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Ⅰ 問題の所在  

関西には現在，関西国際空港（以下，関西空港），大阪国際空港（以

下，伊丹空港），神戸空港の 3 つの主要な空港ある。今，この関西

の 3 つの空港をどのように運用していくべきであるのか，というこ

とについて議論が起こっている。  

平成 20 年 7 月，航空各社が関西空港発着路線の減便・運休方針

を打ち出していることを背景に，大阪府の橋下徹知事は，関西の 3

空港について「今のままでは駄目ということは明らか。伊丹空港の

廃止も含めて 9 月から府庁で検討する」と表明した。その発言に対

して，伊丹市の藤原保幸市長など伊丹空港の地元から次々と反発の

コメントが発表された（朝日新聞・朝刊 34・38 頁 2008.8.1）。それ

を端緒に，平成 21 年 9 月に大阪府や兵庫県などの公共団体の長や

経済団体などで 3 空港のあり方を話し合う「関西 3 空港懇談会」が

4 年ぶりに開催された。その懇談会では，伊丹空港の廃止や 3 空港

の一体運営について， 1 年間議論を続けていくこととなった。その

ような中，民主党新政権の目玉であった行政刷新会議の事業仕分け

において，１兆円超の有利子負債を抱える関西空港を支援するため

の補給金（ 160 億円）について「伊丹空港などとのあり方を抜本的

に解決する必要がある」として，予算計上の凍結を求めた（朝日新

聞・東京夕刊 1 頁 2009.11.16）。それを受け， 3 空港懇談会は 3 空

港の一体運営という方針を打ち出す方向で調整を進め，12 月に 3 空

港の一体管理で合意した。それにより，ひとまず補給金の予算は 75

億円が計上された。  

こうした形で関西の 3 空港についての議論が活発に行われる中で，

伊丹空港周辺における 11 の地方公共団体で構成される大阪国際空

港周辺都市対策協議会（発足時は，大阪国際空港騒音対策協議会，

以下， 11 市協）は，平成 22 年 5 月に伊丹空港の存続を強く求める
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文 書 を 国 土 交 通 相 あ て に 提 出 し た （ 朝 日 新 聞 ・ 大 阪 夕 刊 8 頁

2010.5.1）。その後も同年 7 月， 11 市協は総会において「ジェット

機の発着枠の拡大」と「国際チャーター便の就航」を国に求める平

成 22 年度の運動方針を決定した。以上に見るように，伊丹空港廃

止を投げかける大阪府や， 3 空港の役割分担を求める行政刷新会議

に対して，伊丹空港の地元は伊丹空港の機能縮小又は廃止に対して

強く反対していることが分かる。  

伊丹空港は，戦後の経済成長とともにジェット機が飛来するよう

になり航空機騒音が問題になった。空港周辺の住民は，国を相手取

り空港公害裁判を提起する中で，11 市協は空港の廃止と公害のない

関西新空港の建設を求めて運動を起こした。このような背景の中で

関西新空港は計画され，平成 4 年 9 月，関西空港は開港した。しか

し，関西国際空港株式会社によると，平成 20 年度において，関西

空港は年間処理能力の発着回数 23 万回（ 2 期完全供用時）に対して，

実績値は，関西空港と伊丹空港の発着回数・旅客数の推移示す図１・

図 2 を見ると，12 万回 9 千回と 56％しか利用されていない。また，

空港を設置・管理する関西国際空港株式会社 1 )の経営状況は，平成

20 年度で約 1000 億円の売り上げに対し， 1 兆 1200 億円の有利子

負債，年間 230 億円の金利負担と大変苦しい状況にある。  

以上に見たように，関西空港は伊丹空港の代替空港として建設さ

れたという経緯を踏まえた上で，関西空港に航空便が集まらず需要

が低迷している現状を見ると，伊丹空港の機能を縮小もしくは廃止

して，空港の容量に大幅な余力がある関西空港をハブ空港として活

用することは，一見すると正しいことだと考えられる。しかし，伊

丹空港の周辺地域は，伊丹空港の廃止には反対であり，空港の機能

拡大・利便性向上を求めている。これにはどのような背景があるの

であろうか。  
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図  2 関西空港と伊丹空港の旅客数の推移  

出典：関西国際空港株式会社ホームページ，池田市都市建設部空港・

交通問題調査特別委員会より筆者が作成  
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そこで本稿の目的は，①かつては空港公害訴訟団などを擁する空

港周辺住民とともに，空港の撤去を訴えていたと一般的に考えられ

ている伊丹空港の周辺地域が，廃止運動から存続，活性化へと至る

時間的経過の中で，いかなる状況に置かれ，いかなる要望を行って

きたのかを報告し，それとともに現在，伊丹空港の廃止に反対し，

伊丹空港の機能強化を求める方針のバックグラウンドを明らかにす

ること。また，それを踏まえて，②伊丹空港の周辺地域に着目した

ミクロ的な視点から，今後伊丹空港をどのように運用して行くべき

であるのかを考察すること，としたい。そうすることによって，関

西の 3 空港の役割分担の中で，今後伊丹空港をどのように利用して

いくべきであるのかを考える際の一つの見地となると考える。  

伊丹空港は「空港法」において定められている国管理空港である

が，国土交通省は，大阪府や兵庫県，11 市協と連絡・調整を図りな

がら伊丹空港の運用・整備を進めており，11 市協は国土交通省に対

する空港地元の窓口となっている。したがって本稿では，11 市協を

伊丹空港の周辺地域を代表する一つの主体と捉えることとする。そ

の中で地元の経済界や周辺住民についても触れていく。  

 

Ⅱ 本研究の意義と資料・方法  

1）研究の資料と方法  

本研究は，①主に新聞記事と伊丹空港周辺の団体が発行している

資料やホームページを対象とした文献調査と，② 11 市協の加盟市を

中心とした伊丹空港のステークホルダーへのインタビュー調査を元

に，それらに分析・考察を加えることによって行った。新聞記事の

調査では，朝日新聞の記事検索システム「聞蔵Ⅱビジュアル」を用

い，伊丹空港に関する記事を収集した。インタビュー調査では，主

に 11 市協の加盟市に対してインタビューを行った。その他，伊丹
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空港周辺の経済団体である「大阪国際空港及びその周辺地域活性化

促進協議会」に対してもインタビューを行った。以下に，それらの

インタビューにおけるインフォーマントを示す。  

 

 伊丹市総合政策部空港室 2 名  

 豊中市まちづくり推進部空港室 1 名  

 川西市まちづくり推進室市街地空港周辺整備課主幹  

 池田市都市建設部空港総務課課長・主査  

 吹田市政策推進部政策推進室参事・環境部総括参事  

 宝塚市市民環境部市民生活室環境政策課 2 名  

 箕面市地域創造部箕面営業課 1 名  

 尼崎市環境市民局公害対策課 1 名  

 大阪国際空港ターミナルビル株式会社地域共生部 1 名 2 )  

 

2）先行研究  

波多野（ 2009）によると，地理学における空港を対象とした研究

は，井田（ 1987）や塚田・高田（ 2000）に見られるような，航空輸

送や航空旅客の動向，空港のアクセシビリティーを対象としたもの

が主流であり，空港をローカルな視点から分析する試みは日本の地

理学研究においてはほとんどなされてこなかった。しかし，近年で

は，成田空港と周辺地域の共生について研究した三國（ 1999）や，

名古屋空港の機能縮小に伴う周辺地域の変化を研究し，今後の展望

を予測した波多野（ 2009）など，活発になってきている。  

 

Ⅲ 伊丹空港の歴史と空港問題の変遷  

本研究の目的は，Ⅱ章で述べたとおりであるが，それを明らかに

するにはまず，伊丹空港と周辺地域が歩んできた歴史を認識する必
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要がある。したがってこの章では，伊丹市立博物館（ 2009），兵庫

