
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 1,657,175 +3.9% 14,008,493 -11.4%

北海道地区 国際 213,396 +27.5% 911,365 +23.5%
計 1,870,571 +6.1% 14,919,858 -9.8%

国内 1,294,439 +2.8% 12,704,256 -12.1%  
新千歳 国際 201,352 +41.6% 911,365 +23.5%  

計 1,495,791 +6.7% 13,615,621 -10.3%  
国内 63,700 +12.2% 337,019 -2.4%  

旭川 国際 924 -90.7% 0 　　　　　 －  
計 64,624 -3.2% 337,019 -2.4%  

国内 8,377 -2.4% 13,846 +45.2%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 8,377 -2.4% 13,846 +45.2%
国内 47,752 +3.3% 159,671 -1.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 47,752 +3.3% 159,671 -1.6%  

国内 48,638 +17.6% 134,551 -10.3%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 48,638 +17.6% 134,551 -10.3%  
国内 111,634 +7.8% 526,312 -11.1%  

函館 国際 11,120 -27.0% 0 　　　　　 －
計 122,754 +3.3% 526,312 -11.1%

利尻 国内 1,639 +11.6% 0 　　　　　 －
礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
奥尻 国内 887 +14.9% 1,032 +84.9%

国内 8,161 -28.6% 24,673 +1.3%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 8,161 -28.6% 24,673 +1.3%
紋別 国内 5,229 +26.2% 373 -31.1%

国内 46,771 +0.7% 106,553 +39.6%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 46,771 +0.7% 106,553 +39.6%
丘珠 国内 19,948 +30.9% 207 -60.4%

国内 531,301 +1.7% 759,481 +4.5%

東北地区 国際 27,748 +34.2% 19,979 +101.4%
計 559,049 +3.0% 779,460 +5.8%

国内 219,585 -3.2% 401,097 -4.3%
仙台 国際 17,990 +82.4% 19,979 +102.1%

計 237,575 +0.4% 421,076 -1.9%
国内 95,863 +5.3% 115,339 +29.1%

秋田 国際 2,152 -0.3% 0 　　　　　 －
計 98,015 +5.1% 115,339 +29.1%

国内 22,956 +24.1% 0 　　　　　 －
山形 国際 855 +4.0% 0 　　　　　 －

計 23,811 +23.2% 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 81,299 +5.0% 143,544 +2.6%
青森 国際 5,129 -8.2% 0 -100.0%

計 86,428 +4.1% 143,544 +2.5%
国内 31,174 +3.4% 17,151 +21.2%

花巻 国際 1,622 -0.1% 0 　　　　　 －
計 32,796 +3.2% 17,151 +21.2%

大館能代 国内 10,143 +6.2% 6,122 +8.3%
国内 30,730 +0.9% 34,645 +30.6%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 30,730 +0.9% 34,645 +30.6%

国内 18,175 -4.9% 2,193 -7.6%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 18,175 -8.0% 2,193 -7.6%
三沢 国内 21,376 +11.4% 39,390 +32.2%

国内 5,773,919 +7.9% 62,953,250 -2.2%
国際 4,021,251 +8.5% 232,162,540 +13.5%
計 9,795,170 +8.2% 295,115,790 +9.7%

国内 581,030 +12.4% 2,869,138 -30.0%
成田 国際 2,581,840 +7.4% 189,154,000 +10.2%

計 3,162,870 +8.3% 192,023,138 +9.3%
東京 国内 5,011,531 +7.3% 59,914,487 -0.3%  

（羽田） 国際 1,399,161 +11.6% 42,936,899 +30.5%
計 6,410,692 +8.2% 102,851,386 +10.6%  

国内 71,053 -2.3% 31,597 -0.0%  
新潟 国際 7,731 -5.5% 14,299 -44.9%  

計 78,784 -2.6% 45,896 -20.3%  
大島 国内 1,890 -5.4% 1,454 +7.7%  

三宅島 国内 1,696 -0.1% 495 +102.0%  
八丈島 国内 14,938 +8.6% 84,013 +0.1%  
新島 国内 2,407 -6.1% 1,764 -23.3%  

神津島 国内 1,625 +8.9% 106 -39.4%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,212 +12.9% 0 　　　　　 －
松本 国際 458 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,670 +18.5% 0 　　　　　 －  
国内 30,594 +29.4% 46,374 -6.7%

静岡 国際 23,387 +3.0% 32,928 +263.7%  
計 53,981 +16.5% 79,302 +35.0%  

調布 国内 7,023 -1.8% 3,822 -1.8%  
国内 40,920 +40.4% 0 　　　　　 －

百里 国際 8,674 -50.2% 24,414 -22.0%
計 49,594 +6.5% 24,414 -22.0%

東京航空局 国内 7,962,395 +6.6% 77,721,224 -3.9%  
国際 4,262,395 +9.5% 233,093,884 +13.5%  

合　　計 計 12,224,790 +7.6% 310,815,108 +8.6%  

  （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


