
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 1,699,888 -2.9% 19,770,863 -14.6%

北海道地区 国際 318,437 +13.7% 1,107,114 +16.0%
計 2,018,325 -0.6% 20,877,977 -13.4%

国内 1,329,685 -5.0% 17,348,353 -16.8%  

新千歳 国際 295,563 +22.9% 1,107,114 +16.0%  

計 1,625,248 -0.9% 18,455,467 -15.3%  

国内 67,931 +11.6% 573,318 +4.9%  

旭川 国際 4,829 -73.4% 0 　　　　　 －  

計 72,760 -8.0% 573,318 +4.9%  

国内 6,096 -12.6% 13,491 +52.7%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,096 -12.6% 13,491 +52.7%

国内 50,879 +14.8% 269,423 -0.1%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 50,879 +10.9% 269,423 -0.1%  

国内 48,399 +11.8% 323,886 -8.9%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 48,399 +11.8% 323,886 -8.9%  

国内 112,672 -0.9% 974,300 +2.4%  

函館 国際 18,045 -9.3% 0 　　　　　 －

計 130,717 -2.2% 974,300 +2.4%

利尻 国内 1,275 -6.3% 0 　　　　　 －

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 938 +1.7% 650 -13.6%

国内 12,901 -0.4% 30,119 -16.4%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 12,901 -0.4% 30,119 -16.4%

紋別 国内 4,774 -12.5% 575 -6.7%

国内 46,598 +1.0% 236,249 +78.5%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 46,598 +1.0% 236,249 +78.5%
丘珠 国内 17,740 +20.0% 499 -63.0%

国内 516,569 +3.3% 1,086,640 +12.0%

東北地区 国際 24,322 +79.2% 21,471 +21.6%
計 540,891 +5.3% 1,108,111 +12.2%

国内 225,035 +1.4% 678,582 +16.3%

仙台 国際 21,229 +97.2% 21,459 +23.6%

計 246,264 +5.8% 700,041 +16.5%

国内 93,472 +2.0% 132,660 -4.5%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 93,472 +2.0% 132,660 -4.5%

国内 20,483 +20.2% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 20,483 +20.2% 0 　　　　　 －

管内空港の利用概況集計表（平成28年12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 71,418 +6.1% 160,840 +7.3%

青森 国際 2,550 +4.0% 12 -95.9%

計 73,968 +6.0% 160,852 +7.1%

国内 26,404 +0.2% 16,223 +21.9%

花巻 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 26,404 +0.2% 16,223 +21.9%

大館能代 国内 9,399 +10.7% 7,362 +51.1%

国内 30,399 +6.7% 35,399 -3.0%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 30,399 +6.7% 35,399 -3.0%

国内 18,308 +2.3% 17,392 +150.2%

福島 国際 543 +54.7% 0 　　　　　 －

計 18,851 +3.3% 17,392 +150.2%

国内 21,651 +2.9% 38,182 +5.4%

国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 21,651 +2.9% 38,182 +16.1%

国内 6,212,411 +8.8% 76,877,991 -6.2%

国際 3,838,064 +9.6% 233,363,202 +19.4%
計 10,050,475 +9.1% 310,241,193 +11.8%

国内 576,547 +5.5% 4,010,835 -5.8%

成田 国際 2,451,499 +7.9% 188,830,000 +14.1%

計 3,028,046 +7.4% 192,840,835 +13.6%

東京 国内 5,468,823 +9.0% 72,643,196 -6.3%  

（羽田） 国際 1,352,089 +13.6% 44,471,719 +48.5%

計 6,820,912 +9.9% 117,114,915 +9.0%  

国内 65,284 +8.8% 42,478 +11.1%  

新潟 国際 7,672 -7.5% 25,325 -19.4%  

計 72,956 +6.8% 67,803 -2.7%  

大島 国内 2,605 +13.7% 0 -100.0%  

三宅島 国内 1,944 -0.7% 571 -22.4%  

八丈島 国内 13,892 +10.3% 118,807 -5.9%  

新島 国内 2,876 +0.5% 2,451 -11.9%  

神津島 国内 1,880 +13.4% 140 -27.5%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 7,949 +2.5% 0 　　　　　 －

松本 国際 8 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 7,957 +2.6% 0 　　　　　 －  

国内 26,005 +7.3% 54,921 +43.9%

静岡 国際 18,382 -13.5% 9,160 -1.9%  

計 44,387 -2.4% 64,081 +34.9%  

調布 国内 8,481 +6.1% 4,592 -11.5%  

国内 36,125 +25.0% 0 　　　　　 －

百里 国際 8,414 -21.2% 26,998 +13.0%
計 44,539 +12.5% 26,998 +13.0%

東京航空局 国内 8,428,868 +5.9% 97,735,494 -7.9%  

国際 4,180,823 +10.1% 234,491,787 +19.3%  
合　　計 計 12,609,691 +7.2% 332,227,281 +9.8%  

  （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）対前年同月比（％）について前年実績が無い場合「－」と記載

 （３）2月28日速報値

関東信越
静岡地区

三沢