県川西市（ 1980），佐藤（ 1994），大阪国際空港騒音公害伊丹調停団

連絡協議会（ 1994），朝日新聞記事を参照しながら，伊丹空港が誕

生してから現在に至るまでの経緯を概観することとしたい。  

1）関西空港開港までの伊丹空港  

伊丹空港は，昭和１４年に「大阪第二飛行場」として現在の地に

開設された。当初は軍民共同の飛行場として利用されていたが，戦

後アメリカ軍に接収され，「伊丹エアベース」として利用される。昭

和 33 年にはアメリカ軍より日本への返還が行われ，昭和 34 年 7 月，

空港整備法による第 1 種空港（国際航空路線に必要な飛行場）とし

て現在の「大阪国際空港」と改称された。しかし返還された空港は，

当時国内線で使用されていた航空機の離着陸さえも難しいほど手狭

なものであった。そのような中，空港拡張による経済回復を望む財

界の声が高まった。昭和 37 年，空港周辺住民の反対を押し切り，

伊丹市議会において空港拡張案が強硬採決された。同 39 年，ジェ

ット機が伊丹空港に初就航すると騒音問題が表面化し，空港周辺自

治体が連携して騒音問題に対処していくため，空港周辺 8 市が「大

阪国際空港騒音対策協議会（当初は 8 市協）」を結成した。同 45 年，

大型ジェット機が就航可能な 3000mB 滑走路が供用を開始したのと

時を同じくして，川西市の住民が「第一次空港公害訴訟」を提起し，

空港公害訴訟の口火を切った。その後，豊中市の住民と合わせて原

告延べ 276 名というマンモス訴訟へと展開した。表 1 は訴訟の内容

と結果である。夜間の飛行禁止に関しては， 高裁で原告の請求は

却下されたものの，11 市協・住民団体の強い要望により，第２審で

決定された午後９時～翌朝７時の離発着禁止は，解除されることな

く現在まで続いている。  

伊丹市や宝塚市・尼崎市・大阪市においても，住民により，公害
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表 1 大阪空港公害訴訟の内容  

 
主な請求内容 

第１審判決 
昭 49 年 2 月 27 日 
大阪地裁 

第 2 審判決 
昭 50 年 11 月 27 日 
大阪高裁 

上告審判決 
昭 56 年 12 月 16 日 
高裁大法廷 

午後 9 時～翌

朝 7 時までの

飛行差し止め 

午後 10 時～翌朝 7 時

までの間，緊急時を除

き離発着禁止 

午後 9時～翌朝 7時ま

での間，緊急時を除き

離発着禁止 
訴え却下 

過去の損害賠

償の支払い 

一部，被告（国）に慰

謝料の支払いを求め

る。 

慰謝料の支払い額の

大幅増を被告（国）に

命じる。 

上告棄却 
高裁判決を容認 

出典：豊中市まちづくり推進部空港室 
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紛争処理法に基づく調停申請が行われた。表 2 は請求内容と結果で

ある。伊丹市においては，空港廃止を求める調停申請の運動が全市

的規模に発展してきたことを背景に，静かで安全な生活環境を取り

戻すことが市の責務だとして，昭和 47 年には市のマスタープラン

に「空港廃止」を盛り込んだ。また，翌年 10 月 1 日「大阪国際空

港撤去都市宣言」（図 3）を決議し，調停団の支援を始め，住民団体・

市当局・市議会が一丸となって撤去運動を起こすこととなった。ま

た，後に詳しく述べるが 11 市協も昭和 47 年度運動方針の前文に「空

港撤去」を盛り込み，同 48 年度運動方針では「大阪空港の撤去を

基本として検討すること」を掲げた。このように昭和 40 年代後半

から同 50 年代前半にかけては，伊丹空港の廃止が一番叫ばれた時

期であった。  

第１審判決後，運輸省はこれまで公共施設に対する防音工事の助

成などに留まっていた環境対策を練り直し，昭和 49 年 3 月「航空

機騒音防止法」（正式名称：公共用飛行場周辺における航空機騒音に

よる障害の防止等に関する法律）を改正した。その法律では，空港

周辺のある地点において計測した航空機の騒音レベルに，飛来の時

間帯や機数を考慮した WECPNL 値と呼ばれる「うるささ指数」を

算出し，WECPNL 値が同じ地点を結んでコンターを作成して第１

種から第３種までの騒音対策区域が決められた。表 3 は騒音対策区

域とその対策内容を示した表である。騒音対策区域は昭和 52 年と

同 54 年に第 1 種，第 2 種区域が拡大された。しかし，同 62 年から

は時間的経過と共に，WECPNL 値の軽減により幾次に渡る縮小が

実施されている。騒音対策区域での空港周辺対策や，発生源対策と

しての機材の改良や便数の調整，運航方式の改善などにより，図 4・

図 5 に示すように WECPNL 値は徐々に低下してきている。  

昭和 55 年に合意された調停事項を元に，運輸省は同 59 年より，
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表 2 調停の請求内容と結果  

 請求内容  経緯と結果  

空港の存

在  
昭和 56 年以降空港廃止  

昭和 55 年に「存続については調査

研究を進め，地元の意見を聴取，国

の責任で存続を決める」という形で

関 西 空 港 開 港 ま で に 結 論 を 出 す こ

とで成立  

環境対策  

・騒音量  WECPNL70 以下  

・発着回数 1 日 200 回以内  

・午後 8 時以降翌日午前 8 時まで

の発着禁止  

・午後 6 時から 8 時までの発着回

数は 1 時間 4 回以内  

昭和 50 年，第 5 次を除く調停団で

調停成立。調停案のあったエアバス

導入をめぐり，第 5 次調停団は反対

するが，昭和 55 年に受諾し全調停

団が調停成立  

損害賠償

請求  

・過去の損害につき 1 人 50 万円  

・ 差 し 止 め請 求 が 完 全に 実 施 さ れ

るまで 1 人月 1 万円  

昭和 61 年に解決金 18.1 憶円を支払

うことで調停成立  

出典：伊丹市立博物館 
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図 3 伊丹市の空港撤去都市宣言  

出典：伊丹市，大阪国際空港撤去都市宣言 
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表 3 平成 22 年現在の騒音対策区域と内容  

第１種区域：概ね WECPNL 値が 75 以上…民家防音工事助成，テレビ受信障害対策助成等 
第 2 種区域：概ね WECPNL 値が 90 以上…移転補償，周辺環境基盤施設整備事業等 
第 3 種区域：概ね WECPNL 値が 95 以上…緩衝緑地帯等造成事業 

出典：豊中市まちづくり推進部空港室 
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図 4 騒音の漸減的低下を示すグラフ 

出典：国土交通省 「大阪国際空港のあり方について（資料）」 
国土交通省大阪航空局ホームページ 環境情報 より筆者が作成 
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図 5  図 4 にかかわる，WECPNL 値の測定箇所を示す図 

出典：国土交通省大阪航空局ホームページ, Google Earth より筆者が作成 
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伊丹空港の存廃を決めるための判断材料として，「伊丹空港の便益の

計測」，「伊丹空港の利用者や住民の意識調査」など 10 項目に渡っ

て，総合的な調査（存廃調査）を行ってきた。平成 2 年 4 月にはそ

れらの調査結果を地元開示し，11 市協や大阪府・兵庫県に意見照会

を行った。それに対して，調停団や 11 市協，大阪・兵庫両府県は

条件付きで伊丹空港の存続を容認する意見書を提出し，同年 12 月，

運輸省と 11 市協は「大阪国際空港の存続及び今後の同空港の運用

等に関する協定（通称：存続協定，以下存続協定とする）」（図 6）

を締結した。  

伊丹空港における発着枠については，昭和 50 年に調印された調

停事項に基づいて，従来のものより低騒音で輸送能力の高いエアバ

スと呼ばれるジェット機が就航開始した同 52 年に，ジェット機枠

が 200 便／ 1 日に減らされた。図 7 は伊丹空港の発着枠の変遷を示

す。それ以降，基本的にはプロペラ機枠 170 便／ 1 日と合わせて，

370 便／ 1 日の発着枠の中で運用されている。しかし，昭和 63 年当

時のプロペラ機の主力であった YS－ 11 型機の経年化と，その後継

機がないことを理由に，運輸省から代替ジェット機枠が提案された。

地元との協議の上，低騒音のジェット機に限り，ジェット機枠が 50

便／ 1 日増便された。運輸省はその後も，関西空港開港の遅れから，

更に代替ジェット機枠 50／ 1 日便の追加を地元に要望し，平成 4 年

には代替ジェット機枠が 100 便／ 1 日になった。  

 

2）関西空港開港以降の伊丹空港  

平成 6 年 9 月関西空港が開港した。運輸省は伊丹空港と関西空港

の路線の振り分けを決定した。結果，伊丹空港の全ての国際線と長

距離路線を中心とした国内線の一部が関西空港に振り分けられ，伊

丹空港の発着枠は通常通りジェット機枠 200 便／ 1 日，プロペラ機
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図 6 存続協定  

