
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 2,139,703 +4.7% 14,903,214 -10.4%

北海道地区 国際 247,183 +25.3% 866,067 +23.4%
計 2,386,886 +6.5% 15,769,281 -9.0%

国内 1,643,833 +4.0% 13,304,912 -11.4%  

新千歳 国際 231,000 +34.3% 866,067 +23.6%  

計 1,874,833 +7.0% 14,170,979 -9.8%  

国内 88,874 +8.8% 477,092 -1.5%  

旭川 国際 1,521 -85.1% 0 　　　　　 －  

計 90,395 -1.6% 477,092 -1.5%  

国内 29,102 +4.0% 5,728 +12.8%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 29,102 +4.0% 5,728 +12.8%

国内 61,994 +10.4% 173,751 -22.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 61,994 +10.4% 173,751 -22.6%  

国内 52,133 +10.3% 189,991 +11.0%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 52,133 +10.3% 189,991 +11.0%  

国内 138,472 +2.2% 596,554 +5.0%  

函館 国際 14,662 -2.7% 0 　　　　　 －

計 153,134 +1.7% 596,554 +5.0%

利尻 国内 7,725 +4.8% 644 -23.5%

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 833 +24.5% 276 +59.5%

国内 18,447 +7.3% 23,188 -48.1%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 -100.0%

計 18,447 +7.3% 23,188 -48.9%

国内 4,862 -20.3% 329 -23.7%

紋別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 4,862 -20.3% 329 -23.7%

国内 70,852 +8.1% 130,405 +13.1%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 70,852 +8.1% 130,405 +13.1%
丘珠 国内 22,576 +27.4% 344 -59.9%

国内 579,144 +1.7% 1,066,868 -12.2%

東北地区 国際 22,689 +43.4% 14,890 -35.3%
計 601,833 +2.8% 1,081,758 -12.6%

国内 245,190 +3.3% 658,801 -15.2%

仙台 国際 16,241 +46.7% 14,890 -35.3%

計 261,431 +5.2% 673,691 -15.8%

国内 102,593 +5.7% 118,227 +1.0%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 102,593 +5.5% 118,227 +1.0%

国内 28,067 +20.5% 16,572 -11.4%

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 28,067 +20.5% 16,572 -11.4%
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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 101,402 +15.3% 173,644 +7.2%

青森 国際 6,086 +162.8% 0 　　　　　 －

計 107,488 +19.1% 173,644 +7.2%

国内 35,646 -5.8% 18,405 +25.6%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 35,646 -11.2% 18,405 +25.6%

国内 11,307 +2.3% 5,660 +0.1%

大館能代 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 11,307 +2.3% 5,660 +0.1%

国内 33,650 +5.0% 73,728 -0.6%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 33,650 +5.0% 73,728 -0.6%

国内 21,289 +0.2% 1,831 -91.3%

福島 国際 362 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,651 +1.9% 1,831 -91.3%

国内 0 -100.0% 0 -100.0%

三沢 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 0 -100.0% 0 -100.0%

国内 5,895,014 +2.1% 57,422,776 -6.1%

国際 3,776,644 +6.1% 235,118,717 +12.3%
計 9,671,658 +3.6% 292,541,493 +8.2%

成田 国内 590,899 +8.0% 2,685,742 -28.3%

国際 2,427,048 +4.5% 190,356,000 +8.8%

計 3,017,947 +5.2% 193,041,742 +8.0%

東京 国内 5,112,794 +1.0% 54,602,390 -4.6%  

（羽田） 国際 1,311,852 +10.1% 44,664,265 +30.2%

計 6,424,646 +2.7% 99,266,655 +8.4%  

国内 75,958 +6.5% 9,138 +0.8%  

新潟 国際 8,471 +2.5% 16,943 -9.9%  

計 84,429 +6.1% 26,081 -6.4%  

大島 国内 1,889 +20.5% 1,260 +1.1%  

三宅島 国内 1,993 +30.4% 382 -48.9%  

国内 12,253 +7.8% 80,228 -14.2%  

八丈島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,253 +7.8% 80,228 -14.2%  

新島 国内 2,729 +5.0% 1,863 -17.1%  

神津島 国内 1,675 +31.8% 124 +110.2%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 10,771 +18.6% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 10,771 +18.6% 0 　　　　　 －  

国内 29,280 +22.6% 38,002 +26.8%

静岡 国際 21,624 -10.0% 47,212 +249.6%  

計 50,904 +6.3% 85,214 +96.0%  

調布 国内 7,617 +17.7% 3,647 -15.2%  

国内 47,156 +29.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 7,649 -42.6% 34,297 +78.6%
計 54,805 +10.1% 34,297 +78.6%

東京航空局 国内 8,613,861 +2.7% 73,392,858 -7.1%  

国際 4,046,516 +7.2% 235,999,674 +12.4%  
合　　計 計 12,660,377 +4.1% 309,392,532 +7.1%  

  （注）

                       （１）東京航空局調べ（但し成田は、成田国際空港株式会社調べ）

                     　（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


