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6月13日（水）、ライフポートとよはしにて「三河港関連事業計画等説明
会」が開催されました。当説明会では、本年度の三河港に係わる国及び県の事
業把握を目的として、三河港振興会と東三河懇話会が主催するもので、両会の
会員を始め、三河港周辺自治体の議員や関係機関の職員等、約150名の方が参
加されました。

説明会では、愛知県三河港務所から浅井所長、愛知県三河港工事事務所から
狩谷所長、当事務所長の平澤が講師として招かれ、輸出入額など三河港の現状、
今年度のインフラ整備等の事業概要について説明がありました。

当事務所長平澤による説明の様子

６月７日（木）、名古屋港湾空港技術調査事務所に
てドローンの操縦体験を行いました。 この体験は、三
河港湾事務所でのドローン技術導入を検討する一環で
行いました。

当日は、飛行可能エリア等の規制や注意事項の確認、
実際に使用し判明した特徴などを学びました。その後、
屋内の実験場にて操縦体験をしました。 ドローンからの撮影

ドローンは人の手の届かない箇所や角度でも容易に撮影が可能であり、港湾施設の点検業務や被災時の早期点
検等に活用することができるのではないかと感じました。今後、ドローン技術導入の検討を進め、三河港と衣浦
港の防災に役立てていきたいと考えております。

ドローンの操縦
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◇◇◇ 三河港の概要 ◇◇◇

三河港の現状として、平成29年（2017年）における三河港の貿易額は３兆2,836億円（全国10位）であり、
その内、輸入額の85.0％、輸出額の95.7％を完成自動車が占めています。三河港の背後地域には国内有数の自動
車メーカーの組立工場や輸入自動車基地が立地され、自動車輸出入拠点として重要な役割を果たしています。
（詳細な港勢データを当事務所HPに掲載しておりますのでご覧ください。）
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平成29年における三河港の貿易額

資料：豊橋税関支署提供資料より中部地方整備局作成 資料：豊橋税関支署提供資料より中部地方整備局作成

平成29年輸出入額全国順位


三河港グラフ1





																																																				輸出入額の港別順位（平成29年）☆速報値 ユシュツニュウ ガク ミナト ベツ ジュンイ ヘイセイ ネン ソクホウチ										2018.2.15豊橋税関支署より トヨハシ ゼイカン シショ

																																																				順位 ジュンイ		港名 ミナト メイ		金額
（100万円） キンガク マンエン		前年比 ゼンネンヒ		全国比 ゼンコクヒ

																																																				1		成田空港 ナリタ クウコウ		23,399,246		115.0％		15.2％

																																																				2		東京 トウキョウ		17,557,820		107.0％		11.4％

																																																				3		名古屋 ナゴヤ		16,606,127		109.1％		10.8％

																																																				4		横浜 ヨコハマ		11,308,966		105.8％		7.4％

																																																				5		関西空港 カンサイ クウコウ		9,582,786		111.0％		6.2％

																																																				6		神戸 コウベ		8,866,482		110.7％		5.8％

																																																				7		大阪 オオサカ		8,428,373		112.6％		5.5％

																																																				8		千葉 チバ		4,097,195		120.1％		2.7％

																																																				9		川崎 カワサキ		3,346,757		111.8％		2.2％				←川崎港のH29年の輸出は微減、輸入が128.5％up カワサキ コウ ネン ユシュツ ビゲン ユニュウ

																																																				10		三河 ミカワ		3,283,692		108.4％		2.1％				←H28年より１ランク下がった ネン サ

																																																				12		清水 シミズ		2,800,843		107.4％		1.8％

																																																				13		四日市 ヨッカイチ		2,167,730		112.7％		1.4％

																																																				16		中部空港 チュウブ クウコウ		1,880,510		106.9％		1.2％

																																																				44		衣浦 キヌウラ		342,599		122.3％		0.2％				←H28年より１ランク下がった ネン サ



																																																												資料提供：名古屋税関豊橋支署 シリョウ テイキョウ ナゴヤ ゼイカン トヨハシ シショ





																																																				H29年 ネン		※速報値 ソクホウチ

																																		↓三河港の完成自動車推移 ミカワコウ カンセイ ジドウシャ スイイ																		順位 ジュンイ		港名 ミナト メイ		金額 キンガク						順位 ジュンイ		港名 ミナト メイ		金額 キンガク

																																																								(百万円) ヒャクマンエン		前年比 ゼンネンヒ		全国比 ゼンコク ヒ						(百万円) ヒャクマンエン		前年比 ゼンネンヒ		全国比 ゼンコク ヒ

																																																				1		成田空港		23,399,246		11500.0%		1520.0%		8		千葉		4,097,195		12010.0%		270.0%

																																																				2		東京		17,557,820		10700.0%		1140.0%		9		川崎		3,346,757		11180.0%		220.0%

																																																				3		名古屋		16,606,127		10910.0%		1080.0%		10		三河		3,283,692		10840.0%		210.0%

																																																				4		横浜		11,308,966		10580.0%		740.0%		12		清水		2,800,843		10740.0%		180.0%

																																																				5		関西空港		9,582,786		11100.0%		620.0%		13		四日市		2,167,730		11270.0%		140.0%

																																																				6		神戸		8,866,482		11070.0%		580.0%		16		中部空港		1,880,510		10690.0%		120.0%

																																																				7		大阪		8,428,373		11260.0%		550.0%		44		衣浦		342,599		12230.0%		20.0%

		↓となりの自動計算グラフの結果を値のみコピー ジドウ ケイサン ケッカ アタイ										*台数順位は必ず手入力ANDチェック！ ダイスウ ジュンイ カナラ テニュウリョク

		輸出入自動車の港別順位（平成29年） ユシュツニュウ ジドウシャ ミナト ベツ ジュンイ ヘイセイ ネン																		(速報値） ソクホウチ				自動計算 ジドウ ケイサン						*round(,0)かけてある												*round(,0)かけてある

