
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 2,359,378 +4.0% 19,508,415 -10.7%

北海道地区 国際 355,688 +25.1% 887,045 +17.7%
計 2,715,066 +6.4% 20,395,460 -9.8%

国内 1,777,851 +2.2% 17,546,501 -11.2%  
新千歳 国際 321,904 +27.6% 887,045 +17.7%  

計 2,099,755 +5.4% 18,433,546 -10.1%  
国内 112,006 +6.6% 553,340 -9.9%  

旭川 国際 15,383 -8.7% 0 　　　　　 －  
計 127,389 +4.5% 553,340 -9.9%  

国内 35,513 +13.3% 20,190 +41.8%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 35,513 +13.3% 20,190 +41.8%
国内 73,420 +13.3% 200,156 -12.9%  

釧路 国際 136 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 73,556 +13.5% 200,156 -12.9%  

国内 60,335 +16.3% 275,409 +7.0%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 60,335 +16.3% 275,409 +7.0%  
国内 151,364 +6.8% 693,390 -7.8%  

函館 国際 18,265 +19.5% 0 　　　　　 －
計 169,629 +8.0% 693,390 -7.8%

利尻 国内 8,139 +2.2% 657 -1.9%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 948 +36.2% 447 +4.4%

国内 21,896 -4.5% 35,583 -45.3%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,896 -4.5% 35,583 -45.3%
国内 5,518 -1.0% 398 -20.9%

紋別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 5,518 -1.0% 398 -20.9%

国内 87,491 +12.4% 181,641 +12.2%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 87,491 +12.4% 181,641 +12.2%
丘珠 国内 24,897 +32.1% 703 +56.9%

国内 639,102 +8.3% 845,497 +3.9%

東北地区 国際 25,106 +30.2% 13,483 -68.8%
計 664,208 +9.0% 858,980 +0.3%

国内 271,091 +8.5% 461,772 +2.4%
仙台 国際 18,644 +15.4% 13,465 -68.7%

計 289,735 +8.9% 475,237 -3.8%
国内 114,846 +10.2% 131,820 +5.2%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 114,846 +10.2% 131,820 +5.2%

国内 28,320 +21.9% 0 -100.0%
山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 28,320 +21.9% 0 -100.0%
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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 96,269 +0.5% 142,960 -4.9%
青森 国際 5,812 +86.6% 18 -88.3%

計 102,081 +3.2% 142,978 -4.9%
国内 36,354 -3.9% 18,705 +50.0%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 36,354 -3.9% 18,705 +50.0%

国内 12,127 +10.2% 6,790 +27.4%
大館能代 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 12,127 +10.2% 6,790 +27.4%
国内 34,686 +7.8% 48,965 +27.1%

庄内 国際 650 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 35,336 +9.8% 48,965 +27.1%

国内 25,063 +13.5% 1,844 -81.6%
福島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 25,063 +13.5% 1,844 -81.6%
国内 20,346 +44.6% 32,641 +81.0%

三沢 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 20,346 +44.6% 32,641 +81.0%

国内 6,673,567 +3.1% 67,563,798 -3.5%
国際 4,174,916 +4.4% 238,862,068 +11.3%
計 10,848,483 +3.6% 306,425,866 +7.7%

成田 国内 663,901 +4.7% 2,655,149 -36.4%
国際 2,684,119 +2.3% 194,530,000 +8.3%
計 3,348,020 +2.8% 197,185,149 +7.3%

東京 国内 5,799,929 +2.6% 64,766,145 -1.4%  
（羽田） 国際 1,443,809 +9.8% 44,243,076 +26.6%

計 7,243,738 +4.0% 109,009,221 +8.3%  
国内 77,033 +4.1% 15,535 +99.9%  

新潟 国際 9,241 -20.8% 9,955 -12.1%  
計 86,274 +0.7% 25,490 +33.4%  

大島 国内 2,360 +8.9% 1,369 -6.3%  
三宅島 国内 2,299 +16.5% 711 +534.8%  

国内 18,413 -2.0% 81,564 -3.6%  
八丈島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 18,413 -2.0% 81,564 -3.6%  
新島 国内 3,098 +11.5% 1,913 -26.0%  

神津島 国内 2,197 +26.0% 387 +233.6%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,769 +1.0% 0 　　　　　 －
松本 国際 308 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,077 +3.6% 0 　　　　　 －  
国内 31,436 +11.5% 36,497 +28.3%

静岡 国際 24,981 -16.5% 49,115 +379.3%  
計 56,417 -2.9% 85,612 +121.3%  

調布 国内 9,297 +15.2% 4,528 +5.6%  
国内 51,835 +28.4% 0 　　　　　 －

百里 国際 12,458 -38.6% 29,922 +19.5%
計 64,293 +6.0% 29,922 +19.5%

東京航空局 国内 9,672,047 +3.6% 87,917,710 -5.1%  
国際 4,555,710 +5.8% 239,762,596 +11.3%  

合　　計 計 14,227,757 +4.3% 327,680,306 +6.4%  

  （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


