
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 500,354 -75.8% 7,753,782 -31.0%

北海道地区 国際 3 -100.0% 1,551,406 +2.1%
計 500,357 -79.8% 9,305,188 -27.1%

国内 386,701 -76.2% 7,353,749 -27.8%  
新千歳 国際 3 -100.0% 1,551,406 +2.1%  

計 386,704 -80.8% 8,905,155 -23.9%  
国内 18,400 -79.8% 101,633 -68.9%  

旭川 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  
計 18,400 -80.7% 101,633 -68.9%  

国内 1,950 -73.1% 735 -86.7%  
稚内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 1,950 -73.1% 735 -86.7%
国内 19,014 -71.7% 55,622 -66.2%  

釧路 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  
計 19,014 -71.7% 55,622 -66.2%  

国内 12,867 -78.0% 29,384 -67.3%  
帯広 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

計 12,867 -78.0% 29,384 -67.3%  
国内 28,050 -76.5% 173,286 -54.5%  

函館 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 28,050 -79.3% 173,286 -54.5%

利尻 国内 935 -43.5% 0 　　　　　 －
礼文 国内 - - - -
奥尻 国内 431 -54.8% 424 -18.5%

国内 4,335 -70.0% 861 -94.2%
中標津 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 4,335 -70.0% 861 -94.2%
紋別 国内 1,206 -81.2% 95 -67.2%

国内 16,546 -71.7% 37,841 -49.1%
女満別 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －

計 16,546 -71.7% 37,841 -49.1%
丘珠 国内 9,919 -45.1% 152 -43.5%

国内 135,630 -76.5% 222,414 -68.8%

東北地区 国際 0 -100.0% 0 -100.0%
計 135,630 -78.8% 222,414 -69.0%

国内 80,086 -68.1% 101,218 -72.5%
仙台 国際 0 -100.0% 0 -100.0%

計 80,086 -72.8% 101,218 -72.9%
国内 12,507 -87.2% 27,108 -70.5%

秋田 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 12,507 -87.2% 27,108 -70.5%

国内 4,177 -83.1% 0 　　　　　 －
山形 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 4,177 -85.9% 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 15,744 -80.9% 36,758 -69.0%
青森 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 15,744 -82.8% 36,758 -69.0%
国内 8,535 -73.8% 12,914 +16.8%

花巻 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 8,535 -77.1% 12,914 +16.8%

大館能代 国内 1,100 -90.1% 7,516 -24.1%
国内 3,571 -89.1% 20,790 -63.3%

庄内 国際 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －
計 3,571 -89.1% 20,790 -63.3%

国内 4,501 -74.7% 175 -98.2%
福島 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －

計 4,501 -75.4% 175 -98.2%
三沢 国内 5,409 -79.6% 15,935 -64.7%

国内 1,348,916 -78.3% 29,244,452 -39.1%
国際 164,890 -96.4% 223,243,908 +17.2%
計 1,513,806 -85.9% 252,488,360 +5.9%

国内 137,779 -78.1% 117,580 -89.5%
成田 国際 116,734 -96.1% 192,277,000 +32.2%

計 254,513 -92.9% 192,394,580 +31.2%
東京 国内 1,159,865 -78.4% 29,079,459 -37.8%  

（羽田） 国際 48,156 -96.8% 30,966,908 -31.1%
計 1,208,021 -82.4% 60,046,367 -34.5%  

国内 14,102 -80.1% 2,759 -64.0%  
新潟 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  

計 14,102 -83.0% 2,759 -85.6%  
大島 国内 1,294 -41.6% 1,157 +3.9%  

三宅島 国内 1,340 -44.1% 362 +3.7%  
八丈島 国内 5,471 -62.9% 37,686 -41.1%  
新島 国内 1,292 -52.3% 1,248 +0.7%  

神津島 国内 931 -52.0% 97 -57.6%  
佐渡 国内 0 　　　　　 － 0 　　　　　 －  

国内 3,836 -69.5% 0 　　　　　 －
松本 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －  

計 3,836 -70.2% 0 　　　　　 －  
国内 7,107 -80.8% 1,239 -94.6%

静岡 国際 0 -100.0% 0 -100.0%  
計 7,107 -89.3% 1,239 -96.0%  

調布 国内 3,902 -50.8% 2,865 -2.2%  
国内 11,997 -76.7% 0 　　　　　 －

百里 国際 0 -100.0% 0 　　　　　 －
計 11,997 -82.2% 0 　　　　　 －

東京航空局 国内 1,984,900 -77.6% 37,220,648 -37.9%  
国際 164,893 -96.7% 224,795,314 +17.1%  

合　　計 計 2,149,793 -84.5% 262,015,962 +4.0%  

  （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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