
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 1,872,693 +2.4% 12,044,174 -13.2%

北海道地区 国際 345,273 +13.8% 901,154 +27.1%
計 2,217,966 +4.0% 12,945,328 -11.2%

国内 1,485,038 +2.2% 10,932,745 -13.8%  

新千歳 国際 315,134 +21.0% 901,154 +27.1%  

計 1,800,172 +5.1% 11,833,899 -11.7%  

国内 81,828 +6.1% 302,502 -0.8%  

旭川 国際 8,891 -57.8% 0 　　　　　 －  

計 90,719 -7.6% 302,502 -0.8%  

国内 5,758 +6.9% 6,037 +162.4%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 5,758 +6.9% 6,037 +162.4%

国内 53,082 +10.4% 131,276 -24.0%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 53,082 +8.4% 131,276 -24.0%  

国内 52,382 +3.8% 112,528 -17.1%  

帯広 国際 2,538 +29.2% 0 　　　　　 －  

計 54,920 +4.8% 112,528 -17.1%  

国内 103,833 -4.5% 412,778 -11.5%  

函館 国際 18,710 -2.3% 0 　　　　　 －

計 122,543 -4.2% 412,778 -11.5%

利尻 国内 1,456 +3.5% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 907 -4.2% 772 +41.1%

国内 13,739 +4.0% 19,023 -13.3%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,739 +4.0% 19,023 -13.3%

紋別 国内 6,395 +21.0% 354 +39.9%

国内 51,904 -0.6% 125,826 +53.7%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 51,904 -0.6% 125,826 +53.7%
丘珠 国内 16,371 +23.0% 333 -31.5%

国内 474,548 +1.8% 743,491 +0.6%

東北地区 国際 29,251 +73.6% 15,825 +65.3%
計 503,799 +4.4% 759,316 +1.5%

国内 201,652 +0.3% 427,316 +3.7%

仙台 国際 24,805 +108.5% 15,825 +66.5%

計 226,457 +6.3% 443,141 +5.1%

国内 87,289 +1.6% 101,669 -6.9%

秋田 国際 1,690 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 88,979 +3.6% 101,669 -6.9%

国内 18,039 +16.6% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 18,039 +9.4% 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 66,796 +2.2% 117,224 +0.3%

青森 国際 2,756 -30.1% 0 -100.0%

計 69,552 +0.4% 117,224 +0.3%

国内 27,466 +2.1% 14,460 +36.7%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 27,466 +2.1% 14,460 +36.7%

大館能代 国内 9,073 +8.0% 3,790 -47.3%

国内 26,920 +0.6% 36,685 -15.2%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,920 +0.6% 36,685 -15.2%

国内 16,038 +0.6% 3,976 -3.2%

福島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,038 +0.6% 3,976 -3.2%

国内 21,275 +5.2% 38,371 +7.5%

国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 21,275 +5.2% 38,371 +16.7%

国内 5,970,635 +8.5% 56,618,645 +0.3%

国際 3,923,415 +11.3% 203,735,292 +13.0%
計 9,894,050 +9.6% 260,353,937 +10.0%

国内 583,738 +9.9% 4,271,252 +17.9%

成田 国際 2,527,615 +9.9% 164,837,000 +8.2%

計 3,111,353 +9.9% 169,108,252 +8.4%

東京 国内 5,238,225 +8.4% 52,203,168 -0.9%  

（羽田） 国際 1,352,474 +14.7% 38,857,866 +39.6%

計 6,590,699 +9.6% 91,061,034 +13.1%  

国内 49,532 -5.6% 15,911 -35.0%  

新潟 国際 9,182 +1.9% 11,091 -43.9%  

計 58,714 -4.5% 27,002 -39.0%  

大島 国内 2,419 +8.4% 1,270 +6.7%  

三宅島 国内 2,074 +13.0% 238 +76.3%  

八丈島 国内 14,379 +4.5% 78,631 -5.8%  

新島 国内 2,594 -3.6% 1,790 -20.4%  

神津島 国内 1,977 +17.8% 266 +101.5%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 7,180 -2.2% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 7,180 -2.2% 0 　　　　　 －  

国内 26,428 +17.1% 42,530 +39.3%

静岡 国際 25,096 +5.6% 11,925 +4.6%  

計 51,524 +11.2% 54,455 +29.9%  

調布 国内 8,281 +7.0% 3,589 -3.1%  

国内 33,808 +30.2% 0 　　　　　 －

百里 国際 9,048 -32.6% 17,410 -5.6%
計 42,856 +8.8% 17,410 -5.6%

東京航空局 国内 8,317,876 +6.7% 69,406,310 -2.3%  

国際 4,297,939 +11.8% 204,652,271 +13.1%  
合　　計 計 12,615,815 +8.4% 274,058,581 +8.7%  

  （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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