
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 2,558,716 +32.1% 16,684,147 -5.1%

北海道地区 国際 211,036 +4.2% 1,583,166 -32.1%
計 2,769,752 +29.4% 18,267,313 -8.3%

国内 1,957,478 +36.7% 14,804,094 -4.9%  
新千歳 国際 194,700 +4.6% 1,583,166 -32.1%  

計 2,152,178 +33.0% 16,387,260 -8.4%  
国内 104,229 +7.9% 604,701 -4.5%  

旭川 国際 3,048 -11.8% 0 　　　　　 －  
計 107,277 +7.2% 604,701 -4.5%  

国内 26,452 +12.8% 6,607 -74.2%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,452 +12.8% 6,607 -74.2%
国内 85,831 +17.7% 238,170 +0.5%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 85,831 +17.3% 238,170 +0.5%  

国内 67,386 +21.7% 231,998 -9.1%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 67,386 +21.7% 231,998 -9.1%  
国内 163,282 +23.7% 587,554 -7.7%  

函館 国際 13,288 +5.0% 0 　　　　　 －
計 176,570 +22.0% 587,554 -7.7%

利尻 国内 7,003 +18.0% 357 -27.1%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,197 +47.6% 260 -3.7%

国内 21,911 +28.9% 32,758 +31.8%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,911 +28.9% 32,758 +31.8%
紋別 国内 6,760 +17.3% 544 +3.2%

国内 87,853 +21.9% 176,599 -12.0%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 87,853 +21.9% 176,599 -12.0%
丘珠 国内 29,334 +29.4% 505 -22.4%

国内 735,193 +11.9% 789,401 +1.4%

東北地区 国際 44,705 +36.1% 21,577 +119.7%
計 779,898 +13.1% 810,978 +2.8%

国内 315,832 +14.6% 380,258 +0.4%
仙台 国際 34,049 +39.5% 21,577 +119.7%

計 349,881 +16.6% 401,835 +3.4%
国内 127,616 +9.0% 114,245 -6.0%

秋田 国際 179 -54.6% 0 　　　　　 －
計 127,795 +8.8% 114,245 -6.0%

国内 30,299 +6.8% 0 　　　　　 －
山形 国際 10 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 30,309 +6.8% 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 111,366 +11.3% 156,485 +2.0%
青森 国際 4,627 -16.6% 0 　　　　　 －

計 115,993 +9.8% 156,485 +2.0%
国内 42,299 +10.3% 14,183 -18.5%

花巻 国際 3,974 +60.3% 0 　　　　　 －
計 46,273 +13.3% 14,183 -18.5%

大館能代 国内 15,717 -2.8% 25,615 +226.8%
国内 42,155 +19.0% 55,567 +19.9%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 42,155 +19.0% 55,567 +19.9%

国内 22,842 +14.7% 7,285 +208.3%
福島 国際 1,866 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 24,708 +24.1% 7,285 +208.3%
三沢 国内 27,067 +5.7% 35,763 -29.8%

国内 6,709,616 +6.2% 54,158,589 -7.4%
国際 4,429,395 -2.4% 225,316,898 -8.5%
計 11,139,011 +2.6% 279,475,487 -8.3%

国内 659,050 +11.3% 1,587,759 -20.3%
成田 国際 2,890,357 -2.5% 175,221,000 -8.3%

計 3,549,407 -0.2% 176,808,759 -8.4%
東京 国内 5,799,496 +5.2% 52,462,472 -7.0%  

（羽田） 国際 1,494,992 -2.2% 49,995,683 -9.5%
計 7,294,488 +3.6% 102,458,155 -8.2%  

国内 95,614 +13.9% 7,139 -55.0%  
新潟 国際 8,917 -10.4% 12,414 +5.1%  

計 104,531 +11.3% 19,553 -29.4%  
大島 国内 1,807 +3.6% 1,134 +1.5%  

三宅島 国内 2,376 +21.8% 206 +5.1%  
八丈島 国内 18,859 +0.8% 62,102 -2.5%  
新島 国内 2,613 +6.0% 1,762 +35.1%  

神津島 国内 1,745 +3.1% 186 +24.0%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 13,946 +32.7% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 13,946 +32.2% 0 　　　　　 －  
国内 44,304 +29.2% 32,539 +16.4%

静岡 国際 23,697 +25.4% 60,053 -3.1%  
計 68,001 +27.8% 92,592 +3.0%  

調布 国内 7,820 +4.5% 3,290 +18.2%  
国内 61,986 +27.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 11,432 -25.3% 27,748 -9.7%
計 73,418 +14.9% 27,748 -9.7%

東京航空局 国内 10,003,525 +12.3% 71,632,137 -6.8%  
国際 4,685,136 -1.8% 226,921,641 -8.7%  

合　　計 計 14,688,661 +7.4% 298,553,778 -8.3%  

  （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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