
 

          

 

平 成 2 9年 9月 2 0日 

航空局首都圏空港課 

 

本年 11 月から、第４フェーズの住民説明会を開催します 
～羽田空港の機能強化に関する情報提供に向けて～ 

 

国土交通省は、羽田空港の飛行経路見直し等による機能強化の実現に向けて、

出来る限り多くの方々に本趣旨をご理解頂くことが重要であると考え、これま

で、３回のフェーズにわたる住民説明会、特設ホームページ、ニュースレター、

特設電話窓口等を通じ、関係自治体の協力も得つつ、住民の皆様へ情報提供を

行ってまいりました。 

第１～３フェーズの取組は、https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/をご参

照ください。 

 

この度、本年11月から、第４フェーズの住民説明会を開催し、環境影響等に

配慮した方策の進捗状況等を説明することに加え、新飛行経路や落下物対策の

検討状況に関する詳細な情報提供を行ってまいります。 

新たに情報提供する内容については別紙１を、開催予定日時については別紙

２をご参照ください。 

国土交通省では、2020年までに羽田空港の飛行経路見直し等による機能強化

の実現に向けて、引き続き、丁寧な情報提供を積極的に行ってまいります。 

  

 

羽田空港の機能強化に関する取組について、より多くの方々に知って頂け

るよう、本年 11 月からの住民説明会を継続して開催していきます。 

＜お問い合わせ＞    

航空局 航空ネットワーク部 首都圏空港課 

（機能強化全般について）東京国際空港企画室     工藤（内線：49326） 

（住民説明会について） 東京国際空港環境企画調整室 曽我（内線：49304） 

電話：03-5253-8111(代表) 03-5253-8721(直通) FAX：03-5253-1658 



１．新飛行経路について新たに情報提供を行う事項 

① 新飛行経路の旋回部分（カーブ部分）について、想定される航空機の運航

に合わせ、一定の幅で曲線により提示 

② 南風時の新到着経路について、航空機の着陸地点を南側に移設することに

より、最終直線部分の飛行高度を約 20 メートル引き上げ 

③ 羽田空港の機能強化に向けたプロセスに関する最新の情報提供 

 

２．落下物対策として現在検討中の事項 

① 航空会社や航空機メーカーに対する、あらゆるチャネルを通じた未然防止

策の徹底 

② 国の職員等による駐機中の機体チェックの体制強化 

③ 事案発生時の情報収集・原因分析の強化 

④ 航空会社に対する処分等の検討 

⑤ 保険の加入促進や見舞金制度の創設など補償の充実 

 ※今後、関係者との調整を進め、新飛行経路の運用開始までに対策を実施 

 

※ 住民説明会の取材について 

住民説明会の取材･撮影に関しましては、円滑な説明会の運営のため、別添

をご確認の上、事前申込み等にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

※ 特設ホームページ、ニュースレター、常設情報発信拠点、移動型情報発信

拠点、特設電話窓口等も引き続き活用した、幅広い情報提供に努めてまい

ります。 

＜特設ホームページ＞ 羽田空港のこれから 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/ 

＜常設情報発信拠点＞ 

羽田空港第１ターミナル３Ｆ北テラス 6：00～22：00 

＜移動型情報発信拠点＞ 下記にて、最新情報を情報提供いたします。 

https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/news/ 

＜特設電話窓口＞ 『羽田空港のこれから』に関する電話窓口 

ＴＥＬ：0570-001-160 IP 電話からは、03-5908-2420 

受付時間：平日 9：30～19：00（12/30～1/3 を除く）

別紙１ 



 

 

住民説明会の開催予定（平成 29 年９月時点） 

開催日 時間 会場 

平成 29 年 

11 月 1 日（水） 
14:00～19:00 

京急蒲田駅 改札口外コンコース 

(大田区蒲田) 

