
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 2,248,534 +1.9% 22,262,130 -5.2%

北海道地区 国際 252,364 +18.1% 934,600 +35.6%
計 2,500,898 +3.3% 23,196,730 -4.0%

国内 1,740,864 +2.1% 20,237,579 -4.9%  

新千歳 国際 224,500 +21.0% 934,600 +35.6%  

計 1,965,364 +4.0% 21,172,179 -3.7%  

国内 87,569 -3.7% 467,022 -19.1%  

旭川 国際 8,625 -39.4% 0 　　　　　 －  

計 96,194 -8.5% 467,022 -19.1%  

国内 16,781 +18.9% 54,738 +34.9%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,781 +18.9% 54,738 +34.9%

国内 75,080 +13.9% 286,074 +28.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 75,080 +13.9% 286,074 +28.6%  

国内 57,438 +3.6% 232,862 +12.4%  

帯広 国際 538 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 57,976 +4.6% 232,862 +12.4%  

国内 150,194 -7.3% 761,573 -22.4%  

函館 国際 18,701 +35.2% 0 　　　　　 －

計 168,895 -4.0% 761,573 -22.4%

利尻 国内 1,731 -0.5% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 885 -14.9% 542 -35.9%

国内 20,229 +7.1% 34,112 +37.8%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 20,229 +7.1% 34,112 +37.8%

紋別 国内 6,846 +9.3% 676 +66.1%

国内 70,872 +1.7% 186,184 +40.3%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 70,872 +1.7% 186,184 +40.3%
丘珠 国内 20,045 +26.0% 768 -33.4%

国内 675,316 +3.6% 892,194 -7.0%

東北地区 国際 32,028 +26.3% 25,970 -41.0%
計 707,344 +4.5% 918,164 -8.5%

国内 287,000 +2.1% 547,856 +1.5%

仙台 国際 22,661 +79.5% 25,970 -40.1%

計 309,661 +5.4% 573,826 -1.6%

国内 117,082 -1.1% 114,000 -25.7%

秋田 国際 2,274 -45.6% 0 -100.0%

計 119,356 -2.6% 114,000 -26.0%

国内 26,108 +25.0% 0 　　　　　 －

山形 国際 569 -22.5% 0 　　　　　 －
計 26,677 +23.4% 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 100,968 +1.8% 140,035 -14.3%

青森 国際 6,079 -0.7% 0 　　　　　 －

計 107,047 +1.6% 140,035 -14.3%

国内 44,660 +18.0% 13,841 -4.2%

花巻 国際 445 -73.8% 0 　　　　　 －

計 45,105 +14.1% 13,841 -4.2%

大館能代 国内 13,386 +8.5% 5,731 +13.8%

国内 36,419 +5.9% 26,637 -21.2%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 36,419 +5.9% 26,637 -21.2%

国内 25,121 +2.4% 1,865 -69.9%

福島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 25,121 +2.4% 1,865 -69.9%
三沢 国内 24,572 +6.3% 42,229 -4.0%

国内 6,772,426 +4.1% 65,560,748 -11.0%

国際 3,894,184 +8.3% 234,366,937 +15.4%
計 10,666,610 +5.6% 299,927,685 +8.4%

国内 605,622 +3.2% 3,218,353 -23.5%

成田 国際 2,549,334 +6.0% 192,485,000 +11.1%

計 3,154,956 +5.5% 195,703,353 +10.3%

東京 国内 5,957,532 +4.1% 62,204,864 -10.3%  

（羽田） 国際 1,305,796 +14.9% 41,805,417 +40.5%

計 7,263,328 +5.9% 104,010,281 +5.0%  

国内 86,507 +3.5% 23,448 +33.9%  

新潟 国際 10,345 -5.7% 30,045 +28.0%  

計 96,852 +2.5% 53,493 +30.5%  

大島 国内 2,205 -37.8% 1,314 -35.7%  

三宅島 国内 2,010 -0.4% 401 -75.4%  

八丈島 国内 16,361 +9.8% 65,189 -29.0%  

新島 国内 2,861 -9.9% 1,837 -25.7%  

神津島 国内 2,004 +12.2% 169 -44.6%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,784 +8.1% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,784 +8.1% 0 　　　　　 －  

国内 31,378 +8.7% 41,450 +41.1%

静岡 国際 17,844 -47.6% 13,736 +29.9%  

計 49,222 -21.8% 55,186 +38.1%  

調布 国内 8,447 -3.0% 3,723 -36.0%  

国内 44,715 +28.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 10,865 -7.7% 32,739 +28.9%
計 55,580 +19.3% 32,739 +28.9%

東京航空局 国内 9,696,276 +3.6% 88,715,072 -9.6%  

国際 4,178,576 +8.9% 235,327,507 +15.5%  
合　　計 計 13,874,852 +5.1% 324,042,579 +7.3%  

  （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） 11月30日付速報値

関東信越
静岡地区


