
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 1,920,583 +0.4% 14,586,376 -3.2%

北海道地区 国際 187,762 +1.1% 778,525 -23.0%
計 2,108,345 +0.4% 15,364,901 -4.4%

国内 1,507,428 +0.0% 13,228,646 -3.3%  

新千歳 国際 161,754 +1.7% 778,525 -23.0%  

計 1,669,182 +0.2% 14,007,171 -4.6%  

国内 72,249 +1.3% 388,566 -1.2%  

旭川 国際 11,479 +8.0% 0 　　　　　 －  

計 83,728 +2.1% 388,566 -1.2%  

国内 13,891 +5.5% 9,079 -23.7%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,891 +5.5% 9,079 -23.7%

国内 52,993 +2.7% 162,914 +3.2%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 52,993 +2.7% 162,914 +3.2%  

国内 44,776 +3.7% 131,348 +9.7%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 44,776 +3.7% 131,348 +9.7%  

国内 134,270 -0.6% 568,199 -1.0%  

函館 国際 14,529 -9.1% 0 　　　　　 －

計 148,799 -1.5% 568,199 -1.0%

利尻 国内 2,009 +5.0% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 669 -13.0% 195 -0.5%

国内 14,970 -2.6% 21,079 -38.3%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,970 -2.6% 21,079 -38.3%

紋別 国内 5,269 -2.0% 940 +191.0%

国内 56,225 +3.3% 74,620 -22.6%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 56,225 +3.3% 74,620 -22.6%
丘珠 国内 15,834 +9.6% 790 +89.4%

国内 573,234 -2.3% 753,451 -0.1%

東北地区 国際 14,087 -37.0% 8,346 -57.2%
計 587,321 -3.5% 761,797 -1.6%

国内 242,651 -5.0% 440,118 +10.3%

仙台 国際 10,339 -34.9% 8,346 -55.1%

計 252,990 -6.7% 448,464 +7.4%

国内 102,678 -4.2% 100,788 -12.8%

秋田 国際 140 -94.9% 0 -100.0%

計 102,818 -6.4% 100,788 -13.5%

国内 20,678 +10.1% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 20,678 +9.3% 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 85,488 +0.6% 140,667 -6.8%

青森 国際 2,829 +22.9% 0 　　　　　 －

計 88,317 +1.2% 140,667 -6.8%

国内 34,958 +0.7% 14,270 +35.0%

花巻 国際 401 -69.2% 0 　　　　　 －

計 35,359 -1.8% 14,270 +35.0%

大館能代 国内 12,389 -3.0% 4,145 -15.0%

国内 31,783 +2.0% 22,910 -44.9%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 31,783 +2.0% 22,910 -44.9%

国内 21,276 +6.8% 1,962 -6.9%

福島 国際 378 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,654 +8.7% 1,962 -6.9%
三沢 国内 21,333 -2.0% 28,591 -4.5%

国内 5,876,322 +0.5% 56,533,545 -5.3%

国際 3,571,300 +6.0% 197,850,277 +5.6%
計 9,447,622 +2.5% 254,383,822 +3.0%

国内 573,480 -0.4% 3,303,287 -7.8%

成田 国際 2,339,989 +1.9% 164,976,000 +2.3%

計 2,913,469 +1.5% 168,279,287 +2.1%

東京 国内 5,116,030 +0.5% 53,067,784 -5.2%  

（羽田） 国際 1,186,209 +16.6% 32,824,007 +26.2%

計 6,302,239 +3.2% 85,891,791 +4.7%  

国内 78,546 -1.2% 19,115 +68.4%  

新潟 国際 9,145 -17.7% 23,488 -12.0%  

計 87,691 -3.2% 42,603 +12.0%  

大島 国内 2,174 -37.3% 1,365 -36.3%  

三宅島 国内 1,801 -6.9% 924 +19.5%  

八丈島 国内 15,528 +6.4% 93,483 +3.3%  

新島 国内 2,792 +3.1% 2,893 +13.2%  

神津島 国内 1,708 +6.3% 246 +8.4%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,622 -5.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,622 -5.5% 0 　　　　　 －  

国内 28,107 +14.6% 39,029 +37.1%

静岡 国際 21,766 -32.7% 6,999 -84.4%  

計 49,873 -12.3% 46,028 -37.3%  

調布 国内 7,807 -2.5% 5,419 +13.7%  

国内 38,727 +10.7% 0 　　　　　 －

百里 国際 14,191 +12.0% 19,783 -35.6%
計 52,918 +11.1% 19,783 -35.6%

東京航空局 国内 8,370,139 +0.3% 71,873,372 -4.9%  

国際 3,773,149 +5.5% 198,637,148 +5.5%  
合　　計 計 12,143,288 +1.8% 270,510,520 +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


