
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 2,109,552 +3.7% 13,761,112 -9.4%

北海道地区 国際 242,998 -7.8% 1,875,795 -6.2%
計 2,352,550 +2.4% 15,636,907 -9.0%

国内 1,651,501 +4.2% 12,392,224 -10.7%  
新千歳 国際 227,500 -8.1% 1,875,795 -6.2%  

計 1,879,001 +2.6% 14,268,019 -10.2%  
国内 85,869 +8.5% 348,040 +6.2%  

旭川 国際 1,732 +50.7% 0 　　　　　 －  
計 87,601 +9.1% 348,040 +6.2%  

国内 8,917 -10.8% 7,769 +16.0%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 8,917 -10.8% 7,769 +16.0%
国内 66,495 -0.4% 193,019 -8.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 66,495 -0.4% 193,019 -8.6%  

国内 56,918 -3.2% 138,210 -24.7%  
帯広 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 56,918 -3.7% 138,210 -24.7%  
国内 133,771 +3.6% 529,626 +21.6%  

函館 国際 13,766 -6.4% 0 　　　　　 －
計 147,537 +2.6% 529,626 +21.6%

利尻 国内 1,711 -11.1% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,134 +30.6% 430 +34.8%

国内 15,789 -1.9% 9,802 -22.6%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 15,789 -1.9% 9,802 -22.6%
紋別 国内 6,216 +0.0% 591 +50.0%

国内 61,762 +2.8% 140,959 +11.7%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 61,762 +2.8% 140,959 +11.7%
丘珠 国内 19,469 -4.9% 442 -13.2%

国内 733,394 +3.6% 824,177 +0.2%

東北地区 国際 66,674 +20.9% 6,398 -80.2%
計 800,068 +4.8% 830,575 -2.9%

国内 325,021 +4.6% 448,862 -2.3%
仙台 国際 44,954 +55.7% 6,255 -80.4%

計 369,975 +9.0% 455,117 -7.4%
国内 127,763 +1.6% 106,976 -1.9%

秋田 国際 1,187 -79.7% 0 　　　　　 －
計 128,950 -2.0% 106,976 -1.9%

国内 30,831 +0.3% 0 　　　　　 －
山形 国際 4,852 +19.2% 0 　　　　　 －

計 35,683 +2.5% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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国内 102,458 +3.8% 122,891 -9.2%
青森 国際 8,477 -8.7% 143 -62.0%

計 110,935 +2.7% 123,034 -9.4%
国内 41,396 -2.0% 14,792 -4.3%

花巻 国際 3,845 +114.8% 0 　　　　　 －
計 45,241 +2.8% 14,792 -4.3%

大館能代 国内 14,029 -1.4% 18,601 +133.2%
国内 42,726 +14.5% 49,821 +27.4%

庄内 国際 713 -50.9% 0 　　　　　 －
計 43,439 +12.0% 49,821 +27.4%

国内 22,868 -0.9% 10,162 +42.3%
福島 国際 2,646 -24.5% 0 　　　　　 －

計 25,514 -4.0% 10,162 +42.3%
三沢 国内 26,302 +2.2% 52,072 +5.8%

国内 6,530,925 -3.3% 57,221,005 -2.8%
国際 4,467,653 +5.0% 241,983,584 +3.9%
計 10,998,578 -0.1% 299,204,589 +2.6%

国内 588,005 -1.2% 1,820,573 -5.8%
成田 国際 2,862,796 +5.9% 188,274,000 +4.1%

計 3,450,801 +4.6% 190,094,573 +4.0%
東京 国内 5,692,914 -3.9% 55,284,820 -2.6%  

（羽田） 国際 1,553,881 +3.2% 53,599,487 +3.1%
計 7,246,795 -2.5% 108,884,307 +0.1%  

国内 95,761 +0.6% 7,081 -58.9%  
新潟 国際 12,014 +28.2% 11,821 -37.3%  

計 107,775 +3.1% 18,902 -47.7%  
大島 国内 2,106 -3.5% 1,157 -2.1%  

三宅島 国内 2,455 +4.2% 250 +35.1%  
八丈島 国内 19,061 +5.0% 67,133 +0.4%  
新島 国内 2,734 +7.0% 1,347 -7.9%  

神津島 国内 1,871 -1.1% 241 -14.8%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 15,679 +40.6% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 15,679 +39.7% 0 　　　　　 －  
国内 43,489 +18.5% 35,401 +0.3%

静岡 国際 26,523 +26.0% 80,390 +45.9%  
計 70,012 +21.2% 115,791 +28.1%  

調布 国内 7,922 +0.4% 3,002 -3.6%  
国内 58,928 +13.3% 0 　　　　　 －

百里 国際 12,439 -1.8% 17,886 -46.1%
計 71,367 +10.4% 17,886 -46.1%

東京航空局 国内 9,373,871 -1.3% 71,806,294 -4.1%  
国際 4,777,325 +4.5% 243,865,777 +3.8%  

合　　計 計 14,151,196 +0.6% 315,672,071 +1.9%  

  （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
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