
管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 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 1,818,024 +0.6% 12,869,153 -7.0%

北海道地区 国際 331,582 +7.8% 877,422 +31.7%
計 2,149,606 +1.7% 13,746,575 -5.2%

国内 1,436,966 -0.0% 11,677,364 -7.8%  

新千歳 国際 296,748 +14.5% 877,422 +31.7%  

計 1,733,714 +2.2% 12,554,786 -5.8%  

国内 78,726 +3.8% 310,978 -7.5%  

旭川 国際 10,680 -49.9% 0 　　　　　 －  

計 89,406 -8.0% 310,978 -7.5%  

国内 5,914 +14.1% 15,209 +266.4%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 5,914 +14.1% 15,209 +266.4%

国内 50,456 +3.1% 139,009 -4.3%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 50,456 -1.9% 139,009 -4.3%  

国内 49,038 +5.2% 129,266 -14.0%  

帯広 国際 2,249 -38.9% 0 　　　　　 －  

計 51,287 +1.9% 129,266 -14.0%  

国内 93,924 -5.6% 418,025 -3.6%  

函館 国際 21,905 +8.9% 0 　　　　　 －

計 115,829 -3.2% 418,025 -3.6%

利尻 国内 1,404 +39.3% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 860 +20.3% 551 +37.1%

国内 13,076 +4.2% 19,541 +12.0%

中標津 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 13,076 +1.7% 19,541 +12.0%

紋別 国内 7,259 +7.3% 480 -24.5%

国内 64,664 +8.7% 158,359 +93.1%

女満別 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 64,664 +8.0% 158,359 +93.1%
丘珠 国内 15,737 +23.4% 371 -40.3%

国内 462,355 -0.2% 721,096 -3.2%

東北地区 国際 38,956 +126.1% 20,823 +400.0%
計 501,311 +4.4% 741,919 -1.0%

国内 207,033 +3.0% 390,684 -5.0%

仙台 国際 25,528 +121.6% 20,823 +400.0%

計 232,561 +9.4% 411,507 -0.9%

国内 77,799 -5.2% 105,084 -1.4%

秋田 国際 762 +444.3% 0 　　　　　 －

計 78,561 -4.4% 105,084 -1.4%

国内 18,199 +2.8% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 18,199 -5.2% 0 　　　　　 －
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管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 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 65,726 -4.1% 128,866 +6.6%

青森 国際 12,188 +198.7% 0 　　　　　 －

計 77,914 +7.3% 128,866 +6.6%

国内 25,399 -4.0% 13,948 +2.2%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 25,399 -4.0% 13,948 +2.2%

大館能代 国内 7,381 +5.5% 4,450 -7.4%

国内 26,234 +0.7% 43,529 -3.5%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,234 +0.7% 43,529 -3.5%

国内 14,847 -3.3% 1,320 -82.3%

福島 国際 478 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 15,325 -0.2% 1,320 -82.3%
三沢 国内 19,737 +3.7% 33,215 -6.0%

国内 5,774,228 +5.2% 58,180,584 +2.8%

国際 3,699,037 +5.8% 194,458,820 +16.2%
計 9,473,265 +5.4% 252,639,404 +12.8%

国内 586,067 +12.2% 2,881,423 -10.1%

成田 国際 2,367,535 +3.7% 158,575,000 +12.4%

計 2,953,602 +5.3% 161,456,423 +11.9%

東京 国内 5,035,489 +4.4% 55,165,655 +3.6%  

（羽田） 国際 1,289,527 +10.8% 35,846,443 +37.2%

計 6,325,016 +5.7% 91,012,098 +14.6%  

国内 56,825 +2.3% 16,795 +35.0%  

新潟 国際 9,424 -14.1% 11,967 -33.9%  

計 66,249 -0.4% 28,762 -5.8%  

大島 国内 2,282 +0.8% 1,148 -9.6%  

三宅島 国内 1,838 -4.5% 261 +135.1%  

八丈島 国内 12,975 +9.1% 77,728 +14.3%  

新島 国内 2,418 -9.0% 1,648 -31.1%  

神津島 国内 1,748 +21.4% 247 +23.5%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,600 +6.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 8,600 +6.5% 0 　　　　　 －  

国内 25,281 +7.0% 32,358 +0.6%

静岡 国際 24,427 -9.0% 8,467 -18.8%  

計 49,708 -1.5% 40,825 -4.1%  

調布 国内 7,558 +1.2% 3,321 -16.5%  

国内 33,147 +19.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 8,124 -36.7% 16,943 +43.9%
計 41,271 +1.7% 16,943 +43.9%

東京航空局 国内 8,054,607 +3.8% 71,770,833 +0.8%  

国際 4,069,575 +6.5% 195,357,065 +16.3%  
合　　計 計 12,124,182 +4.7% 267,127,898 +11.7%  

  （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


