
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 1,061,397 -58.5% 10,263,416 -38.5%

北海道地区 国際 0 -100.0% 914,053 -42.3%
計 1,061,397 -61.7% 11,177,469 -38.8%

国内 799,662 -59.1% 9,656,243 -34.8%  
新千歳 国際 0 -100.0% 914,053 -42.3%  

計 799,662 -62.8% 10,570,296 -35.5%  
国内 37,120 -64.4% 134,817 -77.7%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 37,120 -65.4% 134,817 -77.7%  

国内 8,780 -66.8% 847 -87.2%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 8,780 -66.8% 847 -87.2%
国内 42,097 -51.0% 104,620 -56.1%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 42,097 -51.0% 104,620 -56.1%  

国内 23,263 -65.5% 49,740 -78.6%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 23,263 -65.5% 49,740 -78.6%  
国内 69,819 -57.2% 195,712 -66.7%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 69,819 -60.5% 195,712 -66.7%

利尻 国内 5,473 -21.8% 242 -32.2%
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 1,044 -12.8% 297 +14.2%

国内 6,217 -71.6% 1 -100.0%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 6,217 -71.6% 1 -100.0%
紋別 国内 3,046 -54.9% 229 -57.9%

国内 43,083 -51.0% 120,329 -31.9%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 43,083 -51.0% 120,329 -31.9%
丘珠 国内 21,793 -25.7% 339 -32.9%

国内 235,486 -68.0% 348,274 -55.9%

東北地区 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 235,486 -69.8% 348,274 -57.1%

国内 120,542 -61.8% 155,079 -59.2%
仙台 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 120,542 -65.6% 155,079 -61.4%
国内 27,555 -78.4% 40,325 -64.7%

秋田 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 27,555 -78.4% 40,325 -64.7%

国内 7,152 -76.4% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 7,152 -76.4% 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 35,616 -68.0% 68,227 -56.4%
青森 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 35,616 -69.3% 68,227 -56.4%
国内 14,406 -65.9% 14,254 +0.5%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 14,406 -68.9% 14,254 +0.5%

大館能代 国内 3,098 -80.3% 27,268 +6.5%
国内 10,467 -75.2% 34,800 -37.4%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 10,467 -75.2% 34,800 -37.4%

国内 7,826 -65.7% 1,218 -83.3%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 7,826 -68.3% 1,218 -83.3%
三沢 国内 8,824 -67.4% 7,103 -80.1%

国内 2,266,371 -67.1% 29,518,104 -47.6%
国際 120,370 -97.3% 185,520,107 -17.7%
計 2,386,741 -78.9% 215,038,211 -23.6%

国内 210,303 -68.1% 77,305 -95.1%
成田 国際 86,108 -97.0% 162,627,000 -7.2%

計 296,411 -91.6% 162,704,305 -8.0%
東京 国内 1,961,772 -67.2% 29,391,807 -46.2%  

（羽田） 国際 34,262 -97.7% 22,892,928 -54.2%
計 1,996,034 -73.3% 52,284,735 -50.0%  

国内 33,830 -64.6% 6,280 -12.0%  
新潟 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 33,830 -67.6% 6,280 -67.9%  
大島 国内 1,280 -29.2% 1,051 -7.3%  

三宅島 国内 1,735 -27.0% 203 -1.5%  
八丈島 国内 9,861 -47.7% 37,139 -40.2%  
新島 国内 1,752 -33.0% 1,396 -20.8%  

神津島 国内 1,249 -28.4% 137 -26.3%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 8,495 -39.1% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 8,495 -39.1% 0 　　　　　 －  
国内 12,331 -72.2% 0 -100.0%

静岡 国際 0 -100.0% 179 -99.7%  
計 12,331 -81.9% 179 -99.8%  

調布 国内 5,222 -33.2% 2,786 -15.3%  
国内 18,541 -70.1% 0 　　　　　 －

百里 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 18,541 -74.7% 0 -100.0%

東京航空局 国内 3,563,254 -65.0% 40,129,794 -45.6%  
国際 120,370 -97.4% 186,434,160 -17.8%  

合　　計 計 3,683,624 -75.2% 226,563,954 -24.6%  

  （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


