
管理課

空港等名 旅　　客 貨　　物 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 1,971,243 +1.6% 17,791,686 -2.1%

北海道地区 国際 398,975 -7.8% 1,775,673 -9.0%
計 2,370,218 -0.1% 19,567,359 -2.7%

国内 1,559,353 +1.3% 16,027,549 -1.8%  
新千歳 国際 380,100 -8.3% 1,775,673 -9.0%  

計 1,939,453 -0.7% 17,803,222 -2.6%  
国内 75,492 +1.6% 545,638 -0.0%  

旭川 国際 2,746 -1.3% 0 　　　　　 －  
計 78,238 +1.5% 545,638 -0.0%  

国内 7,240 +5.8% 10,893 +15.0%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 7,240 +5.8% 10,893 +15.0%
国内 62,119 +9.2% 218,545 -3.0%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 62,119 +9.2% 218,545 -3.0%  

国内 49,468 -2.1% 255,990 -8.5%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 49,468 -2.1% 255,990 -8.5%  
国内 124,465 +2.7% 576,341 -5.2%  

函館 国際 16,129 +1.8% 0 　　　　　 －
計 140,594 +2.6% 576,341 -5.2%

利尻 国内 1,499 +10.0% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 969 +15.6% 492 +23.9%

国内 13,731 +0.8% 21,831 -20.2%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,731 +0.8% 21,831 -20.2%
紋別 国内 6,048 -7.7% 376 +4.4%

国内 52,755 +1.9% 133,319 -8.5%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 52,755 +1.9% 133,319 -8.5%
丘珠 国内 18,104 +6.3% 712 -0.8%

国内 615,349 +6.7% 908,658 +1.6%

東北地区 国際 56,716 +43.1% 9,904 -66.8%
計 672,065 +9.0% 918,562 -0.7%

国内 278,781 +8.1% 507,657 -2.0%
仙台 国際 40,166 +61.3% 9,856 -66.0%

計 318,947 +12.8% 517,513 -5.4%
国内 103,263 +4.3% 141,738 +17.9%

秋田 国際 29 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 103,292 +4.3% 141,738 +17.9%

国内 26,386 +3.2% 0 　　　　　 －
山形 国際 4,013 -6.2% 0 　　　　　 －

計 30,399 +1.9% 0 　　　　　 －
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管理課

空港等名 旅　　客 貨　　物 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 81,482 +4.1% 133,205 -7.1%
青森 国際 7,641 -5.7% 48 -94.5%

計 89,123 +3.2% 133,253 -7.6%
国内 33,744 -1.2% 11,271 -28.2%

花巻 国際 3,664 +104.9% 0 　　　　　 －
計 37,408 +4.1% 11,271 -28.2%

大館能代 国内 11,400 +11.4% 13,523 +75.9%
国内 35,259 +23.9% 50,672 +37.6%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 35,259 +23.9% 50,672 +37.6%

国内 18,786 -2.6% 6,828 +11.3%
福島 国際 1,203 +119.9% 0 　　　　　 －

計 19,989 +0.8% 6,828 +11.3%
三沢 国内 26,248 +8.8% 43,764 -6.9%

国内 6,144,894 -3.6% 65,892,550 -4.9%
国際 4,536,275 +5.2% 229,006,835 +3.4%
計 10,681,169 -0.1% 294,899,385 +1.4%

国内 619,236 +0.3% 2,172,690 +1.3%
成田 国際 2,928,286 +6.3% 179,410,000 +4.6%

計 3,547,522 +5.2% 181,582,690 +4.6%
東京 国内 5,311,861 -4.4% 63,571,544 -5.1%  

（羽田） 国際 1,559,398 +3.2% 49,502,283 -0.7%
計 6,871,259 -2.8% 113,073,827 -3.3%  

国内 77,691 +0.5% 16,019 -12.2%  
新潟 国際 10,248 -11.6% 14,333 -3.7%  

計 87,939 -1.1% 30,352 -8.4%  
大島 国内 2,279 -5.2% 1,218 -8.8%  

三宅島 国内 2,467 +2.7% 334 +36.9%  
八丈島 国内 15,433 -1.0% 89,865 -2.1%  
新島 国内 2,973 +12.1% 1,823 -4.6%  

神津島 国内 2,113 +11.3% 231 +9.5%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,599 +42.4% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,599 +42.4% 0 　　　　　 －  
国内 36,582 +12.5% 35,239 -9.0%

静岡 国際 25,299 +7.2% 67,322 +22.3%  
計 61,881 +10.2% 102,561 +9.4%  

調布 国内 8,584 +5.1% 3,587 -3.2%  
国内 53,076 +11.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 13,044 -1.8% 12,897 -55.1%
計 66,120 +8.6% 12,897 -55.1%

東京航空局 国内 8,731,486 -1.8% 84,592,894 -4.3%  
国際 4,991,966 +4.3% 230,792,412 +3.3%  

合　　計 計 13,723,452 +0.3% 315,385,306 +1.1%  

  （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


