
旅客数(人) 対前年同月増減(%) 貨物量(Kg) 対前年同月増減(%)

国内 4,069,259 -58.9% 13,918,932 -32.4%
国際 1,039,519 -85.4% 115,867,505 -37.4%
計 5,108,778 -70.0% 129,786,437 -36.9%

国内 2,812,894 -57.9% 12,278,880 -31.1%
国際 999,535 -85.3% 110,759,000 -37.6%
計 3,812,429 -71.7% 123,037,880 -37.0%

国内 134,311 -70.5% 383,171 -45.5%
国際 13,676 -88.6% 6,486 -76.8%
計 147,987 -74.3% 389,657 -46.7%

国内 57,946 -66.5% 7,226 -18.3%
国際 0 -100.0% 0 ―
計 57,946 -66.8% 7,226 -18.3%

国内 620,127 -62.5% 1,249,655 -39.0%
国際 26,153 -88.8% 5,102,019 -33.7%
計 646,280 -65.8% 6,351,674 -34.8%

福　井 国内 0 ― 0 ―
国内 443,981 -52.9% 0 ―
国際 155 -77.6% 0 ―
計 444,136 -52.9% 0 ―

国内 12,474,698 -53.9% 89,939,646 -33.2%
国際 3,484,962 -86.0% 701,220,000 -7.3%
計 15,959,660 -69.2% 791,159,646 -11.2%

大阪国際 国内 7,672,386 -53.5% 83,485,659 -30.2%
国内 3,048,971 -56.3% 6,443,915 -56.8%
国際 3,484,924 -86.0% 701,220,000 -7.3%
計 6,533,895 -79.5% 707,663,915 -8.3%

八　尾 国内 0 ― 0 ―
国内 107,367 -41.1% 8,932 -32.3%
国際 0 ― 0 ―
計 107,367 -41.1% 8,932 -32.3%

国内 1,625,021 -51.7% 0 ―
国際 38 -22.4% 0 ―
計 1,625,059 -51.7% 0 ―

但　馬 国内 20,953 -50.2% 1,140 -34.7%
国内 2,999,841 -62.2% 15,598,972 -45.0%
国際 77,591 -89.5% 22,645 -90.7%
計 3,077,432 -64.6% 15,621,617 -45.4%

国内 1,116,390 -60.4% 9,585,012 -44.5%
国際 41,516 -88.0% 21,818 -89.5%
計 1,157,906 -63.4% 9,606,830 -45.0%

国内 215,473 -64.4% 707,795 -51.2%
国際 4,334 -95.0% 0 ―
計 219,807 -68.2% 707,795 -51.2%

国内 385,065 -62.1% 1,971,683 -30.1%
国際 153 -95.1% 0 ―
計 385,218 -62.5% 1,971,683 -30.1%

国内 156,092 -69.6% 148,797 -16.7%
国際 0 ― 0 ―
計 156,092 -69.6% 148,797 -16.7%

国内 447,881 -65.9% 2,401,954 -53.0%
国際 31,042 -89.5% 827 -97.6%
計 478,923 -70.3% 2,402,781 -53.3%

国内 142,693 -65.3% 349,455 -38.1%
国際 0 -100.0% 0 ―
計 142,693 -65.8% 349,455 -38.1%

隠　岐 国内 33,920 -46.8% 1,217 -27.0%
国内 453,582 -56.8% 432,544 -56.0%
国際 546 -71.2% 0 ―
計 454,128 -56.8% 432,544 -56.0%

国内 48,738 -68.1% 515 -51.8%
国際 0 ― 0 ―
計 48,738 -68.1% 515 -51.8%

岡　南 国内 7 250.0% 0 ―
国内 2,979,360 -61.5% 9,817,226 -47.6%
国際 54,122 -87.8% 1,985 -84.1%
計 3,033,482 -62.9% 9,819,211 -47.6%

国内 674,311 -62.9% 3,068,076 -47.1%
国際 37,863 -88.8% 1,985 -81.8%
計 712,174 -66.9% 3,070,061 -47.2%

国内 1,183,943 -61.2% 3,734,158 -50.4%
国際 12,653 -87.0% 0 -100.0%
計 1,196,596 -62.0% 3,734,158 -50.5%

国内 704,254 -57.4% 1,952,152 -34.4%
国際 238 -89.7% 0 ―
計 704,492 -57.5% 1,952,152 -34.4%

国内 416,852 -65.6% 1,062,840 -56.0%
国際 3,368 -60.3% 0 ―
計 420,220 -65.5% 1,062,840 -56.0%

中部国際

富　山

能　登
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飛行場名
旅客 貨物 備考

東海・北陸地区

関西国際

南紀白浜

神　戸

小　松

名古屋

近畿地区

山口宇部

岩　国

岡　山

中国地区

広　島

美　保

四国地区

高　松

松　山

鳥　取

出　雲

石　見

高　知

徳　島



旅客数(人) 対前年同月増減(%) 貨物量(Kg) 対前年同月増減(%)

