
管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 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 1,837,148 +1.3% 18,964,121 +0.7%

北海道地区 国際 215,664 +22.6% 1,061,438 +12.8%
計 2,052,812 +3.2% 20,025,559 +1.2%

国内 1,432,486 +1.9% 17,542,253 +1.4%  

新千歳 国際 194,770 +30.0% 1,061,438 +12.8%  

計 1,627,256 +4.6% 18,603,691 +2.0%  

国内 67,410 -2.5% 290,424 -16.7%  

旭川 国際 4,730 -60.0% 0 　　　　　 －  

計 72,140 -10.9% 290,424 -16.7%  

国内 7,937 -13.5% 5,721 +30.1%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 7,937 -13.5% 5,721 +30.1%

国内 59,425 +6.2% 187,475 +2.7%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 59,425 +5.7% 187,475 +2.7%  

国内 52,742 -3.1% 169,562 -10.4%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 52,742 -3.1% 169,562 -10.4%  

国内 116,216 -7.5% 607,266 -12.0%  

函館 国際 16,164 +17.1% 0 　　　　　 －

計 132,380 -5.1% 607,266 -12.0%

利尻 国内 1,650 +17.3% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 864 +6.3% 444 +74.1%

国内 16,591 +6.1% 17,905 +7.7%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,591 +6.1% 17,905 +7.7%

紋別 国内 5,524 -16.3% 743 +23.2%

国内 56,735 +1.2% 141,674 +28.9%

女満別 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 56,735 +0.8% 141,674 +28.9%
丘珠 国内 19,568 +39.7% 654 -20.5%

国内 615,606 +3.5% 910,450 +8.0%

東北地区 国際 32,144 +39.0% 19,264 +6.7%
計 647,750 +4.8% 929,714 +8.0%

国内 267,199 +2.2% 546,740 +13.4%

仙台 国際 23,435 +61.7% 18,869 +10.0%

計 290,634 +5.3% 565,609 +13.3%

国内 108,773 -12.3% 109,310 -11.9%

秋田 国際 1,982 -57.7% 0 -100.0%

計 110,755 -14.0% 109,310 -12.3%

国内 23,379 +19.2% 0 　　　　　 －

山形 国際 641 +45.4% 0 　　　　　 －
計 24,020 +19.8% 0 　　　　　 －
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管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 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 87,116 +29.4% 158,624 +5.8%

青森 国際 3,650 +48.9% 395 +33.9%

計 90,766 +30.1% 159,019 +5.9%

国内 36,331 +6.2% 18,730 +17.4%

花巻 国際 733 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 37,064 +8.3% 18,730 +17.4%

大館能代 国内 11,789 +5.3% 5,718 +1.9%

国内 36,186 +8.0% 32,474 +16.7%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 36,186 +6.2% 32,474 +16.7%

国内 22,173 -2.1% 2,461 -48.1%

福島 国際 1,633 +227.9% 0 　　　　　 －

計 23,806 +2.8% 2,461 -48.1%

国内 22,660 +8.5% 36,393 +10.7%

国際 70 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 22,730 +8.8% 36,393 +10.7%

国内 6,452,343 +5.7% 67,220,907 +0.6%

国際 3,687,838 +8.8% 228,283,389 +11.1%
計 10,140,181 +6.8% 295,504,296 +8.5%

国内 586,057 +10.2% 3,561,385 -14.9%

成田 国際 2,357,078 +7.2% 184,485,000 +6.4%

計 2,943,135 +7.8% 188,046,385 +5.9%

東京 国内 5,682,099 +5.4% 63,517,864 +1.6%  

（羽田） 国際 1,296,377 +13.2% 43,738,633 +36.0%

計 6,978,476 +6.7% 107,256,497 +13.3%  

国内 77,234 +0.9% 16,456 +20.1%  

新潟 国際 7,963 -16.1% 26,232 -31.0%  

計 85,197 -1.0% 42,688 -17.5%  

大島 国内 2,138 -5.9% 1,359 +1.4%  

三宅島 国内 1,994 +9.4% 620 -44.2%  

八丈島 国内 14,928 +5.3% 83,317 +8.7%  

新島 国内 2,695 +0.3% 1,850 -16.0%  

神津島 国内 1,841 +2.6% 147 +26.7%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 10,249 +7.4% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 10,249 +7.4% 0 　　　　　 －  

国内 28,642 +2.1% 33,932 +19.0%

静岡 国際 18,221 -25.4% 7,933 -43.1%  

計 46,863 -10.7% 41,865 -1.4%  

調布 国内 7,968 +1.5% 3,977 -15.6%  

国内 36,498 +12.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 8,199 -24.6% 25,591 +13.2%
計 44,697 +3.3% 25,591 +13.2%

東京航空局 国内 8,905,097 +4.6% 87,095,478 +0.7%  

国際 3,935,646 +9.7% 229,364,091 +11.1%  
合　　計 計 12,840,743 +6.1% 316,459,569 +8.0%  

  （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）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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