
管理課

空港等名 備　　　考

旅客数（人）
対前年

同月増減（％） 貨物（kg）
対前年

同月増減（％）  
国内 2,285,030 +1.6% 19,615,420 -11.9%

北海道地区 国際 294,480 +16.7% 1,256,615 +34.5%
計 2,579,510 +3.1% 20,872,035 -10.0%

国内 1,761,579 +1.2% 17,686,911 -12.6%  
新千歳 国際 273,953 +22.0% 1,256,615 +34.5%  

計 2,035,532 +3.6% 18,943,526 -10.5%  
国内 94,356 +7.8% 469,444 +0.5%  

旭川 国際 1,478 -82.9% 0 　　　　　 －  
計 95,834 -0.4% 469,444 +0.5%  

国内 16,618 -1.0% 38,902 -28.9%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,618 -1.0% 38,902 -28.9%
国内 71,741 -4.4% 238,844 -16.5%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 71,741 -4.4% 238,844 -16.5%  

国内 58,154 +1.2% 243,865 +4.7%  
帯広 国際 2,096 +289.6% 0 　　　　　 －  

計 60,250 +3.9% 243,865 +4.7%  
国内 152,278 +1.4% 735,925 -3.4%  

函館 国際 16,953 -9.3% 0 　　　　　 －
計 169,231 +0.2% 735,925 -3.4%

利尻 国内 2,035 +17.6% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 921 +4.1% 516 -4.8%

国内 19,415 -4.0% 20,749 -39.2%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 19,415 -4.0% 20,749 -39.2%
紋別 国内 7,821 +14.2% 498 -26.3%

国内 75,668 +6.8% 179,060 -3.8%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 75,668 +6.8% 179,060 -3.8%
丘珠 国内 24,444 +21.9% 706 -8.1%

国内 701,625 +3.7% 829,177 -7.1%

東北地区 国際 50,155 +56.6% 12,039 -53.6%
計 751,780 +6.1% 841,216 -8.4%

国内 301,381 +4.5% 445,584 -18.7%
仙台 国際 30,795 +35.9% 11,897 -54.2%

計 332,176 +6.8% 457,481 -20.3%
国内 129,842 +10.9% 117,570 +3.1%

秋田 国際 5,790 +154.6% 0 　　　　　 －
計 135,632 +13.6% 117,570 +3.1%

国内 28,083 +7.6% 0 　　　　　 －
山形 国際 1,177 +106.9% 0 　　　　　 －

計 29,260 +9.7% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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同月増減（％） 貨物（kg）
対前年

同月増減（％）  
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国内 102,570 +1.6% 144,594 +3.3%
青森 国際 9,548 +57.1% 142 　　　　　 －

計 112,118 +4.7% 144,736 +3.4%
国内 40,634 -9.0% 22,245 +60.7%

花巻 国際 2,345 +427.0% 0 　　　　　 －
計 42,979 -4.7% 22,245 +60.7%

大館能代 国内 14,425 +7.8% 5,949 +3.8%
国内 36,473 +0.1% 41,938 +57.4%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 36,473 +0.1% 41,938 +57.4%

国内 24,315 -3.2% 3,042 +63.1%
福島 国際 500 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 24,815 -1.2% 3,042 +63.1%
三沢 国内 23,902 -2.7% 48,255 +14.3%

国内 6,959,543 +1.9% 67,136,847 +0.7%
国際 4,130,756 +6.2% 245,574,011 +4.8%
計 11,090,299 +3.4% 312,710,858 +3.9%

国内 614,553 +1.5% 3,049,837 -29.5%
成田 国際 2,638,825 +3.7% 195,041,000 +1.3%

計 3,253,378 +3.3% 198,090,837 +0.7%
東京 国内 6,128,461 +1.9% 63,945,916 +2.8%  

（羽田） 国際 1,450,361 +11.0% 50,433,410 +20.6%
計 7,578,822 +3.5% 114,379,326 +10.0%  

国内 90,769 +4.9% 16,958 -27.7%  
新潟 国際 9,627 -6.9% 15,427 -48.7%  

計 100,396 +3.7% 32,385 -39.5%  
大島 国内 1,892 -14.2% 1,332 +1.4%  

三宅島 国内 1,792 -10.8% 294 -26.7%  
八丈島 国内 15,525 -5.1% 79,399 +21.8%  
新島 国内 2,442 -14.6% 1,613 -12.2%  

神津島 国内 1,665 -16.9% 163 -3.6%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,569 -1.7% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,569 -1.7% 0 　　　　　 －  
国内 33,641 +7.2% 37,938 -8.5%

静岡 国際 23,799 +33.4% 58,942 +329.1%  
計 57,440 +16.7% 96,880 +75.6%  

調布 国内 7,164 -15.2% 3,397 -8.8%  
国内 49,070 +9.7% 0 　　　　　 －

百里 国際 8,144 -29.8% 25,232 -22.9%
計 57,214 +1.6% 25,232 -22.9%

東京航空局 国内 9,946,198 +1.9% 87,581,444 -2.5%  
国際 4,475,391 +7.2% 246,842,665 +4.9%  

合　　計 計 14,421,589 +3.5% 334,424,109 +2.9%  

  （注）
                       （１）東京航空局調べ（但し成田は、成田国際空港株式会社、東京税関作成の資料による）

                       （２）対前年同月比（％）について前年実績が無い場合「－」と記載                  　
                     　

関東信越
静岡地区