出典：大阪国際空港の存続及び今後の同空港の運用等に関する協定 
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図  7 伊丹空港の発着枠の変遷 

出典：大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会ホームページ 
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枠 170 便／ 1 日に戻された。国内線専用空港となった伊丹空港であ

ったが，空港周辺の騒音は大きく改善される一方，商業活動や自治

体の税収の落ち込みなど，しだいに空港周辺経済の停滞が問題とな

った。11 市協は，関西空港の開港による伊丹空港周辺の社会や経済

状況の変化について運輸省に調査を求めた。平成 9 年 9 月に運輸省

が発表した調査結果によれば，伊丹空港がもたらす経済効果は関西

空港の開港により約 8 千億円減少したという。また，調査結果は旧

国際線ターミナルビルの整備（再整備後，平成 11 年 7 月 8 日に供

用開始），空港へのアクセスの整備，移転跡地の活用，周辺地域整備

などの空港周辺地域の活性化の方向も示した。以上の調査結果を受

け， 11 市協の中でもジェット増便を求める声が高まった。 11 市協

は運輸省から打診されたプロペラ機に代わる 50 便／ 1 日のジェッ

ト機枠増便の容認を決定し，平成 10 年に代替ジェット機枠 50 便が

復活した。その発着枠も次第に満杯となり，大都市・地方間路線（生

活路線）の維持・拡充を求める声が経済界を中心に高まった。結果，

平成 14 年 4 月から，プロペラ機の発着枠を使い CRJ と呼ばれる低

騒音小型ジェット機が 30 便／ 1 日導入された。  

 機能拡大が続いてきた伊丹空港であったが，平成 14 年頃に転機

が訪れた。関西空港の 2 期工事や建設中の神戸空港と絡んで，伊丹

空港を含めた関西の 3 つの空港のあり方を見直す動きが，国土交通

省・財務省の中で見られるようになった。関西の方でも関西経済連

合会・大阪府知事・兵庫県知事・大阪市長・神戸市長の５者で関西

３空港懇談会が開かれ，３空港の機能分担が話し合われるようにな

った。その動きの中で，伊丹空港は平成 10 年以降のジェット機増

便により増加した騒音の軽減及び機能縮小の方向で話が進められた。

平成 16 年 9 月及び同年 12 月，国土交通省は伊丹空港の今後の運用

とあり方について 終方針を示した。平成 18 年 4 月より輸送能力
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は高いが騒音が大きいジャンボジェット（ボーイング 747 型機）と

呼ばれる大型機が就航禁止になった。そして，これまでにプロペラ

機枠がジェット機枠に転用された経緯を見てきたが，新しいプロペ

ラ機（ボンバルディア社の DHC－ 8 など）が登場したことも踏まえ

て，段階的に代替ジェット機枠が減らされた。 終的に平成 19 年 4

月ジェット機枠 200／ 1 日，プロペラ機枠 170／ 1 日に戻され，今後

のあり方も決定された。この決定に従い，平成 20 年 6 月 18 日これ

までの空港整備法が一部改正された。「空港法」と改称され，伊丹空

港は，これまでの第 2 種空港と同じ区分の空港へと変更された。そ

れに伴い従来まで国の全額負担であった伊丹空港の維持管理費の 1

／ 3 が大阪府・兵庫県の地元負担となった。また，伊丹空港の環境

対策費は，従来は国が空港整備勘定の中から負担していた。それが

伊丹空港の利用者が負担する仕組みへと変更された。  

 

3）小括  

 伊丹空港は，社会問題にまで発展するような騒音問題を抱える空

港であったことが確認できた。しかし，住民運動や 11 市協による

働きかけの成果により，運輸省は騒音・環境対策に乗り出し，騒音

はかなりの改善が見られた。それが 11 市協や住民が運輸省から求

められた伊丹空港の存続を容認する大きな要因となった 3 )。関西空

港開港後，伊丹空港の周辺地域は経済の落ち込みを経験し，空港周

辺の活性化に取り組み始めた。同時に，この頃から空港の機能拡大

を求める声は空港の周辺地域の中に存在していたことが確認できた。

しかし，関西 3 空港の見直しが行われるようになると，伊丹空港の

機能縮小が国交省によって行われていった。  

 

Ⅳ 周辺団体への調査  
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1） 11 市協について  

ここからは伊丹空港の地元として 11 市協について詳細に見てい

くこととする。  

（ a）基本的事項  

Ⅲ章で述べた通り昭和 39 年，ジェット機が就航を始め騒音が激

化したことを背景に，周辺自治体が協力して騒音問題に対処してい

くため，大阪国際空港騒音対策協議会（当時は 8 市協）が結成され

た。当初は現在の役員市である伊丹市（会長市）・豊中市・川西市（以

上，副会長市）・池田市・宝塚市（以上，監事市）と西宮市・尼崎市・

箕面市の 8 市であった。同 46 年には大阪市・吹田市・芦屋市の 3

市も加わり 11 市協となった。会長は伊丹市長が，委員は各市の市

長と市議会の議長が務めている。図 8 は 11 市と空港の位置関係を

示す地図であり，表 4 は協議会規約である。平成 17 年 9 月には，

協議会の名称から「騒音」の文字を削除し，「大阪国際空港周辺都市

対策協議会」へと名称を変更している。  

 

（ b）運動方針の変遷  

 次に，結成されてから現在に至るまでの 11 市協を取り巻く状況

や，行ってきた運動を明らかにしたい。そのためインフォーマント

の話や考察を交えながら，これまでの運動方針や，運輸省・国土交

通省から意見照会が行われた際の回答などの変遷を追うこととする。

表 5 ではそれらの変遷をまとめた。11 市協は当初関西新空港の建設

を求めていたが，B 滑走路の供用開始後，本格的に騒音が激化する

ようになると，昭和 47 年から運動方針に伊丹空港の「撤去」を掲

げるようになった。その後も昭和 60 年度までは「撤去」の文字を

掲げていた。しかし，運輸省による存廃調査が進む中で，昭和 61

年度より，これまでの運動方針から「撤去」の文字が削除された運
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図  8 11 市協の位置を示す概略図  
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表 4 11 市協の規約  

 

（名称） 

第1条 この協議会は，大阪国際空港周辺都市対策協議会（以下，「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第2条 協議会は，大阪国際空港における航空機騒音対策・安全対策の促進および空港と周辺地域

との調和を図ることを目的とする 

（事業） 

第3条 協議会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）騒音対策の促進 

（２）安全対策の充実・確保 

（３）空港と地域が共存する環境整備の促進 

（４）空港をいかしたまちづくりの促進 

（５）その他必要と認める事項 

出典：大阪国際空港周辺都市対策協議会規約 
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表 5 11 市協の運動方針や重要案件の変遷 

年  運動方針・重要案件  背景  

昭和

39 
42  

 
43  

 
45  

 
 
 
 

46  
 
 

47  
 

昭和

48 
 

55  
 
 
 

57  
58～

60 
61  
63  

平成

元  

 

2 
 
 

3 
 

4  
 

5  

〈 8 市協の時代〉  

 
・「伊丹空港の代替として関西新国際

空港の建設促進」  
・「関西新空港の建設と伊丹空港のロ

ーカル化の促進」  
・「関西新国際空港の早期建設の促

進」（伊丹空港のローカル化をはず

す）  

 
〈 11 市協となって以降〉  
・「伊丹空港は新空港の開港と同時に

機数・便数を大幅にチェックした制

限空港にする」  
・「抜本的対策を急がぬなら空港撤去

運動に立つ」  
・「伊丹空港の撤去を基本として検討

すること」  

 
・「環境基準の早期達成」を１番目，

「伊丹空港の撤去」を 2 番目にする

・池田市から「撤去方針の見直し」

の提案  
・「欠陥性が解消されない限り，撤去

を基本とする」  
・現空港撤去の方針  
・運動方針から「撤去」を削除  
・1 日 50 便の代替ジェット機枠を認

める。  
・「伊丹空港の将来のあり方について

早急にその方針を決定すべきだ」  
・空港の存続を認める意見書を運輸

省に提出  
（意見書）  
・運動方針に，経済的な要望を初め

て盛り込む。  
・更に 1 日 50 便の代替ジェット機枠

を認める。  
・規約に「空港と地域が共存する環

 
・ジェット機就航開始  

 
 
 
 