11 月 15 日（水） 14:00～19:00 
川崎区役所大師支所 ２階会議室 

（川崎市川崎区東門前） 

11 月 19 日（日） 11:00～16:00 
北とぴあ 地下１階展示ホール 

（北区王子） 

11月 23日（木･祝） 11:00～16:00 
タワーホール船堀 展示ホール２ 

（江戸川区船堀） 

11 月 29 日（水） 14:00～19:00 
大崎ニュー・シティ 

１階イベント広場 （品川区大崎） 

12 月 6 日（水） 14:00～19:00 
品川インターシティホール棟 

地下１階会議室３ （港区港南） 

12 月 16 日（土） 11:00～16:00 
なかのＺＥＲＯ西館 美術ギャラリー 

（中野区中野） 

12 月 20 日（水） 14:00～19:00 
恵比寿社会教育館 １階大展示室 

（渋谷区恵比寿） 

平成 30 年 

1 月 13 日（土） 
11:00～16:00 

光が丘 IMA １階光の広場 

（練馬区光が丘） 

1 月 18 日（木） 14:00～19:00 
新宿駅西口広場イベントコーナー 
（新宿区西新宿） 

1 月 21 日（日） 11:00～16:00 
上戸田地域交流センター あいパル 

１階多目的室 (戸田市上戸田) 

1 月 24 日（水） 14:00～19:00 
アリオ北砂 １階アクアコート 

(江東区北砂) 

1 月 27 日（土） 11:00～16:00 
西部区民事務所 １階会議室 

（豊島区千早） 

1 月 31 日（水） 14:00～19:00 
サウスピア １階多目的室 

(さいたま市南区別所) 

2 月 3 日（土） 11:00～16:00 
目黒区総合庁舎 １階レストラン 

（目黒区上目黒） 

2 月 17 日（土） 11:00～16:00 
向原ホール ２階 

レクリエーションホール （板橋区向原） 

別紙２ 



平成29年９月２０日 

航 空 局 

 

羽田空港機能強化に関する住民説明会の取材について 

 

羽田空港の機能強化については、関係自治体の協力も得ながら、出来る限り多くの住民の方々に

ご理解頂くことが重要であると考え、11月1日（水）より順次、住民説明会を開催いたします。 

住民説明会の取材に関しましては、円滑な説明会の運営のため、下記につきまして、ご協力頂き

ますようお願い申し上げます。 

記 

 

１．事前申し込みについて 

取材を希望される方は、下記連絡先へ事前に別紙取材申込書の提出をお願いいたします。 

申込期限は厳守でお願いします。【申込期限：取材希望日の３営業日前】 

 

２．留意事項について 

〈取材日時について〉 

・取材の申込みが多数あった場合は、時間等調整させて頂くことがございますので、ご了承

願います。 

〈受付場所について〉 

・受付場所及び受付時間は各会場によって異なりますので、取材申込書を提出頂いた後、航

空局担当者よりご連絡させて頂きます。 

〈注意事項〉 

・多数のご来場者が予想されますので、会場内での行動は、係員の指示に従ってください。 

・取材中は記者証、自社腕章を必ず着用願います。 

・説明会参加者に取材･撮影を行う場合は、事前に了解を得た上で行ってください。 

・会場によっては、事前に施設管理者への取材･撮影申請が必要となりますので、申込期限ま

での取材申込書のご提出にご協力頂きますようお願い申し上げます。なお、申込期限まで

にご提出頂けなかった場合、施設管理者の都合で取材をお断りせざるを得なくなる場合が

あることをご理解ください。  

＜お問い合わせ＞    

国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課 

（機能強化全般について）東京国際空港企画室     工藤（内線：49326） 

（住民説明会について） 東京国際空港環境企画調整室 曽我（内線：49304） 

電話：03-5253-8111(代表) 03-5253-8721(直通) FAX：03-5253-1658 

別添 



取 材 申 込 書 

 

取材･撮影を希望する場合は、この様式により、下記連絡先までE-mail またはFAX でお申し込

みください。   

E-mail：cab-syutoken@mlit.go.jp、  FAX：03-5253-1660 

 

申し込み締切は、説明会開催日の３営業日前です。 

 

取材希望会場及び日時 

会場： 

日時：     ：    ～    ：    

会社名及び部署名 

 

 

取材者 氏名（全員の氏名を記載願います） 

 

 

 

連絡先（電話番号、FAX 番号、メールアドレス） 

電 話 番 号： 

ＦＡＸ 番 号： 

メールアドレス： 

取材内容（新聞、TV、インタビュー希望の有無など） 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり、取材･撮影を申し込みます。 

 

国土交通省航空局 首都圏空港課 あて 