		輸　　出 ユ デ										輸　　入 ユ イ												輸　　出 ユ デ												輸　　入 ユ イ

		順位 ジュンイ		港　名 ミナト メイ		金　額
（百万円） キン ガク エン		台　数
（台） ダイ スウ ダイ		台数
順位 ダイスウ ジュンイ		順位 ジュンイ		港　名 ミナト メイ		金　額
（百万円） キン ガク エン		台　数
（台） ダイ スウ ダイ		台数
順位 ダイスウ ジュンイ				順位 ジュンイ		港　名 ミナト メイ		金　額
非表示 キン ガク ヒヒョウジ		金　額
（百万円） キン ガク エン		台　数
（台） ダイ スウ ダイ		台数
順位 ダイスウ ジュンイ		順位 ジュンイ		港　名 ミナト メイ		金　額
非表示 キン ガク ヒヒョウジ		金　額
（百万円） キン ガク エン		台　数
（台） ダイ スウ ダイ		台数
順位 ダイスウ ジュンイ

		1		名古屋 ナゴヤ		2,882,328		1,301,767		①		1		三河		604,858		189,969		①				1		名古屋		2,882,327,828		2,882,328		1,301,767				1		三河		604,857,525		604,858		189,969

		2		三河 ミカワ		2,462,311		934,331		③		2		千葉		332,895		81,897		②				2		三河		2,462,310,909		2,462,311		934,331				2		千葉		332,895,016		332,895		81,897

		3		横浜 ヨコハマ		1,594,932		830,550		②		3		日立		187,969		41,592		③				3		横浜		1,594,932,060		1,594,932		830,550				3		日立		187,969,381		187,969		41,592

		4		苅田 カンダ		1,147,442		477,315		④		4		横浜		73,508		13,940		⑤				4		苅田		1,147,441,945		1,147,442		477,315				4		横浜		73,507,809		73,508		13,940

		5		広島 ヒロシマ		965,999		471,115		⑤		5		成田空港 クウコウ		39,035		2,179		⑦				5		広島		965,998,917		965,999		471,115				5		成田		38,802,060		38,802		2,121

				その他 タ		2,772,596		1,947,074						その他 タ		68,532		30,330								その他 タ												その他 タ

		全国計 ゼンコク ケイ				11,825,608		5,962,152				全国計 ゼンコク ケイ				1,306,797		359,907						全国計 ゼンコク ケイ				11,825,607,906		11,825,608		5,962,152				全国計 ゼンコク ケイ				1,306,797,209		1,306,797		359,907

																				資料提供：財務省貿易統計より シリョウ テイキョウ ザイムショウ ボウエキ トウケイ																		成田空港 ナリタ クウコウ		39034814		39035		2179

		※（2018.2.14時点で）今のところ各港速報値 ジテン イマ カクコウ ソクホウチ								※ニューヨーク・ニュージャージー港（アメリカ合衆国）を抜くなら使える ヌ ツカ																												*成田は東京航空貨物と合計して成田空港として計算 ナリタ トウキョウ コウクウ カモツ ゴウケイ ナリタ クウコウ ケイサン



































三河港　自動車輸入

台数	

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	2202	5981	16154	35687	58614	95658	137663	146394	137206	106930	91114	134899	144783	139181	128747	145887	136916	129250	114367	120661	81907	97384	131435	137773	160967	186988	182605	179115	189969	金額	

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	3652	15771	55612	117251	145510	196957	290876	326706	304133	246846	220674	304457	307744	317061	321639	399085	384060	393788	348853	339838	221682	226880	314257	333352	398582	486957	535942	554202	604858	

（万台）



（億円）







三河港　自動車輸入台数

台数	

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	2202	5981	16154	35687	58614	95658	137663	146394	137206	106930	91114	134899	144783	139181	128747	145887	136916	129250	114367	120661	81907	97384	131435	137773	160967	186988	182605	179115	189969	シェア	

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	1.0999999999999999	2.2999999999999998	7.9	18.7	27.1	30.4	33.6	31.8	36.1	39	34.5	46.800000000000004	49.2	47.4	45	49.8	47.4	45.1	38.299999999999997	48.5	51.6	39.6	45.1	39.1	44.2	52.5	53.800000000000004	51	52.800000000000004	

（万台）



対全国シェア（％）





三河港　自動車輸出台数

貨物量データ1!#REF!	

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	882825	976492	991004	873196	805722	674510	506935	514664	701129	796072	858896	871764	882874	955343	876227	963062	1052138	1422096	1433181	1366338	668944	845074	640135	846310	858261	824027	877061	865725	934331	シェア	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	14.299999999999999	15.8	16.3	14.6	15.2	14.299999999999999	12.1	12.1	13.5	15.2	16.8	16.8	17.899999999999999	16.900000000000002	15.1	15.7	16.5	19.100000000000001	17.599999999999998	16.5	15.299999999999999	14.6	11.899999999999999	14.499999999999998	14.799999999999999	14.399999999999999	15	14.899999999999999	15.7	

（万台）



対全国シェア（％）





輸出	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	882825	976492	991004	873196	805722	674510	506935	514664	701129	796072	858896	871764	882874	955343	876227	963062	1052138	1422096	1433181	1366338	668944	845074	640135	846310	858261	824027	877061	865725	934331	輸入	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	2202	5981	16154	35687	58614	95658	137663	146394	137206	106930	91114	134899	144783	139181	128747	145887	136916	129250	114367	120661	81907	97384	131435	137773	160967	186988	182605	179115	189969	輸入	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	3652	15771	55612	117251	145510	196957	290876	326706	304133	246846	220674	304457	307744	317061	321639	399085	384060	393788	348853	339838	221682	226880	314257	333352	398582	486957	535942	554202	604858	輸出	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	981145	1337276	1356873	1283364	1201176	998988	771649	917294	1397728	1872806	1851339	1816770	2096004	2378334	2151967	2155618	2440321	3227946	3443735	2809618	1305900	1579114	1079028	1561194	1956991	2147516	2570374	2271425	2462311	







三河港　貿易額の推移	

輸出	

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	10081	13677	13825	13092	12358	10463	8090	9653	14537	19332	19024	18770	21588	24428	22191	22392	25460	33251	35804	29375	14127	16761	11829	16736	20671	22647	26973	23881	25717	輸入	

