
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 1,904,827 +1.7% 11,893,683 -1.2%

北海道地区 国際 398,614 +15.4% 1,880,336 +108.7%
計 2,303,441 +3.9% 13,774,019 +6.4%

国内 1,501,624 +1.1% 10,793,723 -1.3%  
新千歳 国際 379,700 +20.5% 1,880,336 +108.7%  

計 1,881,324 +4.5% 12,674,059 +7.1%  
国内 87,699 +7.2% 314,905 +4.1%  

旭川 国際 3,115 -65.0% 0 　　　　　 －  
計 90,814 +0.1% 314,905 +4.1%  

国内 6,092 +5.8% 4,881 -19.1%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,092 +5.8% 4,881 -19.1%
国内 52,154 -1.7% 160,126 +22.0%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 52,154 -1.7% 160,126 +22.0%  

国内 54,148 +3.4% 118,622 +5.4%  
帯広 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 54,148 -1.4% 118,622 +5.4%  
国内 109,435 +5.4% 380,172 -7.9%  

函館 国際 15,799 -15.6% 0 　　　　　 －
計 125,234 +2.2% 380,172 -7.9%

利尻 国内 1,365 -6.3% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 952 +5.0% 670 -13.2%

国内 13,969 +1.7% 24,997 +31.4%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,969 +1.7% 24,997 +31.4%
紋別 国内 6,101 -4.6% 200 -43.5%

国内 55,083 +6.1% 94,984 -24.5%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 55,083 +6.1% 94,984 -24.5%
丘珠 国内 16,205 -1.0% 403 +21.0%

国内 501,327 +5.6% 678,228 -8.8%

東北地区 国際 42,460 +45.2% 17,404 +10.0%
計 543,787 +7.9% 695,632 -8.4%

国内 219,132 +8.7% 354,087 -17.1%
仙台 国際 27,009 +8.9% 17,264 +9.1%

計 246,141 +8.7% 371,351 -16.2%
国内 88,734 +1.7% 101,811 +0.1%

秋田 国際 1,062 -37.2% 0 　　　　　 －
計 89,796 +0.9% 101,811 +0.1%

国内 21,272 +17.9% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,272 +17.9% 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（％）  
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国内 71,792 +7.5% 119,865 +2.3%
青森 国際 10,352 +275.6% 140 　　　　　 －

計 82,144 +18.1% 120,005 +2.4%
国内 29,040 +5.7% 16,230 +12.2%

花巻 国際 2,768 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 31,808 +15.8% 16,230 +12.2%

大館能代 国内 9,426 +3.9% 6,510 +71.8%
国内 23,984 -10.9% 37,142 +1.2%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 23,984 -10.9% 37,142 +1.2%

国内 16,221 +1.1% 2,493 -37.3%
福島 国際 1,269 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 17,490 +9.1% 2,493 -37.3%
三沢 国内 21,726 +2.1% 40,090 +4.5%

国内 5,662,941 -5.2% 50,531,721 -10.8%
国際 4,045,383 +3.1% 219,386,502 +7.7%
計 9,708,324 -1.9% 269,918,223 +3.7%

国内 563,704 -3.4% 1,916,100 -55.1%
成田 国際 2,595,507 +2.7% 175,116,000 +6.2%

計 3,159,211 +1.5% 177,032,100 +4.7%
東京 国内 4,938,041 -5.7% 48,477,716 -7.1%  

（羽田） 国際 1,409,126 +4.2% 44,193,424 +13.7%
計 6,347,167 -3.7% 92,671,140 +1.8%  

国内 50,910 +2.8% 14,754 -7.3%  
新潟 国際 9,649 +5.1% 8,402 -24.2%  

計 60,559 +3.1% 23,156 -14.2%  
大島 国内 2,297 -5.0% 1,265 -0.4%  

三宅島 国内 2,210 +6.6% 297 +24.8%  
八丈島 国内 15,278 +6.3% 76,962 -2.1%  
新島 国内 2,706 +4.3% 1,496 -16.4%  

神津島 国内 1,865 -5.7% 172 -35.3%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,401 +17.0% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 8,401 +17.0% 0 　　　　　 －  
国内 27,505 +4.4% 39,701 -6.7%

静岡 国際 23,419 -6.7% 38,443 +222.4%  
計 50,924 -1.0% 78,144 +43.5%  

調布 国内 8,305 +0.3% 3,258 -9.2%  
国内 41,719 +23.4% 0 　　　　　 －

百里 国際 7,682 -15.1% 30,233 +73.7%
計 49,401 +15.3% 30,233 +73.7%

東京航空局 国内 8,069,095 -3.0% 63,103,632 -9.1%  
国際 4,486,457 +4.4% 221,284,242 +8.1%  

合　　計 計 12,555,552 -0.5% 284,387,874 +3.8%  

  （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