・航空局，新関西国際空港建設計画

発表  

 
 
 
・運輸省は航空審議会に関西新空港

の規模と位置を諮問  
・ B 滑走路供用後の発着数の劇的増

加  

 
・伊丹市議会「大阪国際空港撤去を

求める決議」  
・伊丹市住民が調停申請  
・空港の存廃についての調停が成立

（新空港開港までに決定）  

 
 
・運輸省による存廃調査が進む  

 
 
 
 
 
・運輸省により，存廃調査の結果が

公表される  
・国と 11 市協が「存続協定」を交わ

し，伊丹空港の存続が決定する。  

 
 
 
・関西空港の開港の遅れ  
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6 
 
 

7  
 

8  
 
 

9  
 

10  
 

11  
 
 
 
 

11～

12 
14  

 
 

16  
 

17  
 
 
 

19  
22  

 

境整備の促進」を追加  
・「発着回数を制限し，現行ジェット

機の便数枠を厳守する」を「発着回

数枠を厳守する」に変更  
・防災拠点施設としての機能を備え

た都市型空港として整備する  
・関西空港の開港による伊丹空港周

辺の社会や経済状況の変化につい

て，運輸省に調査を求める  
・ジェット機枠を増やすことを協議

することで合意  
・騒音対策区域の半減の容認とジェ

ット機枠 50 便の受け入れ決定  
・臓器移植をはじめとする先端医療

に対応できる救急拠点施設として活

用  
・大阪国際空港周辺地域活性化連絡

会を組織  
・環境問題と利用者利便の接点を求

めながら，空港地域の共存をめざす

・現行通りの運用を求める申入れ書

を航空局に提出  

 
 
 
・「大阪国際空港周辺都市対策協議

会」に名称を変更  
・規約に「空港をいかしたまちづく

りの促進」を追加  

 
・「利便性の高い基幹空港として役割

を果たすこと」を求める意見書を提

出  
・ジェット機とプロペラ機の柔軟な

運用と国内長距離便・国際チャータ

ー便の就航求める  

 
・関西空港開港，国際線移転  

 
 
・阪神・淡路大震災  

 
・空港周辺経済の落ち込みが問題と

なる。  

 
・運輸省の調査結果が公表された。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・国土交通省が伊丹空港の役割を見

直し，空港種別の格下げを含めた機

能縮小を図ることを検討。  
・関西 3 空港懇談会が，伊丹空港の

騒音軽減で合意。  
・大型機の発着禁止や代替ジェット

機枠の廃止，特別着陸料の徴収など，

新たな規制策開始  

 
・関西空港第 2 滑走路，供用開始  
・関西 3 空港懇談会が伊丹空港と関

西空港の一元管理で合意。  

出典：大阪国際空港騒音公害伊丹調停団連絡協議会（1994），朝日新聞記事，11 市協への聞き

取り調査より筆者が作成 
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動方針が全会一致で採択された。これは運動方針の大きな転換であ

った。これに関して，伊丹市のインフォーマント（総合政策部空港

室）は「確かに今までうるさかったけれども，だんだんと環境対策

ができてきた部分があって，それと空港については都市の発展に必

要なものである，と認識にはなっていたというふうに思う。だから

昭和 50 年代後半から 60 年初めぐらいにかけては，国の騒音対策・

環境対策に対して，調停団や 11 市協が一定の評価をしていたとい

うこと。」と述べている。  

平成元年には，それまでの「大阪空港の『存廃』について早急に

その方針を決定すべきだ」という運動方針の一部を「大阪空港の『将

来のあり方』について早急にその方針を決定すべきだ」と変更を行

った運動方針案を全会一致で可決した。これは，これまでの存廃の

議論だけではなく，存続の場合の空港のあり方も議論していくため

であった（朝日新聞・東京夕刊 1 頁 2009.11.16）。そして平成 2 年，

空港の存廃について運輸省から意見を求められていた 11 市協は存

続を容認する意見書（表 6）を提出した。その年，運輸省と 11 市協

の間で存続協定が締結された。表 6 で注目すべき点は，「空港は地

域経済の振興，都市発展の核として重要な役割を果たしつつある」

とし、また現行通りの便数での運用など条件としていることである。

この文言には，11 市協が「環境」よりも「経済効果」の方を優先し，

積極的な存続を選んだことが表れていると見ることができる。また，

先に挙げた図 6 の存続協定について触れたい。ここでは基本方針の

項に，「大阪国際空港については，周辺地域との調和と利用者利便の

確保とを図りつつ関西国際空港開港後も存続することとし…」とあ

る。空港機能の項では，「関西国際空港開港後も運輸大臣が管理・運

営する国内線の基幹空港とし…」とも記されている。つまり，この

存続協定が意味することは，「伊丹空港の運用にあたっては環境・安
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表 6 伊丹空港の存続を認める 11 市協の意見書の一部 

 

今日では未だ多くの課題が残されているとはいえ，諸対策の進捗により，往時と比較して

被害実態にかなりの改善が見られる。 

 また，今日，時代の潮流が国際化・情報化を志向し，人・物・情報の交流を中心に，社会・

経済活動が一段と進展するなか，航空輸送の需要は飛躍的に増大し，空港は地域経済の振興，

都市発展の核として重要な役割を果たしつつある。 

 本協議会としては，現下の社会情勢を思料し環境問題等が残存するなかで今後の国の対策

に期待をよせつつ，現空港が関西国際空港とあいまって近畿圏の調和ある発展と周辺地域の

振興に寄与し得る空港として活用されることを期待する。 

 ついては、下記事項を強く要請する。 

記 

1、国がその責任において直轄で管理・運営する第一種空港として位置付けること。 

2、便数は現行程度とし、騒音の軽減に努めること。  

3、時間制限は現行の運用を維持すること。  

4、今後とも環境・安全対策については不断の努力を傾注し、ことに民家防

音工事に係る告示日後の矛盾解消等、残された課題を早期に解決するこ

と。  

5、空港と調和し、地域の発展につながる周辺まちづくり対策の積極的な促

進を図ること。  

以上

出典：朝日新聞・大阪夕刊 1 頁 1990.7.28 
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全には一番に配慮をするが，これからも規模を縮小することなく利

便性の高い空港として利用する」ということである。したがって，

11 市協は国から求められた伊丹空港の存続を決して甘受したので

はなく，積極的に受け入れたと見ることができる。  

翌年平成 3 年度の運動方針では，基幹空港にふさわしい空港施

設・交通アクセスの整備や地域振興の支援など，経済的な要求を初

めて運動方針に盛り込んだ。一方では，幹事会においてこれまで運

動方針の付帯要望として盛り込んできたジェット機の 200 便枠／ 1

日と午後 9 時から翌朝 7 時までの離発着禁止の厳守が削除された運

動方針案が決定されたが，総会での反対が多く立ち消えになった。

平成 5 年度は，これまで「騒音対策」に限られていた協議会規約に

「空港と地域が共存する環境整備の促進」という表現が盛り込まれ

た。関西空港が開港した平成 6 年度は，「ジェット機の便数枠を厳

守すること」を削除し，「発着回数枠（ 370）枠を厳守する」とし，

関西空港開港後のジェット機枠の増便に含みを持たせた。  

その後平成 7 年度は，阪神・淡路大震災の教訓を生かし，防災拠

点施設としての機能を備えた都市型空港として整備することを求め

た。平成 11 年度は，「臓器移植をはじめとする先端医療に対応でき

る救急拠点施設として活用」という運動方針を定めた。この 2 つの

運動方針からは，伊丹空港を自分たちの街のシンボルとして積極的

に位置づけようという 11 市協の意図がうかがえる。  

運輸省の活性化調査が発表された後の平成 9 年度は，ジェット機

枠を 50 便増やす案を協議することを総会で合意し，平成 10 年には，

プロペラ機枠の代替を含むジェット機枠 50 便の受け入れを決定し

た。朝日新聞記事によると，この時の 11 市協の議論の中で，池田

市の小林一夫・市議会議長は「復便なくして活性化はありえない」

と述べた。一方で豊中市の宇野尚一助役は「増便が活性化の大前提
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とは考えていない。切り離して考えるべきだ」と述べたという（朝

