
管理課

空港等名 備　　　考

旅客数（人）
対前年増減

（％） 貨物（kg）
対前年増減

（％）  
国内 25,093,968 +4.2% 198,431,029 -9.3%

北海道地区 国際 3,559,051 +20.9% 12,843,044 +28.2%
計 28,653,019 +6.0% 211,274,073 -7.7%

国内 19,428,246 +3.7% 178,902,980 -9.9%  
新千歳 国際 3,290,396 +27.5% 12,843,044 +28.2%  

計 22,718,642 +6.6% 191,746,024 -8.0%  
国内 1,059,120 +7.1% 5,424,975 -0.0%  

旭川 国際 63,385 -58.3% 0 -100.0%  
計 1,122,505 -1.6% 5,424,975 -0.0%  

国内 199,401 +4.9% 227,670 -23.6%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 199,401 +4.9% 227,670 -23.6%
国内 741,745 +4.1% 2,394,943 -9.4%  

釧路 国際 534 -84.2% 0 　　　　　 －  
計 742,279 +3.7% 2,394,943 -9.4%  

国内 661,893 +7.9% 2,281,586 -4.7%  
帯広 国際 7,468 -3.0% 0 　　　　　 －  

計 669,361 +7.8% 2,281,586 -4.7%  
国内 1,593,815 +3.2% 7,044,584 -10.5%  

函館 国際 197,268 -1.8% 0 　　　　　 －
計 1,791,083 +2.7% 7,044,584 -10.5%

利尻 国内 46,022 +9.8% 3,038 +7.7%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 11,235 +11.2% 7,476 +59.1%

国内 201,702 -0.3% 312,442 +600.2%
中標津 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 201,702 -0.5% 312,442 +600.2%
紋別 国内 75,190 +7.3% 5,063 -22.4%

国内 824,715 +7.3% 1,820,330 +7.1%
女満別 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 824,715 +7.2% 1,820,330 +7.1%
丘珠 国内 250,884 +22.2% 5,942 -25.5%

国内 7,237,581 +5.4% 10,130,694 -2.7%

東北地区 国際 391,036 +54.1% 204,391 -10.1%
計 7,628,617 +7.2% 10,335,085 -2.9%

国内 3,100,326 +6.1% 5,618,372 -7.6%
仙台 国際 270,124 +44.2% 203,952 -10.0%

計 3,370,450 +8.4% 5,822,324 -7.7%
国内 1,303,957 +6.4% 1,421,875 +2.9%

秋田 国際 18,264 +131.5% 0 　　　　　 －
計 1,322,221 +7.2% 1,421,875 +2.9%

国内 302,948 +17.7% 16,572 -22.0%
山形 国際 2,629 -47.9% 0 　　　　　 －

計 305,577 +16.4% 16,572 -22.0%

旅　　客 貨　　物
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空港等名 備　　　考

旅客数（人）
対前年増減

（％） 貨物（kg）
対前年増減

（％）  

旅　　客 貨　　物

国内 1,080,126 +4.9% 1,783,391 +3.0%
青森 国際 86,073 +102.1% 439 -34.7%

計 1,166,199 +8.7% 1,783,830 +3.0%
国内 422,117 +1.4% 214,500 +27.0%

花巻 国際 10,389 +89.0% 0 　　　　　 －
計 432,506 +2.5% 214,500 +27.0%

大館能代 国内 142,956 +6.7% 71,265 -0.3%
国内 397,611 +3.2% 565,026 +12.5%

庄内 国際 789 -13.3% 0 　　　　　 －
計 398,400 +3.2% 565,026 +12.5%

国内 251,414 +2.6% 31,228 -61.8%
福島 国際 2,768 -37.4% 0 　　　　　 －

計 254,182 +1.8% 31,228 -61.8%
三沢 国内 236,126 -4.3% 408,465 +9.3%

国内 77,992,171 +5.2% 771,081,867 -1.2%
国際 48,495,760 +7.0% 2,805,619,236 +12.0%
計 126,487,931 +5.9% 3,576,701,103 +8.9%

国内 7,540,249 +7.6% 36,637,303 -23.1%
成田 国際 31,096,279 +5.1% 2,262,899,000 +8.6%

計 38,636,528 +5.6% 2,299,536,303 +7.9%
東京 国内 68,062,102 +4.8% 732,613,441 +0.3%  

（羽田） 国際 16,894,862 +11.3% 541,778,512 +29.0%
計 84,956,964 +6.1% 1,274,391,953 +10.7%  

国内 908,215 +3.4% 248,471 +8.0%  
新潟 国際 108,776 -5.3% 175,649 -28.7%  

計 1,016,991 +2.4% 424,120 -11.0%  
大島 国内 26,960 +1.0% 15,842 +10.8%  

三宅島 国内 25,749 +11.3% 4,579 -1.9%  
八丈島 国内 204,360 +6.8% 1,007,330 -2.0%  
新島 国内 33,684 +0.8% 22,405 -17.6%  

神津島 国内 24,234 +14.9% 2,829 +60.6%  
佐渡 国内 28 -67.4% 0 　　　　　 －  

国内 131,354 +7.7% 0 　　　　　 －
松本 国際 1,100 +13650.0% 0 　　　　　 －  

計 132,454 +8.6% 0 　　　　　 －  
国内 381,969 +12.9% 483,727 +8.3%

静岡 国際 289,613 +4.2% 446,697 +241.3%  
計 671,582 +9.0% 930,694 +61.1%  

調布 国内 102,729 +6.2% 45,940 -6.6%  
国内 550,538 +24.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 105,130 -36.2% 319,108 +5.0%
計 655,668 +8.2% 319,108 +5.0%

東京航空局 国内 110,323,720 +5.0% 979,643,590 -3.0%  
国際 52,445,847 +8.1% 2,818,666,401 +12.1%  

合　　計 計 162,769,567 +6.0% 3,798,309,991 +7.8%  

  （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）着陸回数の「その他」は、チャーター便、ダイバート機、プライベート機等
                     　（３）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


