
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 2,779,813 +0.8% 15,906,924 -14.0%

北海道地区 国際 334,181 -16.8% 1,180,731 -43.6%
計 3,113,994 -1.5% 17,087,655 -17.0%

国内 2,100,535 +1.1% 14,143,360 -14.7%  
新千歳 国際 312,200 -15.2% 1,180,731 -43.6%  

計 2,412,735 -1.4% 15,324,091 -17.9%  
国内 120,551 -0.2% 595,640 +5.0%  

旭川 国際 5,260 -65.2% 0 　　　　　 －  
計 125,811 -7.4% 595,640 +5.0%  

国内 31,643 -2.2% 7,335 -76.1%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 31,643 -2.2% 7,335 -76.1%
国内 101,194 -0.0% 198,569 -25.5%  

釧路 国際 444 +13.3% 0 　　　　　 －  
計 101,638 +0.0% 198,569 -25.5%  

国内 78,266 +7.5% 217,491 -6.4%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 78,266 +7.5% 217,491 -6.4%  
国内 166,934 -2.6% 525,764 -8.4%  

函館 国際 15,743 -10.0% 0 　　　　　 －
計 182,677 -3.3% 525,764 -8.4%

利尻 国内 7,749 -12.1% 794 -17.0%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,499 +46.7% 520 +61.5%

国内 26,294 +2.3% 35,104 -23.7%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,294 +2.3% 35,104 -23.7%
紋別 国内 7,627 +3.1% 458 +24.5%

国内 104,938 -1.7% 181,178 -8.3%
女満別 国際 534 +13.6% 0 　　　　　 －

計 105,472 -1.6% 181,178 -8.3%
丘珠 国内 32,583 +2.4% 711 +23.0%

国内 803,513 +7.0% 740,663 -2.6%

東北地区 国際 48,594 +30.7% 21,228 +181.8%
計 852,107 +8.1% 761,891 -0.8%

国内 334,189 +9.5% 350,750 -8.5%
仙台 国際 37,226 +33.7% 21,153 +182.2%

計 371,415 +11.6% 371,903 -4.8%
国内 141,072 +2.3% 114,274 -7.1%

秋田 国際 404 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 141,476 +2.6% 114,274 -7.1%

国内 32,641 +2.2% 0 　　　　　 －
山形 国際 148 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 32,789 +2.7% 0 　　　　　 －
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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（％）  

旅　　客 貨　　物

国内 125,630 +6.2% 132,091 -1.0%
青森 国際 5,237 -24.9% 75 +102.7%

計 130,867 +4.5% 132,166 -1.0%
国内 46,795 -4.0% 14,526 -8.5%

花巻 国際 4,144 +81.4% 0 　　　　　 －
計 50,939 -0.2% 14,526 -8.5%

大館能代 国内 18,355 +8.1% 22,090 +165.9%
国内 49,452 +24.9% 69,679 +22.3%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 49,452 +24.9% 69,679 +22.3%

国内 24,761 +8.9% 9,583 +346.6%
福島 国際 1,435 +1394.8% 0 　　　　　 －

計 26,196 +14.7% 9,583 +346.6%
三沢 国内 30,618 +2.3% 27,670 -25.7%

国内 7,426,801 -0.7% 54,201,120 -8.9%
国際 4,969,793 +4.0% 213,812,424 -2.2%
計 12,396,594 +1.1% 268,013,544 -3.6%

国内 785,064 +10.9% 2,265,913 +46.4%
成田 国際 3,261,308 +4.2% 166,067,000 -1.4%

計 4,046,372 +5.4% 168,332,913 -1.0%
東京 国内 6,346,406 -2.3% 51,774,895 -10.4%  

（羽田） 国際 1,647,265 +3.4% 47,664,385 -4.7%
計 7,993,671 -1.2% 99,439,280 -7.8%  

国内 105,125 +4.3% 5,107 -62.4%  
新潟 国際 12,466 +5.8% 8,072 -11.2%  

計 117,591 +4.5% 13,179 -41.9%  
大島 国内 2,817 +12.0% 1,149 -4.8%  

三宅島 国内 2,866 +8.8% 211 -7.0%  
八丈島 国内 28,630 +12.1% 86,406 -0.2%  
新島 国内 3,322 +0.6% 1,662 +11.4%  

神津島 国内 2,458 +13.8% 433 +114.4%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 19,953 +1.0% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 19,953 +1.0% 0 　　　　　 －  
国内 51,819 +2.7% 61,887 +67.9%

静岡 国際 32,815 +22.9% 52,890 -4.0%  
計 84,634 +9.7% 114,777 +24.8%  

調布 国内 10,534 +3.9% 3,457 +9.4%  
国内 67,807 +15.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 15,939 -0.1% 20,077 -5.3%
計 83,746 +12.4% 20,077 -5.3%

東京航空局 国内 11,010,127 +0.2% 70,848,707 -10.0%  
国際 5,352,568 +2.6% 215,014,383 -2.6%  

合　　計 計 16,362,695 +1.0% 285,863,090 -4.5%  

  （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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