
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 2,199,619 -3.7% 18,095,338 -14.5%

北海道地区 国際 264,483 -10.2% 2,243,291 +78.5%
計 2,464,102 -4.5% 20,338,629 -9.3%

国内 1,688,338 -4.2% 16,277,931 -15.4%  

新千歳 国際 248,805 -9.2% 2,243,291 +78.5%  

計 1,937,143 -4.8% 18,521,222 -9.6%  

国内 88,455 -6.3% 477,647 +1.7%  

旭川 国際 2,668 +80.5% 0 　　　　　 －  

計 91,123 -4.9% 477,647 +1.7%  

国内 16,438 -1.1% 20,183 -48.1%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,438 -1.1% 20,183 -48.1%

国内 76,485 +6.6% 242,500 +1.5%  

釧路 国際 37 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 76,522 +6.7% 242,500 +1.5%  

国内 57,129 -1.8% 230,730 -5.4%  

帯広 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 57,129 -5.2% 230,730 -5.4%  

国内 146,739 -3.6% 650,946 -11.5%  

函館 国際 12,935 -23.7% 0 　　　　　 －

計 159,674 -5.6% 650,946 -11.5%

利尻 国内 2,184 +7.3% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 959 +4.1% 429 -16.9%

国内 18,240 -6.1% 23,926 +15.3%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 18,240 -6.1% 23,926 +15.3%

紋別 国内 6,224 -20.4% 372 -25.3%

国内 74,246 -1.9% 170,049 -5.0%

女満別 国際 38 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 74,284 -1.8% 170,049 -5.0%
丘珠 国内 24,182 -1.1% 625 -11.5%

国内 711,664 +1.3% 851,587 +2.7%

東北地区 国際 44,299 -11.7% 32,057 +166.3%
計 755,963 +0.4% 883,644 +5.0%

国内 302,679 +0.4% 461,146 +3.5%

仙台 国際 28,456 -7.6% 32,048 +169.4%

計 331,135 -0.3% 493,194 +7.8%

国内 126,255 -2.8% 117,161 -0.3%

秋田 国際 4,855 -16.1% 0 　　　　　 －

計 131,110 -3.3% 117,161 -0.3%

国内 29,992 +6.8% 0 　　　　　 －

山形 国際 1,829 +55.4% 0 　　　　　 －
計 31,821 +8.8% 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 106,997 +3.4% 143,605 -0.7%

青森 国際 5,813 -39.1% 9 -93.7%

計 112,810 -0.2% 143,614 -0.8%

国内 41,684 +2.6% 19,258 -13.4%

花巻 国際 2,679 +14.2% 0 　　　　　 －

計 44,363 +3.2% 19,258 -13.4%

大館能代 国内 15,826 +9.7% 6,520 +9.6%

国内 37,677 +3.3% 44,858 +7.0%

庄内 国際 667 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 38,344 +5.1% 44,858 +7.0%

国内 24,369 +0.2% 7,607 +150.1%

福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 24,369 -1.8% 7,607 +150.1%
三沢 国内 26,185 +9.6% 51,432 +6.6%

国内 6,995,559 +0.5% 61,385,334 -8.6%

国際 4,420,032 +7.0% 245,755,630 +0.1%
計 11,415,591 +2.9% 307,140,964 -1.8%

国内 618,414 +0.6% 1,773,750 -41.8%

成田 国際 2,833,046 +7.4% 193,691,000 -0.7%

計 3,451,460 +6.1% 195,464,750 -1.3%

東京 国内 6,140,334 +0.2% 59,489,813 -7.0%  

（羽田） 国際 1,539,938 +6.2% 51,943,014 +3.0%

計 7,680,272 +1.3% 111,432,827 -2.6%  

国内 98,436 +8.4% 19,101 +12.6%  

新潟 国際 10,671 +10.8% 22,693 +47.1%  

計 109,107 +8.7% 41,794 +29.1%  

大島 国内 2,291 +21.1% 1,428 +7.2%  

三宅島 国内 2,211 +23.4% 204 -30.6%  

八丈島 国内 17,865 +15.1% 60,426 -23.9%  

新島 国内 2,718 +11.3% 1,655 +2.6%  

神津島 国内 1,959 +17.7% 262 +60.7%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,762 +1.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 274 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 13,036 +3.7% 0 　　　　　 －  

国内 37,499 +11.5% 35,145 -7.4%

静岡 国際 21,485 -9.7% 69,239 +17.5%  

計 58,984 +2.7% 104,384 +7.7%  

調布 国内 8,412 +17.4% 3,550 +4.5%  

国内 52,658 +7.3% 0 　　　　　 －

百里 国際 14,618 +79.5% 29,684 +17.6%
計 67,276 +17.6% 29,684 +17.6%

東京航空局 国内 9,906,842 -0.4% 80,332,259 -9.9%  

国際 4,728,814 +5.7% 248,030,978 +0.5%  
合　　計 計 14,635,656 +1.5% 328,363,237 -2.3%  

  （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

                     　（４）確定値については、今後修正される場合がございます。

関東信越
静岡地区


