
管理課

空港等名 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 1,285,247 -43.8% 11,487,827 -31.1%

北海道地区 国際 0 -100.0% 1,401,133 -8.6%
計 1,285,247 -49.5% 12,888,960 -29.2%

国内 969,219 -45.2% 10,754,528 -28.3%  

新千歳 国際 0 -100.0% 1,401,133 -8.6%  

計 969,219 -51.7% 12,155,661 -26.5%  

国内 42,339 -54.0% 171,033 -65.5%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 42,339 -55.5% 171,033 -65.5%  

国内 11,283 -32.9% 1,976 -58.8%  

稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 11,283 -32.9% 1,976 -58.8%

国内 53,864 -30.9% 106,464 -49.5%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 53,864 -30.9% 106,464 -49.5%  

国内 28,869 -52.4% 71,244 -67.6%  

帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 28,869 -52.4% 71,244 -67.6%  

国内 96,070 -34.6% 263,175 -53.1%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 96,070 -41.0% 263,175 -53.1%

利尻 国内 1,892 -7.9% 0 　　　　　 －

礼文 国内 - - - -

奥尻 国内 1,012 -0.3% 449 -15.8%

国内 6,772 -64.5% 0 -100.0%

中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,772 -64.5% 0 -100.0%

紋別 国内 4,092 -48.4% 111 -79.3%

国内 46,222 -35.7% 118,412 -21.3%

女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 46,222 -35.7% 118,412 -21.3%
丘珠 国内 23,613 -3.1% 435 -31.5%

国内 325,057 -54.2% 319,614 -60.7%

東北地区 国際 0 -100.0% 306 -98.6%
計 325,057 -57.6% 319,920 -61.7%

国内 158,182 -48.4% 120,542 -72.4%

仙台 国際 0 -100.0% 306 -98.6%

計 158,182 -53.8% 120,848 -73.7%

国内 40,426 -67.0% 36,096 -68.0%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 40,426 -67.7% 36,096 -68.0%

国内 9,369 -68.4% 0 　　　　　 －

山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 9,369 -72.3% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
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管理課

空港等名 備　　　考

旅客数（人）
対前年

同月増減（％） 貨物（kg）
対前年

同月増減（％）  

旅　　客 貨　　物

国内 54,757 -48.5% 54,276 -56.4%

青森 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 54,757 -51.7% 54,276 -56.4%

国内 22,755 -45.5% 15,803 +9.9%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 22,755 -50.8% 15,803 +9.9%

大館能代 国内 3,942 -71.8% 21,300 +36.7%

国内 12,552 -68.7% 35,122 -28.0%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 12,552 -69.7% 35,122 -28.0%

国内 10,156 -55.6% 2,051 -86.2%

福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 10,156 -58.6% 2,051 -86.2%
三沢 国内 12,918 -50.1% 34,424 -23.8%

国内 2,982,004 -55.1% 36,301,298 -35.1%

国際 137,358 -96.9% 209,113,132 -6.5%
計 3,119,362 -71.8% 245,414,430 -12.2%

国内 231,904 -61.1% 50,391 -96.9%

成田 国際 100,086 -96.5% 182,376,000 +5.0%

計 331,990 -90.3% 182,426,391 +4.1%

東京 国内 2,625,647 -54.7% 36,198,218 -33.3%  

（羽田） 国際 37,272 -97.6% 26,737,132 -46.5%

計 2,662,919 -63.7% 62,935,350 -39.6%  

国内 42,603 -56.0% 4,930 -59.0%  

新潟 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 42,603 -59.6% 4,930 -80.3%  

大島 国内 1,394 -24.6% 1,272 +5.1%  

三宅島 国内 1,715 -20.7% 169 -38.8%  

八丈島 国内 11,498 -28.7% 41,818 -30.9%  

新島 国内 1,946 -15.3% 1,190 -27.9%  

神津島 国内 1,456 -7.6% 263 -3.0%  

佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 12,374 -8.7% 0 　　　　　 －

松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,374 -8.7% 0 　　　　　 －  

国内 15,292 -64.1% 141 -99.5%

静岡 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 15,292 -76.4% 141 -99.8%  

調布 国内 5,485 -21.4% 2,906 -14.7%  

国内 30,690 -50.5% 0 　　　　　 －

百里 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 30,690 -58.2% 0 -100.0%

東京航空局 国内 4,592,308 -52.3% 48,108,739 -34.5%  

国際 137,358 -97.1% 210,514,571 -6.5%  
合　　計 計 4,729,666 -67.1% 258,623,310 -13.4%  

  （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


