
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 1,793,833 +7.9% 13,778,117 -10.2%

北海道地区 国際 265,079 +24.2% 2,071,013 +127.2%
計 2,058,912 +9.8% 15,849,130 -2.5%

国内 1,409,140 +8.9% 12,530,416 -10.8%  
新千歳 国際 249,772 +24.0% 2,071,013 +127.2%  

計 1,658,912 +10.9% 14,601,429 -2.4%  
国内 66,653 +4.6% 325,889 -3.3%  

旭川 国際 2,259 +144.5% 0 　　　　　 －  
計 68,912 +6.6% 325,889 -3.3%  

国内 9,106 +8.7% 14,152 +2.2%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 9,106 +8.7% 14,152 +2.2%
国内 47,874 +0.3% 189,517 +18.7%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 47,874 +0.3% 189,517 +18.7%  

国内 47,915 -1.5% 115,514 -14.1%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 47,915 -1.5% 115,514 -14.1%  
国内 120,687 +8.1% 462,708 -12.1%  

函館 国際 13,048 +17.3% 0 　　　　　 －
計 133,735 +8.9% 462,708 -12.1%

利尻 国内 1,876 +14.5% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 683 -23.0% 402 -61.0%

国内 12,962 +2.0% 28,890 +17.1%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 12,962 +2.0% 28,890 +17.1%
紋別 国内 4,708 -10.0% 456 +22.3%

国内 50,525 +8.0% 109,647 +2.9%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 50,525 +8.0% 109,647 +2.9%
丘珠 国内 21,704 +8.8% 526 +154.1%

国内 595,283 +12.0% 726,475 -4.3%

東北地区 国際 40,020 +44.2% 16,908 -15.4%
計 635,303 +13.6% 743,383 -4.6%

国内 258,642 +17.8% 370,488 -7.6%
仙台 国際 22,740 +26.4% 16,908 -15.4%

計 281,382 +18.4% 387,396 -8.0%
国内 101,136 +5.5% 116,794 +1.3%

秋田 国際 2,128 -1.1% 0 　　　　　 －
計 103,264 +5.4% 116,794 +1.3%

国内 25,758 +12.2% 0 　　　　　 －
山形 国際 417 -51.2% 0 　　　　　 －

計 26,175 +9.9% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
管内空港の利用概況集計表（平成30年4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 89,586 +10.0% 143,252 -0.2%
青森 国際 6,617 +29.0% 0 　　　　　 －

計 96,203 +11.1% 143,252 -0.2%
国内 34,435 +10.5% 22,225 +29.6%

花巻 国際 5,550 +242.2% 0 　　　　　 －
計 39,985 +21.9% 22,225 +29.6%

大館能代 国内 11,342 +11.8% 5,783 -5.5%
国内 32,178 +4.7% 28,755 -17.0%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 32,178 +4.7% 28,755 -17.0%

国内 19,561 +7.6% 1,698 -22.6%
福島 国際 2,568 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 22,129 +21.8% 1,698 -22.6%
三沢 国内 22,645 +5.9% 37,480 -4.8%

国内 5,945,128 +4.2% 58,073,597 -7.8%
国際 4,321,850 +7.5% 247,630,098 +6.7%
計 10,266,978 +5.5% 305,703,695 +3.6%

国内 573,684 -1.3% 2,035,828 -29.0%
成田 国際 2,769,515 +7.3% 199,164,000 +5.3%

計 3,343,199 +5.7% 201,199,828 +4.8%
東京 国内 5,161,659 +4.4% 55,892,204 -6.7%  

（羽田） 国際 1,502,086 +7.4% 48,377,911 +12.7%
計 6,663,745 +5.1% 104,270,115 +1.4%  

国内 84,192 +18.5% 16,405 -48.1%  
新潟 国際 12,159 +57.3% 10,654 -25.5%  

計 96,351 +22.3% 27,059 -41.0%  
大島 国内 2,318 +22.6% 1,321 -9.1%  

三宅島 国内 1,992 +17.5% 292 -41.0%  
八丈島 国内 17,181 +15.0% 78,182 -6.9%  
新島 国内 2,929 +21.7% 1,539 -12.8%  

神津島 国内 1,878 +15.6% 256 +141.5%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,048 -1.8% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 9,048 -6.4% 0 　　　　　 －  
国内 37,195 +21.6% 44,160 -4.8%

静岡 国際 26,323 +12.6% 51,981 +57.9%  
計 63,518 +17.7% 96,141 +21.2%  

調布 国内 8,535 +21.5% 3,410 -10.8%  
国内 44,517 +8.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 11,767 +35.7% 25,552 +4.7%
計 56,284 +13.5% 25,552 +4.7%

東京航空局 国内 8,334,244 +5.5% 72,578,189 -8.2%  
国際 4,626,949 +8.6% 249,718,019 +7.1%  

合　　計 計 12,961,193 +6.6% 322,296,208 +3.2%  

 （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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