
空港等名
旅客数（人） 対前年比（％） 貨物量（kg） 対前年比（％）

国内 24,078,931 +2.0% 219,313,281 -2.8%
北海道地区 国際 2,944,603 +17.5% 9,876,378 -8.4%

計 27,023,534 +3.5% 229,189,659 -3.1%
国内 18,732,019 +2.1% 198,463,104 -3.1%

新千歳 国際 2,579,813 +22.1% 9,876,266 -8.4%
計 21,311,832 +4.2% 208,339,370 -3.3%
国内 988,740 +2.3% 5,426,422 +1.5%

旭川 国際 152,082 -16.5% 112 -84.1%
計 1,140,822 -0.7% 5,426,534 +1.5%
国内 190,076 +2.8% 297,853 -0.7%

稚内 国際 0 － 0 －
合計 190,076 +2.8% 297,853 -0.7%
国内 712,362 +4.7% 2,643,854 +7.8%

釧路 国際 3,375 -31.4% 0 －
計 715,737 +4.4% 2,643,854 +7.8%
国内 613,398 +1.5% 2,395,034 +2.3%

帯広 国際 7,702 +550.5% 0 －
計 621,100 +2.5% 2,395,034 +2.3%
国内 1,543,735 -1.5% 7,872,263 -6.7%

函館 国際 200,945 -1.9% 0 －
計 1,744,680 -1.6% 7,872,263 -6.7%

利尻 国内 41,932 +9.8% 2,822 -19.3%
礼文 国内 0 － 0 －
奥尻 国内 10,099 -8.1% 4,700 -25.8%

国内 202,385 +2.6% 493,281 +13.1%
中標津 国際 316 － 0 －

計 202,701 +2.8% 493,281 +13.1%
国内 70,070 -2.4% 6,522 +12.3%

紋別 国際 0 － 0 －
計 70,070 -2.4% 6,522 +12.3%
国内 768,786 +1.7% 1,699,452 +7.0%

女満別 国際 370 -65.5% 0 －
計 769,156 +1.6% 1,699,452 +7.0%
国内 205,329 +16.6% 7,974 -20.7%

丘珠 国際 0 -100.0% 0 －
計 205,329 +16.5% 7,974 -20.7%
国内 6,863,593 +1.8% 10,411,719 +0.5%

東北地区 国際 253,657 -0.9% 227,287 -20.6%
計 7,117,250 +1.7% 10,639,006 -0.0%
国内 2,922,997 -1.9% 6,079,053 +6.7%

仙台 国際 187,222 +8.3% 226,615 -19.6%
計 3,110,219 -1.3% 6,305,668 +5.5%
国内 1,225,936 +1.4% 1,381,907 -19.3%

秋田 国際 7,891 -73.3% 0 -100.0%
計 1,233,827 -0.3% 1,381,907 -19.5%
国内 257,425 +16.5% 21,242 －

山形 国際 5,049 +133.5% 0 －
計 262,474 +17.6% 21,242 －
国内 1,029,961 +7.9% 1,731,683 -1.7%

青森 国際 42,593 +12.6% 672 +50.7%
計 1,072,554 +8.0% 1,732,355 -1.7%
国内 416,329 +7.7% 168,891 +11.8%

花巻 国際 5,498 -36.6% 0 －
計 421,827 +6.7% 168,891 +11.8%
国内 133,968 +6.8% 71,497 +15.3%

大館能代 国際 0 － 0 －
計 133,968 +6.8% 71,497 +15.3%
国内 385,268 +5.8% 502,107 -6.1%

庄内 国際 910 +59.1% 0 －
計 386,178 +5.9% 502,107 -6.1%
国内 245,144 -0.4% 81,732 +57.6%

福島 国際 4,424 +2.5% 0 －
計 249,568 -0.4% 81,732 +57.6%
国内 246,565 -2.4% 373,607 -3.2%

三沢 国際 70 － 0 －
計 246,635 -2.4% 373,607 -3.2%
国内 73,516,234 +3.0% 744,964,907 -7.6%

関東信越静岡地区 国際 45,323,542 +9.3% 2,504,676,709 +5.7%
計 118,839,776 +5.3% 3,249,641,616 +2.4%
国内 7,004,576 +4.2% 45,509,119 -6.0%

成田 国際 29,579,439 +5.5% 2,083,220,000 +2.3%
計 36,584,015 +5.2% 2,128,729,119 +2.1%

東京 国内 64,339,425 +2.8% 697,653,852 -7.7%
（羽田） 国際 15,186,271 +19.1% 420,775,789 +26.7%

計 79,525,696 +5.6% 1,118,429,641 +2.8%
国内 878,249 +2.6% 230,074 +1.0%

新潟 国際 114,899 -10.6% 246,230 -1.8%
計 993,148 +0.9% 476,304 -0.5%

大島 国内 26,680 -29.7% 14,295 -37.8%
三宅島 国内 23,140 +4.5% 4,668 -44.5%

国内 191,270 +6.1% 1,028,051 -4.1%
八丈島 国際 0 － 0 －

計 191,270 +6.1% 1,028,051 -4.1%
新島 国内 33,406 +3.8% 27,194 -5.7%
神津島 国内 21,090 +1.6% 1,761 -33.6%
佐渡 国内 86 － 0 －

国内 121,994 +8.4% 0 －
松本 国際 8 -95.7% 0 －

計 122,002 +8.2% 0 －

国内 338,497 +9.6% 446,701 +20.6%
静岡 国際 278,030 -28.8% 130,899 -67.5%

計 616,527 -11.9% 577,600 -25.3%

調布 国内 96,772 +2.1% 49,192 -10.8%

国内 441,049 +12.5% 0 －

百里 国際 164,895 +12.8% 303,791 +13.9%

計 605,944 +12.6% 303,791 +13.9%

東京航空局 国内 104,458,758 +2.7% 974,689,907 -6.5%

国際 48,521,802 +9.7% 2,514,780,374 +5.7%

合 計 計 152,980,560 +4.8% 3,489,470,281 +2.0%
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