
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 1,944,296 +6.9% 13,019,578 +1.2%

北海道地区 国際 394,647 +19.0% 2,787,152 +217.7%
計 2,338,943 +8.8% 15,806,730 +15.0%

国内 1,539,681 +7.1% 11,962,655 +2.4%  

新千歳 国際 368,300 +24.1% 2,787,152 +217.7%  

計 1,907,981 +10.1% 14,749,807 +17.5%  

国内 86,886 +10.4% 295,616 -4.9%  

旭川 国際 8,584 -19.6% 0 　　　　　 －  

計 95,470 +6.8% 295,616 -4.9%  

国内 6,413 +8.4% 5,029 -66.9%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,413 +8.4% 5,029 -66.9%

国内 54,468 +8.0% 144,441 +3.9%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 54,468 +8.0% 144,441 +3.9%  

国内 51,528 +5.1% 139,439 +7.9%  

帯広 国際 2,237 -0.5% 0 　　　　　 －  

計 53,765 +4.8% 139,439 +7.9%  

国内 97,674 +4.0% 360,589 -13.7%  

函館 国際 15,526 -29.1% 0 　　　　　 －

計 113,200 -2.3% 360,589 -13.7%

利尻 国内 1,341 -4.5% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 676 -21.4% 457 -17.1%

国内 14,131 +8.1% 22,514 +15.2%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,131 +8.1% 22,514 +15.2%

紋別 国内 6,514 -10.3% 253 -47.3%

国内 69,221 +7.0% 87,882 -44.5%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 69,221 +7.0% 87,882 -44.5%
丘珠 国内 15,763 +0.2% 703 +89.5%

国内 503,204 +8.8% 691,857 -4.1%

東北地区 国際 47,794 +22.7% 8,726 -58.1%
計 550,998 +9.9% 700,583 -5.6%

国内 231,803 +12.0% 355,988 -8.9%

仙台 国際 27,599 +8.1% 8,702 -58.2%

計 259,402 +11.5% 364,690 -11.4%

国内 81,637 +4.9% 103,968 -1.1%

秋田 国際 1,987 +160.8% 0 　　　　　 －

計 83,624 +6.4% 103,968 -1.1%

国内 20,947 +15.1% 0 　　　　　 －

山形 国際 1,767 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 22,714 +24.8% 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 70,412 +7.1% 128,951 +0.1%

青森 国際 11,503 -5.6% 24 　　　　　 －

計 81,915 +5.1% 128,975 +0.1%

国内 28,964 +14.1% 17,790 +27.5%

花巻 国際 3,087 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 32,051 +26.2% 17,790 +27.5%

大館能代 国内 8,362 +13.3% 7,264 +63.2%

国内 24,945 -4.9% 36,366 -16.5%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 24,945 -4.9% 36,366 -16.5%

国内 16,341 +10.1% 1,901 +44.0%

福島 国際 1,851 +287.2% 0 　　　　　 －

計 18,192 +18.7% 1,901 +44.0%
三沢 国内 19,793 +0.3% 39,629 +19.3%

国内 5,898,294 +2.1% 52,325,859 -10.1%

国際 3,928,792 +6.2% 207,421,245 +6.7%
計 9,827,086 +3.7% 259,747,104 +2.8%

国内 567,448 -3.2% 1,528,934 -46.9%

成田 国際 2,515,702 +6.3% 167,480,000 +5.6%

計 3,083,150 +4.4% 169,008,934 +4.7%

東京 国内 5,172,963 +2.7% 50,667,879 -8.2%  

（羽田） 国際 1,362,503 +5.7% 39,884,306 +11.3%

計 6,535,466 +3.3% 90,552,185 -0.5%  

国内 50,246 -11.6% 17,797 +6.0%  

新潟 国際 11,348 +20.4% 11,372 -5.0%  

計 61,594 -7.0% 29,169 +1.4%  

大島 国内 2,028 -11.1% 1,091 -5.0%  

三宅島 国内 2,032 +10.6% 255 -2.3%  

八丈島 国内 13,711 +5.7% 64,764 -16.7%  

新島 国内 2,762 +14.2% 1,509 -8.4%  

神津島 国内 1,627 -6.9% 92 -62.8%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,499 +10.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,499 +10.5% 0 　　　　　 －  

国内 26,318 +4.1% 40,587 +25.4%

静岡 国際 29,517 +20.8% 27,227 +221.6%  

計 55,835 +12.3% 67,814 +66.1%  

調布 国内 7,779 +2.9% 2,951 -11.1%  

国内 41,881 +26.3% 0 　　　　　 －

百里 国際 9,722 +19.7% 18,340 +8.2%
計 51,603 +25.0% 18,340 +8.2%

東京航空局 国内 8,345,794 +3.6% 66,037,294 -8.0%  

国際 4,371,233 +7.4% 210,217,123 +7.6%  
合　　計 計 12,717,027 +4.9% 276,254,417 +3.4%  

  （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


