
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 2,080,594 +1.2% 13,201,132 -9.1%

北海道地区 国際 297,841 +22.2% 2,045,645 +121.3%
計 2,378,435 +3.5% 15,246,777 -1.3%

国内 1,621,745 +1.5% 11,947,389 -9.0%  

新千歳 国際 280,197 +22.6% 2,045,645 +121.3%  

計 1,901,942 +4.1% 13,993,034 -0.4%  

国内 78,464 -3.6% 372,364 -11.5%  

旭川 国際 2,595 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 81,059 -0.5% 372,364 -11.5%  

国内 14,380 -4.9% 17,570 -14.2%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,380 -4.9% 17,570 -14.2%

国内 55,826 +0.2% 174,168 -7.2%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 55,826 +0.2% 174,168 -7.2%  

国内 50,511 +0.5% 103,394 -16.2%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 50,511 +0.5% 103,394 -16.2%  

国内 144,139 +0.2% 447,182 -13.6%  

函館 国際 15,049 -2.0% 0 　　　　　 －

計 159,188 +0.0% 447,182 -13.6%

利尻 国内 2,288 -7.1% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 646 -12.6% 250 -9.7%

国内 16,546 -3.7% 26,695 -1.8%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,546 -3.7% 26,695 -1.8%

紋別 国内 6,901 +10.7% 166 -58.6%

国内 65,126 +5.7% 111,262 +6.9%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 65,126 +5.7% 111,262 +6.9%
丘珠 国内 24,022 +6.7% 692 +104.7%

国内 653,247 +7.1% 745,583 -2.1%

東北地区 国際 31,871 +39.8% 11,034 -20.3%
計 685,118 +8.3% 756,617 -2.4%

国内 283,121 +12.9% 374,767 -11.1%

仙台 国際 22,590 +27.4% 11,034 -20.3%

計 305,711 +13.9% 385,801 -11.4%

国内 116,818 +1.8% 109,972 +3.6%

秋田 国際 314 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 117,132 +2.1% 109,972 +3.6%

国内 27,743 +4.9% 0 　　　　　 －

山形 国際 695 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 28,438 +7.5% 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 93,699 -8.5% 165,090 +3.6%

青森 国際 5,515 +12.0% 0 -100.0%

計 99,214 -7.5% 165,090 +3.6%

国内 38,105 +1.1% 15,924 -5.3%

花巻 国際 1,891 +1213.2% 0 　　　　　 －

計 39,996 +5.7% 15,924 -5.3%

大館能代 国内 14,197 +3.7% 5,756 +18.3%

国内 34,617 -1.1% 38,841 -7.3%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 34,617 -1.1% 38,841 -7.3%

国内 21,043 +0.3% 1,331 -24.9%

福島 国際 866 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,909 +4.4% 1,331 -24.9%
三沢 国内 23,904 +184.2% 33,902 +259.4%

国内 6,504,107 +0.4% 53,638,853 -3.9%

国際 4,137,300 +8.0% 240,628,196 +4.7%
計 10,641,407 +3.2% 294,267,049 +3.0%

国内 582,993 -7.2% 1,783,291 -9.3%

成田 国際 2,651,083 +7.9% 193,968,000 +6.0%

計 3,234,076 +4.8% 195,751,291 +5.9%

東京 国内 5,696,627 +1.0% 51,720,060 -3.7%  

（羽田） 国際 1,440,238 +8.0% 46,569,149 -0.5%

計 7,136,865 +2.3% 98,289,209 -2.2%  

国内 92,279 +13.5% 12,195 -29.2%  

新潟 国際 11,058 +31.9% 13,199 -17.7%  

計 103,337 +15.2% 25,394 -23.7%  

大島 国内 2,097 +1.8% 1,340 +1.9%  

三宅島 国内 2,405 +10.7% 525 -22.0%  

八丈島 国内 19,100 +5.8% 77,391 -13.6%  

新島 国内 3,201 +22.6% 1,543 -5.6%  

神津島 国内 2,006 +0.6% 491 +118.2%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,326 -3.9% 0 　　　　　 －

松本 国際 162 -51.5% 0 　　　　　 －  

計 11,488 -5.2% 0 　　　　　 －  

国内 36,682 +11.7% 38,114 -8.4%

静岡 国際 23,776 +12.1% 56,209 +141.7%  

計 60,458 +11.8% 94,323 +45.4%  

調布 国内 9,147 +10.5% 3,903 +1.4%  

国内 46,244 -0.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 10,983 +30.5% 21,639 +21.8%
計 57,227 +4.0% 21,639 +21.8%

東京航空局 国内 9,237,948 +1.0% 67,585,568 -5.0%  

国際 4,467,012 +9.1% 242,684,875 +5.2%  
合　　計 計 13,704,960 +3.5% 310,270,443 +2.8%  

 （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

関東信越
静岡地区


