
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 2,090,141 +2.1% 15,279,962 -0.1%

北海道地区 国際 332,565 +26.2% 2,143,010 +127.2%
計 2,422,706 +4.8% 17,422,972 +7.3%

国内 1,658,506 +3.1% 14,006,944 +0.6%  

新千歳 国際 313,000 +27.9% 2,143,010 +127.2%  

計 1,971,506 +6.4% 16,149,954 +8.7%  

国内 87,222 +1.4% 361,505 -3.6%  

旭川 国際 3,556 +31.0% 0 　　　　　 －  

計 90,778 +2.3% 361,505 -3.6%  

国内 7,235 -16.6% 9,755 -49.5%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 7,235 -16.6% 9,755 -49.5%

国内 55,331 +2.0% 166,719 -5.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 55,331 +2.0% 166,719 -5.6%  

国内 55,601 +0.0% 153,002 +2.9%  

帯広 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 55,601 -1.0% 153,002 +2.9%  

国内 120,695 -6.3% 464,933 -7.8%  

函館 国際 16,009 +3.0% 0 　　　　　 －

計 136,704 -5.3% 464,933 -7.8%

利尻 国内 1,568 -3.9% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 978 -15.7% 584 +48.6%

国内 13,805 -3.8% 20,884 -17.2%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,805 -3.8% 20,884 -17.2%

紋別 国内 5,063 -22.4% 190 -29.1%

国内 64,606 +3.2% 94,733 -20.3%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 64,606 +3.2% 94,733 -20.3%
丘珠 国内 19,531 +2.3% 713 +75.2%

国内 610,661 +3.1% 863,012 -5.4%

東北地区 国際 46,319 +46.5% 22,962 +0.1%
計 656,980 +5.3% 885,974 -5.2%

国内 270,698 +6.3% 469,664 -10.1%

仙台 国際 29,282 +27.2% 22,957 +0.1%

計 299,980 +8.0% 492,621 -9.7%

国内 106,737 -1.1% 133,171 +8.6%

秋田 国際 1,131 -7.9% 0 　　　　　 －

計 107,868 -1.2% 133,171 +8.6%

国内 26,752 +12.3% 0 　　　　　 －

山形 国際 399 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 27,151 +14.0% 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 83,939 +0.8% 146,901 -5.3%

青森 国際 7,227 +8.0% 5 　　　　　 －

計 91,166 +1.3% 146,906 -5.3%

国内 34,589 -0.6% 21,551 +14.8%

花巻 国際 3,760 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 38,349 +10.2% 21,551 +14.8%

大館能代 国内 10,496 -7.4% 7,499 +26.7%

国内 32,814 -0.1% 33,971 -15.9%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 32,814 -0.1% 33,971 -15.9%

国内 20,932 +5.4% 2,370 +37.5%

福島 国際 4,520 +562.8% 0 　　　　　 －

計 25,452 +23.9% 2,370 +37.5%
三沢 国内 23,704 +1.0% 47,885 +6.8%

国内 6,585,728 -5.0% 64,920,133 -5.3%

国際 4,552,632 +7.3% 254,409,226 +1.2%
計 11,138,360 -0.4% 319,329,359 -0.2%

国内 665,650 -5.8% 2,437,908 -34.4%

成田 国際 2,925,193 +7.5% 204,546,000 +0.0%

計 3,590,843 +4.8% 206,983,908 -0.6%

東京 国内 5,696,094 -5.3% 62,318,837 -3.6%  

（羽田） 国際 1,576,526 +6.5% 49,778,503 +6.4%

計 7,272,620 -3.0% 112,097,340 +0.6%  

国内 88,917 +8.7% 19,336 -42.8%  

新潟 国際 11,381 +13.3% 9,883 +0.1%  

計 100,298 +9.2% 29,219 -33.1%  

大島 国内 2,513 -9.0% 1,245 -13.0%  

三宅島 国内 2,233 +4.0% 271 +31.6%  

八丈島 国内 17,483 +0.2% 93,388 +5.7%  

新島 国内 2,840 +0.5% 1,951 -18.1%  

神津島 国内 1,972 -8.3% 262 +6.1%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,372 -2.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 254 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 11,626 -0.4% 0 　　　　　 －  

国内 35,891 +0.9% 43,204 -15.1%

静岡 国際 28,030 +21.0% 42,949 +114.9%  

計 63,921 +8.8% 86,153 +21.5%  

調布 国内 8,787 -3.5% 3,731 -12.6%  

国内 51,976 +14.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 11,248 +15.2% 31,891 +1.8%
計 63,224 +14.7% 31,891 +1.8%

東京航空局 国内 9,286,530 -3.0% 81,063,107 -4.4%  

国際 4,931,516 +8.6% 256,575,198 +1.7%  
合　　計 計 14,218,046 +0.7% 337,638,305 +0.2%  

  （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

関東信越
静岡地区


