
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 1,083,313 -48.6% 10,150,171 -26.2%

北海道地区 国際 0 -100.0% 1,369,815 -27.0%
計 1,083,313 -54.0% 11,519,986 -26.3%

国内 814,706 -50.7% 9,471,335 -23.6%  
新千歳 国際 0 -100.0% 1,369,815 -27.0%  

計 814,706 -56.6% 10,841,150 -24.0%  
国内 36,010 -58.1% 128,659 -63.0%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 36,010 -58.9% 128,659 -63.0%  

国内 5,767 -35.3% 879 -88.7%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 5,767 -35.3% 879 -88.7%
国内 42,283 -36.4% 130,255 -32.5%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 42,283 -36.4% 130,255 -32.5%  

国内 27,007 -52.6% 59,523 -56.9%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 27,007 -52.6% 59,523 -56.9%  
国内 101,801 -23.9% 275,844 -47.9%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 101,801 -31.0% 275,844 -47.9%

利尻 国内 923 -46.1% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 747 -34.1% 307 -28.6%

国内 6,144 -61.1% 530 -94.6%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,144 -61.1% 530 -94.6%
紋別 国内 4,167 -33.0% 269 -54.5%

国内 29,555 -52.1% 82,105 -41.8%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 29,555 -52.1% 82,105 -41.8%
丘珠 国内 14,203 -27.0% 465 +5.2%

国内 348,482 -52.5% 349,187 -57.6%

東北地区 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 348,482 -56.4% 349,187 -58.0%

国内 170,229 -47.6% 133,095 -70.3%
仙台 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 170,229 -54.0% 133,095 -70.8%
国内 45,498 -64.4% 42,551 -60.2%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 45,498 -64.7% 42,551 -60.2%

国内 15,130 -50.9% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 15,130 -57.6% 0 　　　　　 －
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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 49,931 -51.3% 63,070 -48.7%
青森 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 49,931 -55.0% 63,070 -48.7%
国内 23,537 -43.1% 15,966 +7.9%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 23,537 -48.0% 15,966 +7.9%

大館能代 国内 3,514 -75.0% 9,114 -51.0%
国内 12,965 -69.7% 43,422 -12.8%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 12,965 -70.2% 43,422 -12.8%

国内 11,319 -50.5% 768 -92.4%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 11,319 -55.6% 768 -92.4%
三沢 国内 16,359 -37.8% 41,201 -20.9%

国内 3,434,626 -49.8% 36,417,754 -36.4%
国際 166,251 -96.3% 225,674,494 -6.7%
計 3,600,877 -68.2% 262,092,248 -12.4%

国内 255,319 -56.6% 203,686 -88.8%
成田 国際 127,948 -95.5% 195,728,000 +4.0%

計 383,267 -88.9% 195,931,686 +3.1%
東京 国内 3,039,358 -49.4% 36,162,576 -34.6%  

（羽田） 国際 38,303 -97.5% 29,946,494 -44.1%
計 3,077,661 -59.3% 66,109,070 -39.3%  

国内 45,656 -52.3% 6,042 -14.7%  
新潟 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 45,656 -57.6% 6,042 -68.0%  
大島 国内 1,471 -30.2% 1,097 -5.2%  

三宅島 国内 1,793 -27.0% 278 +11.2%  
八丈島 国内 16,127 -15.4% 39,650 -40.9%  
新島 国内 2,302 -15.8% 1,270 -5.7%  

神津島 国内 1,737 -7.2% 178 -26.1%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 11,565 -26.2% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 11,565 -26.2% 0 　　　　　 －  
国内 17,942 -58.7% 149 -99.6%

静岡 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  
計 17,942 -74.4% 149 -99.9%  

調布 国内 6,402 -19.2% 2,828 -5.8%  
国内 34,954 -40.7% 0 　　　　　 －

百里 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 34,954 -51.0% 0 -100.0%

東京航空局 国内 4,866,421 -49.8% 46,917,112 -34.7%  
国際 166,251 -96.5% 227,044,309 -6.9%  

合　　計 計 5,032,672 -65.2% 273,961,421 -13.2%  

  （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
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