
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 2,401,826 +0.8% 19,667,672 -14.9%

北海道地区 国際 254,512 +26.6% 1,156,853 +26.0%
計 2,656,338 +2.8% 20,824,525 -13.4%

国内 1,828,242 +0.3% 17,584,197 -15.4%  
新千歳 国際 237,090 +34.4% 1,156,853 +26.0%  

計 2,065,332 +3.3% 18,741,050 -13.7%  
国内 104,876 +3.5% 559,574 -9.8%  

旭川 国際 4,100 -49.2% 0 　　　　　 －  
計 108,976 -0.4% 559,574 -9.8%  

国内 26,384 -5.3% 33,513 -46.4%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,384 -5.3% 33,513 -46.4%
国内 74,288 -1.9% 227,363 -24.3%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 74,288 -1.9% 227,363 -24.3%  

国内 61,397 +8.1% 260,158 -0.5%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 61,397 +8.1% 260,158 -0.5%  
国内 157,253 +0.3% 750,202 -4.9%  

函館 国際 13,322 -19.9% 0 　　　　　 －
計 170,575 -1.7% 750,202 -4.9%

利尻 国内 7,483 +19.6% 733 +81.4%
礼文 国内 0 - 0 -
奥尻 国内 918 +5.0% 402 +122.1%

国内 20,288 -9.8% 27,841 -59.4%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 20,288 -9.8% 27,841 -59.4%
紋別 国内 5,745 -17.6% 667 +87.4%

国内 90,376 +6.9% 222,545 -3.4%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 90,376 +6.9% 222,545 -3.4%
丘珠 国内 24,576 +26.1% 477 -57.8%

国内 678,987 +4.5% 819,778 -4.0%

東北地区 国際 28,531 +28.9% 15,708 -45.3%
計 707,518 +5.3% 835,486 -5.4%

国内 296,438 +8.5% 407,917 -14.5%
仙台 国際 20,048 +10.0% 15,708 -45.3%

計 316,486 +8.5% 423,625 -16.2%
国内 122,443 +3.2% 125,431 +3.0%

秋田 国際 939 +143.3% 0 　　　　　 －
計 123,382 +3.7% 125,431 +3.0%

国内 27,706 +17.4% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 27,706 +17.4% 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 99,357 +0.0% 158,342 +3.9%
青森 国際 5,658 +113.5% 0 -100.0%

計 105,015 +3.0% 158,342 +3.9%
国内 37,352 -6.3% 20,768 +41.2%

花巻 国際 1,886 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 39,238 -1.6% 20,768 +41.2%

大館能代 国内 15,012 +3.4% 7,923 +21.0%
国内 33,523 +0.3% 55,915 +21.0%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 33,523 -0.6% 55,915 +21.0%

国内 23,061 +4.4% 2,346 -18.5%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 23,061 +1.8% 2,346 -18.5%
三沢 国内 24,095 -2.8% 41,136 +25.4%

国内 6,834,468 +1.6% 67,485,219 -2.2%
国際 4,062,350 +5.9% 240,714,015 +9.6%
計 10,896,818 +3.2% 308,199,234 +6.8%

国内 644,704 +5.6% 3,541,485 -19.4%
成田 国際 2,599,612 +2.0% 194,475,000 +6.5%

計 3,244,316 +2.7% 198,016,485 +5.9%
東京 国内 5,978,848 +1.1% 63,816,714 -1.0%  

（羽田） 国際 1,423,098 +13.9% 46,139,592 +24.7%
計 7,401,946 +3.3% 109,956,306 +8.4%  

国内 82,660 -2.1% 11,595 +29.0%  
新潟 国際 8,111 -13.2% 16,468 +0.8%  

計 90,771 -3.2% 28,063 +10.8%  
大島 国内 1,943 -2.5% 1,187 +2.6%  

三宅島 国内 2,246 +13.6% 308 +12.0%  
八丈島 国内 18,011 -0.1% 68,690 -10.8%  
新島 国内 2,669 -1.4% 1,662 -10.1%  

神津島 国内 2,003 +15.3% 151 +0.7%  
佐渡 国内 28 -67.4% 0 　　　　　 －  

国内 11,352 +6.3% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 11,352 +6.3% 0 　　　　　 －  
国内 31,629 +0.9% 40,114 -1.3%

静岡 国際 23,222 +34.0% 54,196 +215.9%  
計 54,851 +12.7% 94,310 +63.2%  

調布 国内 8,399 +5.2% 3,313 -3.4%  
国内 49,976 +19.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 8,307 -29.2% 28,759 -14.3%
計 58,283 +8.9% 28,759 -14.3%

東京航空局 国内 9,915,281 +1.6% 87,972,669 -5.4%  
国際 4,345,393 +7.0% 241,886,576 +9.6%  

合　　計 計 14,260,674 +3.2% 329,859,245 +5.2%  

  （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