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	1169	1414	1778	2140	2247	2802	3676	4228	4062	3227	2933	3760	3735	3837	4016	4865	4804	5472	5091	5030	3163	3529	4634	4915	5266	6135	6373	6409	7120	合計	[値]

H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	11250	15091	15603	15232	14605	13265	11766	13881	18599	22559	21957	22530	25323	28265	26207	27257	30264	38723	40895	34405	17290	20290	16463	21651	25937	28782	33346	30290	32837	
（億円）	



世界の主要自動車港湾　取扱台数（2017）	
ゼーブルージュ港	
（ベルギー）	ブレーマーハーフェン港	
（ドイツ）	名古屋港	アントワープ港	
（ベルギー）	三河港	横浜港	283	230.3895	130.83609999999999	123.8128	112.43	84.448999999999998	0	
（万台）



三河港　自動車輸出
台数	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	882825	976492	991004	873196	805722	674510	506935	514664	701129	796072	858896	871764	882874	955343	876227	963062	1052138	1422096	1433181	1366338	668944	845074	640135	846310	858261	824027	877061	865725	934331	金額	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	981145	1337276	1356873	1283364	1201176	998988	771649	917294	1397728	1872806	1851339	1816770	2096004	2378334	2151967	2155618	2440321	3227946	3443735	2809618	1305900	1579114	1079028	1561194	1956991	2147516	2570374	2271425	2462311	
（万台）

（億円）



三河港の完成自動車輸出入台数の推移	
輸入	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	2202	5981	16154	35687	58614	95658	137663	146394	137206	106930	91114	134899	144783	139181	128747	145887	136916	129250	114367	120661	81907	97384	131435	137773	160967	186988	182605	179115	189969	輸出	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	882825	976492	991004	873196	805722	674510	506935	514664	701129	796072	858896	871764	882874	955343	876227	963062	1052138	1422096	1433181	1366338	668944	845074	640135	846310	858261	824027	877061	865725	934331	輸入	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	1.0999999999999999	2.2999999999999998	7.9	18.7	27.1	30.4	33.6	31.8	36.1	39	34.5	46.800000000000004	49.2	47.4	45	49.8	47.4	45.1	38.299999999999997	48.5	51.6	39.6	45.1	39.1	44.2	52.5	53.800000000000004	51	52.800000000000004	輸出	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	14.299999999999999	15.8	16.3	14.6	15.2	14.299999999999999	12.1	12.1	13.5	15.2	16.8	16.8	17.899999999999999	16.900000000000002	15.1	15.7	16.5	19.100000000000001	17.599999999999998	16.5	15.299999999999999	14.6	11.899999999999999	14.499999999999998	14.799999999999999	14.399999999999999	15	14.899999999999999	15.7	
（万台）

全国シェア（％）







三河港の完成自動車輸出入金額の推移	
輸入	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	3652	15771	55612	117251	145510	196957	290876	326706	304133	246846	220674	304457	307744	317061	321639	399085	384060	393788	348853	339838	221682	226880	314257	333352	398582	486957	535942	554202	604858	輸出	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	981145	1337276	1356873	1283364	1201176	998988	771649	917294	1397728	1872806	1851339	1816770	2096004	2378334	2151967	2155618	2440321	3227946	3443735	2809618	1305900	1579114	1079028	1561194	1956991	2147516	2570374	2271425	2462311	輸入	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	0.6	1.7000000000000002	7.6	17.899999999999999	25	26.700000000000003	30.3	28.4	31.2	33.1	30.5	39.6	39.4	39.4	38.800000000000004	44.1	42	43	37.5	45.300000000000004	48.699999999999996	38.1	42.699999999999996	36.700000000000003	36.700000000000003	41.9	47	47.099999999999994	46.300000000000004	輸出	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	14.799999999999999	18.2	18.399999999999999	16.8	18.3	17.100000000000001	15.5	16.600000000000001	19.7	24	26.1	26.200000000000003	29.099999999999998	27.1	24.2	23.400000000000002	24.6	26.200000000000003	24.099999999999998	20.5	19.5	17.2	13.200000000000001	16.900000000000002	18.8	19.7	21.3	20	20.8	
（億円）

全国シェア（％）



三河港　コンテナ取扱貨物量（実入り）	
輸出	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	28	615	972	1040	2010	3214	4579	4318	4943	7618	6709	6207	8423	9754	7647	13743	22329	15540	9257	8371	輸入	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	77	2367	3821	4514	7455	9647	13016	14915	17849	17251	15932	13717	15835	17101	18382	27829	24406	19168	17451	17334	移出	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	0	0	0	0	1	8	0	9	1	48	5	263	93	7	11	17	11	71	96	332	移入	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	0	73	373	752	1039	1037	1020	1353	1507	1627	1881	1285	1913	2003	1907	2155	2565	2723	3143	2669	実入り合計	




H10	H15	H20	H25	105	3055	5166	6306	10505	13906	18615	20595	24300	26544	24527	21472	26264	28865	27947	43744	49311	37502	29947	28706	
（ＴＥＵ）	



三河港における取扱貨物量の推移	
輸出	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H28	838	932	993	879	820	718	601	588	782	807	879	875	885	965	891	960	1087	1445	1452	1408	788	945	706	942	987	889	930	943	輸入	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H28	145	156	179	183	208	249	270	312	327	259	248	283	265	248	267	282	290	297	275	286	182	212	260	259	269	301	293	278	移出	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H28	227	233	232	250	210	219	245	314	335	245	242	329	449	433	378	477	385	418	407	453	332	339	314	387	285	310	307	274	移入	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H28	437	525	567	532	508	512	509	514	482	496	471	534	602	636	678	716	762	939	1073	969	540	538	486	608	584	579	659	466	合計	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H28	1647.9	1846.7	1970.2	1843.3	1745.8	1697.4	1624.7	1728.3	1927.3	1806.6	1839.5	2020	2200.8000000000002	2282.9	2213.8000000000002	2435.1	2524.1	3098.3	3207.8	3116.7	1841.8	2034.7	1766	2196	2125	2079	2189	1961	
（万ｔ）	


