
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 1,957,009 +6.5% 17,382,557 -8.3%

北海道地区 国際 272,754 +26.5% 1,329,835 +25.3%
計 2,229,763 +8.6% 18,712,392 -6.6%

国内 1,536,856 +7.3% 15,979,900 -8.9%  
新千歳 国際 256,746 +31.8% 1,329,835 +25.3%  

計 1,793,602 +10.2% 17,309,735 -7.0%  
国内 74,690 +10.8% 367,949 +26.7%  

旭川 国際 468 -90.1% 0 　　　　　 －  
計 75,158 +4.2% 367,949 +26.7%  

国内 8,158 +2.8% 7,295 +27.5%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 8,158 +2.8% 7,295 +27.5%
国内 59,046 -0.6% 206,464 +10.1%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 59,046 -0.6% 206,464 +10.1%  

国内 53,831 +2.1% 117,727 -30.6%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 53,831 +2.1% 117,727 -30.6%  
国内 119,710 +3.0% 554,346 -8.7%  

函館 国際 15,540 -3.9% 0 　　　　　 －
計 135,250 +2.2% 554,346 -8.7%

利尻 国内 1,738 +5.3% 0 　　　　　 －
礼文 国内 0 - 0 -
奥尻 国内 934 +8.1% 962 +116.7%

国内 16,629 +0.2% 14,389 -19.6%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,629 +0.2% 14,389 -19.6%
紋別 国内 7,177 +29.9% 355 -52.2%

国内 59,250 +4.4% 132,512 -6.5%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 59,250 +4.4% 132,512 -6.5%
丘珠 国内 18,990 -3.0% 658 +0.6%

国内 665,920 +8.2% 894,022 -1.8%

東北地区 国際 49,216 +53.1% 14,731 -23.5%
計 715,136 +10.4% 908,753 -2.3%

国内 293,578 +9.9% 500,807 -8.4%
仙台 国際 28,910 +23.4% 14,595 -22.7%

計 322,488 +11.0% 515,402 -8.9%
国内 118,714 +9.1% 120,660 +10.4%

秋田 国際 5,192 +162.0% 0 　　　　　 －
計 123,906 +11.9% 120,660 +10.4%

国内 26,752 +14.4% 0 　　　　　 －
山形 国際 597 -6.9% 0 　　　　　 －

計 27,349 +13.9% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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空港等名 備　　　考

旅客数（人）
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同月増減（％） 貨物（kg）
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同月増減（％）  

旅　　客 貨　　物

国内 92,685 +6.4% 159,210 +0.4%
青森 国際 11,268 +208.7% 136 -65.6%

計 103,953 +14.5% 159,346 +0.2%
国内 38,146 +5.0% 17,149 -8.4%

花巻 国際 2,678 +265.3% 0 　　　　　 －
計 40,824 +10.1% 17,149 -8.4%

大館能代 国内 12,475 +5.8% 6,055 +5.9%
国内 36,358 +0.5% 43,175 +33.0%

庄内 国際 9 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 36,367 +0.5% 43,175 +33.0%

国内 23,966 +8.1% 2,182 -11.3%
福島 国際 562 -65.6% 0 　　　　　 －

計 24,528 +3.0% 2,182 -11.3%
三沢 国内 23,246 +2.3% 44,784 +23.1%

国内 6,722,555 +4.2% 64,916,548 -3.4%
国際 4,063,584 +10.2% 253,875,047 +11.2%
計 10,786,139 +6.4% 318,791,595 +7.9%

国内 601,457 +2.6% 3,161,204 -11.2%
成田 国際 2,589,145 +9.8% 201,781,000 +9.4%

計 3,190,602 +8.4% 204,942,204 +9.0%
東京 国内 5,904,167 +3.9% 61,622,987 -3.0%  

（羽田） 国際 1,432,353 +10.5% 51,981,286 +18.8%
計 7,336,520 +5.1% 113,604,273 +5.9%  

国内 82,825 +7.2% 14,266 -13.3%  
新潟 国際 9,562 +20.1% 25,372 -3.3%  

計 92,387 +8.4% 39,638 -7.1%  
大島 国内 2,187 +2.3% 1,298 -4.5%  

三宅島 国内 2,429 +21.8% 398 -35.8%  
八丈島 国内 19,142 +28.2% 74,011 -11.2%  
新島 国内 3,292 +22.2% 1,826 -1.3%  

神津島 国内 2,166 +17.7% 350 +138.1%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 10,897 +6.3% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 10,897 +6.3% 0 　　　　　 －  
国内 33,328 +16.4% 36,327 +7.1%

静岡 国際 25,231 +38.5% 52,173 +557.7%  
計 58,559 +25.0% 88,500 +111.4%  

調布 国内 9,422 +18.2% 3,881 -2.4%  
国内 51,243 +40.4% 0 　　　　　 －

百里 国際 7,293 -11.1% 35,216 +37.6%
計 58,536 +31.0% 35,216 +37.6%

東京航空局 国内 9,345,484 +4.9% 83,193,127 -4.5%  
国際 4,385,554 +11.4% 255,219,613 +11.3%  

合　　計 計 13,731,038 +6.9% 338,412,740 +6.9%  

  （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）着陸回数の「その他」は、チャーター便、ダイバート機、プライベート機等
                     　（３）対前年同月比（％）について前年実績が無い場合「－」と記載
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静岡地区


