
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 2,227,455 +4.1% 14,382,738 -10.1%

北海道地区 国際 313,420 +26.8% 1,819,302 +110.1%
計 2,540,875 +6.5% 16,202,040 -3.9%

国内 1,709,402 +4.0% 12,898,599 -10.4%  

新千歳 国際 296,054 +28.2% 1,819,302 +110.1%  

計 2,005,456 +7.0% 14,717,901 -3.6%  

国内 92,552 +4.1% 430,098 -9.9%  

旭川 国際 2,502 +64.5% 0 　　　　　 －  

計 95,054 +5.2% 430,098 -9.9%  

国内 27,497 -5.5% 6,221 +8.6%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 27,497 -5.5% 6,221 +8.6%

国内 63,332 +2.2% 193,825 +11.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 63,332 +2.2% 193,825 +11.6%  

国内 55,899 +7.2% 166,310 -12.5%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 55,899 +7.2% 166,310 -12.5%  

国内 144,636 +4.5% 530,942 -11.0%  

函館 国際 14,864 +1.4% 0 　　　　　 －

計 159,500 +4.2% 530,942 -11.0%

利尻 国内 8,292 +7.3% 351 -45.5%

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 559 -32.9% 281 +1.8%

国内 19,980 +8.3% 20,216 -12.8%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 19,980 +8.3% 20,216 -12.8%

紋別 国内 4,513 -7.2% 354 +7.6%

国内 76,625 +8.1% 135,148 +3.6%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 76,625 +8.1% 135,148 +3.6%
丘珠 国内 24,168 +7.1% 393 +14.2%

国内 642,456 +10.9% 1,026,452 -3.8%

東北地区 国際 32,120 +41.6% 9,343 -37.3%
計 674,576 +12.1% 1,035,795 -4.2%

国内 280,662 +14.5% 586,410 -11.0%

仙台 国際 21,536 +32.6% 9,306 -37.5%

計 302,198 +15.6% 595,716 -11.6%

国内 108,327 +5.6% 132,044 +11.7%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 108,327 +5.6% 132,044 +11.7%

国内 29,079 +3.6% 17,397 +5.0%

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 29,079 +3.6% 17,397 +5.0%

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 94,051 -7.2% 142,278 -18.1%

青森 国際 6,220 +2.2% 37 　　　　　 －

計 100,271 -6.7% 142,315 -18.0%

国内 36,994 +3.8% 12,693 -31.0%

花巻 国際 2,195 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 39,189 +9.9% 12,693 -31.0%

大館能代 国内 12,262 +8.4% 5,968 +5.4%

国内 33,718 +0.2% 81,742 +10.9%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 33,718 +0.2% 81,742 +10.9%

国内 23,221 +9.1% 12,360 +575.0%

福島 国際 2,169 +499.2% 0 　　　　　 －

計 25,390 +17.3% 12,360 +575.0%
三沢 国内 24,142 　　　　　 － 35,560 　　　　　 －

国内 6,275,929 +1.7% 55,950,671 -5.7%

国際 4,208,211 +11.6% 228,098,211 -3.0%
計 10,484,140 +5.5% 284,048,882 -3.5%

国内 552,660 -6.5% 2,120,857 -21.2%

成田 国際 2,697,984 +11.4% 178,607,000 -6.2%

計 3,250,644 +7.9% 180,727,857 -6.4%

東京 国内 5,518,035 +2.4% 53,694,881 -5.0%  

（羽田） 国際 1,463,611 +11.6% 49,406,671 +10.6%

計 6,981,646 +4.2% 103,101,552 +1.9%  

国内 87,349 +15.0% 9,981 +9.2%  

新潟 国際 10,843 +28.0% 9,091 -46.3%  

計 98,192 +16.3% 19,072 -26.9%  

大島 国内 1,499 -20.6% 1,237 -1.8%  

三宅島 国内 2,051 +2.9% 392 +2.6%  

八丈島 国内 12,164 -0.7% 73,590 -8.3%  

新島 国内 2,578 -5.5% 1,838 -1.3%  

神津島 国内 1,363 -18.6% 267 +115.3%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 10,651 -1.1% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 10,651 -1.1% 0 　　　　　 －  

国内 32,930 +12.5% 43,876 +15.5%

静岡 国際 24,698 +14.2% 50,426 +6.8%  

計 57,628 +13.2% 94,302 +10.7%  

調布 国内 7,027 -7.7% 3,752 +2.9%  

国内 47,622 +1.0% 0 　　　　　 －

百里 国際 11,075 +44.8% 25,023 -27.0%
計 58,697 +7.1% 25,023 -27.0%

東京航空局 国内 9,145,840 +2.9% 71,359,861 -6.6%  

国際 4,553,751 +12.7% 229,926,856 -2.6%  
合　　計 計 13,699,591 +6.0% 301,286,717 -3.6%  

  （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

                     　（４）確定値については、今後修正される場合がございます

関東信越
静岡地区


