
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 2,432,916 +1.7% 16,998,143 -6.0%

北海道地区 国際 414,699 +3.2% 1,273,495 -37.4%
計 2,847,615 +1.9% 18,271,638 -9.2%

国内 1,857,069 +1.8% 15,265,145 -6.3%  
新千歳 国際 396,200 +6.0% 1,273,495 -37.4%  

計 2,253,269 +2.5% 16,538,640 -9.8%  
国内 105,834 -1.8% 613,212 +10.8%  

旭川 国際 7,648 -21.2% 0 　　　　　 －  
計 113,482 -3.4% 613,212 +10.8%  

国内 35,283 -1.1% 4,708 -61.5%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 35,283 -1.1% 4,708 -61.5%
国内 77,573 +9.8% 177,814 -0.5%  

釧路 国際 327 -19.5% 0 　　　　　 －  
計 77,900 +9.6% 177,814 -0.5%  

国内 61,912 -0.6% 234,163 -1.7%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 61,912 -0.6% 234,163 -1.7%  
国内 142,822 -1.4% 545,268 -9.4%  

函館 国際 10,022 -41.5% 0 　　　　　 －
計 152,844 -5.6% 545,268 -9.4%

利尻 国内 7,614 -2.7% 656 +0.3%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,040 +94.4% 191 -41.0%

国内 22,698 +4.3% 12,817 -48.7%
中標津 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 22,698 +3.6% 12,817 -48.7%
紋別 国内 5,619 +17.3% 409 -11.1%

国内 87,082 +0.7% 143,303 -20.6%
女満別 国際 502 +5.9% 0 　　　　　 －

計 87,584 +0.7% 143,303 -20.6%
丘珠 国内 28,370 +11.1% 457 -33.7%

国内 687,060 +7.4% 785,558 +0.1%

東北地区 国際 42,146 +20.3% 19,939 +27.1%
計 729,206 +8.0% 805,497 +0.6%

国内 295,397 +7.7% 395,939 -2.8%
仙台 国際 30,320 +24.9% 19,939 +27.3%

計 325,717 +9.1% 415,878 -1.7%
国内 118,278 +5.2% 110,667 -15.9%

秋田 国際 374 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 118,652 +5.5% 110,667 -15.9%

国内 29,658 +5.5% 0 　　　　　 －
山形 国際 2,369 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 32,027 +14.0% 0 　　　　　 －
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同月増減（％）  
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国内 105,299 +9.9% 155,922 +9.6%
青森 国際 4,684 -22.2% 0 -100.0%

計 109,983 +8.0% 155,922 +9.5%
国内 41,791 +9.4% 15,132 -8.6%

花巻 国際 3,509 +47.3% 0 　　　　　 －
計 45,300 +11.6% 15,132 -8.6%

大館能代 国内 13,522 +9.9% 18,354 +143.2%
国内 34,801 +5.4% 60,284 +38.3%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 34,801 +5.4% 60,284 +38.3%

国内 22,157 +0.8% 4,702 +153.5%
福島 国際 890 -62.2% 0 　　　　　 －

計 23,047 -5.3% 4,702 +153.5%
三沢 国内 26,157 +9.7% 24,558 -28.0%

国内 6,502,604 +0.9% 59,040,417 -7.5%
国際 4,662,907 +4.0% 221,976,766 -0.9%
計 11,165,511 +2.1% 281,017,183 -2.4%

国内 689,612 +12.7% 3,345,304 +58.8%
成田 国際 3,007,848 +3.9% 173,655,000 +0.0%

計 3,697,460 +5.4% 177,000,304 +0.7%
東京 国内 5,577,699 -0.6% 55,587,614 -9.8%  

（羽田） 国際 1,597,448 +3.9% 48,221,384 -4.0%
計 7,175,147 +0.4% 103,808,998 -7.2%  

国内 91,082 +9.4% 4,413 -63.3%  
新潟 国際 11,606 +2.5% 6,128 -31.4%  

計 102,688 +8.6% 10,541 -49.7%  
大島 国内 1,621 -23.9% 1,118 -10.8%  

三宅島 国内 2,213 -12.8% 225 -21.6%  
八丈島 国内 19,511 -4.3% 64,993 -12.6%  
新島 国内 2,565 -13.9% 1,542 -1.2%  

神津島 国内 1,676 -18.2% 220 -3.1%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 15,028 +24.6% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 15,028 +21.9% 0 　　　　　 －  
国内 39,251 +8.5% 31,883 -7.6%

静岡 国際 31,901 +24.3% 65,329 +21.6%  
計 71,152 +15.1% 97,212 +10.2%  

調布 国内 7,451 -18.1% 3,105 -7.2%  
国内 54,895 +3.3% 0 　　　　　 －

百里 国際 14,104 +11.9% 28,925 +10.6%
計 68,999 +4.9% 28,925 +10.6%

東京航空局 国内 9,622,580 +1.5% 76,824,118 -7.1%  
国際 5,119,752 +4.1% 223,270,200 -1.2%  

合　　計 計 14,742,332 +2.4% 300,094,318 -2.8%  

  （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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