
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 2,019,589 +3.0% 16,476,701 -2.7%

北海道地区 国際 171,192 +38.2% 737,450 +15.4%
計 2,190,781 +5.1% 17,214,151 -2.0%

国内 1,558,871 +3.4% 14,888,934 -3.2%  

新千歳 国際 142,200 +39.0% 737,450 +15.4%  

計 1,701,071 +5.7% 15,626,384 -2.5%  

国内 83,873 +2.1% 461,155 +11.3%  

旭川 国際 11,814 +46.6% 0 　　　　　 －  

計 95,687 +6.1% 461,155 +11.3%  

国内 26,151 +3.0% 9,978 +6.1%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,151 +3.0% 9,978 +6.1%

国内 54,942 -0.2% 153,960 -1.0%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 54,942 -0.2% 153,960 -1.0%  

国内 45,816 -1.5% 145,194 +8.2%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 45,816 -1.5% 145,194 +8.2%  

国内 133,260 -0.7% 671,552 +10.8%  

函館 国際 17,178 +27.2% 0 　　　　　 －

計 150,438 +1.9% 671,552 +10.8%

利尻 国内 6,117 +12.4% 948 +58.3%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 756 -18.6% 272 +24.2%

国内 18,167 +6.0% 22,561 -60.3%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 18,167 +6.0% 22,561 -60.3%

紋別 国内 5,465 -10.3% 508 -5.4%

国内 71,048 +9.6% 121,036 -27.7%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 71,048 +9.6% 121,036 -27.7%
丘珠 国内 15,123 -2.8% 603 -31.9%

国内 547,874 -0.7% 1,122,819 -1.3%

東北地区 国際 18,565 +0.8% 20,677 +95.7%
計 566,439 -0.7% 1,143,496 -0.4%

国内 239,893 -6.2% 714,589 -0.2%

仙台 国際 12,007 -9.8% 20,393 +98.7%

計 251,900 -6.4% 734,982 +1.2%

国内 95,306 -1.1% 142,537 -3.0%

秋田 国際 1,937 +36.0% 284 -6.0%

計 97,243 -0.6% 142,821 -3.0%

国内 19,584 +1.4% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 19,584 +1.4% 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 80,818 +12.7% 161,747 +4.4%

青森 国際 1,569 -29.2% 0 　　　　　 －

計 82,387 +11.4% 161,747 +4.4%

国内 33,684 +0.3% 10,825 -17.0%

花巻 国際 1,947 +33.7% 0 　　　　　 －

計 35,631 +1.7% 10,825 -17.0%

大館能代 国内 9,869 +1.3% 4,505 -6.1%

国内 29,663 -2.6% 64,163 -24.8%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 29,663 -2.6% 64,163 -24.8%

国内 21,336 -4.5% 1,581 -57.9%

福島 国際 1,105 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 22,441 +0.5% 1,581 -57.9%
三沢 国内 17,721 +39.9% 22,872 +85.2%

国内 5,501,605 +0.3% 61,144,155 -1.1%

国際 3,262,298 +8.2% 188,859,697 -2.1%
計 8,763,903 +3.1% 250,003,852 -1.9%

国内 549,839 +24.6% 3,259,638 -30.4%

成田 国際 2,243,730 +6.7% 162,830,000 -4.7%

計 2,793,569 +9.8% 166,089,638 -5.4%

東京 国内 4,794,051 -1.8% 57,749,762 +1.3%  

（羽田） 国際 959,477 +9.5% 25,921,899 +17.5%

計 5,753,528 -0.1% 83,671,661 +5.8%  

国内 70,334 -2.5% 15,443 +2.2%  

新潟 国際 9,081 +2.6% 13,910 +11.7%  

計 79,415 -2.0% 29,353 +6.5%  

大島 国内 2,900 +26.3% 1,906 +5.1%  

三宅島 国内 1,669 +7.6% 1,361 +137.5%  

八丈島 国内 10,224 -4.3% 77,860 -21.8%  

新島 国内 2,620 +30.0% 2,387 -16.8%  

神津島 国内 1,418 +3.6% 205 +169.7%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,962 +12.4% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 8,962 +12.4% 0 　　　　　 －  

国内 19,473 -6.6% 30,382 +36.3%

静岡 国際 38,160 +103.3% 52,959 +228.8%  

計 57,633 +45.4% 83,341 +117.0%  

調布 国内 7,075 +11.9% 5,211 +8.4%  

国内 33,040 -5.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 11,850 +39.4% 40,929 +4577.6%
計 44,890 +3.0% 40,929 +4577.6%

東京航空局 国内 8,069,068 +0.9% 78,743,675 -1.5%  

国際 3,452,055 +9.3% 189,617,824 -2.1%  
合　　計 計 11,521,123 +3.3% 268,361,499 -1.9%  

  （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）東京（羽田）の数値は【 7月31日付け速報値】

関東信越
静岡地区


