
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 22,735,042 +5.8% 232,649,892 +0.8%

北海道地区 国際 1,617,265 +28.7% 6,970,206 +27.3%
計 24,352,307 +7.1% 239,620,098 +1.5%

国内 17,600,619 +6.2% 212,172,937 +1.5%  

新千歳 国際 1,343,530 +21.9% 6,970,206 +27.3%  

計 18,944,149 +7.2% 219,143,143 +2.1%  

国内 994,422 -1.9% 4,496,358 +13.0%  

旭川 国際 101,029 +150.3% 0 　　　　　 －  

計 1,095,451 +3.9% 4,496,358 +13.0%  

国内 178,616 +1.9% 189,113 -3.2%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 178,616 +1.9% 189,113 -3.2%

国内 671,069 +7.4% 2,715,864 -16.7%  

釧路 国際 20,819 +36.7% 0 　　　　　 －  

計 691,888 +8.1% 2,715,864 -16.7%  

国内 567,331 +4.3% 1,940,445 -22.3%  

帯広 国際 12,712 -40.0% 0 　　　　　 －  

計 580,043 +2.6% 1,940,445 -22.3%  

国内 1,534,535 +8.1% 8,461,883 -4.6%  

函館 国際 139,175 +79.2% 0 　　　　　 －

計 1,673,710 +11.8% 8,461,883 -4.6%

利尻 国内 37,366 +18.2% 4,648 -16.5%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 10,265 +13.7% 5,639 +23.0%

国内 192,852 +1.7% 560,455 +38.1%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 192,852 +1.7% 560,455 +38.1%

紋別 国内 56,245 +0.8% 5,685 +0.6%

国内 729,916 +1.3% 2,085,862 -10.7%

女満別 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 729,916 +1.2% 2,085,862 -10.7%
丘珠 国内 161,806 +22.8% 11,003 +35.5%

国内 6,469,982 +11.9% 11,689,085 +4.7%

東北地区 国際 258,330 -5.2% 246,240 -0.7%
計 6,728,312 +11.1% 11,935,325 +4.6%

国内 2,989,413 +18.9% 5,845,515 +6.8%

仙台 国際 175,202 -6.0% 242,828 -1.5%

計 3,164,615 +17.2% 6,088,343 +6.4%

国内 1,184,185 +5.9% 2,249,222 +15.2%

秋田 国際 31,827 -1.7% 3,367 +1037.5%

計 1,216,012 +5.7% 2,252,589 +15.3%

国内 119,774 +2.3% 0 　　　　　 －

山形 国際 885 -22.8% 0 　　　　　 －
計 120,659 +2.1% 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 826,196 +3.7% 2,182,937 -12.4%

青森 国際 34,749 -10.9% 45 -96.1%

計 860,945 +3.0% 2,182,982 -12.4%

国内 371,822 +14.0% 156,141 +50.3%

花巻 国際 10,459 +43.9% 0 　　　　　 －

計 382,281 +14.7% 156,141 +50.3%

大館能代 国内 116,936 +9.1% 55,332 +17.9%

国内 356,529 +2.3% 719,396 +23.7%

庄内 国際 580 +57.6% 0 　　　　　 －

計 357,109 +2.4% 719,396 +23.7%

国内 239,728 +5.2% 51,139 +24.9%

福島 国際 4,046 -30.4% 0 　　　　　 －

計 243,774 +4.3% 51,139 +24.9%

国内 265,399 +16.5% 429,403 -9.3%

三沢 国際 582 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 265,981 +16.8% 429,403 -9.3%

国内 68,640,079 +6.8% 803,177,877 +11.2%

国際 36,409,361 +3.1% 2,140,395,381 +3.8%
計 105,049,440 +5.5% 2,943,573,258 +5.7%

国内 5,179,138 +39.2% 44,155,553 +156.7%

成田 国際 27,950,986 +4.0% 1,985,637,000 +3.4%

計 33,130,124 +8.3% 2,029,792,553 +4.7%

東京 国内 61,567,337 +4.8% 756,935,546 +7.6%  

（羽田） 国際 8,039,133 +1.1% 154,189,640 +9.4%

計 69,606,470 +4.4% 911,125,186 +7.9%  

国内 863,171 +6.5% 381,528 +10.1%  

新潟 国際 153,601 -12.6% 304,567 +8.5%  

計 1,016,772 +3.1% 686,095 +9.4%  

大島 国内 39,083 +10.5% 23,140 -17.8%  

三宅島 国内 5,501 -9.8% 453 +694.7%  

八丈島 国内 196,183 -1.1% 1,238,368 -1.7%  

新島 国内 29,536 +6.2% 31,430 -0.2%  

神津島 国内 20,518 +0.6% 1,555 -4.6%  

佐渡 国内 440 -91.1% 0 　　　　　 －  

国内 84,572 +10.6% 0 　　　　　 －

松本 国際 445 +161.8% 0 　　　　　 －  

計 85,017 +11.0% 0 　　　　　 －  

国内 296,786 +16.4% 361,330 -0.7%

静岡 国際 165,018 -14.4% 255,123 +15.6%  

計 461,804 +3.1% 616,453 +5.5%  

調布 国内 70,896 +5.2% 48,974 -2.2%  

国内 286,918 -7.0% 0 　　　　　 －

百里 国際 100,178 +0.7% 9,051 -60.8%
計 387,096 -5.2% 9,051 -60.8%

東京航空局 国内 97,845,103 +6.9% 1,047,516,854 +8.6%  

国際 38,284,956 +4.0% 2,147,611,827 +3.8%  
合　　計 計 136,130,059 +6.0% 3,195,128,681 +5.4%  

  （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

 （３）東京（羽田）の数値は【５月１２日付け速報値】

関東信越
静岡地区


