
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 2,064,923 +2.4% 11,236,943 -0.5%

北海道地区 国際 417,476 -9.1% 1,519,836 -10.4%
計 2,482,399 +0.2% 12,756,779 -1.8%

国内 1,621,452 +2.4% 10,179,703 +0.2%  
新千歳 国際 397,000 -9.8% 1,519,836 -10.4%  

計 2,018,452 -0.2% 11,699,539 -1.4%  
国内 91,305 +0.3% 326,867 -5.6%  

旭川 国際 4,202 +51.0% 0 　　　　　 －  
計 95,507 +1.8% 326,867 -5.6%  

国内 7,245 +1.5% 5,522 -14.9%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 7,245 +1.5% 5,522 -14.9%
国内 67,253 +2.0% 164,349 +11.4%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 67,253 +2.0% 164,349 +11.4%  

国内 58,375 +2.9% 89,779 -40.0%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 58,375 +2.9% 89,779 -40.0%  
国内 119,299 +3.3% 380,488 +0.5%  

函館 国際 16,274 -1.3% 0 　　　　　 －
計 135,573 +2.8% 380,488 +0.5%

利尻 国内 1,655 +3.0% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 954 +13.6% 520 +22.6%

国内 14,449 -3.5% 14,816 -36.0%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,449 -3.5% 14,816 -36.0%
紋別 国内 6,412 -13.7% 290 -15.0%

国内 58,461 +4.8% 74,340 -7.6%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 58,461 +4.8% 74,340 -7.6%
丘珠 国内 18,063 +3.4% 269 -40.4%

国内 576,057 +8.5% 711,790 +5.4%

東北地区 国際 62,565 +33.3% 4,597 -81.0%
計 638,622 +10.5% 716,387 +2.4%

国内 250,855 +9.8% 368,636 +6.4%
仙台 国際 43,311 +51.3% 4,597 -80.6%

計 294,166 +14.5% 373,233 +0.8%
国内 97,733 +5.3% 92,037 -15.8%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 97,733 +5.3% 92,037 -15.8%

国内 24,743 +10.9% 0 　　　　　 －
山形 国際 4,833 +11.4% 0 　　　　　 －

計 29,576 +11.0% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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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 82,240 +5.9% 118,625 +1.3%
青森 国際 9,206 -11.0% 0 -100.0%

計 91,446 +3.9% 118,625 +0.8%
国内 32,526 +2.6% 11,055 -9.7%

花巻 国際 4,676 +87.1% 0 　　　　　 －
計 37,202 +8.8% 11,055 -9.7%

大館能代 国内 11,111 -1.5% 9,907 +79.2%
国内 32,616 +23.2% 56,712 +48.0%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 32,616 +19.1% 56,712 +48.0%

国内 17,760 +5.4% 9,740 +173.4%
福島 国際 539 +128.4% 0 　　　　　 －

計 18,299 +7.1% 9,740 +173.4%
三沢 国内 26,473 +11.8% 45,078 +5.1%

国内 5,918,287 -1.7% 46,579,745 -4.9%
国際 4,525,141 +4.7% 190,428,821 -3.5%
計 10,443,428 +1.0% 237,008,566 -3.8%

国内 630,044 +5.6% 1,127,207 -26.3%
成田 国際 2,983,891 +7.1% 145,480,000 -5.8%

計 3,613,935 +6.9% 146,607,207 -6.0%
東京 国内 5,084,442 -3.0% 45,352,104 -4.2%  

（羽田） 国際 1,483,345 +0.1% 44,929,394 +4.7%
計 6,567,787 -2.4% 90,281,498 +0.0%  

国内 70,869 +9.1% 7,673 -40.2%  
新潟 国際 11,938 -4.4% 11,515 +33.2%  

計 82,807 +6.9% 19,188 -10.7%  
大島 国内 2,215 -2.9% 1,114 -4.8%  

三宅島 国内 2,395 +0.0% 349 +83.7%  
八丈島 国内 14,749 -1.9% 63,984 -4.0%  
新島 国内 2,708 +0.4% 1,239 -7.9%  

神津島 国内 1,941 +2.9% 229 -3.4%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,578 +39.2% 0 　　　　　 －
松本 国際 293 +19.1% 0 　　　　　 －  

計 12,871 +38.6% 0 　　　　　 －  
国内 37,025 +18.9% 22,916 -31.5%

静岡 国際 29,503 +18.0% 7,912 -88.4%  
計 66,528 +18.5% 30,828 -69.7%  

調布 国内 7,927 -0.0% 2,930 -0.5%  
国内 51,394 +15.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 16,171 +3.8% 0 -100.0%
計 67,565 +12.6% 0 -100.0%

東京航空局 国内 8,559,267 -0.1% 58,528,478 -4.0%  
国際 5,005,182 +3.7% 191,953,254 -3.6%  

合　　計 計 13,564,449 +1.2% 250,481,732 -3.7%  

  （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