日新聞・大阪夕刊 1996.12.29）。  

平成 11 年には周辺地域の活性化に専門的に取り組むために， 11

市協に加盟する市のうち，池田市・豊中市・伊丹市・尼崎市・宝塚

市・川西市の 6 市と，大阪・兵庫両府県，運輸省が「大阪国際空港

周辺地域活性化連絡会」を 11 市協の関連組織として発足させた。

平成 14 年頃から関西空港の 2 期工事に絡んで伊丹空港の機能縮小

の議論が出てきた際には，「年間 1700 万人に利用されていることを

考慮し，現行通り第 1 種空港として，国が直轄で管理・運営するこ

とを維持するよう求める」という意見書を運輸省航空局に提出し，

第 1 種空港として伊丹空港の機能を縮小することのないよう求めた。  

平成 17 年には組織の名称が，地域経済の核として空港の機能強

化や利便性向上を求めている現状にそぐわなくなっているとして協

議会の名称から「騒音」の文字を削除した。これには「『関空救済策

のための伊丹減便を，騒音問題を逆手に取られてのまされた』との

意見がくすぶっていた」（朝日新聞・大阪夕刊 1 頁 2005.6.22）とあ

るように，騒音対策を目的に発足した 11 市協が騒音対策だけでは

なく，空港の活性化も前面に掲げられる組織を目指して変更された

ものであった。朝日新聞記事によると，この時も「国内基幹空港の

位置づけが脅かされている」と主張するグループ（池田市，宝塚市

など）と，「『騒音』を削除すると，11 市協発足の趣旨から逸脱する」

との慎重派のグループ（豊中市，川西市など）に分かれていた（朝

日新聞・同上）。 近では平成 22 年度の運動方針において，運動方

針に係る具体的要望事項として，現行の発着枠内でのジェット機と

プロペラ機の柔軟な運用と，国際チャーター便の就航を国に求める

など，空港機能の拡大を，初めて運動方針にも盛り込んだ。  

 以上で，年度ごとの運動方針や重要案件を順に追ってきたが，い
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くつかの重要なポイントを挙げることができる。一つ目は，11 市協

が伊丹空港の存続を容認したことは，存続を甘受したのではなく，

将来に渡って空港と共存共栄していくと決意したことを意味するこ

と。二つ目は，存続協定締結後は空港の機能拡大を主張する池田市

などのグループと，環境を重視する豊中市・川西市などのグループ

に分かれていたこと。三つ目は，騒音対策を目的に組織された 11

市協は，時間的経過の中で空港の機能拡大や利便性の向上を求める

組織へと変化していったことである。  

 

2） 11 市協の状況  

1）では 11 市協を取り巻く状況と取り組んできた運動を明らかに

した。その上で伊丹空港に対する周辺地域の意向を知る上で重要な

ポイントを示唆した。ここからは 11 市協が現在，伊丹空港の機能

拡大・利便性の向上を求める背景を明らかにしていきたい。  

（ a）伊丹空港の機能拡大に対する各市の見解  

11 市協は 22 年度の運動方針において環境・安全対策の推進や基

幹空港として役割を果たすことなど従来の方針を踏襲している。そ

の一方で，運動方針に関わる具体的要望事項においてジェット機枠

の増便と国際チャーター便の就航を求めている。果たして，全ての

11 市協の加盟市がこの空港の機能拡大・利便性の向上を求める運動

方針に賛同しているのであろうか。主にインビューによって得られ

た各市の空港機能拡大の是非と見解を以下に示す。是非をまとめた

ものが表 7 である。  

賛成派 

 伊丹市（総合政策部空港室）  

現在 170／一日あるプロペラ機枠の内 130 しか使われていないので，

安全・環境対策に万全を期すことを前提に，余っている枠を柔軟に
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表 7 機能拡大に対する見解による加盟市の分類 

現時点で伊丹空港の機能拡大に  
賛成  反対  

伊丹市  
豊中市  
池田市  
宝塚市  
吹田市  
箕面市  

川西市  
尼崎市  
大阪市  

不明・未調査  
芦屋市  
西宮市  
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利用したい。また，今のジェット機は昔と違って低騒音になってお

り，国際線やジェット増便をしたからといって，騒音値が急激に上

がるということはない。市民も沖縄や石垣などの長距離国内線や，

東アジアなどの近距離国際線を要望している。  

 豊中市（まちづくり推進部空港室）  

空港を活かしたまちづくりを行いたい。  

 池田市（都市建設部空港総務課）  

プロペラ機枠が余っており，ジェット機の安全性の向上と低騒音

化が進んでいることから，ジェット・プロペラ枠の区分をなくした

い（以上は池田市『広報いけだ平成 22 年 10 月 1 日号』より）。伊

丹空港は利便性の良い空港である。これをフルに活用することによ

って，関西経済とか地元経済にとっても活性化していくという考え

で，フル活用ということを主張している（以上はインフォーマント

（都市建設部空港総務課主査）から）。  

 宝塚市（市民環境部）  

11 市協の名称が変更になったころから伊丹市や豊中市が活性化

を言い始めて，現在の宝塚市の方針もそれに沿ったものになってい

る。空港の利便性向上により，歌劇や植木といった宝塚市の観光資

源に人を呼び込みたい。  

 吹田市（政策推進部）  

長距離国内線や近距離国際線を要望している。市当局の役目とし

て，市民の利便性を追求しなければならないという思いもあるが，

関西全体の経済を考えた時に，羽田空港と成田空港のパイが拡大す

る中で，伊丹空港をもっと活用していかなければ，関西の経済は一

層落ち込んでしまう。  

 箕面市（地域創造部箕面営業課）  

箕面市を PR し，多くの観光客に来てもらうために伊丹空港の利
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便性を向上させたい。平成 22 年 3 月 25 日，箕面市議会は「関西に

おける空港の在り方と都市将来像について」（図 9）という決議を採

決した。その中で「中長期的には大阪国際空港（伊丹空港）廃港に

し…」とあり，報道では「箕面市議会が中長期的な廃港決議」と報

じられた。しかし，「大阪国際空港については，当分の間，近距離国

際便（アジアシャトル便等）を導入するなど，現在の合意枠の範囲

内でのフル活用を図る」ことも求めている。あくまでも市議会の決

議であると市当局は話しているが，現在の合意の枠内でフル活用を

要望する点では一致しているという。  

 

反対派  

 川西市（まちづくり推進室）  

現在でも騒音の被害を受けている住民がいるので，機能拡大によ

り騒音が増加しないという担保が得られない限りは，ジェット機の

増便や国際線の復便は認められない。  

 尼崎市（環境市民局公害対策課）  

白井文尼崎市長は 12 月 14 日の記者会見で伊丹空港のあり方につ

いて「市街地にあるのは，安全上問題と思っている。市としても，

公害対策のみで伊丹を活性化させるための議論はしていない」と話

し，伊丹の機能拡大などには消極的な姿勢を示した（以上は，財団

法人関西空港調査会（ 2010）より）。尼崎市には，空港に関しては

環境対策を行う部署しかない。したがって活性化を協議するセクシ

ョンは無く，空港を活かしたまちづくりは今のところ考えていない。

機能拡大によって，騒音値が増加するのであれば，機能拡大には反

対である。（以上は，インフォーマント（尼崎市環境市民局公害対策

課）から）  

このように 11 市協の中でも，空港の機能拡大・利便性の向上を  
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図 9 箕面市議会の決議「関西における空港の在り方と都市将来像について」 

出典：箕面市ホームページ  
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図るべきだと考えている市と，それよりも騒音対策をもっと取り組

むべきであると考えている市があることが分った。それは 1）にお

いても指摘した。また，11 市協の協議の場に参加している担当部署

が各市によって異なり，総合政策のようなまちづくりの部署と環境

対策を行う部署などがあることも注目すべき点である。  

  

（ b）コンセンサスの得られ方  

11 市協に加盟する市を個別に見ると，空港の機能拡大に対する見

解は二つに分かれていた。ではなぜ，平成 22 年度の運動方針が決

定されたのか。そこで，次に，1）－（ b）で見てきた年度ごとの運

動方針や重要案件に対する回答などのコンセンサスが，11 市協内で

どのようにして得られるのかを調査した。  

表 8 では運動方針の例を挙げる。運動方針の原案はまず，11 市協

の会長市であり事務局が置かれている伊丹市の事務担当者の主導の

もとで，他の役員市と連絡・調整を図りながら，原案のたたき台が

作成される。次に，11 市協の全ての加盟市の事務担当者で構成され

る事務担当者会議が開かれる。そこで協議を行い，正式に運動方針

の原案ができる。その後 11 市協全ての加盟市の副市長の出席のも

とで開催される幹事会に持ちこまれて審議され，正式な運動方針案

が決定される。 終的には，全ての加盟市の市長と市議会議長の出

席のもとで開催される総会が開かれる。その場で多数決により運動

方針が採択される。伊丹空港の運用に関して国土交通省から意見を

求められ，11 市協としての意見をまとめる際にも，同様の方法でコ

ンセンサスが得られる。これを見る限りは，伊丹市の事務担当者主

導のもとで，役員市の間で原案のたたき台が作成される点では，こ

れらの市の空港に対する要望が運動方針に反映されやすいと思われ

る。  
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表 8 運動方針におけるコンセンサスの得られ方 

