
管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 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 2,382,452 +1.6% 23,121,629 -4.9%

北海道地区 国際 201,112 +14.6% 779,047 +5.6%
計 2,583,564 +2.5% 23,900,676 -4.6%

国内 1,823,302 +1.8% 20,787,304 -5.2%  

新千歳 国際 176,404 +25.4% 779,047 +5.6%  

計 1,999,706 +3.6% 21,566,351 -4.8%  

国内 101,355 +1.4% 620,029 -10.0%  

旭川 国際 8,076 -52.6% 0 　　　　　 －  

計 109,431 -6.5% 620,029 -10.0%  

国内 27,868 -5.6% 62,547 +30.0%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 27,868 -5.6% 62,547 +30.0%

国内 75,700 +7.9% 300,299 +18.5%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 75,700 +7.9% 300,299 +18.5%  

国内 56,797 +0.0% 261,502 +18.7%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 56,797 +0.0% 261,502 +18.7%  

国内 156,830 -4.4% 788,939 -13.9%  

函館 国際 16,632 -6.5% 0 　　　　　 －

計 173,462 -4.6% 788,939 -13.9%

利尻 国内 6,257 +13.8% 404 -17.2%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 874 -11.2% 181 -6.2%

国内 22,493 +3.6% 68,507 +22.9%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 22,493 +3.6% 68,507 +22.9%

紋別 国内 6,974 +2.7% 356 +49.6%

国内 84,518 +0.6% 230,431 +18.1%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 84,518 +0.6% 230,431 +18.1%
丘珠 国内 19,484 +25.2% 1,130 +1.1%

国内 649,570 +0.0% 854,360 -5.8%

東北地区 国際 22,134 +16.0% 28,732 -21.0%
計 671,704 +0.5% 883,092 -6.4%

国内 273,336 -5.8% 477,016 +0.1%

仙台 国際 18,223 +24.4% 28,730 -20.9%

計 291,559 -4.3% 505,746 -1.3%

国内 118,625 +4.8% 121,789 -33.6%

秋田 国際 386 -81.8% 0 -100.0%

計 119,011 +3.2% 121,789 -33.7%

国内 23,597 +20.9% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 23,597 +20.9% 0 　　　　　 －

管内空港の利用概況集計表（平成28年9月確定値）



管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 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 99,339 +4.6% 152,415 +14.3%

青森 国際 2,650 +37.0% 2 　　　　　 －

計 101,989 +5.2% 152,417 +14.3%

国内 39,860 +9.7% 14,713 -7.9%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 39,860 +9.7% 14,713 -7.9%

大館能代 国内 14,524 +8.5% 6,550 +21.5%

国内 33,410 +3.6% 46,207 -10.8%

庄内 国際 316 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 33,726 +4.6% 46,207 -10.8%

国内 22,097 -11.7% 2,878 -6.8%

福島 国際 559 +50.3% 0 　　　　　 －

計 22,656 -10.8% 2,878 -6.8%
三沢 国内 24,782 +1.0% 32,792 -12.0%

国内 6,726,286 +4.0% 68,997,503 -4.9%

国際 3,836,166 +7.5% 219,707,080 +11.7%
計 10,562,452 +5.2% 288,704,583 +7.2%

国内 610,284 -2.4% 4,393,083 -3.8%

成田 国際 2,548,510 +5.3% 182,650,000 +8.7%

計 3,158,794 +3.7% 187,043,083 +8.4%

東京 国内 5,913,219 +4.5% 64,470,931 -5.0%  

（羽田） 国際 1,249,247 +14.9% 36,990,042 +29.2%

計 7,162,466 +6.2% 101,460,973 +5.1%  

国内 84,455 +6.9% 8,989 -46.6%  

新潟 国際 9,344 -25.4% 16,337 +32.9%  

計 93,799 +2.5% 25,326 -13.1%  

大島 国内 1,993 -32.2% 1,157 -29.8%  

三宅島 国内 1,977 +9.0% 275 -74.2%  

八丈島 国内 18,034 +7.6% 77,006 -7.7%  

新島 国内 2,707 +10.4% 1,848 -20.6%  

神津島 国内 1,737 +16.1% 150 -20.6%  

佐渡 国内 86 +38.7% 0 　　　　　 －  

国内 10,686 -2.2% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 10,686 -2.2% 0 　　　　　 －  

国内 31,341 +15.2% 40,633 +66.3%

静岡 国際 17,324 -52.9% 17,156 -44.2%  

計 48,665 -24.0% 57,789 +4.7%  

調布 国内 7,986 +12.9% 3,431 -28.0%  

国内 41,781 +25.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 11,741 -5.9% 33,545 +208.9%
計 53,522 +17.0% 33,545 +208.9%

東京航空局 国内 9,758,308 +3.1% 92,973,492 -4.9%  

国際 4,059,412 +7.9% 220,514,859 +11.7%  
合　　計 計 13,817,720 +4.5% 313,488,351 +6.2%  

  （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

関東信越
静岡地区


