
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 747,242 -66.3% 10,821,207 -19.6%

北海道地区 国際 16,200 -95.5% 413,466 -68.8%
計 763,442 -70.4% 11,234,673 -24.0%

国内 582,810 -66.6% 9,838,449 -19.6%  
新千歳 国際 16,200 -95.2% 413,466 -68.8%  

計 599,010 -71.2% 10,251,915 -24.4%  
国内 28,589 -69.9% 380,657 +5.2%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 28,589 -70.8% 380,657 +5.2%  

国内 3,646 -63.3% 4,513 -51.6%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 3,646 -63.3% 4,513 -51.6%
国内 27,362 -59.5% 119,410 -23.3%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 27,362 -59.5% 119,410 -23.3%  

国内 20,063 -65.3% 77,956 -44.3%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 20,063 -65.3% 77,956 -44.3%  
国内 41,503 -69.1% 326,473 -24.3%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 41,503 -72.2% 326,473 -24.3%

利尻 国内 1,050 -41.4% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 631 -34.3% 318 -6.5%

国内 5,977 -58.5% 10,132 -53.7%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 5,977 -58.5% 10,132 -53.7%
紋別 国内 1,866 -68.3% 494 +45.3%

国内 22,779 -66.3% 62,522 -34.2%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 22,779 -66.3% 62,522 -34.2%
丘珠 国内 10,966 -44.7% 283 -60.0%

国内 296,687 -55.1% 775,180 -3.6%

東北地区 国際 731 -98.4% 2,548 -88.8%
計 297,418 -57.8% 777,728 -6.0%

国内 137,960 -52.1% 412,593 -0.4%
仙台 国際 641 -97.9% 2,521 -88.5%

計 138,601 -56.5% 415,114 -4.9%
国内 43,653 -60.9% 90,637 -26.8%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 43,653 -61.2% 90,637 -26.8%

国内 12,786 -55.1% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 12,786 -55.3% 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 40,959 -58.2% 123,835 -9.6%
青森 国際 90 -97.8% 27 -96.8%

計 41,049 -59.8% 123,862 -10.1%
国内 17,173 -57.4% 11,975 -18.3%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 17,173 -61.4% 11,975 -18.3%

大館能代 国内 6,005 -51.1% 17,868 +98.7%
国内 16,143 -52.7% 66,408 +34.6%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 16,143 -52.9% 66,408 +34.6%

国内 8,103 -63.5% 10,622 +81.9%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 8,103 -70.0% 10,622 +81.9%
三沢 国内 13,905 -46.1% 41,242 -18.1%

国内 2,988,939 -56.6% 48,334,752 -20.3%
国際 1,087,539 -77.4% 228,671,199 -1.3%
計 4,076,478 -65.2% 277,005,951 -5.3%

国内 446,641 -36.1% 2,405,345 +31.2%
成田 国際 762,366 -75.4% 188,113,000 +2.3%

計 1,209,007 -68.2% 190,518,345 +2.6%
東京 国内 2,423,883 -59.3% 45,816,352 -21.9%  

（羽田） 国際 324,417 -80.5% 40,557,660 -15.0%
計 2,748,300 -63.9% 86,374,012 -18.8%  

国内 40,046 -57.6% 15,901 -25.1%  
新潟 国際 208 -98.5% 539 -95.6%  

計 40,254 -62.9% 16,440 -50.7%  
大島 国内 1,700 -21.6% 1,062 -9.5%  

三宅島 国内 2,017 -22.0% 330 +60.2%  
八丈島 国内 11,744 -36.0% 63,729 -12.6%  
新島 国内 2,322 -20.2% 1,369 -14.3%  

神津島 国内 1,481 -36.7% 84 -48.5%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 6,387 -46.6% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 6,387 -46.9% 0 　　　　　 －  
国内 19,746 -52.2% 27,731 -44.2%

静岡 国際 301 -98.9% 0 -100.0%  
計 20,047 -70.8% 27,731 -75.9%  

調布 国内 6,591 -27.5% 2,849 -10.5%  
国内 26,381 -52.2% 0 　　　　　 －

百里 国際 247 -98.5% 0 -100.0%
計 26,628 -63.1% 0 -100.0%

東京航空局 国内 4,032,868 -58.7% 59,931,139 -20.0%  
国際 1,104,470 -78.9% 229,087,213 -1.7%  

合　　計 計 5,137,338 -65.7% 289,018,352 -6.2%  

  （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

関東信越
静岡地区


