
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 1,935,933 -19.4% 17,582,835 -16.4%

北海道地区 国際 202,572 -20.4% 2,331,982 +101.6%
計 2,138,505 -19.5% 19,914,817 -10.3%

国内 1,432,467 -21.6% 15,567,657 -17.9%  

新千歳 国際 186,200 -21.5% 2,331,982 +101.6%  

計 1,618,667 -21.6% 17,899,639 -11.0%  

国内 95,584 -8.9% 633,284 +13.2%  

旭川 国際 3,457 -15.7% 0 　　　　　 －  

計 99,041 -9.1% 633,284 +13.2%  

国内 23,450 -11.1% 25,586 -23.7%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 23,450 -11.1% 25,586 -23.7%

国内 72,914 -1.8% 236,933 +4.2%  

釧路 国際 260 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 73,174 -1.5% 236,933 +4.2%  

国内 55,377 -9.8% 255,213 -1.9%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 55,377 -9.8% 255,213 -1.9%  

国内 131,887 -16.1% 636,727 -15.1%  

函館 国際 12,655 -5.0% 0 　　　　　 －

計 144,542 -15.3% 636,727 -15.1%

利尻 国内 5,936 -20.7% 490 -33.2%

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 811 -11.7% 270 -32.8%

国内 17,000 -16.2% 24,846 -10.8%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 17,000 -16.2% 24,846 -10.8%

紋別 国内 5,765 +0.3% 527 -21.0%

国内 72,068 -20.3% 200,651 -9.8%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 72,068 -20.3% 200,651 -9.8%
丘珠 国内 22,674 -7.7% 651 +36.5%

国内 656,758 -3.3% 778,759 -5.0%

東北地区 国際 32,836 +15.1% 9,820 -37.5%
計 689,594 -2.5% 788,579 -5.6%

国内 275,701 -7.0% 378,908 -7.1%

仙台 国際 24,412 +21.8% 9,820 -37.5%

計 300,113 -5.2% 388,728 -8.2%

国内 117,092 -4.4% 121,494 -3.1%

秋田 国際 394 -58.0% 0 　　　　　 －

計 117,486 -4.8% 121,494 -3.1%

国内 28,383 +2.4% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 28,383 +2.4% 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 100,099 +0.7% 153,486 -3.1%

青森 国際 5,551 -1.9% 0 　　　　　 －

計 105,650 +0.6% 153,486 -3.1%

国内 38,360 +2.7% 17,400 -16.2%

花巻 国際 2,479 +31.4% 0 　　　　　 －

計 40,839 +4.1% 17,400 -16.2%

大館能代 国内 16,177 +7.8% 7,838 -1.1%

国内 35,435 +5.7% 46,334 -17.1%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 35,435 +5.7% 46,334 -17.1%

国内 19,906 -13.7% 2,363 +0.7%

福島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 19,906 -13.7% 2,363 +0.7%
三沢 国内 25,605 +6.3% 50,936 +23.8%

国内 6,157,244 -9.9% 56,535,829 -16.2%

国際 4,542,068 +11.8% 246,327,187 +2.3%
計 10,699,312 -1.8% 302,863,016 -1.7%

国内 592,357 -8.1% 1,991,495 -43.8%

成田 国際 2,969,534 +14.2% 190,981,000 -1.8%

計 3,561,891 +9.8% 192,972,495 -2.5%

東京 国内 5,353,532 -10.5% 54,431,295 -14.7%  

（羽田） 国際 1,528,314 +7.4% 55,241,655 +19.7%

計 6,881,846 -7.0% 109,672,950 -0.3%  

国内 83,935 +1.5% 15,875 +36.9%  

新潟 国際 9,947 +22.6% 11,811 -28.3%  

計 93,882 +3.4% 27,686 -1.3%  

大島 国内 1,744 -10.2% 1,117 -5.9%  

三宅島 国内 1,950 -13.2% 196 -36.4%  

八丈島 国内 18,712 +3.9% 63,666 -7.3%  

新島 国内 2,464 -7.7% 1,304 -21.5%  

神津島 国内 1,693 -15.5% 150 -0.7%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 10,506 -7.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 42 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 10,548 -7.1% 0 　　　　　 －  

国内 34,298 +8.4% 27,947 -30.3%

静岡 国際 18,926 -18.5% 61,991 +14.4%  

計 53,224 -3.0% 89,938 -4.6%  

調布 国内 7,482 -10.9% 2,784 -16.0%  

国内 48,571 -2.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 15,305 +84.2% 30,730 +6.9%
計 63,876 +9.6% 30,730 +6.9%

東京航空局 国内 8,749,935 -11.8% 74,897,423 -16.2%  

国際 4,777,476 +9.9% 248,668,989 +2.8%  
合　　計 計 13,527,411 -5.1% 323,566,412 -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）確定値について修正がある場合がございます

関東信越
静岡地区


