
管理課

空港等名 旅 客 貨 物 備 考

旅客数（人） 対前年度比（％） 貨物（kg） 対前年度比（％）

国内 21,490,502 +8.4% 230,707,755 -3.4%

北海道地区 国際 1,256,999 +28.6% 5,474,233 +36.9%
計 22,747,501 +9.4% 236,181,988 -2.7%

国内 16,575,480 +9.0% 209,139,429 -3.8%

新千歳 国際 1,102,001 +24.3% 5,474,233 +36.9%

計 17,677,481 +9.9% 214,613,662 -3.1%

国内 1,013,514 +10.3% 3,977,466 +7.0%

旭川 国際 40,356 +13.1% 0 －

計 1,053,870 +10.4% 3,977,466 +7.0%

国内 175,201 +3.6% 195,283 +9.7%

稚内 国際 0 － 0 －

計 175,201 +3.6% 195,283 +9.7%

国内 624,937 +5.8% 3,259,006 +10.9%

釧路 国際 15,231 +115.5% 0 －

計 640,168 +7.1% 3,259,006 +10.9%

国内 544,008 +2.5% 2,497,287 -8.5%

帯広 国際 21,194 +150.5% 0 －

計 565,202 +4.8% 2,497,287 -8.5%

国内 1,419,174 +5.1% 8,873,125 -3.8%

函館 国際 77,668 +102.1% 0 －

計 1,496,842 +7.8% 8,873,125 -3.8%

利尻 国内 31,603 +29.0% 5,567 +174.4%

礼文 国内 0 － 0 －

奥尻 国内 9,030 +5.4% 4,585 -12.3%

国内 189,628 +7.9% 405,745 +12.1%

中標津 国際 0 － 0 －

計 189,628 +7.9% 405,745 +12.1%

国内 55,789 +16.0% 5,651 -82.5%

紋別 国際 0 － 0 －

計 55,789 +16.0% 5,651 -82.5%

国内 720,416 +7.6% 2,336,490 +10.8%

女満別 国際 549 -53.7% 0 －

計 720,965 +7.5% 2,336,490 +10.8%
丘珠 国内 131,722 +2.5% 8,121 -38.2%

国内 5,782,476 +14.0% 11,167,065 +29.8%

東北地区 国際 272,361 +105.9% 248,021 +128.6%
計 6,054,837 +16.3% 11,415,086 +31.0%

国内 2,513,227 +41.4% 5,475,027 +86.7%

仙台 国際 186,421 +169.2% 246,559 +131.7%

計 2,699,648 +46.2% 5,721,586 +88.3%

国内 1,117,980 +1.8% 1,953,178 +7.9%

秋田 国際 32,364 -8.8% 296 -75.4%

計 1,150,344 +1.5% 1,953,474 +7.8%

国内 117,047 -36.7% 0 -100.0%

山形 国際 1,147 -5.2% 0 －
計 118,194 -36.5% 0 -100.0%
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管理課

空港等名 旅 客 貨 物 備 考

旅客数（人） 対前年度比（％） 貨物（kg） 対前年度比（％）

国内 796,675 +1.5% 2,492,241 -3.3%

青森 国際 38,981 +107.1% 1,166 +36.7%

計 835,656 +4.0% 2,493,407 -3.3%

国内 326,133 +8.9% 103,912 -5.3%

花巻 国際 7,270 +130.4% 0 －

計 333,403 +10.2% 103,912 -5.3%

国内 107,210 -2.8% 46,920 -22.5%

大館能代 国際 0 － 0 －

計 107,210 -2.8% 46,920 -22.5%

国内 348,527 -1.1% 581,588 +5.7%

庄内 国際 368 -86.0% 0 －

計 348,895 -1.8% 581,588 +5.7%

国内 227,882 +9.0% 40,938 -26.0%

福島 国際 5,810 +237.0% 0 －

計 233,692 +10.9% 40,938 -26.0%

国内 227,795 -11.6% 473,261 -6.5%

三沢 国際 0 － 0 －
計 227,795 -11.6% 473,261 -6.5%

国内 64,430,266 +7.5% 725,490,139 +3.0%

国際 35,303,380 +10.9% 2,062,569,340 +0.4%
計 99,733,646 +8.7% 2,788,059,479 +1.1%

成田 国内 3,720,654 +93.2% 17,192,229 +159.8%

国際 26,884,990 +11.1% 1,921,081,000 -0.4%

計 30,605,644 +17.1% 1,938,273,229 +0.1%

東京 国内 58,898,595 +4.4% 706,216,010 +1.5%

（羽田） 国際 7,950,325 +9.7% 140,963,783 +13.7%

計 66,848,920 +5.0% 847,179,793 +3.3%

国内 810,612 +20.1% 346,662 +7.6%

新潟 国際 175,693 -4.4% 280,697 -18.2%

計 986,305 +14.8% 627,359 -5.7%

大島 国内 35,365 +2.0% 28,159 +6.8%

三宅島 国内 6,096 +12.1% 57 -51.7%

国内 198,286 +4.6% 1,260,067 -3.1%

八丈島 国際 0 － 0 －

計 198,286 +4.6% 1,260,067 -3.1%

新島 国内 27,805 +15.3% 31,492 +5.6%

神津島 国内 20,391 +15.5% 1,630 +32.3%

佐渡 国内 4,959 +33.8% 0 －

国内 76,444 +2.0% 0 －

松本 国際 170 -81.1% 0 －

計 76,614 +1.0% 0 －

国内 255,049 -5.0% 363,772 -3.5%

静岡 国際 192,712 +34.5% 220,785 +76.9%

計 447,761 +8.7% 584,557 +16.5%

調布 国内 67,361 +11.4% 50,061 +4.2%

国内 308,649 +29.6% 0 －

百里 国際 99,490 +80.7% 23,075 －
計 408,139 +39.2% 23,075 －

東京航空局 国内 91,703,244 +8.1% 967,364,959 +1.6%

国際 36,832,740 +11.8% 2,068,291,594 +0.5%
合 計 計 128,535,984 +9.1% 3,035,656,553 +0.9%

（注）

（１）東京航空局調べ（但し成田は、成田国際空港株式会社調べ）

（２）対前年度比（％）について前年実績が無い場合「－」と記載

関東信越
静岡地区
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