三河港　取扱貨物量	
輸出	
1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	838	932	993	879	820	718	601	588	782	807	879	875	885	965	891	960	1087	1445	1452	1408	788	945	706	942	987	889	930	943	輸入	
1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	145	156	179	183	208	249	270	312	327	259	248	283	265	248	267	282	290	297	275	286	182	212	260	259	269	301	293	278	移出	
1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	227	233	232	250	210	219	245	314	335	245	242	329	449	433	378	477	385	418	407	453	332	339	314	387	285	310	307	274	移入	
1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	437	525	567	532	508	512	509	514	482	496	471	534	602	636	678	716	762	939	1073	969	540	538	486	608	584	579	659	466	
（万ｔ）	



三河港　貿易額の推移	
輸出	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	10081	13677	13825	13092	12358	10463	8090	9653	14537	19332	19024	18770	21588	24428	22191	22392	25460	33251	35804	29375	14127	16761	11829	16736	20671	22647	26973	23881	25717	輸入	
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	1169	1414	1778	2140	2247	2802	3676	4228	4062	3227	2933	3760	3735	3837	4016	4865	4804	5472	5091	5030	3163	3529	4634	4915	5266	6135	6373	6409	7120	合計	[値]
H1	H5	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	11250	15091	15603	15232	14605	13265	11766	13881	18599	22559	21957	22530	25323	28265	26207	27257	30264	38723	40895	34405	17290	20290	16463	21651	25937	28782	33346	30290	32837	
（億円）	



三河港　コンテナ取扱貨物量	
輸出	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	28	2503	3854	4081	6885	8945	13083	14104	15677	17097	15999	14425	15736	16419	16932	27097	34308	24452	17840	18226	輸入	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	108	2609	4084	4827	7569	9902	13440	15197	18469	18190	16496	15336	16124	17290	18990	35041	35539	24573	18896	19101	移出	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	0	0	349	711	1056	1096	1010	1373	1519	1734	1779	1471	3072	2597	1976	2175	2605	2711	3250	2958	移入	H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	0	73	374	752	1039	1037	1020	1403	1508	1702	1881	1357	4297	3197	2411	2626	2609	2723	3178	3012	合計	



H10	H15	H20	H25	H29	
（速報値）	136	5185	8661	10371	16549	20980	28553	32077	37173	38723	36155	32589	39229	39503	40309	66939	75061	54459	43164	43297	
（ＴＥＵ）	



金額ベースなのか、台数ベースなのか
輸入について：金額では下位だが名古屋をいれるかどうか？横須賀を入れるかどうか？



三河港グラフ2

						総取扱貨物量
1,961万ｔ								【輸出】
取扱貨物量
943万ｔ						【輸入】
取扱貨物量
278万ｔ						【移出】
取扱貨物量
274万ｔ								【移入】
取扱貨物量
466万ｔ

				三河港における取扱貨物の品目及び相手先(2016年：重量) ミカワ コウ トリアツカイ カモツ ヒンモク オヨ アイテサキ ネン ジュウリョウ

				グラフタイトル→				輸出
取扱貨物量
943万ｔ								輸入
取扱貨物量
278万ｔ								移出
取扱貨物量
274万ｔ								移入
取扱貨物量
466万ｔ







































				三河港における取扱貨物の品目及び相手先(2017年：金額)　速報値 ミカワ コウ トリアツカイ カモツ ヒンモク オヨ アイテサキ ネン キンガク ソクホウチ

				グラフタイトル→				輸出額
25,717億円								輸入額
7,120億円						H29年 ネン		H29年
輸出額
25,717億円								H29年 ネン		H29年
輸入額
7,120億円







































				三河港におけるコンテナ取扱量の内訳(2016年) ミカワ コウ トリアツカイ リョウ ウチワケ ネン

				グラフタイトル→				輸出取扱貨物量
10万ｔ								輸入取扱貨物量
14万ｔ

								輸出取扱貨物量
104,432万ｔ								輸入取扱貨物量
141,520万ｔ								移入
42,329万ｔ
移出
644万ｔ								コンテナ総合計
288,925万ｔ

















































				視察用　別資料に使用 シサツ ヨウ ベツ シリョウ シヨウ

				内側台数、外側金額 ウチガワ ダイスウ ソトガワ キンガク













































				三河港・衣浦港説明資料 三河港の概要　～港勢（完成自動車）～に使用 シヨウ















































				*確報値の時には参照をシートからにする カクホウチ トキ サンショウ

						グラフ用 ヨウ										グラフ用 ヨウ										グラフ用 ヨウ								グラフ用 ヨウ

						税関名 ゼイカン メイ		金額 キンガク								税関名		数量								税関名 ゼイカン メイ		金額 キンガク		↓書式の都合です。兆の桁まで輸出が伸びますように！ ショシキ ツゴウ チョウ ケタ ユシュツ ノ				税関名		数量

				1		名古屋		2882327828						1		名古屋		1301767						1		三河		604,857,525		6,049兆億円		1		三河		189,969		19万台

				2		三河		2462310909		24,623兆億円				2		三河		934331		93万台				2		千葉		332,895,016				2		千葉		81,897

				3		横浜		1594932060						3		横浜		830550						3		日立		187,969,381				3		日立		41,592

				4		苅田		1147441945						4		苅田		477315						6		横須賀		20,768,059				4		横須賀		16,306

				5		広島		965998917						5		広島		471115						4		横浜		73,507,809				5		横浜		13,940

						その他 タ		2772596247								その他 タ		1947074								その他 タ		86,799,419						その他 タ		16,203

						合計 ゴウケイ		11825607906								合計 ゴウケイ		5962152								合計 ゴウケイ		1,306,797,209						合計 ゴウケイ		359,907



						輸出額　全国計 ユシュツ ガク ゼンコク ケイ		118,256兆億円								輸出台数　全国計 ユシュツ ダイスウ ゼンコク ケイ		596万台								輸入額　全国計 ユニュウ ガク ゼンコク ケイ		13,068兆億円						輸入台数　全国計 ユニュウ ダイスウ ゼンコク ケイ		36万台



