
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 2,043,744 +1.2% 16,703,817 +1.4%

北海道地区 国際 197,308 +15.3% 700,904 -5.0%
計 2,241,052 +2.3% 17,404,721 +1.1%

国内 1,580,588 +1.4% 15,015,730 +0.9%  

新千歳 国際 172,060 +21.1% 700,904 -5.0%  

計 1,752,648 +3.0% 15,716,634 +0.6%  

国内 81,687 -2.6% 484,513 +5.1%  

旭川 国際 10,177 -13.9% 0 　　　　　 －  

計 91,864 -4.0% 484,513 +5.1%  

国内 27,977 +7.0% 5,078 -49.1%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 27,977 +7.0% 5,078 -49.1%

国内 56,142 +2.2% 224,392 +45.7%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 56,142 +2.2% 224,392 +45.7%  

国内 47,281 +3.2% 171,195 +17.9%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 47,281 +3.2% 171,195 +17.9%  

国内 135,436 +1.6% 639,917 -4.7%  

函館 国際 15,071 -12.3% 0 　　　　　 －

計 150,507 +0.0% 639,917 -4.7%

利尻 国内 7,374 +20.5% 842 -11.2%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 669 -11.5% 173 -36.4%

国内 17,196 -5.3% 45,340 +101.0%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 17,196 -5.3% 45,340 +101.0%

紋別 国内 6,103 +11.7% 431 -15.2%

国内 65,566 -7.7% 115,348 -4.7%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 65,566 -7.7% 115,348 -4.7%
丘珠 国内 17,725 +17.2% 858 +42.3%

国内 569,656 +4.0% 1,214,616 +8.2%

東北地区 国際 15,825 -14.8% 23,002 +11.2%
計 585,481 +3.4% 1,237,618 +8.2%

国内 237,321 -1.1% 777,164 +8.8%

仙台 国際 11,073 -7.8% 23,002 +12.8%

計 248,394 -1.4% 800,166 +8.9%

国内 97,092 +1.9% 117,069 -17.9%

秋田 国際 140 -92.8% 0 -100.0%

計 97,232 -0.0% 117,069 -18.0%

国内 23,285 +18.9% 18,401 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 23,285 +18.9% 18,401 　　　　　 －
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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 87,941 +8.8% 161,939 +0.1%

青森 国際 2,316 +47.6% 0 　　　　　 －

計 90,257 +9.6% 161,939 +0.1%

国内 37,846 +12.4% 14,654 +35.4%

花巻 国際 2,296 +17.9% 0 　　　　　 －

計 40,142 +12.7% 14,654 +35.4%

大館能代 国内 11,051 +12.0% 5,655 +25.5%

国内 32,057 +8.1% 74,168 +15.6%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 32,057 +8.1% 74,168 +15.6%

国内 21,238 -0.5% 21,089 +1233.9%

福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 21,238 -5.4% 21,089 +1233.9%
三沢 国内 21,825 +23.2% 24,477 +7.0%

国内 5,774,234 +5.1% 61,120,455 -1.3%

国際 3,573,404 +9.7% 209,288,966 +10.8%
計 9,347,638 +6.8% 270,409,421 +7.8%

国内 547,306 -0.5% 3,744,665 -7.8%

成田 国際 2,322,745 +3.7% 174,936,000 +7.4%

計 2,870,051 +2.9% 178,680,665 +7.1%

東京 国内 5,061,428 +5.8% 57,255,057 -0.9%  

（羽田） 国際 1,205,037 +25.5% 34,301,464 +32.3%

計 6,266,465 +9.1% 91,556,521 +9.4%  

国内 71,314 +1.4% 9,062 -41.3%  

新潟 国際 8,267 -9.0% 18,799 +35.1%  

計 79,581 +0.2% 27,861 -5.1%  

大島 国内 1,568 -45.9% 1,246 -34.6%  

三宅島 国内 1,528 -8.4% 748 -45.0%  

八丈島 国内 11,363 +11.1% 73,105 -6.1%  

新島 国内 2,598 -0.8% 2,247 -5.9%  

神津島 国内 1,271 -10.4% 59 -71.2%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,081 +1.4% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,081 +1.4% 0 　　　　　 －  

国内 23,885 +22.7% 29,964 -1.4%

静岡 国際 24,018 -37.1% 13,504 -74.5%  

計 47,903 -16.9% 43,468 -47.8%  

調布 国内 6,473 -8.5% 4,302 -17.4%  

国内 36,419 +10.2% 0 　　　　　 －

百里 国際 13,337 +12.5% 19,199 -53.1%
計 49,756 +10.8% 19,199 -53.1%

東京航空局 国内 8,387,634 +4.1% 79,038,888 -0.6%  

国際 3,786,537 +9.8% 210,012,872 +10.8%  
合　　計 計 12,174,171 +5.8% 289,051,760 +7.4%  

  （注）

                       （１）東京航空局調べ（但し成田は、成田国際空港株式会社、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


