
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 2,217,543 +6.1% 13,457,343 -11.9%

北海道地区 国際 357,968 +7.6% 1,326,532 -38.1%
計 2,575,511 +6.3% 14,783,875 -15.1%

国内 1,742,694 +5.1% 12,241,141 -12.6%  
新千歳 国際 340,283 +8.7% 1,326,532 -38.1%  

計 2,082,977 +5.7% 13,567,673 -16.0%  
国内 94,923 +8.8% 361,683 +0.0%  

旭川 国際 2,845 -20.0% 0 　　　　　 －  
計 97,768 +7.7% 361,683 +0.0%  

国内 9,927 +37.2% 9,322 -4.4%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 9,927 +37.2% 9,322 -4.4%
国内 67,489 +22.0% 155,668 -6.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 67,489 +22.0% 155,668 -6.6%  

国内 57,812 +4.0% 139,862 -8.6%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 57,812 +4.0% 139,862 -8.6%  
国内 134,239 +11.2% 431,393 -7.2%  

函館 国際 14,840 -7.3% 0 　　　　　 －
計 149,079 +9.1% 431,393 -7.2%

利尻 国内 1,792 +14.3% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 961 -1.7% 340 -41.8%

国内 14,387 +4.2% 21,865 +4.7%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,387 +4.2% 21,865 +4.7%
紋別 国内 5,878 +16.1% 340 +78.9%

国内 67,610 +4.6% 95,022 +0.3%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 67,610 +4.6% 95,022 +0.3%
丘珠 国内 19,831 +1.5% 707 -0.8%

国内 660,999 +8.2% 804,455 -6.8%

東北地区 国際 44,358 -4.2% 22,717 -1.1%
計 705,357 +7.4% 827,172 -6.6%

国内 288,176 +6.5% 414,450 -11.8%
仙台 国際 30,292 +3.4% 21,866 -4.8%

計 318,468 +6.2% 436,316 -11.4%
国内 111,667 +4.6% 123,884 -7.0%

秋田 国際 768 -32.1% 0 　　　　　 －
計 112,435 +4.2% 123,884 -7.0%

国内 28,466 +6.4% 0 　　　　　 －
山形 国際 143 -64.2% 0 　　　　　 －

計 28,609 +5.4% 0 　　　　　 －
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同月増減（％）  

旅　　客 貨　　物

国内 97,910 +16.6% 136,970 -6.8%
青森 国際 4,123 -43.0% 851 +16920.0%

計 102,033 +11.9% 137,821 -6.2%
国内 40,350 +16.7% 14,659 -32.0%

花巻 国際 4,122 +9.6% 0 　　　　　 －
計 44,472 +16.0% 14,659 -32.0%

大館能代 国内 12,291 +17.1% 8,993 +19.9%
国内 34,141 +4.0% 49,320 +45.2%

庄内 国際 98 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 34,239 +4.3% 49,320 +45.2%

国内 22,180 +6.0% 5,840 +146.4%
福島 国際 4,812 +6.5% 0 　　　　　 －

計 26,992 +6.1% 5,840 +146.4%
三沢 国内 25,818 +8.9% 50,339 +5.1%

国内 7,097,274 +5.5% 60,639,152 -6.6%
国際 4,819,718 +6.0% 231,749,717 -8.9%
計 11,916,992 +5.7% 292,388,869 -8.4%

国内 699,053 +5.0% 1,832,668 -24.8%
成田 国際 3,101,804 +6.2% 183,923,000 -10.1%

計 3,800,857 +6.0% 185,755,668 -10.3%
東京 国内 6,157,841 +5.5% 58,656,334 -5.9%  

（羽田） 国際 1,659,785 +5.3% 47,718,280 -4.1%
計 7,817,626 +5.5% 106,374,614 -5.1%  

国内 94,464 +6.2% 21,221 +9.7%  
新潟 国際 13,985 +22.9% 12,138 +22.8%  

計 108,449 +8.1% 33,359 +14.2%  
大島 国内 2,167 -13.8% 1,174 -5.7%  

三宅島 国内 2,587 +15.9% 206 -24.0%  
八丈島 国内 18,355 +5.0% 72,900 -21.9%  
新島 国内 2,908 +2.4% 1,598 -18.1%  

神津島 国内 2,339 +18.6% 163 -37.8%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,966 +5.2% 0 -100.0%
松本 国際 72 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,038 +5.9% 0 -100.0%  
国内 41,330 +15.2% 49,705 +15.0%

静岡 国際 27,163 -3.1% 65,416 +52.3%  
計 68,493 +7.2% 115,121 +33.6%  

調布 国内 9,090 +3.4% 3,183 -14.7%  
国内 55,174 +6.2% 0 　　　　　 －

百里 国際 16,909 +50.3% 30,883 -3.2%
計 72,083 +14.0% 30,883 -3.2%

東京航空局 国内 9,975,816 +5.8% 74,900,950 -7.6%  
国際 5,222,044 +6.0% 233,098,966 -9.1%  

合　　計 計 15,197,860 +5.9% 307,999,916 -8.8%  

  （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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