
管理課

空港等名 備　　　考

旅客数（人）
対前年増減率

（％） 貨物（kg）
対前年増減率

（％）  

国内 25,302,144 +0.8% 188,084,287 -10.7%

北海道地区 国際 3,969,151 +11.5% 25,398,482 +97.8%
計 29,271,295 +2.1% 213,482,769 -4.5%

国内 19,587,471 +0.8% 169,980,316 -11.1%  

新千歳 国際 3,725,840 +13.2% 25,398,482 +97.8%  

計 23,313,311 +2.6% 195,378,798 -4.2%  

国内 1,065,529 +0.6% 5,205,861 -4.0%  

旭川 国際 57,508 -9.3% 0 　　　　　 －  

計 1,123,037 +0.0% 5,205,861 -4.0%  

国内 195,460 -2.0% 162,414 -28.7%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 195,460 -2.0% 162,414 -28.7%

国内 773,924 +4.3% 2,389,743 -0.2%  

釧路 国際 1,095 +105.1% 0 　　　　　 －  

計 775,019 +4.4% 2,389,743 -0.2%  

国内 672,535 +1.6% 2,216,110 -2.9%  

帯広 国際 2,533 -66.1% 0 　　　　　 －  

計 675,068 +0.9% 2,216,110 -2.9%  

国内 1,582,657 -0.7% 6,153,060 -12.7%  

函館 国際 181,053 -8.2% 0 　　　　　 －

計 1,763,710 -1.5% 6,153,060 -12.7%

利尻 国内 44,771 -2.7% 2,452 -19.3%

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 9,527 -15.2% 4,705 -37.1%

国内 203,818 -1.2% 303,988 -2.7%

中標津 国際 140 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 203,958 -1.1% 303,988 -2.7%

紋別 国内 70,747 -5.9% 4,100 -19.0%

国内 832,586 +1.0% 1,654,338 -9.1%

女満別 国際 982 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 833,568 +1.1% 1,654,338 -9.1%
丘珠 国内 263,119 +4.9% 7,200 +21.2%

国内 7,550,987 +4.3% 9,624,694 -5.0%

東北地区 国際 484,344 +23.9% 213,559 +4.5%
計 8,035,331 +5.3% 9,838,253 -4.8%

国内 3,270,164 +5.5% 5,119,566 -8.9%

仙台 国際 309,511 +14.6% 212,031 +4.0%

計 3,579,675 +6.2% 5,331,597 -8.4%

国内 1,321,766 +1.4% 1,420,166 -0.1%

秋田 国際 17,728 -2.9% 0 　　　　　 －

計 1,339,494 +1.3% 1,420,166 -0.1%

国内 326,281 +7.7% 17,397 +5.0%

山形 国際 13,457 +411.9% 0 　　　　　 －
計 339,738 +11.2% 17,397 +5.0%

旅　　客 貨　　物
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（％）  
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国内 1,101,725 +1.9% 1,697,886 -4.8%

青森 国際 89,177 +3.6% 1,528 +248.1%

計 1,190,902 +2.0% 1,699,414 -4.7%

国内 445,523 +5.5% 206,644 -3.7%

花巻 国際 32,602 +213.8% 0 　　　　　 －

計 478,125 +10.5% 206,644 -3.7%

大館能代 国内 151,819 +6.2% 84,659 +18.8%

国内 393,738 -1.0% 524,518 -7.2%

庄内 国際 2,120 +168.7% 0 　　　　　 －

計 395,858 -0.6% 524,518 -7.2%

国内 248,632 -1.1% 49,399 +58.2%

福島 国際 19,749 +613.5% 0 　　　　　 －

計 268,381 +5.6% 49,399 +58.2%
三沢 国内 291,339 +23.4% 504,459 +23.5%

国内 76,736,851 +0.7% 708,558,765 -9.4%

国際 51,964,417 +7.2% 2,786,630,522 -0.7%
計 128,701,268 +3.2% 3,495,189,287 -2.6%

国内 7,249,087 -3.9% 23,321,229 -36.3%

成田 国際 33,426,313 +7.5% 2,198,012,000 -2.9%

計 40,675,400 +5.3% 2,221,333,229 -3.4%

東京 国内 66,924,762 +1.0% 683,610,138 -8.1%  

（羽田） 国際 17,968,980 +6.4% 587,529,858 +8.6%

計 84,893,742 +2.1% 1,271,139,996 -1.1%  

国内 992,776 +9.3% 186,563 -24.9%  

新潟 国際 131,121 +20.5% 148,875 -15.2%  

計 1,123,897 +10.5% 335,438 -20.9%  

大島 国内 26,017 -3.5% 15,021 -5.2%  

三宅島 国内 27,015 +4.9% 3,375 -27.0%  

八丈島 国内 211,171 +3.3% 908,004 -9.9%  

新島 国内 33,686 +0.0% 19,260 -14.0%  

神津島 国内 22,363 -7.7% 2,875 +1.6%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 135,371 +3.1% 0 　　　　　 －

松本 国際 1,073 -2.5% 0 　　　　　 －  

計 136,444 +3.0% 0 　　　　　 －  

国内 427,348 +11.9% 451,639 -6.6%

静岡 国際 290,015 +0.1% 617,409 +38.2%  

計 717,363 +6.8% 1,069,048 +14.9%  

調布 国内 100,773 -1.9% 40,661 -11.5%  

国内 586,482 +6.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 146,915 +39.7% 322,380 +1.0%
計 733,397 +11.9% 322,380 +1.0%

東京航空局 国内 109,589,982 +1.0% 906,267,746 -9.6%  

国際 56,417,912 +7.6% 2,812,242,563 -0.2%  
合　　計 計 166,007,894 +3.1% 3,718,510,309 -2.7%  

  （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

                     　（３）確定値については、今後修正される場合がございます

関東信越
静岡地区


