
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 1,996,384 +2.7% 11,435,019 -12.2%

北海道地区 国際 436,607 +10.6% 1,424,792 -48.9%
計 2,432,991 +4.0% 12,859,811 -18.6%

国内 1,563,166 +1.5% 10,373,018 -13.3%  
新千歳 国際 412,273 +11.9% 1,424,792 -48.9%  

計 1,975,439 +3.5% 11,797,810 -20.0%  
国内 89,553 +3.1% 332,723 +12.6%  

旭川 国際 7,366 -14.2% 0 　　　　　 －  
計 96,919 +1.5% 332,723 +12.6%  

国内 6,613 +3.1% 3,953 -21.4%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,613 +3.1% 3,953 -21.4%
国内 65,813 +20.8% 134,923 -6.6%  

釧路 国際 1 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 65,814 +20.8% 134,923 -6.6%  

国内 52,306 +1.5% 140,097 +0.5%  
帯広 国際 614 -72.6% 0 　　　　　 －  

計 52,920 -1.6% 140,097 +0.5%  
国内 104,020 +6.5% 352,480 -2.2%  

函館 国際 15,431 -0.6% 0 　　　　　 －
計 119,451 +5.5% 352,480 -2.2%

利尻 国内 1,406 +4.8% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 600 -11.2% 300 -34.4%

国内 14,972 +6.0% 17,427 -22.6%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,972 +6.0% 17,427 -22.6%
紋別 国内 6,939 +6.5% 280 +10.7%

国内 73,879 +6.7% 79,432 -9.6%
女満別 国際 922 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 74,801 +8.1% 79,432 -9.6%
丘珠 国内 17,117 +8.6% 386 -45.1%

国内 519,339 +3.2% 646,085 -6.6%

東北地区 国際 50,562 +5.8% 33,433 +283.1%
計 569,901 +3.4% 679,518 -3.0%

国内 236,274 +1.9% 329,235 -7.5%
仙台 国際 26,841 -2.7% 32,590 +274.5%

計 263,115 +1.4% 361,825 -0.8%
国内 85,030 +4.2% 99,242 -4.5%

秋田 国際 4,032 +102.9% 0 　　　　　 －
計 89,062 +6.5% 99,242 -4.5%

国内 23,472 +12.1% 0 　　　　　 －
山形 国際 1,471 -16.8% 0 　　　　　 －

計 24,943 +9.8% 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 72,375 +2.8% 115,730 -10.3%
青森 国際 10,686 -7.1% 843 +3412.5%

計 83,061 +1.4% 116,573 -9.6%
国内 30,074 +3.8% 13,293 -25.3%

花巻 国際 3,545 +14.8% 0 　　　　　 －
計 33,619 +4.9% 13,293 -25.3%

大館能代 国内 8,470 +1.3% 5,581 -23.2%
国内 27,583 +10.6% 41,479 +14.1%

庄内 国際 670 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 28,253 +13.3% 41,479 +14.1%

国内 16,447 +0.6% 5,590 +194.1%
福島 国際 3,317 +79.2% 0 　　　　　 －

計 19,764 +8.6% 5,590 +194.1%
三沢 国内 19,614 -0.9% 35,935 -9.3%

国内 5,826,977 +1.8% 48,678,016 -7.0%
国際 4,097,295 +4.4% 177,937,254 -14.2%
計 9,924,272 +2.8% 226,615,270 -12.8%

国内 557,494 -1.8% 1,342,465 -12.2%
成田 国際 2,645,396 +5.2% 140,441,000 -16.1%

計 3,202,890 +3.9% 141,783,465 -16.1%
東京 国内 5,087,572 +1.8% 47,216,259 -6.8%  

（羽田） 国際 1,401,355 +2.9% 37,440,862 -6.1%
計 6,488,927 +2.0% 84,657,121 -6.5%  

国内 68,222 +35.8% 22,505 +26.5%  
新潟 国際 11,107 -2.1% 11,136 -2.1%  

計 79,329 +28.8% 33,641 +15.3%  
大島 国内 2,045 +0.8% 1,123 +2.9%  

三宅島 国内 2,263 +11.4% 183 -28.2%  
八丈島 国内 12,899 -5.9% 54,659 -15.6%  
新島 国内 2,498 -9.6% 1,271 -15.8%  

神津島 国内 1,681 +3.3% 211 +129.3%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,322 -1.9% 0 　　　　　 －
松本 国際 214 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,536 +0.4% 0 　　　　　 －  
国内 31,376 +6.3% 36,521 -10.0%

静岡 国際 24,426 -7.2% 39,759 +46.0%  
計 55,802 -0.1% 76,280 +12.5%  

調布 国内 7,272 -6.5% 2,819 -4.5%  
国内 44,333 +5.9% 0 　　　　　 －

百里 国際 14,797 +52.2% 4,497 -75.5%
計 59,130 +14.6% 4,497 -75.5%

東京航空局 国内 8,342,700 +2.1% 60,759,120 -8.0%  
国際 4,584,464 +5.0% 179,395,479 -14.7%  

合　　計 計 12,927,164 +3.1% 240,154,599 -13.1%  

  （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

関東信越
静岡地区