																										全国総合計 ゼンコク ソウゴウケイ		131,324兆億円						全国総合計 ゼンコク ソウゴウケイ		632万台

				三河港・衣浦港説明資料　企業進出により地域経済が好循環：名豊道路・三河港（愛知県）

　に使用 シヨウ																						三河総合計 ミカワ ソウゴウケイ		30,672兆億円						三河総合計 ミカワ ソウゴウケイ		112万台

























































































輸出	







完成自動車	金属くず	鉄鋼	その他	アメリカ	カナダ	ドイツ	スウェーデン	ベルギー	チリ	コロンビア 他19ヵ国	韓国 他3ヵ国	韓国 他1ヵ国	その他	9139546	155646	60089	72121	輸　　出	



















完成自動車	金属くず	鉄鋼	その他	アメリカ	カナダ	ドイツ	スウェーデン	ベルギー	チリ	コロンビア 他19ヵ国	韓国 他3ヵ国	韓国 他1ヵ国	その他	7323862	490688	425874	213220	135485	120150	430267	155646	60089	72121	



輸入	輸出	移入	移出	141520	104432	42329	644	輸　　入	





化学薬品	その他製造工業品	ゴム製品	染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品	製造食品	自動車部品	木製品	窯業品	産業機械	金属製品	その他	25259	19733	11442	10948	10817	9314	9098	6579	5884	5505	26941	輸出額	





完成自動車	船舶類	その他	アメリカ合衆国	カナダ	中華人民共和国	ドイツ	メキシコ	その他	2462311	20505	88899	輸入額	





完成自動車	鉄鋼	絶縁電線及び絶縁ケーブル	その他	ドイツ	英国	ベルギー	大韓民国	イタリア	その他	604850	30057	10813	66258	輸出額	
25,717億円	

輸出額	

完成自動車	船舶類	その他	アメリカ合衆国	カナダ	中華人民共和国	ドイツ	メキシコ	その他	2462311	20505	88899	輸出額	





完成自動車	船舶類	その他	アメリカ合衆国	カナダ	中華人民共和国	ドイツ	メキシコ	その他	2173177	137925	40781	26256	19739	173837	

輸入額	
7,120億円	

輸入額	

完成自動車	鉄鋼	絶縁電線及び絶縁ケーブル	その他	ドイツ	英国	ベルギー	大韓民国	イタリア	その他	604850	30057	10813	66258	輸入額	

完成自動車	鉄鋼	絶縁電線及び絶縁ケーブル	その他	ドイツ	英国	ベルギー	大韓民国	イタリア	その他	276901	44564	39646	36708	36164	277995	



名古屋	三河	横浜	苅田	広島	その他	1301767	934331	830550	477315	471115	1947074	

名古屋	三河	横浜	苅田	広島	その他	28823.278279999999	24623.109090000002	15949.320599999999	11474.419449999999	9659.9891700000007	27725.962469999999	



三河	千葉	日立	横須賀	横浜	その他	189969	81897	41592	16306	13940	16203	

三河	千葉	日立	横須賀	横浜	その他	6048.5752499999999	3328.9501599999999	1879.69381	207.68059	735.07808999999997	867.99419	

輸出　台数







名古屋	三河	横浜	苅田	広島	その他	1301767	934331	830550	477315	471115	1947074	

輸出　金額







名古屋	三河	横浜	苅田	広島	その他	2882327828	2462310909	1594932060	1147441945	965998917	2772596247	

輸入	





完成自動車	非金属鉱物	鋼材	とうもろこし	化学薬品	その他	ドイツ	ベルギー	インドネシア	南アフリカ	アメリカ	イギリス 他8ヵ国	タイ	アメリカ 他2ヵ国	韓国	アメリカ	ブラジル 他2ヵ国	韓国 他1ヵ国	その他	1758599	359170	290603	128076	41714	202006	輸　　入	

















完成自動車	非金属鉱物	鋼材	とうもろこし	化学薬品	その他	ドイツ	ベルギー	インドネシア	南アフリカ	アメリカ	イギリス 他8ヵ国	タイ	アメリカ 他2ヵ国	韓国	アメリカ	ブラジル 他2ヵ国	韓国 他1ヵ国	その他	965450	200086	169859	75270	73280	274654	269430	89740	290603	85320	42756	41714	202006	輸入　台数







三河	千葉	日立	横須賀	横浜	その他	189969	81897	41592	16306	13940	16203	

輸入　金額







三河	千葉	日立	横須賀	横浜	その他	604857525	332895016	187969381	20768059	73507809	86799419	





三河	千葉	日立	横須賀	横浜	名古屋	その他	189969	81897	41592	16306	13940	6594	9609	三河	千葉	日立	横須賀	横浜	名古屋	その他の港湾	179115	74527	42063	23155	12864	9307	10353	

S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	2.0657243115004015E-3	8.6640186134999287E-3	1.0989998203270049E-2	2.3255090574709068E-2	7.9474955598522079E-2	0.18683119385169519	0.2710511590912244	0.30444648841672423	0.33614054793182596	0.31833986783135126	0.3614841277	996011	0.38964540919509233	0.34451414332762381	0.46819469124833407	0.49249436184217238	0.47423224878785092	0.45009036976440936	0.49778552710596713	0.47417617621084346	0.45054780338337869	0.38324944540135514	0.48479065301153507	0.51642781031884644	0.39610017205123305	0.45119221711876856	0.39131941387155506	0.44228750735007227	0.52461500046292531	0.53779005557404425	0.50974147940714432	0.52782802223907843	

三河港自動車輸入台数の全国シェア





三河	千葉	日立	横須賀	横浜	その他	189969	81897	41592	16306	13940	16203	

三河	千葉	日立	横須賀	横浜	その他	6048.5752499999999	3328.9501599999999	1879.69381	207.68059	735.07808999999997	867.99419	











