
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 2,047,110 +5.2% 15,289,151 -9.7%

北海道地区 国際 263,547 +15.1% 943,119 +11.3%
計 2,310,657 +6.3% 16,232,270 -8.7%

国内 1,608,393 +3.9% 13,920,182 -10.0%  

新千歳 国際 244,700 +24.8% 943,119 +11.3%

計 1,853,093 +6.3% 14,863,301 -8.9%

国内 86,012 +13.3% 375,149 -8.1%  

旭川 国際 2,715 -83.0% 0 -100.0%  

計 88,727 -3.4% 375,149 -8.1%  

国内 8,673 +20.8% 19,320 +130.5%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 8,673 +20.8% 19,320 +130.5%

国内 54,248 +9.6% 176,544 +3.7%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 54,248 +9.6% 176,544 +3.7%  

国内 55,601 +9.6% 148,680 -18.4%  

帯広 国際 585 -61.6% 0 　　　　　 －  

計 56,186 +7.5% 148,680 -18.4%  

国内 128,795 +6.7% 504,136 -12.3%

函館 国際 15,547 +0.8% 0 　　　　　 －

計 144,342 +6.0% 504,136 -12.3%

利尻 国内 1,632 +4.0% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 1,160 +31.4% 393 +111.3%

国内 14,344 +5.9% 25,225 -15.8%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,344 +5.9% 25,225 -15.8%

紋別 国内 6,526 +5.8% 268 -11.6%

国内 62,630 +13.3% 118,847 +35.3%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 62,630 +13.3% 118,847 +35.3%
丘珠 国内 19,096 +18.5% 407 -14.7%

国内 592,100 +3.6% 911,823 +4.5%

東北地区 国際 31,613 +91.5% 22,931 +157.6%
計 623,713 +6.1% 934,754 +6.1%

国内 254,745 +3.0% 522,346 +2.7%

仙台 国際 23,014 +95.9% 22,931 +157.6%

計 277,759 +7.2% 545,277 +5.3%

国内 107,932 +2.2% 122,675 -1.0%

秋田 国際 1,228 +777.1% 0 　　　　　 －

計 109,160 +3.2% 122,675 -1.0%

国内 23,827 +15.2% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 23,827 +12.4% 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 83,284 +2.2% 155,178 +7.0%

青森 国際 6,689 +137.3% 0 　　　　　 －

計 89,973 +6.7% 155,178 +7.0%

国内 34,790 +5.2% 18,772 +47.6%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 34,790 +5.2% 18,772 +47.6%

大館能代 国内 11,331 +10.7% 5,918 -1.7%

国内 32,849 +5.1% 40,394 +12.7%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 32,849 +3.2% 40,394 +12.7%

国内 19,863 -1.1% 1,724 -62.2%

福島 国際 682 -0.6% 0 　　　　　 －

計 20,545 -1.1% 1,724 -62.2%
三沢 国内 23,479 +7.3% 44,816 +26.3%

国内 6,658,035 +5.9% 69,427,726 +1.3%

国際 4,248,520 +8.0% 251,364,986 +21.1%
計 10,906,555 +6.7% 320,792,712 +16.2%

国内 706,571 +14.5% 4,568,036 -6.3%

成田 国際 2,724,710 +6.1% 204,532,000 +15.2%

計 3,431,281 +7.8% 209,100,036 +14.6%

東京 国内 5,740,657 +4.8% 64,678,108 +1.9%

（羽田） 国際 1,480,838 +12.8% 46,771,801 +56.0%

計 7,221,495 +6.3% 111,449,909 +19.2%  

国内 81,777 +5.4% 33,796 +44.9%  

新潟 国際 10,046 -3.0% 9,873 -58.5%  

計 91,823 +4.4% 43,669 -7.3%  

大島 国内 2,761 +14.2% 1,431 +9.5%  

三宅島 国内 2,147 +0.8% 206 +89.0%  

八丈島 国内 17,456 +6.4% 88,338 -4.6%  

新島 国内 2,827 -2.5% 2,381 -2.8%  

神津島 国内 2,150 +29.6% 247 +99.2%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,668 +19.3% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 11,668 +19.3% 0 　　　　　 －  

国内 35,584 +11.2% 50,913 +35.7%

静岡 国際 23,162 -9.4% 19,983 +56.4%  

計 58,746 +2.0% 70,896 +41.0%  

調布 国内 9,102 +7.2% 4,270 +6.8%  

国内 45,335 +23.3% 0 　　　　　 －

百里 国際 9,764 -39.5% 31,329 +4.5%
計 55,099 +4.2% 31,329 +4.5%

東京航空局 国内 9,297,245 +5.6% 85,628,700 -0.8%

国際 4,543,680 +8.8% 252,331,036 +21.0%  
合　　計 計 13,840,925 +6.6% 337,959,736 +14.6%

  （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


