
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 2,670,302 +6.8% 19,883,524 -7.8%

北海道地区 国際 358,312 +27.9% 995,928 +24.3%
計 3,028,614 +8.9% 20,879,452 -6.7%

国内 2,000,898 +6.4% 17,721,577 -8.1%  
新千歳 国際 324,100 +32.5% 995,928 +24.3%  

計 2,324,998 +9.4% 18,717,505 -6.8%  
国内 124,506 +3.9% 592,541 -0.2%  

旭川 国際 14,442 -24.0% 0 　　　　　 －  
計 138,948 +0.1% 592,541 -0.2%  

国内 33,515 +5.2% 36,531 -66.4%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 33,515 +5.2% 36,531 -66.4%
国内 90,548 +7.0% 297,716 -10.6%  

釧路 国際 398 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 90,946 +7.5% 297,716 -10.6%  

国内 72,505 +11.7% 265,188 +15.9%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 72,505 +11.7% 265,188 +15.9%  
国内 177,867 +8.6% 711,258 -0.3%  

函館 国際 19,372 +16.7% 0 　　　　　 －
計 197,239 +9.3% 711,258 -0.3%

利尻 国内 8,984 +9.3% 1,004 +10.8%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,240 +4.5% 346 -12.2%

国内 24,817 +1.9% 43,833 -39.8%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 24,817 +1.9% 43,833 -39.8%
紋別 国内 7,029 +5.8% 535 -5.3%

国内 103,467 +6.8% 212,524 -5.5%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 103,467 +6.8% 212,524 -5.5%
丘珠 国内 24,926 +33.8% 471 -34.6%

国内 745,931 +14.9% 801,966 -0.2%

東北地区 国際 28,286 +24.5% 16,684 -32.6%
計 774,217 +15.3% 818,650 -1.2%

国内 306,804 +16.6% 402,304 -1.8%
仙台 国際 20,995 +9.3% 16,684 -32.5%

計 327,799 +16.1% 418,988 -3.6%
国内 135,904 +13.8% 130,610 -1.1%

秋田 国際 511 -3.6% 0 　　　　　 －
計 136,415 +13.7% 130,610 -1.1%

国内 30,857 +27.0% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 30,857 +27.0% 0 　　　　　 －
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国内 113,133 +3.7% 143,374 -0.5%
青森 国際 6,466 +117.7% 0 -100.0%

計 119,599 +6.7% 143,374 -0.5%
国内 45,842 +9.6% 18,574 +44.1%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 45,842 +9.6% 18,574 +44.1%

大館能代 国内 15,949 +4.7% 6,086 -17.1%
国内 42,619 +11.2% 63,096 -16.0%

庄内 国際 130 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 42,749 +11.6% 63,096 -16.0%

国内 26,158 +17.1% 2,896 -48.2%
福島 国際 184 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,342 +17.9% 2,896 -48.2%
三沢 国内 28,665 +86.6% 35,026 +110.6%

国内 7,434,267 +4.1% 65,298,606 -2.3%
国際 4,489,273 +5.4% 229,956,531 +11.3%
計 11,923,540 +4.6% 295,255,137 +8.0%

国内 741,402 +8.4% 2,582,432 -40.1%
成田 国際 2,908,808 +2.7% 187,027,000 +8.4%

計 3,650,210 +3.8% 189,609,432 +7.2%
東京 国内 6,431,610 +3.4% 62,561,519 +0.3%  

（羽田） 国際 1,532,193 +12.1% 42,849,932 +25.7%
計 7,963,803 +4.9% 105,411,451 +9.3%  

国内 91,267 +10.5% 9,875 -9.4%  
新潟 国際 9,415 -21.4% 7,212 +1.9%  

計 100,682 +6.4% 17,087 -5.0%  
大島 国内 2,798 -4.1% 1,270 -0.5%  

三宅島 国内 2,775 +19.3% 346 -17.0%  
八丈島 国内 28,499 +7.3% 96,827 -7.4%  
新島 国内 3,606 +9.7% 2,017 -3.6%  

神津島 国内 2,933 +11.3% 288 +179.6%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 16,970 +2.2% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 16,970 +2.2% 0 　　　　　 －  
国内 43,815 +12.5% 40,109 +41.0%

静岡 国際 29,194 -7.9% 45,003 +429.2%  
計 73,009 +3.3% 85,112 +130.3%  

調布 国内 11,624 +8.8% 3,923 +0.8%  
国内 56,968 +21.7% 0 　　　　　 －

百里 国際 9,663 -44.2% 27,384 -6.9%
計 66,631 +3.9% 27,384 -6.9%

東京航空局 国内 10,850,500 +5.5% 85,984,096 -3.6%  
国際 4,875,871 +6.9% 230,969,143 +11.3%  

合　　計 計 15,726,371 +5.9% 316,953,239 +6.8%  

  （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
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