
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 2,501,313 +0.7% 21,566,678 -1.7%

北海道地区 国際 280,133 +13.4% 800,928 +10.2%
計 2,781,446 +1.9% 22,367,606 -1.3%

国内 1,880,381 +1.0% 19,289,045 -1.9%  

新千歳 国際 244,546 +20.3% 800,928 +10.3%  

計 2,124,927 +2.9% 20,089,973 -1.4%  

国内 119,802 +6.7% 593,717 +0.7%  

旭川 国際 18,993 -12.8% 0 -100.0%  

計 138,795 +3.5% 593,717 +0.6%  

国内 31,849 +12.3% 108,593 +57.6%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 31,849 +12.3% 108,593 +57.6%

国内 84,623 -3.0% 332,886 +11.0%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 84,623 -4.8% 332,886 +11.0%  

国内 64,893 -2.6% 228,831 -16.1%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 64,893 -2.6% 228,831 -16.1%  

国内 163,831 -6.4% 713,326 -5.0%  

函館 国際 16,594 -18.4% 0 　　　　　 －

計 180,425 -7.6% 713,326 -5.0%

利尻 国内 8,222 +13.3% 906 -13.4%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 1,187 +7.0% 394 +51.0%

国内 24,360 -0.3% 72,778 -26.8%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 24,360 -0.3% 72,778 -26.8%

紋別 国内 6,644 -9.4% 565 +8.9%

国内 96,886 +2.7% 224,917 +14.6%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 96,886 +2.7% 224,917 +14.6%
丘珠 国内 18,635 +7.9% 720 -17.6%

国内 649,015 -2.7% 803,513 -4.1%

東北地区 国際 22,717 +15.1% 24,739 -10.0%
計 671,732 -2.2% 828,252 -4.3%

国内 263,110 -7.1% 409,706 +4.1%

仙台 国際 19,217 +16.4% 24,734 -9.9%

計 282,327 -5.8% 434,440 +3.2%

国内 119,409 -4.6% 132,122 -23.0%

秋田 国際 530 +24.4% 0 -100.0%

計 119,939 -4.5% 132,122 -23.0%

国内 24,292 +18.9% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 24,292 +18.9% 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 109,103 +8.7% 144,146 -3.6%

青森 国際 2,970 +6.1% 5 -82.1%

計 112,073 +8.6% 144,151 -3.6%

国内 41,843 +5.9% 12,894 +0.5%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 41,843 +5.9% 12,894 +0.5%

大館能代 国内 15,237 +4.3% 7,342 +24.4%

国内 38,318 +8.0% 75,083 +13.4%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 38,318 +8.0% 75,083 +13.4%

国内 22,345 +0.3% 5,591 +117.5%

福島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 22,345 +0.3% 5,591 +117.5%
三沢 国内 15,358 -41.5% 16,629 -53.6%

国内 7,139,160 +2.9% 66,809,791 -1.9%

国際 4,260,277 +7.2% 206,635,753 +7.8%
計 11,399,437 +4.5% 273,445,544 +5.2%

国内 684,105 -2.7% 4,312,656 +10.1%

成田 国際 2,832,205 +4.4% 172,502,000 +4.2%

計 3,516,310 +3.0% 176,814,656 +4.3%

東京 国内 6,221,663 +3.6% 62,345,405 -2.7%  

（羽田） 国際 1,367,067 +15.6% 34,088,769 +30.7%

計 7,588,730 +5.6% 96,434,174 +7.0%  

国内 82,612 +5.0% 10,901 -13.1%  

新潟 国際 11,983 -18.2% 7,080 -44.5%  

計 94,595 +1.3% 17,981 -29.0%  

大島 国内 2,919 -37.0% 1,276 -29.4%  

三宅島 国内 2,326 -0.8% 417 +135.6%  

八丈島 国内 26,560 -3.3% 104,605 -1.3%  

新島 国内 3,287 -0.1% 2,093 -12.0%  

神津島 国内 2,636 -5.7% 103 +15.7%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 16,599 +15.6% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 16,599 +15.6% 0 　　　　　 －  

国内 38,957 +18.8% 28,445 +11.8%

静岡 国際 31,702 -36.7% 8,504 -77.2%  

計 70,659 -14.7% 36,949 -41.0%  

調布 国内 10,685 -1.4% 3,890 -1.7%  

国内 46,811 -6.9% 0 　　　　　 －

百里 国際 17,320 +22.6% 29,400 -16.6%
計 64,131 -0.4% 29,400 -16.6%

東京航空局 国内 10,289,488 +2.0% 89,179,982 -1.9%  

国際 4,563,127 +7.6% 207,461,420 +7.8%  
合　　計 計 14,852,615 +3.7% 296,641,402 +4.7%  

  （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


