
管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 備　　　考

旅客数（人） 対前年増減（％） 貨物（kg） 対前年増減（％）  

国内 22,849,366 +1.8% 232,894,170 +1.3%

北海道地区 国際 1,875,488 +23.0% 9,800,414 +55.0%
計 24,724,854 +3.1% 242,694,584 +2.7%

国内 17,717,548 +1.8% 212,280,526 +1.4%  

新千歳 国際 1,553,374 +21.8% 9,800,414 +55.0%  

計 19,270,922 +3.2% 222,080,940 +3.0%  

国内 954,355 -2.8% 4,865,447 +11.2%  

旭川 国際 143,875 +66.8% 0 　　　　　 －  

計 1,098,230 +2.8% 4,865,447 +11.2%  

国内 181,805 +2.5% 228,541 +20.7%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 181,805 +2.5% 228,541 +20.7%

国内 669,739 +2.1% 2,576,068 -6.3%  

釧路 国際 10,868 -47.8% 0 　　　　　 －  

計 680,607 +0.6% 2,576,068 -6.3%  

国内 579,246 +4.2% 1,881,319 -4.6%  

帯広 国際 4,234 -72.7% 0 　　　　　 －  

計 583,480 +2.1% 1,881,319 -4.6%  

国内 1,524,764 +1.4% 8,599,306 +1.8%  

函館 国際 161,983 +28.4% 0 　　　　　 －

計 1,686,747 +3.5% 8,599,306 +1.8%

利尻 国内 37,244 +0.4% 3,409 -26.7%

礼文 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

奥尻 国内 10,486 +3.6% 5,645 -1.9%

国内 198,401 +2.5% 579,739 -1.3%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 198,401 +2.5% 579,739 -1.3%

国内 65,957 +14.0% 5,947 +6.8%

紋別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 65,957 +14.0% 5,947 +6.8%

国内 736,350 +0.7% 1,855,216 -17.8%

女満別 国際 1,154 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 737,504 +0.9% 1,855,216 -17.8%
丘珠 国内 173,471 +16.0% 13,007 +15.9%

国内 6,666,162 +5.4% 11,227,242 -1.8%

東北地区 国際 253,454 -1.8% 215,164 -24.9%
計 6,919,616 +5.1% 11,442,406 -2.4%

国内 3,046,420 +5.0% 5,798,601 +2.7%

仙台 国際 166,917 -3.3% 211,770 -25.4%

計 3,213,337 +4.5% 6,010,371 +1.4%

国内 1,195,351 +2.4% 2,103,833 -3.4%

秋田 国際 29,747 -2.3% 3,017 +18.4%

計 1,225,098 +2.3% 2,106,850 -3.4%

国内 186,561 +59.1% 0 　　　　　 －

山形 国際 1,182 +73.6% 0 　　　　　 －
計 187,743 +59.2% 0 　　　　　 －
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管理課

空港等名 　　　　　　　　旅　　客 　　　　　　　　貨　　物 備　　　考

旅客数（人） 対前年増減（％） 貨物（kg） 対前年増減（％）  

国内 878,525 +6.9% 1,991,864 -11.1%

青森 国際 34,465 -9.5% 377 +669.4%

計 912,990 +6.1% 1,992,241 -11.1%

国内 380,459 +5.7% 156,018 +11.8%

花巻 国際 14,870 +65.6% 0 　　　　　 －

計 395,329 +7.2% 156,018 +11.8%

国内 123,356 +8.0% 66,134 +35.9%

大館能代 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 123,356 +8.0% 66,134 +35.9%

国内 368,004 +5.3% 727,347 +6.9%

庄内 国際 614 +5.9% 0 　　　　　 －

計 368,618 +5.3% 727,347 +6.9%

国内 245,473 +3.1% 56,832 +9.4%

福島 国際 5,659 -7.7% 0 　　　　　 －

計 251,132 +2.8% 56,832 +9.4%

国内 242,013 -4.6% 326,613 -27.3%

三沢 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 242,013 -4.8% 326,613 -27.3%

国内 70,166,312 +4.0% 821,407,671 +5.5%

国際 37,977,950 +5.3% 2,302,683,029 +10.1%
計 108,144,262 +4.5% 3,124,090,700 +8.9%

成田 国内 5,943,570 +23.2% 54,048,121 +38.8%

国際 26,932,949 -2.6% 2,043,399,000 +5.3%

計 32,876,519 +1.2% 2,097,447,121 +6.0%

東京 国内 62,169,471 +2.3% 765,342,950 +3.8%  

（羽田） 国際 10,593,059 +32.8% 258,719,129 +72.4%

計 72,762,530 +5.9% 1,024,062,079 +15.4%  

国内 872,285 +3.4% 386,204 +9.0%  

新潟 国際 139,660 -9.9% 247,234 -17.6%  

計 1,011,945 +1.4% 633,438 -3.2%  

大島 国内 40,714 +10.6% 25,287 +10.7%  

三宅島 国内 16,392 +212.2% 4,202 +983.0%  

国内 183,350 -8.9% 1,183,993 -5.1%  

八丈島 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 183,350 -8.9% 1,183,993 -5.1%  

新島 国内 30,170 +3.2% 30,544 -2.3%  

神津島 国内 20,625 +2.7% 1,801 +8.8%  

佐渡 国内 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

国内 93,271 +9.8% 0 　　　　　 －

松本 国際 493 +41.7% 0 　　　　　 －  

計 93,764 +9.9% 0 　　　　　 －  

国内 303,017 +5.5% 328,211 -10.8%

静岡 国際 204,130 +17.7% 292,528 +27.6%  

計 507,147 +10.1% 620,739 +4.0%  

調布 国内 87,515 +26.2% 56,358 +14.5%  

国内 405,932 +40.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 107,659 +7.1% 25,138 +177.7%
計 513,591 +31.9% 25,138 +177.7%

東京航空局 国内 99,681,840 +3.6% 1,065,529,083 +4.5%  

国際 40,106,892 +6.0% 2,312,698,607 +10.2%  
合　　計 計 139,788,732 +4.3% 3,378,227,690 +8.4%  

  （注）

                       （１）東京航空局調べ（但し成田は、成田国際空港株式会社、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


