
管理課

空港等名 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 2,243,507 +7.8% 11,902,584 -9.8%

北海道地区 国際 334,556 +12.3% 1,551,435 -24.2%
計 2,578,063 +8.4% 13,454,019 -11.8%

国内 1,759,895 +8.5% 10,681,292 -10.6%  

新千歳 国際 317,000 +13.1% 1,551,435 -24.2%  

計 2,076,895 +9.2% 12,232,727 -12.6%  

国内 86,106 +9.7% 385,088 +3.4%  

旭川 国際 2,771 +6.8% 0 　　　　　 －  

計 88,877 +9.6% 385,088 +3.4%  

国内 16,191 +12.6% 11,396 -35.1%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,191 +12.6% 11,396 -35.1%

国内 65,684 +17.7% 162,746 -6.6%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 65,684 +17.7% 162,746 -6.6%  

国内 54,021 +6.9% 94,945 -8.2%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 54,021 +6.9% 94,945 -8.2%  

国内 145,522 +1.0% 441,809 -1.2%  

函館 国際 14,785 -1.8% 0 　　　　　 －

計 160,307 +0.7% 441,809 -1.2%

利尻 国内 2,198 -3.9% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 843 +30.5% 320 +28.0%

国内 17,410 +5.2% 18,517 -30.6%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 17,410 +5.2% 18,517 -30.6%

紋別 国内 6,724 -2.6% 503 +203.0%

国内 64,301 -1.3% 105,757 -4.9%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 64,301 -1.3% 105,757 -4.9%
丘珠 国内 24,612 +2.5% 211 -69.5%

国内 700,241 +7.2% 713,671 -4.3%

東北地区 国際 41,816 +31.2% 21,102 +91.2%
計 742,057 +8.3% 734,773 -2.9%

国内 299,503 +5.8% 362,510 -3.3%

仙台 国際 29,654 +31.3% 20,285 +83.8%

計 329,157 +7.7% 382,795 -0.8%

国内 122,413 +4.8% 96,867 -11.9%

秋田 国際 217 -30.9% 0 　　　　　 －

計 122,630 +4.7% 96,867 -11.9%

国内 28,792 +3.8% 0 　　　　　 －

山形 国際 1,208 +73.8% 0 　　　　　 －
計 30,000 +5.5% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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管理課

空港等名 備　　　考

旅客数（人）
対前年

同月増減（％） 貨物（kg）
対前年

同月増減（％）  

旅　　客 貨　　物

国内 106,344 +13.5% 163,023 -1.3%

青森 国際 2,858 -48.2% 817 　　　　　 －

計 109,202 +10.1% 163,840 -0.8%

国内 42,222 +10.8% 12,641 -20.6%

花巻 国際 5,435 +187.4% 0 　　　　　 －

計 47,657 +19.2% 12,641 -20.6%

大館能代 国内 14,702 +3.6% 8,676 +50.7%

国内 36,296 +4.9% 36,600 -5.8%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 36,296 +4.9% 36,600 -5.8%

国内 22,276 +5.9% 1,178 -11.5%

福島 国際 2,444 +182.2% 0 　　　　　 －

計 24,720 +12.8% 1,178 -11.5%
三沢 国内 27,693 +15.9% 32,176 -5.1%

国内 6,336,902 +0.4% 48,914,625 -8.8%

国際 4,394,382 +6.2% 207,162,486 -13.9%
計 10,731,284 +2.7% 256,077,111 -13.0%

国内 644,679 +10.6% 1,693,033 -5.1%

成田 国際 2,821,134 +6.4% 162,292,000 -16.3%

計 3,465,813 +7.2% 163,985,033 -16.2%

東京 国内 5,448,865 -1.0% 47,084,812 -9.0%  

（羽田） 国際 1,519,038 +5.5% 44,751,922 -3.9%

計 6,967,903 +0.3% 91,836,734 -6.6%  

国内 97,552 +5.7% 15,499 +27.1%  

新潟 国際 12,275 +11.0% 20,337 +54.1%  

計 109,827 +6.3% 35,836 +41.1%  

大島 国内 1,966 -6.2% 150 -88.8%  

三宅島 国内 2,604 +8.3% 218 -58.5%  

八丈島 国内 19,346 +1.3% 83,367 +7.7%  

新島 国内 2,875 -10.2% 1,566 +1.5%  

神津島 国内 2,137 +6.5% 327 -33.4%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,078 +6.6% 0 　　　　　 －

松本 国際 1,472 +808.6% 0 　　　　　 －  

計 13,550 +17.9% 0 　　　　　 －  

国内 44,035 +20.0% 32,293 -15.3%

静岡 国際 26,230 +10.2% 75,504 +34.3%  

計 70,265 +16.2% 107,797 +14.3%  

調布 国内 8,705 -4.8% 3,360 -13.9%  

国内 52,060 +12.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 14,233 +29.6% 22,723 +5.0%
計 66,293 +15.8% 22,723 +5.0%

東京航空局 国内 9,280,650 +2.6% 61,530,880 -9.0%  

国際 4,770,754 +6.8% 208,735,023 -14.0%  
合　　計 計 14,051,404 +4.0% 270,265,903 -12.9%  

  （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