輸出	輸入	移出	移入	943	278	274	466	

輸出	







完成自動車	金属くず	鉄鋼	その他	9139546	155646	60089	721	21	

輸入	





完成自動車	非金属鉱物	鋼材	とうもろこし	化学薬品	その他	1758599	359170	290603	128076	41714	202006	

移入	

完成自動車	セメント	鉄鋼	鋼材	石炭	石油製品	その他	1943732	517256	485569	430925	367454	310992	607258	

移出	







完成自動車	鉄鋼	鋼材	金属くず	廃棄物	その他	北九州(福岡県)	水島(岡山県)	名古屋(愛知県)	横浜(神奈川県)	広島（広島県）	横須賀(神奈川県)他11港	千葉(千葉県)	水島(岡山県)他13港	千葉（千葉県）	浦安（千葉県）他20港	姫路（兵庫県）	和歌山下津（和歌山県）他6港	赤穂（兵庫県）	苅田（福岡県）他	その他	1830823	383445	270453	83316	71285	99249	移　　出	



















完成自動車	鉄鋼	鋼材	金属くず	廃棄物	その他	北九州(福岡県)	水島(岡山県)	名古屋(愛知県)	横浜(神奈川県)	広島（広島県）	横須賀(神奈川県)他11港	千葉(千葉県)	水島(岡山県)他13港	千葉（千葉県）	浦安（千葉県）他20港	姫路（兵庫県）	和歌山下津（和歌山県）他6港	赤穂（兵庫県）	苅田（福岡県）他	その他	457995	355172	246970	221780	115320	433586	99822	283623	66673	203780	70703	12613	13750	57535	99249	移出	









完成自動車	鉄鋼	鋼材	金属くず	廃棄物	その他	1830823	383445	270453	83316	71285	99249	

全体	



完成自動車	その他	14672700	4936627	



名古屋	三河	横浜	苅田	広島	その他	1301767	934331	830550	477315	471115	1947074	

名古屋	三河	横浜	苅田	広島	その他	28823.278279999999	24623.109090000002	15949.320599999999	11474.419449999999	9659.9891700000007	27725.962469999999	

移入	









完成自動車	セメント	鉄鋼	鋼材	石炭	石油製品	その他	北九州（福岡県）	仙台塩釜（宮城県）	横浜（神奈川県）	苅田（福岡県）他11港	須崎（高知県）	宇部（山口県）他2港	名古屋（愛知県）	福山（	広島県）他25港	鹿島（茨城県）	堺泉北（大阪府）他13港	千葉（千葉県）	宇部（山口県）他1港	四日市（三重県）	北九州（福岡県）他8港	その他	1943732	517256	485569	430925	367454	310992	607258	移　　入	

























完成自動車	セメント	鉄鋼	鋼材	石炭	石油製品	その他	北九州（福岡県）	仙台塩釜（宮城県）	横浜（神奈川県）	苅田（福岡県）他11港	須崎（高知県）	宇部（山口県）他2港	名古屋（愛知県）	福山（広島県）他25港	鹿島（茨城県）	堺泉北（大阪府）他13港	千葉（千葉県）	宇部（山口県）他1港	四日市（三重県）	北九州（福岡県）他8港	その他	1142185	488410	247040	66097	216067	301189	117210	368359	108043	322882	302632	64822	188113	122879	607258	貨物量データ1!#REF!	H1	H5	882825	976492	991004	873196	805722	674510	506935	514664	701129	796072	858896	871764	882874	955343	876227	963062	1052138	1422096	1433181	1366338	668944	845074	シェア	14.299999999999999	15.8	16.3	14.6	15.2	14.299999999999999	12.1	12.1	13.5	15.2	16.8	16.8	17.899999999999999	16.900000000000002	15.1	15.7	16.5	19.100000000000001	17.599999999999998	16.5	15.299999999999999	14.6	







貨物量データ1!#REF!	H1	H5	882825	976492	991004	873196	805722	674510	506935	514664	701129	796072	858896	871764	882874	955343	876227	963062	1052138	1422096	1433181	1366338	668944	845074	貨物量データ1!#REF!	981145	1337276	1356873	1283364	1201176	998988	771649	917294	1397728	1872806	1851339	1816770	2096004	2378334	2151967	2155618	2440321	3227946	3443735	2809618	1305900	1579114	









輸入	H1	H5	2202	5981	16154	35687	58614	95658	137663	146394	137206	106930	91114	134899	144783	139181	128747	145887	136916	129250	114367	120661	81907	97384	輸出	H1	H5	882825	976492	991004	873196	805722	674510	506935	514664	701129	796072	858896	871764	882874	955343	876227	963062	1052138	1422096	1433181	1366338	668944	845074	輸入	H1	H5	1.0999999999999999	2.2999999999999998	7.9	18.7	27.1	30.4	33.6	31.8	36.1	39	34.5	46.800000000000004	49.2	47.4	45	49.8	47.4	45.1	38.299999999999997	48.5	51.6	39.6	輸出	H1	H5	14.299999999999999	15.8	16.3	14.6	15.2	14.299999999999999	12.1	12.1	13.5	15.2	16.8	16.8	17.899999999999999	16.900000000000002	15.1	15.7	16.5	19.100000000000001	17.599999999999998	16.5	15.29	9999999999999	14.6	

















輸　　出	



金属くず	自動車部品	染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品	廃棄物	窯業品	鋼材	産業機械	その他	45023	15744	8543	7150	4660	4433	3697	15182	



染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品	その他	26356	16617	三河
1,235億円
【10％】

貼付けてからこの形式に上書きする→

三河
12.3万台
【10％】

二重円グラフの特定部分のみ強調したい場合
グラフの枠線だと近接する部分との境目が消えてしまうので・・・
①となりのグラフをコピーして三河港以外の文字と枠線、塗りつぶしを色無しにする
　三河港部分のみ枠線を赤にし、塗りつぶしを消す。文字は必ず残しておく。
②元グラフの三河港の部分のみ文字を消す。
※これによりただコピーしたグラフを重ねると枠線部分の文字に重なって見づらくなるのを防ぐ。
③①のグラフを重ねる。
※重ねづらい場合は枠線のみのグラフを図形貼り付けした方が楽にできる。
※一重円グラフの場合は要素の切り出しで対応できる。
※二重円グラフでも外側のみなら要素の切り出しで対応できる。



