
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 1,830,726 +7.7% 19,859,598 +0.4%

北海道地区 国際 378,371 +18.8% 1,793,438 +62.0%
計 2,209,097 +9.5% 21,653,036 +3.7%

国内 1,456,174 +9.5% 17,846,722 +2.9%  

新千歳 国際 359,070 +21.5% 1,793,438 +62.0%  

計 1,815,244 +11.7% 19,640,160 +6.4%  

国内 68,110 +0.3% 658,660 +14.9%  

旭川 国際 2,783 -42.4% 0 　　　　　 －  

計 70,893 -2.6% 658,660 +14.9%  

国内 6,269 +2.8% 10,620 -21.3%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,269 +2.8% 10,620 -21.3%

国内 49,435 -2.8% 256,454 -4.8%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 49,435 -2.8% 256,454 -4.8%  

国内 47,633 -1.6% 280,769 -13.3%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 47,633 -1.6% 280,769 -13.3%  

国内 114,902 +2.0% 624,327 -35.9%  

函館 国際 16,518 -8.5% 0 　　　　　 －

計 131,420 +0.5% 624,327 -35.9%

利尻 国内 1,325 +3.9% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 888 -5.3% 1,502 +131.1%

国内 13,758 +6.6% 31,213 +3.6%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,758 +6.6% 31,213 +3.6%

紋別 国内 5,397 +13.0% 405 -29.6%

国内 50,025 +7.4% 147,999 -37.4%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 50,025 +7.4% 147,999 -37.4%
丘珠 国内 16,810 -5.2% 927 +85.8%

国内 556,580 +7.7% 975,867 -10.2%

東北地区 国際 36,681 +50.8% 23,450 +9.2%
計 593,261 +9.7% 999,317 -9.8%

国内 252,210 +12.1% 578,381 -14.8%

仙台 国際 25,419 +19.7% 23,309 +8.6%

計 277,629 +12.7% 601,690 -14.0%

国内 95,969 +2.7% 126,679 -4.5%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 95,969 +2.7% 126,679 -4.5%

国内 23,690 +15.7% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 23,690 +15.7% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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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（％）  

旅　　客 貨　　物

国内 75,231 +5.3% 157,095 -2.3%

青森 国際 9,548 +274.4% 141 +1075.0%

計 84,779 +14.6% 157,236 -2.2%

国内 31,614 +19.7% 17,516 +8.0%

花巻 国際 1,714 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 33,328 +26.2% 17,516 +8.0%

大館能代 国内 10,042 +6.8% 7,656 +4.0%

国内 28,561 -6.0% 41,040 +15.9%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 28,561 -6.0% 41,040 +15.9%

国内 17,669 -3.5% 6,102 -64.9%

福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 17,669 -6.3% 6,102 -64.9%
三沢 国内 21,594 -0.3% 41,398 +8.4%

国内 6,266,235 +0.9% 77,932,248 +1.4%

国際 4,086,374 +6.5% 249,966,765 +7.1%
計 10,352,609 +3.0% 327,899,013 +5.7%

国内 597,989 +3.7% 3,237,997 -19.3%

成田 国際 2,599,156 +6.0% 199,629,000 +5.7%

計 3,197,145 +5.6% 202,866,997 +5.2%

東京 国内 5,486,366 +0.3% 74,480,367 +2.5%  

（羽田） 国際 1,445,768 +6.9% 50,242,817 +13.0%

計 6,932,134 +1.6% 124,723,184 +6.5%  

国内 67,180 +2.9% 55,770 +31.3%  

新潟 国際 9,584 +24.9% 21,013 -17.0%  

計 76,764 +5.2% 76,783 +13.2%  

大島 国内 2,480 -4.8% 1,508 　　　　　 －  

三宅島 国内 2,287 +17.6% 312 -45.4%  

八丈島 国内 14,721 +6.0% 108,365 -8.8%  

新島 国内 2,992 +4.0% 2,294 -6.4%  

神津島 国内 2,101 +11.8% 275 +96.4%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,580 +7.9% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 8,580 +7.8% 0 　　　　　 －  

国内 28,109 +8.1% 40,960 -25.4%

静岡 国際 24,279 +32.1% 43,498 +374.9%  

計 52,388 +18.0% 84,458 +31.8%  

調布 国内 8,965 +5.7% 4,400 -4.2%  

国内 44,465 +23.1% 0 　　　　　 －

百里 国際 7,587 -9.8% 30,437 +12.7%
計 52,052 +16.9% 30,437 +12.7%

東京航空局 国内 8,653,541 +2.7% 98,767,713 +1.1%  

国際 4,501,426 +7.7% 251,783,653 +7.4%  
合　　計 計 13,154,967 +4.3% 350,551,366 +5.5%  

  （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

関東信越
静岡地区