 

会長市である伊丹市（事務局）主導のもと，役員市間で連絡・調整を図りながら，原案

のたたき台を作成する。 

 

 

 

 

その原案のたたき台を役員市以外の全ての市の事務担当者も出席する事務担当者会に

て協議し，原案が作成される。 

 

 

 

 

その原案を元に全ての加盟市の副市長の出席のもとで開かれる幹事会にて協議し，正式

に運動方針案が作成される。 

 

 

 

 

終的には，幹事会で決定された案は，全ての加盟市の市長と市議会議長の出席のもと

で開催される総会に提出され，多数決により案が採択される。 
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（ c） 11 市協加盟市内の差異  

ここで，コンセンサスや 11 市協内の立場に関して何人かのイン

フォーマントから得られた回答を示す。  

・箕面市（地域創造部箕面営業課）  

「基本的には，11 市協に関しては役員市と言われる被害を受けてい

る方の意見に従うと言う立場にありますので，実際あまり発言もし

てないです。基本的には騒音対策をされるところが 終的な決議を

して頂くべきだと思っておりますので。そこが空港なんていらない

と言えば，それに従うべき立場にいると思うのです。」  

・吹田市（環境部総括参事）  

「そんなに昔じゃない市長の発言を考えていますと，当時の市長は，

伊丹とか空港直下の方の騒音がやはり大きいと。したがって，かな

り発言は控えておられたというのはあるようですね。やはりそんな

に深刻だということで，不用意な発言はしないようにかなり注意は

されておったようですね。」  

・宝塚市（市民環境部市民生活室環境政策課）  

「宝塚市で騒音の影響を受けるのは山本野里地区と安倉地区である

が，川西の久代などの方が騒音は激しく，宝塚市独自で要望を出す

ということはなく，11 市協の方針に沿ったものになっており，適宜

意見を言って， 11 市協の運動方針に織り込んでもらっている。 11

市協の名称が変更になったころから伊丹市や豊中市が活性化を言い

始めて，現在の宝塚市の方針もそれに沿ったものになっている。」  

これらのインフォーマントの発言から，同じ 11 市協に属する市で

あるとはいえども，それぞれの市が置かれている状況によって 11

市協内での立場が異なることがうかがえる。それでは置かれている

状況はどのように違うのであろうか。図 10 は，伊丹空港周辺エリ

アの地図に航空機の離発着航路を重ねたものである。この図を元に
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図 10 11 市協加盟市の位置関係と航空機の離発着航路 

出典：豊中市まちづくり推進部空港室，Google Earth より筆者が作成 
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11 市協加盟市の状況を示す表 9 を作成した。伊丹市・豊中市・池田

市においては市域に空港の敷地を抱えている。そのため空港周辺で

事業を行っている企業が支払う法人市民税，空港内の職場に通勤し

ている市民が支払う住民税，空港利用者の空港周辺商業地区におけ

る消費などの空港がもたらす経済効果が他市と比べても圧倒的に大

きい。少し古いデータではあるが，平成 9 年に行われた大阪国際空

港活性化調査の結果（戸崎（ 1997） 94 頁から引用）を用いた。そ

の結果によると，それら 3 市に川西市を加えた 4 市に伊丹空港がも

たらす経済効果（波及効果）は平成 5 年の時点で 1,292 億円であっ

た。それに対して，11 市への波及効果は 1,806 億円であった。つま

り，4 市で 11 市のうちの約 72%を占めていた。また，関西空港開港

後に経済の停滞が問題になった平成 7 年でも 11 市の約 72%を占め

ていた。これらのデータは，11 市協の中でも 3 市の財政が伊丹空港

に大きく依存していることと表裏一体の関係であり，伊丹空港の運

用状況しだいでは，市の財政に大きな影響を及ぼすということを意

味する。  

次に，騒音の程度を見てみる。伊丹空港に離発着する航空機は図

13 のような経路を飛行するので，その直下のあたる豊中市・伊丹

市・川西市・大阪市などは特に騒音被害が大きくなる。しかし，現

在どの程度の騒音があるのかということであるが，WECPNL 値な

どを用いて各市の騒音被害を比較するのは難しい。そのため航空機

燃料譲与税を用いて比較する。航空機燃料税（国税）として 26,000

円 /キロリットルが航空事業者から支払われる。その収入額の 2/13

に相当する額が，航空機燃料譲与税となる。更にその 4/5 が空港関

係市町村に対して譲与される。その額は主に，騒音が特に著しい地

区内の世帯数により決定される。したがって，航空機燃料譲与税の

額は，騒音被害の程度に比例していると見ることが出来る。平成 21
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表 9 11 市協加盟市の状況 

 市域における

空港の敷地 

経済効果<波及効果>（億円） 航空機燃料譲与税額

（21 年度決算 千円）平成 5年度 平成 7年度 

役
員
市 

伊丹市 有 

1,292

1,806

818 

1,137 

826,597(推定)   

豊中市 有 2,068,259(推定)   

池田市 有 37,500      

川西市 無 522,704(推定)   

宝塚市 無   H21 まで譲与 

一
般
市 

大阪市 無 138,000      

尼崎市 無 無 

吹田市 無 無 

箕面市 無 無 

西宮市 無 無 

芦屋市 無 無 

出典：航空機燃料譲与税額は各市ホームページ上の決算報告書から推定（池田市はインタ

ビュー内で得られた金額，大阪市は市議会録での 22 年度予算より），経済効果は戸崎

（1997） 以上より筆者が作成 
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年度決算（大阪市は 22 年度予算）で，航空機燃料譲与税を譲与さ

れているのは，豊中市（ 20 億 6826 万），伊丹市（ 8 億 2660 万），

川西市（ 5 億 2270 万），大阪市（ 1 億 3800 万），池田市（ 3750 万）

の 5 市のみである。これにより，豊中市・伊丹市・川西市では他市

と比べても，現在でも大きな騒音の被害を受けていると捉えること

が出来る。  

このように見ていくと，置かれている状況によって 11 市協加盟

市をいくつかのパターンに分類することが出来る 4 )。表 10 は分類を

行った表である。①豊中市・伊丹市は現在でも相当な騒音被害を被

っている。しかし同時に空港がもたらす経済効果がかなり大きく，

市の財政・経済が空港に大きく依存していると言える。②池田市は

空港に近接しており，空港がもたらす経済効果はかなり大きいと考

えられる。しかし航空機騒音被害は豊中市・伊丹市と比べると圧倒

的に少ない。③川西市は，騒音被害は大きいものの空港から少し離

れた位置にある。そのため空港がもたらす経済効果は大きくはない。

川西市のインフォーマント（まちづくり推進室市街地空港周辺整備

課主幹）によると，豊中市が同市の空港による経済効果を 900 億円

と算出した計算式を用いて，川西市の経済効果を算出したところ 50

億～ 70 億円であった。④その他の宝塚市・尼崎市・吹田市・箕面市・

西宮市・芦屋市は程度の差こそあれ，市の財政・経済が空港に依存

している部分は小さい。また騒音被害も比較的少ないと考えられる。 

11 市協加盟市内にはこのような状況の違いが見られる。それによ

り，各市が市独自の要望を自由に発言するということではなく，よ

り騒音被害が深刻であり，より市の財政が空港に依存している市に

対して一定の配慮がなされていることが分かった。そのことと先ほ

どのコンセンサスの得られ方を合わせて考えてみる。すると，11 市

協のコンセンサスには役員市，特に豊中市・伊丹市・池田市の空港
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表 10 11 市協の加盟市を経済効果と騒音の程度で分類した図  

