
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 1,852,287 -7.2% 11,248,013 -1.6%

北海道地区 国際 234,748 -46.2% 594,171 -58.3%
計 2,087,035 -14.2% 11,842,184 -7.9%

国内 1,459,702 -6.6% 10,236,399 -1.3%  
新千歳 国際 221,100 -46.4% 594,171 -58.3%  

計 1,680,802 -14.9% 10,830,570 -8.2%  
国内 81,532 -9.0% 302,702 -9.0%  

旭川 国際 3,005 -59.2% 0 　　　　　 －  
計 84,537 -12.8% 302,702 -9.0%  

国内 5,775 -12.7% 5,860 +48.2%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 5,775 -12.7% 5,860 +48.2%
国内 59,377 -9.8% 131,200 -2.8%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 59,377 -9.8% 131,200 -2.8%  

国内 48,724 -6.8% 119,121 -15.0%  
帯広 国際 508 -17.3% 0 　　　　　 －  

計 49,232 -7.0% 119,121 -15.0%  
国内 92,033 -11.5% 362,781 +2.9%  

函館 国際 10,135 -34.3% 0 　　　　　 －
計 102,168 -14.5% 362,781 +2.9%

利尻 国内 1,294 -8.0% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 505 -15.8% 343 +14.3%

国内 14,158 -5.4% 12,653 -27.4%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,158 -5.4% 12,653 -27.4%
紋別 国内 6,701 -3.4% 483 +72.5%

国内 67,057 -9.2% 76,232 -4.0%
女満別 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 67,057 -10.4% 76,232 -4.0%
丘珠 国内 15,429 -9.9% 239 -38.1%

国内 534,518 +2.9% 707,394 +9.5%

東北地区 国際 41,030 -18.9% 3,538 -89.4%
計 575,548 +1.0% 710,932 +4.6%

国内 240,673 +1.9% 342,593 +4.1%
仙台 国際 27,939 +4.1% 3,503 -89.3%

計 268,612 +2.1% 346,096 -4.3%
国内 86,741 +2.0% 97,759 -1.5%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 86,741 -2.6% 97,759 -1.5%

国内 23,804 +1.4% 0 　　　　　 －
山形 国際 2,603 +77.0% 0 　　　　　 －

計 26,407 +5.9% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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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 75,877 +4.8% 121,660 +5.1%
青森 国際 6,539 -38.8% 35 -95.8%

計 82,416 -0.8% 121,695 +4.4%
国内 30,126 +0.2% 12,196 -8.3%

花巻 国際 2,236 -36.9% 0 　　　　　 －
計 32,362 -3.7% 12,196 -8.3%

大館能代 国内 9,459 +11.7% 13,287 +138.1%
国内 28,416 +3.0% 64,036 +54.4%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 28,416 +0.6% 64,036 +54.4%

国内 16,583 +0.8% 10,428 +86.5%
福島 国際 1,713 -48.4% 0 　　　　　 －

計 18,296 -7.4% 10,428 +86.5%
三沢 国内 22,839 +16.4% 45,435 +26.4%

国内 5,447,446 -6.5% 47,898,463 -1.6%
国際 3,153,189 -23.0% 195,229,396 +9.7%
計 8,600,635 -13.3% 243,127,859 +7.3%

国内 594,466 +6.6% 1,610,396 +20.0%
成田 国際 2,115,574 -20.0% 150,508,000 +7.2%

計 2,710,040 -15.4% 152,118,396 +7.3%
東京 国内 4,655,600 -8.5% 46,199,293 -2.2%  

（羽田） 国際 1,022,227 -27.1% 44,703,333 +19.4%
計 5,677,827 -12.5% 90,902,626 +7.4%  

国内 71,232 +4.4% 8,191 -63.6%  
新潟 国際 7,187 -35.3% 9,750 -12.4%  

計 78,419 -1.1% 17,941 -46.7%  
大島 国内 2,171 +6.2% 1,016 -9.5%  

三宅島 国内 2,369 +4.7% 175 -4.4%  
八丈島 国内 13,148 +1.9% 51,897 -5.1%  
新島 国内 2,507 +0.4% 1,232 -3.1%  

神津島 国内 1,747 +3.9% 190 -10.0%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,738 +36.6% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 12,738 +33.6% 0 　　　　　 －  
国内 35,768 +14.0% 23,458 -35.8%

静岡 国際 5,553 -77.3% 8,313 -79.1%  
計 41,321 -25.9% 31,771 -58.3%  

調布 国内 7,514 +3.3% 2,615 -7.2%  
国内 48,186 +8.7% 0 　　　　　 －

百里 国際 2,648 -82.1% 0 -100.0%
計 50,834 -14.0% 0 -100.0%

東京航空局 国内 7,834,251 -6.1% 59,853,870 -1.5%  
国際 3,428,967 -25.2% 195,827,105 +9.2%  

合　　計 計 11,263,218 -12.9% 255,680,975 +6.5%  

  （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

関東信越
静岡地区


