
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 239,457 -86.9% 6,051,887 -51.8%

北海道地区 国際 0 -100.0% 280,533 -80.3%
計 239,457 -88.7% 6,332,420 -54.7%

国内 178,259 -87.5% 5,619,620 -50.4%  
新千歳 国際 0 -100.0% 280,533 -80.3%  

計 178,259 -89.5% 5,900,153 -53.8%  
国内 7,877 -88.9% 117,017 -66.9%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 7,877 -89.2% 117,017 -66.9%  

国内 1,605 -84.9% 1,367 -90.9%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 1,605 -84.9% 1,367 -90.9%
国内 9,735 -83.0% 84,294 -51.5%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 9,735 -83.0% 84,294 -51.5%  

国内 5,375 -88.7% 36,914 -66.4%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 5,375 -88.7% 36,914 -66.4%  
国内 15,873 -86.4% 144,015 -66.5%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 15,873 -87.6% 144,015 -66.5%

利尻 国内 670 -67.0% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 407 -46.6% 389 -7.2%

国内 2,570 -81.7% 1,815 -92.0%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 2,570 -81.7% 1,815 -92.0%
紋別 国内 651 -87.5% 233 -39.2%

国内 9,010 -83.7% 45,856 -58.2%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 9,010 -83.7% 45,856 -58.2%
丘珠 国内 7,425 -65.6% 367 -48.4%

国内 76,489 -87.6% 345,459 -51.0%

東北地区 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 76,489 -88.5% 345,459 -53.2%

国内 41,392 -84.4% 213,037 -42.0%
仙台 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 41,392 -85.9% 213,037 -46.8%
国内 8,341 -92.0% 39,294 -61.2%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 8,341 -92.2% 39,294 -61.2%

国内 2,985 -88.7% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 2,985 -89.9% 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 9,454 -89.8% 35,491 -73.6%
青森 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 9,454 -90.2% 35,491 -73.6%
国内 5,585 -84.7% 7,980 -39.3%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 5,585 -86.0% 7,980 -39.3%

大館能代 国内 905 -92.8% 8,928 +28.7%
国内 2,561 -92.3% 17,934 -51.7%

庄内 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 2,561 -92.7% 17,934 -51.7%

国内 2,825 -86.6% 12,259 +436.3%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 2,825 -88.9% 12,259 +436.3%
三沢 国内 2,441 -90.2% 10,536 -75.3%

国内 580,080 -90.4% 25,162,819 -53.9%
国際 86,839 -98.1% 158,847,650 -26.0%
計 666,919 -93.7% 184,010,469 -31.7%

国内 71,172 -87.9% 230,941 -85.7%
成田 国際 59,013 -97.9% 144,533,000 -15.2%

計 130,185 -96.2% 144,763,941 -15.9%
東京 国内 478,067 -90.9% 24,866,930 -53.0%  

（羽田） 国際 27,826 -98.2% 14,314,650 -67.6%
計 505,893 -92.5% 39,181,580 -59.6%  

国内 9,801 -88.8% 9,541 -43.9%  
新潟 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 9,801 -90.2% 9,541 -64.3%  
大島 国内 481 -75.6% 1,196 -8.4%  

三宅島 国内 733 -69.7% 172 +0.0%  
八丈島 国内 2,311 -86.3% 34,353 -45.0%  
新島 国内 573 -78.3% 1,416 -7.2%  

神津島 国内 480 -71.4% 164 -16.8%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 2,118 -78.0% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 2,118 -78.2% 0 　　　　　 －  
国内 5,165 -87.5% 15,158 -68.1%

静岡 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  
計 5,165 -92.1% 15,158 -87.2%  

調布 国内 1,898 -76.0% 2,948 -8.1%  
国内 7,281 -84.6% 0 　　　　　 －

百里 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 7,281 -88.1% 0 -100.0%

東京航空局 国内 896,026 -89.4% 31,560,165 -53.5%  
国際 86,839 -98.2% 159,128,183 -26.4%  

合　　計 計 982,865 -92.6% 190,688,348 -32.9%  

  （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


