
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 1,831,942 +2.1% 12,554,378 -8.9%

北海道地区 国際 286,358 +8.0% 1,424,768 -31.2%
計 2,118,300 +2.9% 13,979,146 -11.8%

国内 1,430,383 +1.5% 11,338,479 -9.5%  

新千歳 国際 272,700 +9.2% 1,424,768 -31.2%  

計 1,703,083 +2.7% 12,763,247 -12.6%  

国内 70,702 +6.1% 353,085 +8.3%  

旭川 国際 2,432 +7.7% 0 　　　　　 －  

計 73,134 +6.1% 353,085 +8.3%  

国内 10,626 +16.7% 15,050 +6.3%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 10,626 +16.7% 15,050 +6.3%

国内 57,225 +19.5% 173,928 -8.2%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 57,225 +19.5% 173,928 -8.2%  

国内 47,709 -0.4% 109,914 -4.8%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 47,709 -0.4% 109,914 -4.8%  

国内 116,371 -3.6% 429,940 -7.1%  

函館 国際 11,226 -14.0% 0 　　　　　 －

計 127,597 -4.6% 429,940 -7.1%

利尻 国内 2,031 +8.3% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 762 +11.6% 419 +4.2%

国内 14,056 +8.4% 22,659 -21.6%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,056 +8.4% 22,659 -21.6%

紋別 国内 5,204 +10.5% 383 -16.0%

国内 55,264 +9.4% 109,810 +0.1%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 55,264 +9.4% 109,810 +0.1%
丘珠 国内 21,609 -0.4% 711 +35.2%

国内 617,930 +3.8% 704,688 -3.0%

東北地区 国際 46,020 +15.0% 33,243 +96.6%
計 663,950 +4.5% 737,931 -0.7%

国内 265,520 +2.7% 367,100 -0.9%

仙台 国際 27,961 +23.0% 33,188 +96.3%

計 293,481 +4.3% 400,288 +3.3%

国内 104,724 +3.5% 101,169 -13.4%

秋田 国際 1,762 -17.2% 0 　　　　　 －

計 106,486 +3.1% 101,169 -13.4%

国内 26,356 +2.3% 0 　　　　　 －

山形 国際 3,339 +700.7% 0 　　　　　 －
計 29,695 +13.4% 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 92,630 +3.4% 134,232 -6.3%

青森 国際 3,744 -43.4% 55 　　　　　 －

計 96,374 +0.2% 134,287 -6.3%

国内 36,558 +6.2% 13,150 -40.8%

花巻 国際 3,398 -38.8% 0 　　　　　 －

計 39,956 -0.1% 13,150 -40.8%

大館能代 国内 12,605 +11.1% 6,935 +19.9%

国内 33,355 +3.7% 37,124 +29.1%

庄内 国際 1,552 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 34,907 +8.5% 37,124 +29.1%

国内 21,148 +8.1% 2,286 +34.6%

福島 国際 4,264 +66.0% 0 　　　　　 －

計 25,412 +14.8% 2,286 +34.6%
三沢 国内 25,034 +10.5% 42,692 +13.9%

国内 5,824,128 -2.0% 53,803,989 -7.4%

国際 4,475,585 +3.6% 214,750,090 -13.3%
計 10,299,713 +0.3% 268,554,079 -12.2%

国内 586,363 +2.2% 1,617,202 -20.6%

成田 国際 2,878,728 +3.9% 170,445,000 -14.4%

計 3,465,091 +3.6% 172,062,202 -14.5%

東京 国内 5,018,277 -2.8% 52,053,457 -6.9%  

（羽田） 国際 1,546,208 +2.9% 44,204,307 -8.6%

計 6,564,485 -1.5% 96,257,764 -7.7%  

国内 87,557 +4.0% 17,012 +3.7%  

新潟 国際 12,872 +5.9% 9,737 -8.6%  

計 100,429 +4.2% 26,749 -1.1%  

大島 国内 1,968 -15.1% 1,305 -1.2%  

三宅島 国内 2,420 +21.5% 172 -41.1%  

八丈島 国内 16,883 -1.7% 62,462 -20.1%  

新島 国内 2,638 -9.9% 1,526 -0.8%  

神津島 国内 1,678 -10.6% 197 -23.0%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,622 +6.3% 0 　　　　　 －

松本 国際 83 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,705 +7.3% 0 　　　　　 －  

国内 41,458 +11.5% 47,449 +7.4%

静岡 国際 24,062 -8.6% 70,828 +36.3%  

計 65,520 +3.2% 118,277 +23.0%  

調布 国内 7,892 -7.5% 3,207 -6.0%  

国内 47,372 +6.4% 0 　　　　　 －

百里 国際 13,632 +15.8% 20,218 -20.9%
計 61,004 +8.4% 20,218 -20.9%

東京航空局 国内 8,274,000 -0.7% 67,063,055 -7.6%  

国際 4,807,963 +3.9% 216,208,101 -13.4%  
合　　計 計 13,081,963 +0.9% 283,271,156 -12.1%  

  （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

関東信越
静岡地区


