
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 2,017,496 +5.9% 11,297,054 -5.0%

北海道地区 国際 459,412 +15.3% 1,696,319 -9.8%
計 2,476,908 +7.5% 12,993,373 -5.7%

国内 1,583,110 +5.4% 10,164,052 -5.8%  
新千歳 国際 440,142 +15.9% 1,696,319 -9.8%  

計 2,023,252 +7.5% 11,860,371 -6.4%  
国内 91,035 +3.8% 346,196 +9.9%  

旭川 国際 2,783 -10.7% 0 　　　　　 －  
計 93,818 +3.3% 346,196 +9.9%  

国内 7,138 +17.2% 6,487 +32.9%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 7,138 +17.2% 6,487 +32.9%
国内 65,922 +26.4% 147,500 -7.9%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 65,922 +26.4% 147,500 -7.9%  

国内 56,728 +4.8% 149,531 +26.1%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 56,728 +4.8% 149,531 +26.1%  
国内 115,438 +5.5% 378,511 -0.4%  

函館 国際 16,487 +4.4% 0 　　　　　 －
計 131,925 +5.3% 378,511 -0.4%

利尻 国内 1,607 +17.7% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 840 -11.8% 424 -36.7%

国内 14,973 +7.2% 23,143 -7.4%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 14,973 +7.2% 23,143 -7.4%
紋別 国内 7,433 +21.8% 341 +70.5%

国内 55,799 +1.3% 80,418 -15.3%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 55,799 +1.3% 80,418 -15.3%
丘珠 国内 17,473 +7.8% 451 +11.9%

国内 531,166 +5.9% 675,387 -0.4%

東北地区 国際 46,944 +10.7% 24,253 +39.4%
計 578,110 +6.3% 699,640 +0.6%

国内 228,380 +4.2% 346,450 -2.2%
仙台 国際 28,623 +6.0% 23,666 +37.1%

計 257,003 +4.4% 370,116 -0.3%
国内 92,810 +4.6% 109,294 +7.3%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 92,810 +3.4% 109,294 +7.3%

国内 22,311 +4.9% 0 　　　　　 －
山形 国際 4,339 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,650 +25.3% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
管内空港の利用概況集計表（平成31年1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 77,669 +8.2% 117,116 -2.3%
青森 国際 10,344 -0.1% 587 +319.3%

計 88,013 +7.1% 117,703 -1.9%
国内 31,709 +9.0% 12,241 -24.6%

花巻 国際 2,499 -8.0% 0 　　　　　 －
計 34,208 +7.5% 12,241 -24.6%

大館能代 国内 11,285 +19.7% 5,527 -15.1%
国内 26,477 +10.4% 38,322 +3.2%

庄内 国際 903 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 27,380 +14.2% 38,322 +3.2%

国内 16,854 +4.1% 3,562 +42.9%
福島 国際 236 -81.4% 0 　　　　　 －

計 17,090 -2.1% 3,562 +42.9%
三沢 国内 23,671 +9.0% 42,875 +6.9%

国内 6,021,875 +4.2% 48,985,294 -6.3%
国際 4,321,106 +7.0% 197,390,701 -10.0%
計 10,342,981 +5.3% 246,375,995 -9.3%

国内 596,469 +5.8% 1,529,690 -20.2%
成田 国際 2,785,362 +7.6% 154,363,000 -11.9%

計 3,381,831 +7.3% 155,892,690 -11.9%
東京 国内 5,243,629 +3.8% 47,336,762 -5.7%  

（羽田） 国際 1,482,441 +5.2% 42,923,043 -2.9%
計 6,726,070 +4.1% 90,259,805 -4.4%  

国内 64,945 +27.6% 12,837 -13.0%  
新潟 国際 12,485 +29.4% 8,642 +2.9%  

計 77,430 +27.9% 21,479 -7.2%  
大島 国内 2,281 -0.7% 1,170 -7.5%  

三宅島 国内 2,395 +8.4% 190 -36.0%  
八丈島 国内 15,028 -1.6% 66,673 -13.4%  
新島 国内 2,697 -0.3% 1,345 -10.1%  

神津島 国内 1,886 +1.1% 237 +37.8%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,038 +7.6% 0 　　　　　 －
松本 国際 246 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,284 +10.5% 0 　　　　　 －  
国内 31,137 +13.2% 33,446 -15.8%

静岡 国際 24,992 +6.7% 68,240 +77.5%  
計 56,129 +10.2% 101,686 +30.1%  

調布 国内 7,930 -4.5% 2,944 -9.6%  
国内 44,440 +6.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 15,580 +102.8% 27,776 -8.1%
計 60,020 +21.5% 27,776 -8.1%

東京航空局 国内 8,570,537 +4.7% 60,957,735 -6.0%  
国際 4,827,462 +7.7% 199,111,273 -10.0%  

合　　計 計 13,397,999 +5.8% 260,069,008 -9.1%  

  （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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