
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 2,283,732 +2.5% 13,414,607 -6.7%

北海道地区 国際 352,297 +12.4% 1,395,548 -23.3%
計 2,636,029 +3.7% 14,810,155 -8.6%

国内 1,760,316 +3.0% 12,017,757 -6.8%  
新千歳 国際 334,300 +12.9% 1,395,548 -23.3%  

計 2,094,616 +4.4% 13,413,305 -8.9%  
国内 93,137 +0.6% 452,203 +5.1%  

旭川 国際 7,696 +207.6% 0 　　　　　 －  
計 100,833 +6.1% 452,203 +5.1%  

国内 26,807 -2.5% 7,920 +27.3%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,807 -2.5% 7,920 +27.3%
国内 72,945 +15.2% 164,181 -15.3%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 72,945 +15.2% 164,181 -15.3%  

国内 57,763 +3.3% 131,912 -20.7%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 57,763 +3.3% 131,912 -20.7%  
国内 138,844 -4.0% 489,288 -7.8%  

函館 国際 10,301 -30.7% 0 　　　　　 －
計 149,145 -6.5% 489,288 -7.8%

利尻 国内 8,518 +2.7% 804 +129.1%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,021 +82.6% 279 -0.7%

国内 19,557 -2.1% 21,234 +5.0%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 19,557 -2.1% 21,234 +5.0%
紋別 国内 4,914 +8.9% 444 +25.4%

国内 75,370 -1.6% 128,136 -5.2%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 75,370 -1.6% 128,136 -5.2%
丘珠 国内 24,540 +1.5% 449 +14.2%

国内 665,362 +3.6% 881,980 -14.1%

東北地区 国際 39,278 +22.3% 14,710 +57.4%
計 704,640 +4.5% 896,690 -13.4%

国内 288,357 +2.7% 491,546 -16.2%
仙台 国際 27,506 +27.7% 14,695 +57.9%

計 315,863 +4.5% 506,241 -15.0%
国内 111,721 +3.1% 120,279 -8.9%

秋田 国際 404 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 112,125 +3.5% 120,279 -8.9%

国内 29,825 +2.6% 15,113 -13.1%
山形 国際 1,932 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 31,757 +9.2% 15,113 -13.1%
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国内 98,718 +5.0% 139,753 -1.8%
青森 国際 3,003 -51.7% 15 -59.5%

計 101,721 +1.4% 139,768 -1.8%
国内 41,386 +11.9% 12,279 -3.3%

花巻 国際 4,058 +84.9% 0 　　　　　 －
計 45,444 +16.0% 12,279 -3.3%

大館能代 国内 12,857 +4.9% 10,048 +68.4%
国内 34,677 +2.8% 59,671 -27.0%

庄内 国際 312 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 34,989 +3.8% 59,671 -27.0%

国内 22,408 -3.5% 1,709 -86.2%
福島 国際 2,063 -4.9% 0 　　　　　 －

計 24,471 -3.6% 1,709 -86.2%
三沢 国内 25,413 +5.3% 31,582 -11.2%

国内 6,393,278 +5.1% 50,260,736 -10.2%
国際 4,387,920 +4.3% 216,556,523 -5.1%
計 10,781,198 +4.7% 266,817,259 -6.1%

国内 622,197 +12.6% 1,898,181 -10.5%
成田 国際 2,796,244 +3.6% 172,170,000 -3.6%

計 3,418,441 +5.2% 174,068,181 -3.7%
東京 国内 5,551,247 +4.2% 48,244,537 -10.2%  

（羽田） 国際 1,538,017 +5.1% 44,279,075 -10.4%
計 7,089,264 +4.4% 92,523,612 -10.3%  

国内 88,839 +1.7% 9,162 -8.2%  
新潟 国際 11,090 +2.3% 9,168 +0.8%  

計 99,929 +1.8% 18,330 -3.9%  
大島 国内 1,634 +9.0% 1,105 -10.7%  

三宅島 国内 2,355 +14.8% 166 -57.7%  
八丈島 国内 13,433 +10.4% 73,611 +0.0%  
新島 国内 2,223 -13.8% 1,425 -22.5%  

神津島 国内 1,478 +8.4% 381 +42.7%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 10,898 +2.3% 0 　　　　　 －
松本 国際 135 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 11,033 +3.6% 0 　　　　　 －  
国内 40,865 +24.1% 29,079 -33.7%

静岡 国際 27,062 +9.6% 72,589 +44.0%  
計 67,927 +17.9% 101,668 +7.8%  

調布 国内 6,867 -2.3% 3,089 -17.7%  
国内 51,242 +7.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 15,372 +38.8% 25,691 +2.7%
計 66,614 +13.5% 25,691 +2.7%

東京航空局 国内 9,342,372 +4.3% 64,557,323 -9.5%  
国際 4,779,495 +5.0% 217,966,781 -5.2%  

合　　計 計 14,121,867 +4.5% 282,524,104 -6.2%  

  （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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