貨物量データ1

						【三河港統計年報より】 ミカワ コウ トウケイ ネンポウ														【豊橋税関発表資料より】 トヨハシ ゼイカン ハッピョウ シリョウ												【三河港統計年報より】 ミカワ コウ トウケイ ネンポウ																										【豊橋税関発表資料より】 トヨハシ ゼイカン ハッピョウ シリョウ								グラフタイトル→		三河港の完成自動車輸出入台数の推移 カンセイ ニュウ スイイ										三河港の完成自動車輸出入金額の推移 カンセイ ニュウ キンガク スイイ

				グラフタイトル→		三河港における取扱貨物量の推移 ミカワ コウ トリアツカイ カモツ リョウ スイイ														グラフタイトル→		三河港　貿易額の推移 ミカワコウ スイイ										三河港　コンテナ取扱貨物量 ミカワ コウ トリアツカイ カモツ リョウ																														（万台） マンダイ						（百万円） ヒャクマン エン										（万台） マンダイ						（百万円） ヒャクマン エン										（万台） マンダイ						（百万円） ヒャクマン エン

				グラフタイトル→		三河港　取扱貨物量 ミカワコウ トリアツカイ カモツリョウ								（万ｔ） マン										（億円） オクエン								コンテナ（全体） ゼンタイ								（ＴＥＵ）																		輸出 ユシュツ		台数 ダイスウ						金額 キンガク								輸入 ユニュウ		台数 ダイスウ						金額 キンガク								輸出入 ユシュツ ニュウ		台数 ダイスウ				シェア		金額 キンガク				シェア

				西暦 セイレキ		輸出 ユシュツ		輸入 ユニュウ		移出 イシュツ		移入 イニュウ		合計 ゴウケイ						西暦 セイレキ		輸出 ユシュツ		輸入 ユニュウ		合計 ゴウケイ						輸出 ユシュツ		輸入 ユニュウ		移出 イシュツ		移入 イニュウ		合計 ゴウケイ																西暦 セイレキ		和暦 ワレキ		三河港 ミカワコウ		全国 ゼンコク		シェア		三河港 ミカワコウ		全国 ゼンコク		シェア				和暦 ワレキ		三河港 ミカワコウ		全国 ゼンコク		シェア		三河港 ミカワコウ		全国 ゼンコク		シェア				和暦 ワレキ		三河港 ミカワコウ		全国 ゼンコク		シェア		三河港 ミカワコウ		全国 ゼンコク		シェア

		H1		1989		838		145		227		437		1,648				S60		1985		11,442		1,723		13,165		H10		H10		28		108		0		0		136																1989		H1		882,825		6,163,381		14.3		981,145		6,646,901		14.8				H1		2,202		200,364		1.1		3,652		574,543		0.6				H1		885,027		6,363,745		13.9		984,797		7,221,444		13.6

				1990		932		156		233		525		1,847						1986		11,754		1,066		12,820		H11				2,503		2,609		0		73		5,185																1990				976,492		6,164,717		15.8		1,337,276		7,358,669		18.2						5,981		257,191		2.3		15,771		923,333		1.7						982,473		6,421,908		15.3		1,353,047		8,282,002		16.3

				1991		993		179		232		567		1,970						1987		10,240		906		11,146		H12				3,854		4,084		349		374		8,661																1991				991,004		6,068,681		16.3		1,356,873		7,370,518		18.4						16,154		203,259		7.9		55,612		727,827		7.6						1,007,158		6,271,940		16.1		1,412,485		8,098,345		17.4

				1992		879		183		250		532		1,843						1988		9,516		934		10,450		H13				4,081		4,827		711		752		10,371																1992				873,196		5,995,007		14.6		1,283,364		7,657,672		16.8						35,687		191,012		18.7		117,251		654,985		17.9						908,883		6,186,019		14.7		1,400,615		8,312,657		16.8

		H5		1993		820		208		210		508		1,746				H1		1989		10,081		1,169		11,250		H14				6,885		7,569		1,056		1,039		16,549																1993		H5		805,722		5,286,455		15.2		1,201,176		6,550,502		18.3				H5		58,614		216,247		27.1		145,510		582,997		25.0				H5		864,336		5,502,702		15.7		1,346,686		7,133,499		18.9

				1994		718		249		219		512		1,697						1990		13,677		1,414		15,091		H15		H15		8,945		9,902		1,096		1,037		20,980																1994				674,510		4,727,173		14.3		998,988		5,836,619		17.1						95,658		314,203		30.4		196,957		737,839		26.7						770,168		5,041,376		15.3		1,195,945		6,574,458		18.2

				1995		601		270		245		509		1,625						1991		13,825		1,778		15,603		H16				13,083		13,440		1,010		1,020		28,553																1995				506,935		4,198,744		12.1		771,649		4,979,689		15.5						137,663		409,540		33.6		290,876		958,549		30.3						644,598		4,608,284		14.0		1,062,525		5,938,238		17.9

				1996		588		312		314		514		1,728						1992		13,092		2,140		15,232		H17				14,104		15,197		1,373		1,403		32,077																1996				514,664		4,259,762		12.1		917,294		5,513,795		16.6						146,394		459,867		31.8		326,706		1,152,136		28.4						661,058		4,719,629		14.0		1,244,000		6,665,931		18.7

				1997		782		327		335		482		1,927				H5		1993		12,358		2,247		14,605		H18				15,677		18,469		1,519		1,508		37,173																1997				701,129		5,204,802		13.5		1,397,728		7,112,326		19.7						137,206		379,563		36.1		304,133		974,013		31.2						838,335		5,584,365		15.0		1,701,861		8,086,339		21.0

		H10		1998		807		259		245		496		1,807						1994		10,463		2,802		13,265		H19				17,097		18,190		1,734		1,702		38,723																1998		H10		796,072		5,235,908		15.2		1,872,806		7,795,170		24.0				H10		106,930		274,429		39.0		246,846		746,508		33.1				H10		903,002		5,510,337		16.4		2,119,652		8,541,678		24.8

