
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 2,288,054 +4.0% 16,670,661 -7.9%

北海道地区 国際 258,266 -2.4% 1,532,934 -31.7%
計 2,546,320 +3.3% 18,203,595 -10.5%

国内 1,767,244 +4.7% 15,008,652 -7.8%  
新千歳 国際 239,300 -3.8% 1,532,934 -31.7%  

計 2,006,544 +3.6% 16,541,586 -10.7%  
国内 92,086 +4.1% 496,043 +3.9%  

旭川 国際 3,104 +16.3% 0 　　　　　 －  
計 95,190 +4.5% 496,043 +3.9%  

国内 16,817 +2.3% 4,799 -76.2%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,817 +2.3% 4,799 -76.2%
国内 77,908 +1.9% 210,796 -13.1%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 77,908 +1.8% 210,796 -13.1%  

国内 60,654 +6.2% 219,609 -4.8%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 60,654 +6.2% 219,609 -4.8%  
国内 146,989 +0.2% 561,212 -13.8%  

函館 国際 15,862 +22.6% 0 　　　　　 －
計 162,851 +2.0% 561,212 -13.8%

利尻 国内 2,055 -5.9% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,015 +5.8% 533 +24.2%

国内 19,097 +4.7% 17,297 -27.7%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 19,097 +4.7% 17,297 -27.7%
紋別 国内 7,928 +27.4% 537 +44.4%

国内 71,887 -3.2% 150,548 -11.5%
女満別 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 71,887 -3.2% 150,548 -11.5%
丘珠 国内 24,374 +0.8% 635 +1.6%

国内 710,138 -0.2% 813,559 -4.5%

東北地区 国際 56,424 +27.4% 21,445 -33.1%
計 766,562 +1.4% 835,004 -5.5%

国内 306,845 +1.4% 437,491 -5.1%
仙台 国際 35,451 +24.6% 21,445 -33.1%

計 342,296 +3.4% 458,936 -6.9%
国内 122,676 -2.8% 112,889 -3.6%

秋田 国際 2,474 -49.0% 0 　　　　　 －
計 125,150 -4.5% 112,889 -3.6%

国内 29,616 -1.3% 0 　　　　　 －
山形 国際 4,196 +129.4% 0 　　　　　 －

計 33,812 +6.3% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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空港等名 備　　　考
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同月増減（％）  
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国内 106,324 -0.6% 124,421 -13.4%
青森 国際 6,940 +19.4% 0 -100.0%

計 113,264 +0.4% 124,421 -13.4%
国内 41,764 +0.2% 14,375 -25.4%

花巻 国際 4,473 +67.0% 0 　　　　　 －
計 46,237 +4.2% 14,375 -25.4%

大館能代 国内 13,981 -11.7% 15,576 +138.9%
国内 40,150 +6.6% 48,794 +8.8%

庄内 国際 1,246 +86.8% 0 　　　　　 －
計 41,396 +8.0% 48,794 +8.8%

国内 22,890 -6.1% 14,846 +95.2%
福島 国際 1,644 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 24,534 +0.7% 14,846 +95.2%
三沢 国内 25,892 -1.1% 0 -100.0%

国内 6,394,727 -5.9% 52,827,210 -13.9%
国際 4,418,267 -0.0% 223,675,646 -9.0%
計 10,812,994 -3.6% 276,502,856 -10.0%

国内 595,557 -3.7% 1,615,373 -8.9%
成田 国際 2,838,629 +0.2% 173,644,000 -10.3%

計 3,434,186 -0.5% 175,259,373 -10.3%
東京 国内 5,553,249 -6.5% 51,101,927 -14.1%  

（羽田） 国際 1,537,236 -0.2% 49,944,915 -3.8%
計 7,090,485 -5.2% 101,046,842 -9.3%  

国内 96,854 -1.6% 12,019 -37.1%  
新潟 国際 8,648 -19.0% 13,045 -42.5%  

計 105,502 -3.3% 25,064 -40.0%  
大島 国内 1,848 -19.3% 1,210 -15.3%  

三宅島 国内 2,162 -2.2% 276 +35.3%  
八丈島 国内 16,131 -9.7% 60,519 +0.2%  
新島 国内 2,297 -15.5% 1,650 -0.3%  

神津島 国内 1,576 -19.6% 271 +3.4%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 13,547 +6.2% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 13,547 +3.9% 0 　　　　　 －  
国内 42,580 +13.5% 30,558 -13.1%

静岡 国際 22,292 +3.8% 57,963 -16.3%  
計 64,872 +10.0% 88,521 -15.2%  

調布 国内 6,974 -17.1% 3,407 -4.0%  
国内 61,952 +17.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 11,462 -21.6% 15,723 -47.0%
計 73,414 +9.1% 15,723 -47.0%

東京航空局 国内 9,392,919 -3.2% 70,311,430 -12.5%  
国際 4,732,957 +0.1% 225,230,025 -9.2%  

合　　計 計 14,125,876 -2.2% 295,541,455 -10.0%  

  （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


