
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 2,392,546 +1.4% 18,091,852 -13.1%

北海道地区 国際 401,763 +13.0% 2,032,935 +129.2%
計 2,794,309 +2.9% 20,124,787 -7.3%

国内 1,824,357 +2.6% 16,299,566 -13.6%  

新千歳 国際 373,900 +16.2% 2,032,935 +129.2%  

計 2,198,257 +4.7% 18,332,501 -7.2%  

国内 107,780 -3.8% 553,427 +0.0%  

旭川 国際 9,708 -36.9% 0 　　　　　 －  

計 117,488 -7.8% 553,427 +0.0%  

国内 35,665 +0.4% 12,217 -39.5%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 35,665 +0.4% 12,217 -39.5%

国内 70,668 -3.7% 178,684 -10.7%  

釧路 国際 406 +198.5% 0 　　　　　 －  

計 71,074 -3.4% 178,684 -10.7%  

国内 62,268 +3.2% 238,246 -13.5%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 62,268 +3.2% 238,246 -13.5%  

国内 144,847 -4.3% 602,078 -13.2%  

函館 国際 17,135 -6.2% 0 　　　　　 －

計 161,982 -4.5% 602,078 -13.2%

利尻 国内 7,822 -3.9% 654 -0.5%

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 535 -43.6% 324 -27.5%

国内 21,763 -0.6% 24,983 -29.8%

中標津 国際 140 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,903 +0.0% 24,983 -29.8%

紋別 国内 4,790 -13.2% 460 +15.6%

国内 86,516 -1.1% 180,524 -0.6%

女満別 国際 474 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 86,990 -0.6% 180,524 -0.6%
丘珠 国内 25,535 +2.6% 689 -2.0%

国内 639,845 +0.1% 785,079 -7.1%

東北地区 国際 35,039 +39.6% 15,564 +15.4%
計 674,884 +1.6% 800,643 -6.8%

国内 274,153 +1.1% 407,548 -11.7%

仙台 国際 24,281 +30.2% 15,536 +15.4%

計 298,434 +3.0% 423,084 -11.0%

国内 112,423 -2.1% 131,552 -0.2%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 112,423 -2.1% 131,552 -0.2%

国内 28,104 -0.8% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 28,104 -0.8% 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 95,833 -0.5% 142,317 -0.4%

青森 国際 6,019 +3.6% 28 +55.6%

計 101,852 -0.2% 142,345 -0.4%

国内 38,202 +5.1% 16,560 -11.5%

花巻 国際 2,382 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 40,584 +11.6% 16,560 -11.5%

大館能代 国内 12,301 +1.4% 7,546 +11.1%

国内 33,018 -4.8% 43,596 -11.0%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 33,018 -6.6% 43,596 -11.0%

国内 21,972 -12.3% 1,855 +0.6%

福島 国際 2,357 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 24,329 -2.9% 1,855 +0.6%
三沢 国内 23,839 +17.2% 34,105 +4.5%

国内 6,525,965 -2.2% 63,826,391 -5.5%

国際 4,488,368 +7.5% 223,975,370 -6.2%
計 11,014,333 +1.5% 287,801,761 -6.1%

国内 611,750 -7.9% 2,106,990 -20.6%

成田 国際 2,900,559 +8.1% 173,635,000 -10.7%

計 3,512,309 +4.9% 175,741,990 -10.9%

東京 国内 5,690,394 -1.9% 61,591,792 -4.9%  

（羽田） 国際 1,537,970 +6.5% 50,251,574 +13.6%

計 7,228,364 -0.2% 111,843,366 +2.6%  

国内 83,263 +8.1% 12,029 -22.6%  

新潟 国際 11,327 +22.6% 8,937 -10.2%  

計 94,590 +9.6% 20,966 -17.7%  

大島 国内 2,129 -9.8% 1,253 -8.5%  

三宅島 国内 2,537 +10.4% 287 -59.6%  

八丈島 国内 20,389 +10.7% 74,388 -8.8%  

新島 国内 2,978 -3.9% 1,560 -18.5%  

神津島 国内 2,050 -6.7% 227 -41.3%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,060 +2.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 272 -11.7% 0 　　　　　 －  

計 12,332 +2.1% 0 　　　　　 －  

国内 36,166 +15.0% 34,520 -5.4%

静岡 国際 25,635 +2.6% 53,716 +9.4%  

計 61,801 +9.5% 88,236 +3.1%  

調布 国内 9,098 -2.1% 3,345 -26.1%  

国内 53,151 +2.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 12,605 +1.2% 26,143 -12.6%
計 65,756 +2.3% 26,143 -12.6%

東京航空局 国内 9,558,356 -1.2% 82,703,322 -7.3%  

国際 4,925,170 +8.1% 226,023,869 -5.7%  
合　　計 計 14,483,526 +1.8% 308,727,191 -6.2%  

  （注）

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


