
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 1,595,371 +5.5% 15,809,341 +0.6%

北海道地区 国際 167,404 +10.4% 737,713 -17.2%
計 1,762,775 +6.0% 16,547,054 -0.3%

国内 1,259,392 +6.1% 14,447,785 +0.4%  

新千歳 国際 142,202 +12.0% 737,713 -17.2%  

計 1,401,594 +6.7% 15,185,498 -0.6%  

国内 56,790 +2.8% 345,471 +10.4%  

旭川 国際 9,965 -2.0% 0 　　　　　 －  

計 66,755 +2.1% 345,471 +10.4%  

国内 8,583 +1.8% 9,537 -6.0%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 8,583 +1.8% 9,537 -6.0%

国内 46,213 +8.4% 162,249 -0.5%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 46,213 +8.4% 162,249 -0.5%  

国内 41,357 +5.8% 149,994 +9.6%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 41,357 +5.8% 149,994 +9.6%  

国内 103,548 -0.8% 592,016 +7.2%  

函館 国際 15,237 +5.7% 0 　　　　　 －

計 118,785 +0.0% 592,016 +7.2%

利尻 国内 1,468 -0.4% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 772 -7.9% 558 -0.7%

国内 11,434 -5.6% 24,360 -40.7%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 11,434 -5.6% 24,360 -40.7%

紋別 国内 4,142 -11.3% 541 -8.5%

国内 46,429 +5.6% 76,307 -26.2%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 46,429 +5.6% 76,307 -26.2%
丘珠 国内 15,243 +22.2% 523 -33.5%

国内 522,290 +5.2% 727,005 -6.5%

東北地区 国際 20,684 -22.0% 9,922 -22.9%
計 542,974 +3.8% 736,927 -6.7%

国内 226,802 +2.9% 419,186 +4.1%

仙台 国際 9,865 -31.2% 9,888 -20.0%

計 236,667 +0.9% 429,074 +3.4%

国内 91,078 +6.7% 89,348 -26.6%

秋田 国際 2,159 -52.1% 0 -100.0%

計 93,237 +3.8% 89,348 -26.9%

国内 18,499 +5.1% 0 　　　　　 －

山形 国際 822 +181.5% 0 　　　　　 －
計 19,321 +8.0% 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 77,453 +6.6% 139,970 -14.6%

青森 国際 5,590 -0.0% 34 +3300.0%

計 83,043 +6.1% 140,004 -14.6%

国内 30,150 +3.9% 14,156 +19.3%

花巻 国際 1,623 +44.9% 0 　　　　　 －

計 31,773 +5.4% 14,156 +19.3%

大館能代 国内 9,549 +10.5% 5,652 -3.1%

国内 30,452 +12.7% 26,529 -31.4%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 30,452 +12.7% 26,529 -31.4%

国内 19,121 +8.6% 2,374 -26.6%

福島 国際 625 -4.7% 0 　　　　　 －

計 19,746 +8.2% 2,374 -26.6%
三沢 国内 19,186 +5.1% 29,790 +0.9%

国内 5,350,304 +3.9% 64,376,461 -1.8%

国際 3,705,943 +10.0% 204,598,346 +4.2%
計 9,056,247 +6.3% 268,974,807 +2.7%

国内 516,808 +3.9% 4,100,655 -5.6%

成田 国際 2,403,814 +4.0% 171,634,000 +1.1%

計 2,920,622 +4.0% 175,734,655 +1.0%

東京 国内 4,671,214 +3.8% 60,102,637 -1.6%  

（羽田） 国際 1,253,837 +24.4% 32,898,021 +23.5%

計 5,925,051 +7.6% 93,000,658 +6.1%  

国内 72,691 +5.0% 31,600 +140.1%  

新潟 国際 8,180 -13.6% 25,969 -15.8%  

計 80,871 +2.8% 57,569 +30.8%  

大島 国内 1,998 -20.2% 1,350 -49.2%  

三宅島 国内 1,697 +14.4% 245 -31.9%  

八丈島 国内 13,749 +16.5% 83,919 +10.6%  

新島 国内 2,563 +6.7% 2,301 +3.3%  

神津島 国内 1,492 +2.8% 175 -27.7%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,157 +7.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 8,157 +7.5% 0 　　　　　 －  

国内 23,634 +2.8% 49,687 +27.0%

静岡 国際 22,696 -21.1% 9,054 -83.6%  

計 46,330 -10.5% 58,741 -37.8%  

調布 国内 7,151 +7.6% 3,892 -5.5%  

国内 29,150 +6.9% 0 　　　　　 －

百里 国際 17,416 +51.0% 31,302 +40.2%
計 46,566 +20.0% 31,302 +40.2%

東京航空局 国内 7,467,965 +4.3% 80,912,807 -1.4%  

国際 3,894,031 +9.8% 205,345,981 +4.1%  
合　　計 計 11,361,996 +6.1% 286,258,788 +2.5%  

  （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