分類  経済効果  騒音  

①  
伊丹市  ◎  強  

豊中市  ◎  強  

②  池田市  ◎  中  

③  川西市  

○～△  

強  

④  

宝塚市  

中～弱  

尼崎市  

箕面市  

吹田市  

西宮市  

芦屋市  

               筆者が作成  
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に対する要望・思惑が，一般市のそれと比べて，より強く反映され

るという事実が導かれる。つまり，伊丹市や豊中市，池田市が空港

機能を拡大させたいと考えていることが， 11 市協の平成 22 年度の

運動方針に大きく影響していると考えられる。したがってここから

は，伊丹市・豊中市・池田市の状況を見ていくこととする。  

 

（ d）空港に隣接する 3 市の状況  

・伊丹市  

図 9 を見ると分るように，通常発着時に伊丹市の上空を旋回する

ように全ての航空機が離陸・上昇して行き，逆発着時には，伊丹市

の上空を旋回して着陸コースに入っていく。逆発着時（年間に約 3

～ 4%程しか行われていない）は航空機が低空を飛行する時間が長く

なるため，通常発着時と比較して騒音が大きくなる。伊丹市におい

ては昭和 48 年から公害紛争処理法に基づく調停申請が空港周辺に

住む住民によって行われた。 6 次に及んだ調停申請の参加市民数は

合計で 18,655 人に上った。昭和 50 年当時の市民の約 10 人に 1 人

が調停申請に参加していたことになる。現在でも当時の調停申請の

参加者で構成される「大阪国際空港騒音公害伊丹調停団連絡協議会」

（以下，伊丹調停団）という住民組織が存在する。国土交通省は，

この組織とも調整を図りながら，伊丹空港の運用を行っている。こ

れらの調停申請に見られる空港廃止を求める住民運動が活発になっ

てきたことから，伊丹市は昭和 48 年 10 月に「大阪国際空港撤去都

市宣言」を決議した。朝日新聞記事によると，平成 2 年運輸省から

空港の存廃について意見を求められた伊丹調停団は，次のような意

見書を提出した。「被害住民の立場は空港撤去であるが，社会・経済

環境が大きく変化，航空機の利用も大衆化している」というもので

ある（朝日新聞・大阪夕刊 1 頁 1990.6.22）。この意見書からは，伊
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丹市の騒音被害住民は当時，空港の存続を甘受したことをうかがう

ことができる。  

撤去宣言は平成 2 年の「存続協定」締結後も，廃止されることな

く存在していた。これは騒音被害住民への配慮であると考えられる。

しかし，伊丹市のインフォーマント（総合政策部空港室）によると，

平成 18 年 8 月，伊丹調停団・自治会連合会や商工会議所・商工会・

青年会議所・商店連合会などの伊丹市の経済関係団体を中心に「空

港との共生都市宣言を求める会」が発足し， 2 万人を超える市民の

署名を添えて，伊丹空港との共生都市宣言を求める請願を議会に提

出した。パブリックコメントも募集し，市議会で審議を尽くした結

果，平成 19 年 4 月，賛成多数で『大阪国際空港と共生する都市宣

言』（図 11）が採択された。この宣言において注目すべきは，この

『共生宣言を求める会』に伊丹調停団が名を連ねているところであ

る。かつては調停団に参加していた住民も，現在では空港との共生

を望んでいると考えられることができる。  

伊丹市は関西空港開港後の調査で示された，空港周辺の整備にも

力を入れて取り組んできた。大下（ 2000）によると，平成 12 年を

初年度とした第 4 次総合計画では「空港と地域の調和ある発展」が

基本課題として設定された。それに基づき，平成 13 年 3 月に騒音

指定区域の第 1 種指定区域を整備し，航空機の離着陸を間近に見る

ことのできる下ヶ原緑地（写真 1）をオープンさせた。また 2008

年には，空港滑走路の西側に滑走路と平行して隣接する長さ 1.2 キ

ロ，幅 80 メートル，広さ 8.6 ヘクタールの長大な伊丹スカイパー

クがオープンした。行澤（ 2008）によると，この公園は事業の第一

目的である航空機の離着陸時の騒音を緩衝するとともに，迫力ある

航空機の離着陸を間近で見ることができ，市の景観・観光スポット

となっている。  
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図 11 大阪国際空港と共生する都市宣言 

出典：伊丹市「大阪国際空港と共生する都市宣言」 
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写真 1 航空機の離着陸を間近で見ることができる下ヶ原緑地  

2010 年 9 月 14 日 筆者撮影  
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・豊中市  

図 9 を見ると分るように全ての航空機は，豊中市南部の上空をか

すめるようにして着陸していき，騒音は改善されてきたとはいえ，

現在でも相当の騒音があると考えられる。現在でも航路直下の住民

らでつくる豊中航空機公害対策連合協議会（航対連）が組織されて

いる。豊中市は存続協定締結後も，11 市協の中でも環境を重視し空

港の機能拡大に反対する立場に立ってきた。これは運動方針の変遷

の所で確認した。しかし，川西市のインフォーマント（まちづくり

推進室市街地空港周辺整備課主幹）から「今年の夏ごろからでした

かね，急にガラッと変わられましてね，豊中市は」と聞かれたよう

に，豊中市は 近になって，空港の活性化を前面に押し出すように

なった。  

豊中市議会は平成 22 年 1 月に騒音被害住民との懇談会を昭和 54

年以来 30 年ぶりに開催することとなった。そして平成 22 年 1 月

14 日，空港問題調査特別委員会において航対連との協議の場を持っ

た。その席で，航対連の岡忠義会長は「空港は厄介な存在だが，空

港の役割は認めるというのが市民の気持ちだと思う。経済効果を考

えても存続の意味がある」と述べた（朝日新聞・大阪朝刊 28 頁

2010,1,15）。その発言に見られるように，空港周辺の騒音被害住民

も伊丹空港との共生を望んでいる人が多いことがうかがえる。  

・池田市  

池田市は先に見たとおり，豊中市・伊丹市と比較すると，航空機

騒音による被害は少ない。大阪国際空港騒音公害伊丹調停団連絡協

議会（ 1994）によると，池田市はまだ公害訴訟が行われていた昭和

55 年頃から，当時の 11 市協の運動方針の中にあった「空港撤去」

の見直しの提案を続けていたという経緯がある。これは池田市が 11

市協の中でもかなり早い時期から，伊丹空港との共存を図ろうとし
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ていたことがうかがえる。池田市のインフォーマント（都市建設部

空港総務課主査）からは「池田市の場合はずっと一貫して空港を活

用して，活性化というような方向で…」とも聞かれた。なぜそのよ

うな空港公害訴訟が決着を見ない時期から空港との共生を訴えてい

たのかは，今回は明らかにすることはできなかった。しかし，池田

市は騒音被害が比較的少なく，訴訟や調停申請を起こす住民団体が

組織されていなかったことが一因であることは間違いないであろう。 

 

3）経済界の意向  

 後に，空港周辺経済界の意向も示しておく。大阪国際空港の地

元の経済団体として「大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協

議会」がある。伊丹空港周辺の 15 の商工会議所・青年会議所で構

成され，伊丹空港内及び周辺で事業を行う 139（平成 22 年 9 月 30

日現在）の企業及び事業所が会員となっている。インフォーマント

（大阪国際空港ターミナルビル株式会社地域共生部）によると，関

西空港開港後，空港周辺経済の停滞が問題になった平成 8 年に組織

された。以来，伊丹空港地元の財界として，利用者の利便性に立っ

た伊丹空港の運用を求め，午後 9 時以降の遅延便の柔軟な受け入れ，

ジェット機・プロペラ機枠の撤廃，長距離国内線・近距離国際線の

就航，空港離発着時間の午後 10 時までの延長などを， 11 市協や国

土交通省に対して要望している。  

 

Ⅴ 考察  

1）空港廃止に反対する背景  

11 市協を中心とする伊丹空港の周辺地域は，確かに騒音被害が激

しかった昭和 40 年代後半から 60 年頃にかけては空港の撤去を求め

ていた。しかし，同時に騒音対策も求めており，運輸省による騒音
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対策が進展してきたため，騒音は漸進的に軽減されていった。それ

に対して一定の評価をしていた 11 市協や周辺住民は，運輸省から

求められた伊丹空港の存続を容認した。運動方針の変遷の個所で指

摘したとおり，存続協定は，「これからも規模を縮小することなく利

便性の高い空港として利用する」という内容であった。11 市協は伊

丹空港の存続を決して甘受したのではなく，積極的に受け入れたの

である。したがって 11 市協は，その時点から「将来に渡って空港

と共存共栄」することを覚悟し，空港の廃止という考えは全くなく

なったのであった。そのため，11 市協にとって今になって廃止の議

論が起こることは遺憾なのである。  

 

