
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 704,126 -64.3% 13,180,566 -25.9%

北海道地区 国際 7 -100.0% 1,918,172 +8.0%
計 704,133 -70.3% 15,098,738 -22.8%

国内 522,527 -66.5% 12,430,530 -22.4%  
新千歳 国際 7 -100.0% 1,918,172 +8.0%  

計 522,534 -73.1% 14,348,702 -19.4%  
国内 25,421 -66.3% 146,664 -73.1%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 25,421 -67.5% 146,664 -73.1%  

国内 3,402 -53.0% 3,393 -68.9%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 3,402 -53.0% 3,393 -68.9%
国内 28,133 -54.7% 123,988 -43.3%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 28,133 -54.7% 123,988 -43.3%  

国内 20,103 -59.4% 71,276 -72.2%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 20,103 -59.4% 71,276 -72.2%  
国内 63,247 -49.2% 314,200 -45.5%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 63,247 -55.0% 314,200 -45.5%

利尻 国内 850 -43.3% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 290 -70.1% 279 -43.3%

国内 5,504 -59.9% 15,054 -31.0%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 5,504 -59.9% 15,054 -31.0%
紋別 国内 2,133 -64.7% 220 -41.5%

国内 21,860 -58.6% 74,312 -44.3%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 21,860 -58.6% 74,312 -44.3%
丘珠 国内 10,656 -41.1% 650 -8.7%

国内 231,960 -62.3% 342,055 -62.4%

東北地区 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 231,960 -65.5% 342,055 -62.8%

国内 118,297 -57.6% 147,333 -71.0%
仙台 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 118,297 -62.9% 147,333 -71.5%
国内 28,355 -72.5% 43,029 -69.6%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 28,355 -72.5% 43,029 -69.6%

国内 9,507 -64.0% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 9,507 -68.7% 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 30,738 -62.3% 68,693 -48.4%
青森 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 30,738 -65.5% 68,693 -48.4%
国内 15,394 -54.4% 14,331 +27.1%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 15,394 -58.8% 14,331 +27.1%

大館能代 国内 2,713 -76.2% 11,368 -15.9%
国内 7,889 -77.6% 34,213 -32.5%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 7,889 -77.6% 34,213 -32.5%

国内 8,102 -56.9% 814 -88.1%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 8,102 -59.5% 814 -88.1%
三沢 国内 10,965 -58.2% 22,274 -49.1%

国内 2,631,024 -59.1% 45,932,855 -32.6%
国際 204,498 -95.5% 239,572,618 +4.6%
計 2,835,522 -74.1% 285,505,473 -3.9%

国内 219,222 -64.6% 224,793 -89.7%
成田 国際 147,228 -95.0% 207,244,000 +15.5%

計 366,450 -89.7% 207,468,793 +14.3%
東京 国内 2,308,700 -58.8% 45,631,117 -30.7%  

（羽田） 国際 57,270 -96.3% 32,328,618 -34.7%
計 2,365,970 -67.0% 77,959,735 -32.4%  

国内 28,683 -63.1% 8,971 -44.0%  
新潟 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 28,683 -67.4% 8,971 -70.4%  
大島 国内 1,660 -27.2% 1,469 +20.6%  

三宅島 国内 1,906 -22.7% 260 -22.2%  
八丈島 国内 11,879 -23.0% 59,372 -33.9%  
新島 国内 2,115 -28.9% 2,178 +19.5%  

神津島 国内 1,487 -29.6% 230 -0.4%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 7,771 -38.3% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 7,771 -38.3% 0 　　　　　 －  
国内 15,929 -56.6% 331 -99.1%

静岡 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  
計 15,929 -74.3% 331 -99.7%  

調布 国内 6,065 -29.3% 4,134 +15.2%  
国内 25,607 -51.8% 0 　　　　　 －

百里 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 25,607 -61.3% 0 -100.0%

東京航空局 国内 3,567,110 -60.5% 59,455,476 -31.6%  
国際 204,505 -95.9% 241,490,790 +4.6%  

合　　計 計 3,771,615 -73.1% 300,946,266 -5.3%  

  （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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