
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 2,758,246 +3.3% 18,490,898 -12.6%

北海道地区 国際 401,823 +12.1% 2,092,042 +110.1%
計 3,160,069 +4.3% 20,582,940 -7.1%

国内 2,078,208 +3.9% 16,574,673 -12.8%  

新千歳 国際 368,345 +13.6% 2,092,042 +110.1%  

計 2,446,553 +5.2% 18,666,715 -6.7%  

国内 120,751 -3.0% 567,459 -4.2%  

旭川 国際 15,132 +4.8% 0 　　　　　 －  

計 135,883 -2.2% 567,459 -4.2%  

国内 32,344 -3.5% 30,649 -16.1%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 32,344 -3.5% 30,649 -16.1%

国内 101,219 +11.8% 266,365 -10.5%  

釧路 国際 392 -1.5% 0 　　　　　 －  

計 101,611 +11.7% 266,365 -10.5%  

国内 72,822 +0.4% 232,314 -12.4%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 72,822 +0.4% 232,314 -12.4%  

国内 171,440 -3.6% 573,673 -19.3%  

函館 国際 17,484 -9.7% 0 　　　　　 －

計 188,924 -4.2% 573,673 -19.3%

利尻 国内 8,812 -1.9% 957 -4.7%

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 1,022 -17.6% 322 -6.9%

国内 25,707 +3.6% 46,032 +5.0%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 25,707 +3.6% 46,032 +5.0%

紋別 国内 7,401 +5.3% 368 -31.2%

国内 106,706 +3.1% 197,508 -7.1%

女満別 国際 470 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 107,176 +3.6% 197,508 -7.1%
丘珠 国内 31,814 +27.6% 578 +22.7%

国内 751,161 +0.7% 760,219 -5.2%

東北地区 国際 37,192 +31.5% 7,534 -54.8%
計 788,353 +1.8% 767,753 -6.2%

国内 305,089 -0.6% 383,271 -4.7%

仙台 国際 27,840 +32.6% 7,497 -55.1%

計 332,929 +1.6% 390,768 -6.7%

国内 137,850 +1.4% 122,985 -5.8%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 137,850 +1.1% 122,985 -5.8%

国内 31,939 +3.5% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 31,939 +3.5% 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 118,315 +4.6% 133,432 -6.9%

青森 国際 6,972 +7.8% 37 　　　　　 －

計 125,287 +4.8% 133,469 -6.9%

国内 48,733 +6.3% 15,868 -14.6%

花巻 国際 2,284 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 51,017 +11.3% 15,868 -14.6%

大館能代 国内 16,979 +6.5% 8,309 +36.5%

国内 39,582 -7.1% 56,964 -9.7%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 39,582 -7.4% 56,964 -9.7%

国内 22,745 -13.0% 2,146 -25.9%

福島 国際 96 -47.8% 0 　　　　　 －

計 22,841 -13.3% 2,146 -25.9%
三沢 国内 29,929 +4.4% 37,244 +6.3%

国内 7,480,062 -0.6% 59,488,352 -11.9%

国際 4,776,913 +6.5% 218,636,589 -4.9%
計 12,256,975 +2.1% 278,124,941 -6.5%

国内 708,028 -4.5% 1,548,246 -40.4%

成田 国際 3,129,974 +7.8% 168,510,000 -9.9%

計 3,838,002 +5.3% 170,058,246 -10.3%

東京 国内 6,496,195 -0.4% 57,796,768 -10.7%  

（羽田） 国際 1,592,502 +3.9% 50,041,212 +16.8%

計 8,088,697 +0.5% 107,837,980 +0.2%  

国内 100,799 +10.4% 13,597 +37.7%  

新潟 国際 11,778 +25.1% 9,087 +26.0%  

計 112,577 +11.8% 22,684 +32.8%  

大島 国内 2,515 -10.1% 1,207 -5.0%  

三宅島 国内 2,634 -5.1% 227 -34.4%  

八丈島 国内 25,550 -10.3% 86,585 -10.6%  

新島 国内 3,301 -8.5% 1,492 -26.0%  

神津島 国内 2,160 -26.4% 202 -29.9%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 19,749 +16.4% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 19,749 +16.4% 0 　　　　　 －  

国内 50,447 +15.1% 36,868 -8.1%

静岡 国際 26,710 -8.5% 55,082 +22.4%  

計 77,157 +5.7% 91,950 +8.0%  

調布 国内 10,143 -12.7% 3,160 -19.4%  

国内 58,541 +2.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 15,949 +65.1% 21,208 -22.6%
計 74,490 +11.8% 21,208 -22.6%

東京航空局 国内 10,989,469 +0.5% 78,739,469 -12.0%  

国際 5,215,928 +7.1% 220,736,165 -4.4%  
合　　計 計 16,205,397 +2.5% 299,475,634 -6.5%  

  （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


