
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 1,806,851 +4.8% 13,830,736 +0.4%

北海道地区 国際 307,496 +28.5% 665,976 -54.7%
計 2,114,347 +7.7% 14,496,712 -4.9%

国内 1,437,258 +4.1% 12,659,930 -0.2%  

新千歳 国際 259,200 +29.7% 665,976 -54.7%  

計 1,696,458 +7.3% 13,325,906 -5.8%  

国内 75,858 +6.8% 336,203 +36.9%  

旭川 国際 21,311 +11.8% 0 　　　　　 －  

計 97,169 +7.9% 336,203 +36.9%  

国内 5,185 -17.0% 4,151 -24.9%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 5,185 -17.0% 4,151 -24.9%

国内 48,924 +6.4% 145,263 -5.0%  

釧路 国際 2,497 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 51,421 +11.8% 145,263 -5.0%  

国内 46,635 +1.2% 150,352 +28.5%  

帯広 国際 3,678 +210.6% 0 　　　　　 －  

計 50,313 +6.5% 150,352 +28.5%  

国内 99,523 +10.4% 433,710 -5.3%  

函館 国際 20,124 +10.2% 0 　　　　　 －

計 119,647 +10.4% 433,710 -5.3%

利尻 国内 1,008 -11.0% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 715 -21.0% 402 -37.5%

国内 12,545 +19.3% 17,448 -12.5%

中標津 国際 316 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 12,861 +22.3% 17,448 -12.5%

紋別 国内 6,766 +3.9% 636 +19.3%

国内 59,653 +13.3% 82,020 -14.6%

女満別 国際 370 -55.7% 0 　　　　　 －

計 60,023 +12.2% 82,020 -14.6%
丘珠 国内 12,781 +9.1% 621 -29.9%

国内 463,161 +5.0% 744,922 +0.7%

東北地区 国際 17,228 -35.0% 4,165 -56.8%
計 480,389 +2.8% 749,087 -0.1%

国内 200,979 -3.9% 411,164 +3.4%

仙台 国際 11,518 -28.4% 4,165 -55.5%

計 212,497 -5.7% 415,329 +2.0%

国内 82,031 +11.5% 106,558 -6.5%

秋田 国際 140 -95.1% 0 -100.0%

計 82,171 +7.5% 106,558 -6.7%

国内 17,706 +20.7% 0 　　　　　 －

山形 国際 1,489 +164.0% 0 　　　　　 －
計 19,195 +26.0% 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 68,542 +21.4% 120,874 -7.9%

青森 国際 4,081 -22.7% 0 -100.0%

計 72,623 +17.6% 120,874 -7.9%

国内 26,464 +13.8% 13,642 +28.3%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 26,464 +6.2% 13,642 +28.3%

大館能代 国内 7,003 +18.6% 4,804 -1.4%

国内 26,058 +4.8% 45,107 -2.1%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,058 +4.8% 45,107 -2.1%

国内 15,352 -1.3% 7,449 -1.4%

福島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 15,352 -1.3% 7,449 -1.4%
三沢 国内 19,026 +8.5% 35,324 +26.5%

国内 5,593,834 +5.6% 55,953,623 -1.8%

国際 3,502,505 +13.0% 167,315,414 -14.4%
計 9,096,339 +8.3% 223,269,037 -11.5%

国内 522,379 +12.7% 2,448,323 -30.3%

成田 国際 2,288,387 +8.1% 141,142,000 -16.2%

計 2,810,766 +8.9% 143,590,323 -16.5%

東京 国内 4,928,722 +4.8% 53,384,720 +0.1%  

（羽田） 国際 1,163,489 +24.6% 26,133,123 -3.0%

計 6,092,211 +8.1% 79,517,843 -0.9%  

国内 55,573 +3.2% 12,444 -55.2%  

新潟 国際 10,968 -0.5% 18,098 +20.1%  

計 66,541 +2.6% 30,542 -28.7%  

大島 国内 2,264 -28.8% 1,270 -49.5%  

三宅島 国内 1,925 +23.5% 111 -3.5%  

八丈島 国内 11,893 +6.0% 68,033 -5.8%  

新島 国内 2,656 +28.8% 2,391 +15.9%  

神津島 国内 1,440 -5.1% 200 -55.8%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,082 +24.4% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 8,082 +24.4% 0 　　　　　 －  

国内 23,693 +0.9% 32,155 -5.1%

静岡 国際 26,836 +0.5% 10,421 -59.3%  

計 50,529 +0.7% 42,576 -28.5%  

調布 国内 7,468 +12.6% 3,976 +3.1%  

国内 27,739 +28.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 12,825 +4.3% 11,772 -29.5%
計 40,564 +19.7% 11,772 -29.5%

東京航空局 国内 7,863,846 +5.4% 70,529,281 -1.4%  

国際 3,827,229 +13.7% 167,985,555 -14.7%  
合　　計 計 11,691,075 +8.0% 238,514,836 -11.1%  

  （注）

                       （１）東京航空局調べ（但し成田は、成田国際空港株式会社、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【 4月12日付け速報値】

関東信越
静岡地区


