
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 1,940,399 +6.0% 18,166,107 -15.7%

北海道地区 国際 432,939 +14.4% 1,951,913 +8.8%
計 2,373,338 +7.4% 20,118,020 -13.8%

国内 1,539,373 +5.7% 16,323,332 -16.5%  
新千歳 国際 414,308 +15.4% 1,951,913 +8.8%  

計 1,953,681 +7.6% 18,275,245 -14.4%  
国内 74,320 +9.1% 545,888 -17.1%  

旭川 国際 2,783 +0.0% 0 　　　　　 －  
計 77,103 +8.8% 545,888 -17.1%  

国内 6,841 +9.1% 9,475 -10.8%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,841 +9.1% 9,475 -10.8%
国内 56,891 +15.1% 225,368 -12.1%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 56,891 +15.1% 225,368 -12.1%  

国内 50,552 +6.1% 279,799 -0.3%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 50,552 +6.1% 279,799 -0.3%  
国内 121,226 +5.5% 607,721 -2.7%  

函館 国際 15,848 -4.1% 0 　　　　　 －
計 137,074 +4.3% 607,721 -2.7%

利尻 国内 1,363 +2.9% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 838 -5.6% 397 -73.6%

国内 13,621 -1.0% 27,342 -12.4%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 13,621 -1.0% 27,342 -12.4%
紋別 国内 6,553 +21.4% 360 -11.1%

国内 51,782 +3.5% 145,707 -1.5%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 51,782 +3.5% 145,707 -1.5%
丘珠 国内 17,039 +1.4% 718 -22.5%

国内 576,927 +3.6% 894,774 -8.3%

東北地区 国際 39,625 +8.0% 29,867 +27.4%
計 616,552 +3.9% 924,641 -7.5%

国内 257,826 +2.2% 517,913 -10.5%
仙台 国際 24,903 -2.0% 28,995 +24.4%

計 282,729 +1.8% 546,908 -9.1%
国内 99,051 +3.2% 120,175 -5.1%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 99,051 +3.2% 120,175 -5.1%

国内 25,560 +7.9% 0 　　　　　 －
山形 国際 4,280 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 29,840 +26.0% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
管内空港の利用概況集計表（平成30年12月確定値）



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 78,255 +3.7% 143,335 -8.8%
青森 国際 8,107 -15.1% 872 +518.4%

計 86,362 +1.6% 144,207 -8.3%
国内 34,137 +8.0% 15,693 -10.4%

花巻 国際 1,788 +4.3% 0 　　　　　 －
計 35,925 +7.8% 15,693 -10.4%

大館能代 国内 10,230 +1.9% 7,689 +0.4%
国内 28,453 -0.4% 36,838 -10.2%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 28,453 -0.4% 36,838 -10.2%

国内 19,282 +9.1% 6,135 +0.5%
福島 国際 547 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 19,829 +12.2% 6,135 +0.5%
三沢 国内 24,133 +11.8% 46,996 +13.5%

国内 6,373,917 +1.7% 69,317,791 -11.1%
国際 4,313,507 +5.6% 221,481,646 -11.4%
計 10,687,424 +3.2% 290,799,437 -11.3%

国内 617,114 +3.2% 2,145,097 -33.8%
成田 国際 2,754,637 +6.0% 171,508,000 -14.1%

計 3,371,751 +5.5% 173,653,097 -14.4%
東京 国内 5,557,422 +1.3% 67,016,545 -10.0%  

（羽田） 国際 1,510,383 +4.5% 49,875,010 -0.7%
計 7,067,805 +2.0% 116,891,555 -6.3%  

国内 77,289 +15.0% 18,254 -67.3%  
新潟 国際 11,590 +20.9% 14,878 -29.2%  

計 88,879 +15.8% 33,132 -56.8%  
大島 国内 2,404 -3.1% 1,335 -11.5%  

三宅島 国内 2,403 +5.1% 244 -21.8%  
八丈島 国内 15,589 +5.9% 91,767 -15.3%  
新島 国内 2,653 -11.3% 1,911 -16.7%  

神津島 国内 1,898 -9.7% 211 -23.3%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,846 +3.1% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 8,846 +3.1% 0 　　　　　 －  
国内 32,524 +15.7% 38,723 -5.5%

静岡 国際 23,609 -2.8% 55,028 +26.5%  
計 56,133 +7.1% 93,751 +11.0%  

調布 国内 8,164 -8.9% 3,704 -15.8%  
国内 47,611 +7.1% 0 　　　　　 －

百里 国際 13,288 +75.1% 28,730 -5.6%
計 60,899 +17.0% 28,730 -5.6%

東京航空局 国内 8,891,243 +2.7% 88,378,672 -12.0%  
国際 4,786,071 +6.3% 223,463,426 -11.2%  

合　　計 計 13,677,314 +4.0% 311,842,098 -11.5%  

  （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
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