
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 971,478 -65.1% 10,790,596 -32.2%

北海道地区 国際 0 -100.0% 666,943 -43.5%
計 971,478 -68.8% 11,457,539 -32.9%

国内 726,575 -65.4% 10,036,727 -29.0%  
新千歳 国際 0 -100.0% 666,943 -43.5%  

計 726,575 -69.9% 10,703,670 -30.2%  
国内 34,580 -71.3% 211,788 -64.4%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 34,580 -72.5% 211,788 -64.4%  

国内 10,407 -67.1% 3,011 -59.0%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 10,407 -67.1% 3,011 -59.0%
国内 46,413 -54.1% 117,295 -40.9%  

釧路 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 46,413 -54.3% 117,295 -40.9%  

国内 21,406 -72.6% 57,797 -73.4%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 21,406 -72.6% 57,797 -73.4%  
国内 59,190 -64.5% 217,447 -58.6%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 59,190 -67.6% 217,447 -58.6%

利尻 国内 4,510 -41.8% 219 -72.4%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 914 -39.0% 327 -37.1%

国内 9,481 -63.9% 15,661 -55.4%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 9,481 -63.9% 15,661 -55.4%
紋別 国内 2,488 -67.4% 270 -41.0%

国内 36,913 -64.8% 129,300 -28.6%
女満別 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 36,913 -65.0% 129,300 -28.6%
丘珠 国内 18,601 -42.9% 754 +6.0%

国内 232,027 -71.1% 341,095 -53.9%

東北地区 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 232,027 -72.8% 341,095 -55.2%

国内 117,241 -64.9% 172,376 -50.9%
仙台 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 117,241 -68.4% 172,376 -53.7%
国内 26,242 -81.4% 41,025 -64.1%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 26,242 -81.5% 41,025 -64.1%

国内 8,851 -72.9% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 8,851 -73.0% 0 　　　　　 －

旅　　客 貨　　物
管内空港の利用概況集計表（令和2年8月速報値）



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 35,828 -71.5% 51,399 -61.1%
青森 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 35,828 -72.6% 51,399 -61.1%
国内 14,010 -70.1% 9,680 -33.4%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 14,010 -72.5% 9,680 -33.4%

大館能代 国内 3,020 -83.5% 11,007 -50.2%
国内 9,186 -81.4% 42,812 -38.6%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 9,186 -81.4% 42,812 -38.6%

国内 9,092 -63.3% 874 -90.9%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 9,092 -65.3% 874 -90.9%
三沢 国内 8,557 -72.1% 11,922 -56.9%

国内 2,054,613 -73.1% 31,951,424 -43.0%
国際 130,637 -97.4% 171,328,067 -19.9%
計 2,185,250 -82.7% 203,279,491 -24.7%

国内 267,325 -65.9% 116,345 -94.9%
成田 国際 90,595 -97.2% 149,838,000 -9.8%

計 357,920 -91.1% 149,954,345 -10.9%
東京 国内 1,676,368 -74.5% 31,752,764 -40.8%  

（羽田） 国際 40,042 -97.6% 21,490,067 -54.9%
計 1,716,410 -79.1% 53,242,831 -47.4%  

国内 30,428 -71.1% 5,020 -1.7%  
新潟 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 30,428 -74.1% 5,020 -61.9%  
大島 国内 2,047 -27.3% 1,264 +10.0%  

三宅島 国内 2,002 -30.1% 201 -4.7%  
八丈島 国内 14,939 -47.8% 53,526 -38.1%  
新島 国内 2,380 -28.4% 1,593 -4.2%  

神津島 国内 1,853 -24.6% 199 -54.0%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 9,284 -53.5% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 9,284 -53.5% 0 　　　　　 －  
国内 15,218 -70.6% 17,255 -72.1%

静岡 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  
計 15,218 -82.0% 17,255 -85.0%  

調布 国内 7,444 -29.3% 3,257 -5.8%  
国内 25,325 -62.7% 0 　　　　　 －

百里 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 25,325 -69.8% 0 -100.0%

東京航空局 国内 3,258,118 -71.0% 43,083,115 -40.8%  
国際 130,637 -97.6% 171,995,010 -20.0%  

合　　計 計 3,388,755 -79.6% 215,078,125 -25.3%  

  （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

関東信越
静岡地区


