
中部国際空港、愛知県・岐阜県・三重県の公共施設などに配架しているリーフ
レット（ＰＩレポート概要版）に添付しているはがきにご意見を記入し、最寄
りのポストに投函してください。

中部国際空港ＰＩ推進協議会事務局
中部国際空港株式会社

〒479-8701 愛知県常滑市セントレア一丁目１番地
第１セントレアビル６階
TEL 0569-38-7838（地域共生部）
0569-38-7921（施設企画部）
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