
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 2,268,428 +1.5% 21,846,645 -4.0%

北海道地区 国際 284,385 +11.6% 753,638 +3.6%
計 2,552,813 +2.5% 22,600,283 -3.8%

国内 1,739,783 +1.8% 19,750,183 -3.7%  

新千歳 国際 252,257 +17.8% 753,638 +3.6%  

計 1,992,040 +3.6% 20,503,821 -3.4%  

国内 105,070 +3.4% 614,028 +1.6%  

旭川 国際 16,845 -17.5% 0 　　　　　 －  

計 121,915 -0.1% 614,028 +1.6%  

国内 31,343 +6.7% 14,235 +72.3%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 31,343 +6.7% 14,235 +72.3%

国内 64,814 -1.9% 229,869 -12.3%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 64,814 -4.1% 229,869 -12.3%  

国内 51,893 -1.9% 257,458 -20.8%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 51,893 -1.9% 257,458 -20.8%  

国内 141,730 -2.4% 751,799 -8.0%  

函館 国際 15,283 -18.0% 0 　　　　　 －

計 157,013 -4.2% 751,799 -8.0%

利尻 国内 7,962 +7.0% 670 -34.0%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 696 -6.6% 428 -17.9%

国内 22,917 +10.1% 65,067 +70.5%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 22,917 +10.1% 65,067 +70.5%

紋別 国内 5,573 -8.7% 503 +15.4%

国内 77,805 -0.5% 161,957 -16.9%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 77,805 -0.5% 161,957 -16.9%
丘珠 国内 18,842 +5.4% 448 -17.5%

国内 590,269 +2.5% 813,458 -4.6%

東北地区 国際 19,276 +31.6% 43,200 -2.2%
計 609,545 +3.2% 856,658 -4.4%

国内 249,811 -0.5% 450,753 +0.2%

仙台 国際 16,162 +17.7% 43,046 -2.5%

計 265,973 +0.4% 493,799 -0.1%

国内 104,228 +1.7% 125,253 -25.9%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 104,228 +1.7% 125,253 -25.9%

国内 23,241 +25.8% 2,841 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 23,241 +25.8% 2,841 　　　　　 －
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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 95,791 +12.7% 150,259 +1.5%

青森 国際 3,114 +238.8% 154 　　　　　 －

計 98,905 +15.1% 150,413 +1.6%

国内 37,845 +7.1% 12,466 +2.3%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 37,845 +7.1% 12,466 +2.3%

大館能代 国内 11,009 +0.3% 5,330 -2.9%

国内 32,185 +4.9% 38,518 -5.4%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 32,185 +4.9% 38,518 -5.4%

国内 22,088 +3.1% 10,002 +339.3%

福島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 22,088 +3.1% 10,002 +339.3%
三沢 国内 14,071 -31.1% 18,036 -27.1%

国内 6,474,731 +7.5% 70,017,429 -3.7%

国際 4,000,485 +11.4% 214,626,213 +8.5%
計 10,475,216 +9.0% 284,643,642 +5.2%

国内 633,932 +5.8% 4,173,469 +0.9%

成田 国際 2,623,711 +6.4% 179,633,000 +5.1%

計 3,257,643 +6.3% 183,806,469 +5.0%

東京 国内 5,651,060 +7.7% 65,714,606 -4.0%  

（羽田） 国際 1,314,910 +24.9% 34,946,595 +30.5%

計 6,965,970 +10.6% 100,661,201 +5.7%  

国内 73,988 +3.7% 7,771 -42.9%  

新潟 国際 11,664 +6.8% 11,331 +59.4%  

計 85,652 +4.1% 19,102 -7.8%  

大島 国内 2,168 -30.2% 1,461 -22.2%  

三宅島 国内 1,974 -1.1% 112 -82.4%  

八丈島 国内 18,797 +13.7% 84,577 -5.3%  

新島 国内 2,779 +2.3% 2,584 -1.3%  

神津島 国内 1,744 +0.1% 116 -61.3%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,657 +13.0% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 11,657 +13.0% 0 　　　　　 －  

国内 28,204 +26.0% 28,446 +0.6%

静岡 国際 29,902 -37.1% 10,248 -81.0%  

計 58,106 -16.9% 38,694 -52.9%  

調布 国内 8,073 -0.0% 4,287 -11.8%  

国内 40,355 +4.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 20,298 +65.1% 25,039 -33.3%
計 60,653 +19.1% 25,039 -33.3%

東京航空局 国内 9,333,428 +5.7% 92,677,532 -3.8%  

国際 4,304,146 +11.5% 215,423,051 +8.5%  
合　　計 計 13,637,574 +7.5% 308,100,583 +4.5%  

  （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