国内 18,130,610 -54.6% 165,315,963 -39.6%
国際 999,538 -87.1% 36,459,143 -37.1%
計 19,130,148 -59.9% 201,775,106 -39.2%

国内 8,705,315 -52.4% 124,388,127 -38.3%
国際 878,567 -86.3% 24,090,414 -53.1%
計 9,583,882 -61.2% 148,478,541 -41.3%

国内 533,625 -63.2% 2,221,143 -42.4%
国際 26,783 -91.2% 10,686,200 125.7%
計 560,408 -68.0% 12,907,343 50.2%

国内 1,334,260 -59.3% 5,251,322 -58.7%
国際 6,619 -92.2% 8,755 -83.0%
計 1,340,879 -60.1% 5,260,077 -58.8%

国内 1,298,217 -60.9% 7,960,082 -48.9%
国際 11,659 -93.2% 0 ―
計 1,309,876 -62.5% 7,960,082 -48.9%

国内 812,640 -56.7% 3,700,204 -42.0%
国際 34 -100.0% 0 ―
計 812,674 -59.0% 3,700,204 -42.0%

国内 1,373,354 -58.5% 4,460,949 -30.5%
国際 13,424 -86.3% 1,543 -89.2%
計 1,386,778 -59.3% 4,462,492 -30.7%

国内 2,527,413 -55.4% 15,093,268 -37.7%
国際 48,718 -88.2% 1,672,231 1.6%
計 2,576,131 -57.6% 16,765,499 -35.2%

国内 216,229 -64.6% 619,088 -27.2%
国際 13,734 -93.2% 0 -100.0%
計 229,963 -71.7% 619,088 -37.5%

国内 181,674 -29.5% 186,368 -25.8%
国際 0 ― 0 ―
計 181,674 -29.5% 186,368 -25.8%

小値賀 国内 5 0.0% 0 ―
国内 92,146 -45.5% 129,188 -10.1%
国際 0 ― 0 ―
計 92,146 -45.5% 129,188 -10.1%

上五島 国内 0 ― 0 ―
壱　岐 国内 24,495 -30.0% 504 40.8%
屋久島 国内 108,177 -25.9% 72,172 -25.8%
奄　美 国内 557,615 -37.5% 702,989 -24.3%
喜　界 国内 53,977 -39.8% 121,636 -17.2%
徳之島 国内 122,974 -40.7% 163,081 -16.3%

沖永良部 国内 72,575 -39.3% 89,212 -7.1%
与　論 国内 42,101 -46.2% 50,066 1.4%
種子島 国内 52,041 -41.2% 106,456 -4.9%
天　草 国内 21,777 -50.5% 108 111.8%

大分県央 国内 0 ― 0 ―
国内 11,731,726 -49.2% 195,867,217 -17.2%
国際 432,017 -88.6% 18,119,382 -83.2%
計 12,163,743 -54.8% 213,986,599 -37.9%

国内 8,785,788 -51.4% 167,483,887 -18.2%
国際 424,571 -88.5% 18,119,382 -83.2%
計 9,210,359 -57.7% 185,603,269 -40.6%

粟　国 国内 687 -19.2% 0 ―
慶良間 国内 143 -25.9% 0 ―
久米島 国内 159,041 -39.9% 1,282,691 -14.4%
南大東 国内 40,454 -15.5% 311,362 5.0%
北大東 国内 22,890 5.7% 105,011 27.5%
伊江島 国内 410 ― 0 ―

国内 1,025,177 -43.2% 11,673,776 -1.6%
国際 0 ― 0 ―
計 1,025,177 -43.2% 11,673,776 -1.6%

国内 107,422 16.8% 0 ―
国際 2,928 -83.0% 0 ―
計 110,350 1.0% 0 ―

多良間 国内 30,951 -30.9% 218,608 -10.2%
国内 1,485,247 -40.9% 14,426,320 -16.9%
国際 4,518 -95.5% 0 ―
計 1,489,765 -43.0% 14,426,320 -16.9%

波照間 国内 0 ― 0 ―
国内 73,516 -29.6% 365,562 -17.1%
国際 0 ― 0 ―
計 73,516 -29.6% 365,562 -17.1%

国内 52,385,494 -54.7% 490,457,956 -31.2%
国際 6,087,749 -86.4% 871,690,660 -21.3%
計 58,473,243 -63.5% 1,362,148,616 -25.2%

九州地区

福　岡

北九州
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飛行場名
旅客 貨物 備考

宮　崎

鹿児島

佐　賀

長　崎

熊　本

大　分

那　覇

宮　古

対　馬

福　江

沖縄地区

【お問い合わせ先】
大阪航空局　空港部　管理課　監理係
電話番号：06-6949-6213（注２）本集計表は速報値であり、今後修正の生じる場合がある。

下地島

石　垣

与那国

大阪航空局管内

（注１）貨物量（国際）は、空港管理者が税関支署より情報提供を受けて集計している
（中部国際、関西国際に限る）


