
管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 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 2,054,992 +7.0% 13,399,658 -8.4%

北海道地区 国際 243,830 +29.9% 924,203 +18.7%
計 2,298,822 +9.0% 14,323,861 -7.0%

国内 1,597,977 +6.0% 11,997,713 -9.3%  
新千歳 国際 228,476 +41.2% 924,203 +18.7%  

計 1,826,453 +9.4% 12,921,916 -7.7%  
国内 81,436 +12.7% 420,727 +8.3%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 81,436 -2.7% 420,727 +8.3%  

国内 15,120 +8.8% 20,479 +125.6%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 15,120 +8.8% 20,479 +125.6%
国内 55,735 +5.2% 187,695 +15.2%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 55,735 +5.2% 187,695 +15.2%  

国内 50,246 +12.2% 123,454 -27.9%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 50,246 +12.2% 123,454 -27.9%  
国内 143,783 +7.1% 517,331 -9.0%  

函館 国際 15,354 +5.7% 0 　　　　　 －
計 159,137 +6.9% 517,331 -9.0%

利尻 国内 2,462 +22.5% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 739 +10.5% 277 +42.1%

国内 17,132 +14.4% 27,184 +29.0%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 17,132 +14.4% 27,184 +29.0%
国内 6,232 +18.3% 401 -57.3%

紋別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 6,232 +18.3% 401 -57.3%

国内 61,617 +9.6% 104,059 +39.5%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 61,617 +9.6% 104,059 +39.5%
丘珠 国内 22,513 +42.2% 338 -57.2%

国内 610,005 +6.4% 761,628 +1.1%

東北地区 国際 22,804 +61.9% 13,848 +65.9%
計 632,809 +7.7% 775,476 +1.8%

国内 250,619 +3.3% 421,363 -4.3%
仙台 国際 17,735 +71.5% 13,846 +65.9%

計 268,354 +6.1% 435,209 -3.0%
国内 114,763 +11.8% 106,111 +5.3%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 114,763 +11.6% 106,111 +5.3%

国内 26,452 +27.9% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,452 +27.9% 0 　　　　　 －

国内 102,374 +19.8% 159,360 +13.3%
青森 国際 4,925 +74.1% 2 　　　　　 －

計 107,299 +21.5% 159,362 +13.3%
国内 37,700 +7.8% 16,807 +17.8%

花巻 国際 144 -64.1% 0 　　　　　 －
計 37,844 +7.0% 16,807 +17.8%

国内 13,691 +10.5% 4,866 +17.4%
大館能代 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,691 +10.5% 4,866 +17.4%
国内 35,008 +10.1% 41,916 +83.0%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 35,008 +10.1% 41,916 +83.0%

国内 20,987 -1.4% 1,772 -9.7%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 20,987 -3.1% 1,772 -9.7%
国内 8,411 -60.6% 9,433 -67.0%

三沢 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 8,411 -60.6% 9,433 -67.0%

国内 6,478,111 +10.2% 55,823,488 -1.3%
国際 3,829,159 +7.2% 229,830,174 +16.2%
計 10,307,270 +9.1% 285,653,662 +12.3%

成田 国内 627,938 +9.5% 1,965,466 -40.5%
国際 2,457,469 +5.0% 182,962,000 +10.9%
計 3,085,407 +5.9% 184,927,466 +9.9%

東京 国内 5,642,431 +10.3% 53,701,995 +1.2%  
（羽田） 国際 1,333,344 +12.4% 46,811,125 +42.6%

計 6,975,775 +10.7% 100,513,120 +17.0%  
国内 81,336 +3.6% 17,235 -9.8%  

新潟 国際 8,382 -8.3% 16,029 -31.8%  
計 89,718 +2.3% 33,264 -21.9%  

大島 国内 2,059 -5.3% 1,315 -3.7%  
三宅島 国内 2,173 +20.7% 628 -32.0%  

国内 18,048 +16.2% 89,536 -4.2%  
八丈島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 18,048 +16.2% 89,536 -4.2%  
新島 国内 2,610 -6.5% 1,634 -43.5%  

神津島 国内 1,994 +16.7% 225 -8.5%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,786 +22.5% 0 　　　　　 －
松本 国際 334 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,120 +26.0% 0 　　　　　 －  
国内 32,844 +16.9% 41,605 +6.6%

静岡 国際 21,211 -2.5% 23,255 +232.3%  
計 54,055 +8.4% 64,860 +40.9%  

調布 国内 8,277 +6.0% 3,849 -29.0%  
国内 46,615 +20.4% 0 　　　　　 －

百里 国際 8,419 -40.7% 17,765 -34.2%
計 55,034 +4.0% 17,765 -34.2%

東京航空局 国内 9,143,108 +9.2% 69,984,774 -2.7%  
国際 4,095,793 +8.6% 230,768,225 +16.2%  

合　　計 計 13,238,901 +9.0% 300,752,999 +11.2%  

  （注）
                       （１）東京航空局調べ（但し成田は、成田国際空港株式会社調べ）
                     　（２）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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