
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 23,603,668 +3.3% 225,693,498 -2.3%

北海道地区 国際 2,506,832 +33.7% 10,787,118 +10.1%
計 26,110,500 +5.6% 236,480,616 -1.8%

国内 18,348,794 +3.6% 204,770,034 -3.5%  

新千歳 国際 2,112,700 +36.0% 10,786,412 +10.1%  

計 20,461,494 +6.2% 215,556,446 -2.9%  

国内 966,786 +1.3% 5,345,363 +86.5%  

旭川 国際 182,039 +26.5% 706 　　　　　 －  

計 1,148,825 +4.6% 5,346,069 +86.6%  

国内 184,943 +1.7% 299,956 +31.2%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 184,943 +1.7% 299,956 +31.2%

国内 680,591 +1.6% 2,453,490 -4.8%  

釧路 国際 4,920 -54.7% 0 　　　　　 －  

計 685,511 +0.7% 2,453,490 -4.8%  

国内 604,519 +4.4% 2,341,633 +24.5%  

帯広 国際 1,184 -72.0% 0 　　　　　 －  

計 605,703 +3.8% 2,341,633 +24.5%  

国内 1,567,562 +2.8% 8,433,260 -1.9%  

函館 国際 204,856 +26.5% 0 　　　　　 －

計 1,772,418 +5.1% 8,433,260 -1.9%

利尻 国内 38,183 +2.5% 3,497 +2.6%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 10,995 +4.9% 6,334 +12.2%

国内 197,245 -0.6% 435,959 -24.8%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 197,245 -0.6% 435,959 -24.8%

国内 71,802 +8.9% 5,806 -2.4%

紋別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 71,802 +8.9% 5,806 -2.4%

国内 756,102 +2.7% 1,588,105 -14.4%

女満別 国際 1,071 -7.2% 0 　　　　　 －

計 757,173 +2.7% 1,588,105 -14.4%

国内 176,146 +1.5% 10,061 -22.6%

丘珠 国際 62 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 176,208 +1.6% 10,061 -22.6%

国内 6,739,169 +1.1% 10,357,124 -7.8%

東北地区 国際 255,947 +2.1% 286,149 +33.0%
計 6,995,116 +1.2% 10,643,273 -7.0%

国内 2,979,698 -2.2% 5,697,493 -1.7%

仙台 国際 172,871 +3.6% 281,832 +33.1%

計 3,152,569 -1.9% 5,979,325 -0.5%

国内 1,208,548 +1.4% 1,711,781 -18.6%

秋田 国際 29,534 +7.1% 3,871 +28.3%

計 1,238,082 +1.5% 1,715,652 　　　　　 －

国内 220,949 +18.4% 0 　　　　　 －

山形 国際 2,162 +82.9% 0 　　　　　 －
計 223,111 +18.8% 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 954,877 +8.7% 1,762,154 -11.5%

青森 国際 37,819 +9.7% 446 +18.3%

計 992,696 +8.7% 1,762,600 -11.5%

国内 386,522 +1.6% 151,046 -3.2%

花巻 国際 8,674 -41.7% 0 　　　　　 －

計 395,196 -0.0% 151,046 -3.2%

国内 125,496 +1.7% 61,996 -6.3%

大館能代 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 125,496 +1.7% 61,996 -6.3%

国内 364,243 -1.0% 534,828 -26.5%

庄内 国際 572 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 364,815 -0.9% 534,828 -26.5%

国内 246,220 +0.3% 51,852 -8.8%

福島 国際 4,315 -23.7% 0 　　　　　 －

計 250,535 -0.2% 51,852 -8.8%

国内 252,616 +4.4% 385,974 +18.2%

三沢 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 252,616 +4.4% 385,974 +18.2%

国内 71,345,208 +1.6% 806,012,191 -2.1%

国際 41,460,737 +9.2% 2,368,944,116 +2.9%
計 112,805,945 +4.3% 3,174,956,307 +1.6%

成田 国内 6,720,743 +13.1% 48,424,132 -12.9%

国際 28,045,188 +4.2% 2,035,968,000 -0.4%

計 34,765,931 +5.8% 2,084,392,132 -0.7%

東京 国内 62,566,875 +0.7% 755,799,624 -1.2%  

（羽田） 国際 12,749,843 +20.5% 332,056,394 +28.3%

計 75,316,718 +3.5% 1,087,856,018 +6.2%  

国内 856,066 -1.9% 227,887 -40.7%  

新潟 国際 128,573 -7.9% 250,640 +1.4%  

計 984,639 -2.7% 478,527 -24.2%  

大島 国内 37,942 -6.8% 22,995 -9.1%  

三宅島 国内 22,153 +35.4% 8,418 +100.3%  

国内 180,257 -1.7% 1,072,161 -9.4%  

八丈島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 180,257 -1.7% 1,072,161 -9.4%  

新島 国内 32,171 +6.6% 28,834 -5.6%  

神津島 国内 20,755 +0.6% 2,653 +47.3%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 112,578 +20.7% 0 　　　　　 －

松本 国際 186 -62.3% 0 　　　　　 －  

計 112,764 +20.3% 0 　　　　　 －  

国内 308,832 +1.9% 370,340 +12.8%

静岡 国際 390,740 +91.6% 402,388 +37.6%  

計 699,572 +38.0% 772,728 +24.5%  

調布 国内 94,816 -45.3% 55,147 -2.1%  

国内 392,020 -3.4% 0 　　　　　 －

百里 国際 146,207 +35.5% 266,694 +960.9%
計 538,227 +4.7% 266,694 +960.9%

東京航空局 国内 101,688,045 +1.9% 1,042,062,813 -2.2%  

国際 44,223,516 +10.3% 2,380,017,383 +2.9%  
合　　計 計 145,911,561 +4.3% 3,422,080,196 +1.3%  

  （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

関東信越
静岡地区