2）空港の機能拡大を求める背景  

表 11 は空港の機能拡大・利便性の向上に対する各市の見解と各

市が置かれている状況を一つの表にしたものである。まず，空港か

らもたらされる経済効果が大きい，①の伊丹市と豊中市，②の池田

の 3 市は，現時点で空港の機能拡大を求めている。次に騒音被害は

大きいが経済効果はあまり大きくない③の川西市 5 )は現時点での空

港機能の拡大に反対している。これらを考慮すると，伊丹市・豊中

市・池田市が空港廃止に反対し，機能拡大を求める背景にあるもの

は自ずと見えてくる。それは他でもなく，市の財政・経済が空港に

大きく依存していることである。  

次に空港に隣接する 3 市について考察する。池田市は従来から空

港の利便性向上を主張していた。それには伊丹市・豊中市のように

騒音被害を訴える住民団体が組織されなかったことも一因として挙

げられることを指摘した。一方，伊丹市・豊中市では騒音問題が深

刻であり，訴訟や調停申請を起こした住民団体は当時，伊丹空港の

存続を甘受したと考えられることも指摘した。そのため，空港の経
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表 11 11 市協加盟市の状況と空港機能拡大への賛否  

分類  経済効果  騒音  空港の機能拡大  

①  
伊丹市  

◎  強  
賛成  

豊中市  賛成  

②  池田市  ◎  中  賛成  

③  川西市  

○～△  

強  反対  

④  

宝塚市  

中～弱  

賛成  

尼崎市  反対  

箕面市  賛成  

吹田市  賛成  

西宮市  未調査  

芦屋市  未調査  
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済性を重視し伊丹空港の積極的な存続を選択した伊丹市・豊中市も，

それらの住民に多くの配慮が必要であり，地元経済界が主張する「空

港の利便性」と周辺住民が求める「環境」との間で上手くバランス

を取ることが求められた。 近までは，その丁度良いバランスの中

で空港に対する要望をおこなってきた。しかし，総合的な空港周辺

環境対策の進展により騒音が漸進的に低減していったことに加えて，

近では伊丹市の例に見たような，空港周辺の緑地整備が盛んに行

われるようになった。それに伴い空港周辺の住民も空港との共生・

利便性の向上を求めるようになってきている状況を見て取ることが

できる。そのような 近 5 年程度以内の住民意識の変化により，池

田市に加えて伊丹市・豊中市も空港の経済性の方に重心を移すこと

ができるようになってきたと考えられる。そのようなことが，現在

11 市協が，空港の機能拡大を求める背景にあった。  

 

3）今後のあり方について  

 戸崎（ 1997、 98-99 頁）は空港と地域の新たな関係性についての

研究の中で「…都市経済の成長にとって大切なのは，立地産業の性

格であって，ハブ空港があったとしても衰退都市を救済できないと

いうことが導かれている。・・・つまり，都市の性格が「主」であり，

ハブ空港の利便性は問題になったとしても「従」であるという。…

この主張には耳を傾けなければならない。伊丹空港の再評価を行う

際にも，あくまでも地元の都市のあり方こそが空港の存在を規定す

るという認識が重要である。」と論じている。この認識に立つのであ

れば，伊丹空港の機能拡大を求める市のインフォーマントから聞か

れた「近距離国際線や長距離国内線を飛ばし，空港の利便性を向上

させることこそが空港周辺地域の活性化に繋がる」，もしくは，「伊

丹空港の廃止や機能縮小が，関西の地位の低下，関西経済の地盤沈
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下を招く」という考えはあまりにも極端ではないだろうか。もう少

し冷静になって考えてみるべきである。  

確かに，伊丹市・豊中市の騒音の被害住民は空港との共生を望む

ようになってきた。しかし，川西市の住民は依然として空港の機能

拡大には反対のようである。そのような住民がいる限りは，環境と

経済のバランスが上手く取れている従来通り方法で運用していくべ

きではないだろうか。豊中市議会会議録によると，豊中航対連の岡

忠義会長は懇談会において，「この今後のあり方を含めた大阪国際空

港の活性化についてですけれども，活性化については，私たちは今

言ったまだ残ってる 10 万 5,000 平方メートルの移転跡地を整備し

て新しいまちにしてほしいというのが活性化という意味では私たち

にとって一番やっていただきたいことなんです。」と発言している。

このように，「空港の活性化」という言葉の持つ意味は，それぞれの

立場によって全く異なる。住民の立場からすると，空港との共生を

望みつつも，空港周辺の活性化は依然途上という状態である。空港

の利便性の向上以外にも，ここにも取り組むべきことがあることが

分かる。もちろんこれまで見てきたように，11 市協や国土交通省は

旧国際線ターミナルビルの改修や交通アクセスの整備，伊丹市にお

ける緑地整備をはじめとした空港周辺の活性化にも力を入れて取り

組んできた。しかし，安藤・木下・丸茂（ 2004）は，「空港周辺の

密集市街地の現状の中では，移転補償跡地は極めて重要な資源であ

り，これを眠らせておくことの損失は計り知れないものがあり…」

と指摘している。これを新しいまちにできたならどれだけの経済効

果があるだろうか。空港の機能拡大・利便性の向上ありきの活性化

ではなく，より一層の周辺地域の整備が期待される。  

  

Ⅵ 終わりに  
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伊丹空港の周辺地域が，空港の廃止に反対し，空港の機能拡大・

利便性向上を求める背景には，①存続協定は 11 市協にとって，将

来に渡る空港との共生を意味していること，②周辺都市の財政・経

済が空港に大きく依存していること，③空港の存続を甘受した騒音

の被害住民の中にも，様々な対策の進行により空港との共生・利便

性向上を望む声が増えてきたこと，④それにより 11 市協が「環境」

から「経済性」に軸足を移せるようになってきたこと，以上の 4 つ

を本稿では明らかにした。またそれを踏まえて，空港の機能拡大あ

りきではない伊丹空港周辺の活性化を図っていくべきであることを

指摘した。  

 現在，国土交通省においては，関西空港と伊丹空港の経営統合に

向けた計画が進行し，具体的な統合案も明らかになってきている。

現在判明していることは，国が 100％出資する統合事業運営会社を

設立する。その新事業会社は，関西空港の滑走路やターミナルに加

え，伊丹空港の滑走路・空港ターミナルの運営を受け継ぐ。伊丹空

港の騒音対策も新事業会社へ継承され，地元自治体や経済界の意見

を聞く協議会の設置も法案化される。そして伊丹空港の存廃は新事

業会社の判断に委ねる，というものである。細かい点はこれからま

だまだ変更になるであろうが，伊丹空港の運営権が新事業会社に受

け継がれることは間違いない。伊丹空港の将来の姿が描かれるのは，

まだこれからであるが，本稿で明らかにした伊丹空港の周辺地域の

複雑な事情が十分に考慮されることが望まれる。  

 

注  

1）関西空港の設置及び管理を行うために，国・地方公共団体・民

間の共同出資で設立された「関西国際空港株式会社法」による特

殊会社である。平成 21 年 3 月 31 日現在の出資比率は国 66.6%・
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地方公共団体 21.7%・民間 12.1%である。  

2）この会社は，「大阪国際空港及びその周辺地域活性化促進協議会」

の会員である。このインフォーマントは，協議会との調整役をし

ている方である。  

3）当時，運輸省環境整備課の総括補佐官で伊丹空港の存続協定を

担当していた蒲生猛・愛知県総合交通監は産経新聞社のインタビ

ューで「（伊丹の）存続は国が求めた」と明かした。（産経新聞・

大阪朝刊 10 頁 2003.1.21）。池田市・伊丹市・川西市のインフォ

ーマントもこの立場に立ち，伊丹空港の存続は地元が求めたので

はないという認識を持っている。また，朝日新聞（夕刊 18 頁

1990.4.21）によると，運輸省が発表した総合的な存廃調査は，伊

丹空港と関西空港の併存の方向を強くにじませたものであった。  

4）大阪市は平成 22 年 3 月 31 日現在，関西国際空港株式会社の株

式を保有しており（出資比率 5.50%），他の市とは利害関係が全く

異なるため，ここでは除外する。  
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