
管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 備　　　考

旅客数（人） 対前年増減（％） 貨物（kg） 対前年増減（％）  

国内 22,978,371 +1.1% 230,641,918 -0.9%

北海道地区 国際 2,050,947 +26.8% 10,869,216 +55.9%
計 25,029,318 +2.8% 241,511,134 +0.8%

国内 17,828,712 +1.3% 209,902,009 -1.1%  

新千歳 国際 1,701,849 +26.7% 10,869,216 +55.9%  

計 19,530,561 +3.1% 220,771,225 +0.7%  

国内 949,645 -4.5% 4,963,893 +10.4%  

旭川 国際 160,492 +58.9% 0 　　　　　 －  

計 1,110,137 +1.3% 4,963,893 +10.4%  

国内 182,166 +2.0% 217,138 +14.8%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 182,166 +2.0% 217,138 +14.8%

国内 667,555 -0.5% 2,545,129 -6.3%  

釧路 国際 5,269 -74.7% 0 　　　　　 －  

計 672,824 -2.8% 2,545,129 -6.3%  

国内 583,049 +2.8% 1,853,537 -4.5%  

帯広 国際 3,540 -72.2% 0 　　　　　 －  

計 586,589 +1.1% 1,853,537 -4.5%  

国内 1,545,950 +0.7% 8,666,932 +2.4%  

函館 国際 177,807 +27.8% 0 　　　　　 －

計 1,723,757 +3.0% 8,666,932 +2.4%

利尻 国内 37,483 +0.3% 3,409 -26.7%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 11,095 +8.1% 6,922 +22.8%

国内 195,138 +1.2% 583,023 +4.0%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 195,138 +1.2% 583,023 +4.0%

国内 69,479 +23.5% 6,344 +11.6%

紋別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 69,479 +23.5% 6,344 +11.6%

国内 734,179 +0.6% 1,879,892 -9.9%

女満別 国際 1,990 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 736,169 +0.9% 1,879,892 -9.9%
丘珠 国内 173,920 +7.5% 13,690 +24.4%

国内 6,730,031 +4.0% 10,839,745 -7.3%

東北地区 国際 276,446 +7.0% 222,350 -9.7%
計 7,006,477 +4.1% 11,062,095 -7.3%

国内 3,061,971 +2.4% 5,636,682 -3.6%

仙台 国際 189,176 +8.0% 218,860 -9.9%

計 3,251,147 +2.7% 5,855,542 -3.8%

国内 1,199,081 +1.3% 2,006,049 -10.8%

秋田 国際 29,055 -8.7% 3,087 -8.3%

計 1,228,136 +1.0% 2,009,136 -10.8%

国内 207,605 +73.3% 0 　　　　　 －

山形 国際 1,824 +106.1% 0 　　　　　 －
計 209,429 +73.6% 0 　　　　　 －
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管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 備　　　考

旅客数（人） 対前年増減（％） 貨物（kg） 対前年増減（％）  

国内 900,805 +9.0% 1,920,868 -12.0%

青森 国際 35,256 +1.5% 403 +795.6%

計 936,061 +8.7% 1,921,271 -12.0%

国内 382,543 +2.9% 146,877 -5.9%

花巻 国際 14,423 +37.9% 0 　　　　　 －

計 396,966 +3.8% 146,877 -5.9%

国内 123,492 +5.6% 63,106 +14.0%

大館能代 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 123,492 +5.6% 63,106 +14.0%

国内 368,083 +3.2% 696,743 -3.1%

庄内 国際 614 +5.9% 0 　　　　　 －

計 368,697 +3.2% 696,743 -3.1%

国内 248,199 +3.5% 64,817 +26.7%

福島 国際 6,098 +50.7% 0 　　　　　 －

計 254,297 +4.3% 64,817 +26.7%

国内 238,252 -10.2% 304,603 -29.1%

三沢 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 238,252 -10.4% 304,603 -29.1%

国内 70,746,997 +3.1% 814,828,793 +1.2%

国際 38,734,248 +6.4% 2,376,768,740 +11.1%
計 109,481,245 +4.2% 3,191,597,533 +8.4%

成田 国内 6,002,556 +15.9% 54,157,487 +22.7%

国際 26,668,216 -4.6% 2,076,287,000 +4.6%

計 32,670,772 -1.4% 2,130,444,487 +5.0%

東京 国内 62,661,355 +1.8% 758,673,090 -0.0%  

（羽田） 国際 11,570,131 +43.9% 299,848,818 +94.9%

計 74,231,486 +6.6% 1,058,521,908 +16.0%  

国内 876,253 +1.5% 372,541 -2.4%  

新潟 国際 131,919 -14.1% 237,386 -22.1%  

計 1,008,172 -0.8% 609,927 -11.1%  

大島 国内 40,698 +4.1% 25,646 +10.8%  

三宅島 国内 20,661 +275.6% 4,697 +936.9%  

国内 183,083 -6.7% 1,155,777 -6.7%  

八丈島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 183,083 -6.7% 1,155,777 -6.7%  

新島 国内 30,612 +3.6% 30,020 -4.5%  

神津島 国内 20,694 +0.9% 2,260 +45.3%  

佐渡 国内 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

国内 96,429 +14.0% 0 　　　　　 －

松本 国際 505 +13.5% 0 　　　　　 －  

計 96,934 +14.0% 0 　　　　　 －  

国内 303,191 +2.2% 350,725 -2.9%

静岡 国際 244,027 +47.9% 320,680 +25.7%  

計 547,218 +18.5% 671,405 +8.9%  

調布 国内 92,961 +31.1% 56,550 +15.5%  

国内 418,504 +45.9% 0 　　　　　 －

百里 国際 119,450 +19.2% 74,856 +727.0%
計 537,954 +39.0% 74,856 +727.0%

東京航空局 国内 100,455,399 +2.7% 1,056,310,456 +0.6%  

国際 41,061,641 +7.3% 2,387,860,306 +11.2%  
合　　計 計 141,517,040 +4.0% 3,444,170,762 +7.7%  

  （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


