
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 2,034,112 +3.9% 15,184,942 -19.3%

北海道地区 国際 263,600 -3.4% 1,999,861 +50.4%
計 2,297,712 +3.0% 17,184,803 -14.7%

国内 1,584,630 +3.1% 13,880,326 -20.3%  
新千歳 国際 247,454 -3.6% 1,999,861 +50.4%  

計 1,832,084 +2.1% 15,880,187 -15.3%  
国内 79,163 +6.0% 327,779 -10.9%  

旭川 国際 1,149 +145.5% 0 　　　　　 －  
計 80,312 +6.9% 327,779 -10.9%  

国内 9,999 +22.6% 6,696 -8.2%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 9,999 +22.6% 6,696 -8.2%
国内 66,762 +13.1% 211,097 +2.2%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 66,762 +13.1% 211,097 +2.2%  

国内 58,785 +9.2% 183,527 +55.9%  
帯広 国際 296 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 59,081 +9.8% 183,527 +55.9%  
国内 129,109 +7.9% 435,389 -21.5%  

函館 国際 14,701 -5.4% 0 　　　　　 －
計 143,810 +6.3% 435,389 -21.5%

利尻 国内 1,924 +10.7% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 868 -7.1% 319 -66.8%

国内 16,094 -3.2% 12,663 -12.0%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,094 -3.2% 12,663 -12.0%
紋別 国内 6,214 -13.4% 394 +11.0%

国内 60,082 +1.4% 126,243 -4.7%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 60,082 +1.4% 126,243 -4.7%
丘珠 国内 20,482 +7.9% 509 -22.6%

国内 708,376 +6.4% 822,668 -8.0%

東北地区 国際 54,820 +11.4% 32,340 +119.5%
計 763,196 +6.7% 855,008 -5.9%

国内 310,605 +5.8% 459,376 -8.3%
仙台 国際 28,863 -0.2% 31,964 +119.0%

計 339,468 +5.3% 491,340 -4.7%
国内 125,706 +5.9% 109,039 -9.6%

秋田 国際 5,857 +12.8% 0 　　　　　 －
計 131,563 +6.2% 109,039 -9.6%

国内 30,752 +15.0% 0 　　　　　 －
山形 国際 4,070 +581.7% 0 　　　　　 －

計 34,822 +27.3% 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 98,747 +6.5% 135,374 -15.0%
青森 国際 9,281 -17.6% 376 +176.5%

計 108,028 +3.9% 135,750 -14.8%
国内 42,229 +10.7% 15,452 -9.9%

花巻 国際 1,790 -33.2% 0 　　　　　 －
計 44,019 +7.8% 15,452 -9.9%

大館能代 国内 14,221 +14.0% 7,976 +31.7%
国内 37,317 +2.6% 39,111 -9.4%

庄内 国際 1,453 +16044.4% 0 　　　　　 －
計 38,770 +6.6% 39,111 -9.4%

国内 23,065 -3.8% 7,140 +227.2%
福島 国際 3,506 +523.8% 0 　　　　　 －

計 26,571 +8.3% 7,140 +227.2%
三沢 国内 25,734 +10.7% 49,200 +9.9%

国内 6,751,390 +2.9% 58,838,667 -19.3%
国際 4,253,097 +4.7% 232,880,551 -8.0%
計 11,004,487 +3.5% 291,719,218 -10.6%

国内 595,285 -1.0% 1,932,738 -38.9%
成田 国際 2,704,508 +4.5% 180,806,000 -10.4%

計 3,299,793 +3.4% 182,738,738 -10.8%
東京 国内 5,926,078 +3.1% 56,786,776 -18.4%  

（羽田） 国際 1,505,426 +5.1% 51,967,358 +1.2%
計 7,431,504 +3.5% 108,754,134 -10.1%  

国内 95,161 +14.9% 17,239 +20.8%  
新潟 国際 9,370 -2.0% 18,868 -25.6%  

計 104,531 +13.1% 36,107 -8.9%  
大島 国内 2,182 -0.2% 1,182 -8.9%  

三宅島 国内 2,357 -3.0% 185 -53.5%  
八丈島 国内 18,149 -5.2% 66,895 -9.6%  
新島 国内 2,556 -22.4% 1,462 -19.9%  

神津島 国内 1,892 -12.7% 283 -19.1%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,151 +2.3% 0 　　　　　 －
松本 国際 69 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 11,220 +3.0% 0 　　　　　 －  
国内 36,694 +10.1% 28,794 -20.7%

静岡 国際 21,051 -16.6% 55,118 +5.6%  
計 57,745 -1.4% 83,912 -5.2%  

調布 国内 7,894 -16.2% 3,113 -19.8%  
国内 51,991 +1.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 12,673 +73.8% 33,207 -5.7%
計 64,664 +10.5% 33,207 -5.7%

東京航空局 国内 9,493,878 +3.3% 74,846,277 -19.2%  
国際 4,571,517 +4.2% 234,912,752 -7.7%  

合　　計 計 14,065,395 +3.6% 309,759,029 -10.8%  

  （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
                     　（３）確定値については、今後修正される場合がございます
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