				1999		879		248		242		471		1,840						1995		8,090		3,676		11,766		H20		H20		15,999		16,496		1,779		1,881		36,155																1999				858,896		5,118,180		16.8		1,851,339		7,094,811		26.1						91,114		264,471		34.5		220,674		722,557		30.5						950,010		5,382,651		17.6		2,072,013		7,817,368		26.5

				2000		875		283		329		534		2,020						1996		9,653		4,228		13,881		H21				14,425		15,336		1,471		1,357		32,589																2000				871,764		5,187,520		16.8		1,816,770		6,930,053		26.2						134,899		288,128		46.8		304,457		767,904		39.6						1,006,663		5,475,648		18.4		2,121,227		7,697,957		27.6

				2001		885		265		449		602		2,201						1997		14,537		4,062		18,599		H22				15,736		16,124		3,072		4,297		39,229																2001				882,874		4,920,402		17.9		2,096,004		7,210,812		29.1						144,783		293,979		49.2		307,744		781,392		39.4						1,027,657		5,214,381		19.7		2,403,748		7,992,204		30.1

				2002		965		248		433		636		2,283				H10		1998		19,332		3,227		22,559		H23				16,419		17,290		2,597		3,197		39,503																2002				955,343		5,662,587		16.9		2,378,334		8,774,645		27.1						139,181		293,487		47.4		317,061		803,760		39.4						1,094,524		5,956,074		18.4		2,695,395		9,578,405		28.1

		H15		2003		891		267		378		678		2,214						1999		19,024		2,933		21,957		H24				16,932		18,990		1,976		2,411		40,309																2003		H15		876,227		5,790,852		15.1		2,151,967		8,895,012		24.2				H15		128,747		286,047		45.0		321,639		827,902		38.8				H15		1,004,974		6,076,899		16.5		2,473,606		9,722,914		25.4

				2004		960		282		477		716		2,435						2000		18,770		3,760		22,530		H25		H25		27,097		35,041		2,175		2,626		66,939																2004				963,062		6,128,183		15.7		2,155,618		9,214,199		23.4						145,887		293,072		49.8		399,085		905,477		44.1						1,108,949		6,421,255		17.3		2,554,703		10,119,676		25.2

				2005		1,087		290		385		762		2,524						2001		21,588		3,735		25,323		H26				34,308		35,539		2,605		2,609		75,061																2005				1,052,138		6,393,588		16.5		2,440,321		9,928,760		24.6						136,916		288,745		47.4		384,060		914,948		42.0						1,189,054		6,682,333		17.8		2,824,381		10,843,708		26.0

				2006		1,445		297		418		939		3,098						2002		24,428		3,837		28,265		H27				24,452		24,573		2,711		2,723		54,459																2006				1,422,096		7,449,129		19.1		3,227,946		12,299,549		26.2						129,250		286,873		45.1		393,788		916,281		43.0						1,551,346		7,736,002		20.1		3,621,734		13,215,830		27.4

				2007		1,452		275		407		1,073		3,208				H15		2003		22,191		4,016		26,207		H28				17,840		18,896		3,250		3,178		43,164																2007				1,433,181		8,145,187		17.6		3,443,735		14,316,960		24.1						114,367		298,414		38.3		348,853		929,423		37.5						1,547,548		8,443,601		18.3		3,792,588		15,246,383		24.9

		H20		2008		1,408		286		453		969		3,117						2004		22,392		4,865		27,257		H29		H29
（速報値） ソクホウチ		18,226		19,101		2,958		3,012		43,297																2008		H20		1,366,338		8,293,303		16.5		2,809,618		13,736,128		20.5				H20		120,661		248,893		48.5		339,838		749,851		45.3				H20		1,486,999		8,542,196		17.4		3,149,456		14,485,979		21.7

				2009		788		182		332		540		1,842						2005		25,460		4,804		30,264				↑三河港統計年報より確定値 カクテイチ																										2009				668,944		4,385,357		15.3		1,305,900		6,693,277		19.5						81,907		158,603		51.6		221,682		454,948		48.7						750,851		4,543,960		16.5		1,527,582		7,148,225		21.4

				2010		945		212		339		538		2,035						2006		33,251		5,472		38,723						【三河港統計年報より】 ミカワ コウ トウケイ ネンポウ																								2010				845,074		5,768,839		14.6		1,579,114		9,174,075		17.2						97,384		245,857		39.6		226,880		595,755		38.1						942,458		6,014,696		15.7		1,805,994		9,769,830		18.5

				2011		706		260		314		486		1,766						2007		35,804		5,091		40,895						三河港 ミカワコウ		コンテナ（空） カラ										三河港　コンテナ取扱貨物量（実入り） ミカワ コウ トリアツカイ カモツ リョウ ミイ												2011				640,135		5,362,242		11.9		1,079,028		8,204,173		13.2						131,435		291,306		45.1		314,257		735,183		42.7						771,570		5,653,548		13.6		1,393,285		8,939,356		15.6

				2012		942		259		387		608		2,196				H20		2008		29,375		5,030		34,405														（ＴＥＵ）				コンテナ（実入り） ミイ										（ＴＥＵ）		2012				846,310		5,843,807		14.5		1,561,194		9,224,988		16.9						137,773		352,073		39.1		333,352		908,211		36.7						984,083		6,195,880		15.9		1,894,546		10,133,199		18.7

		H25		2013		987		269		285		584		2,125						2009		14,127		3,163		17,290						輸出 ユシュツ		輸入 ユニュウ		移出 イシュツ		移入 イニュウ		計（空） ケイ カラ		西暦 セイレキ				輸出 ユシュツ		輸入 ユニュウ		移出 イシュツ		移入 イニュウ		計（実入） ケイ ミイ		2013		H25		858,261		5,817,513		14.8		1,956,991		10,412,512		18.8				H25		160,967		363,942		44.2		398,582		1,085,713		36.7				H25		1,019,228		6,181,455		16.5		2,355,573		11,498,225		20.5

				2014		889		301		310		579		2,079						2010		16,761		3,529		20,290				H10		0		31		0		0		31		1998		H10		28		77		0		0		105		2014				824,027		5,737,861		14.4		2,147,516		10,919,654		19.7						186,988		356,429		52.5		486,957		1,161,779		41.9						1,011,015		6,094,290		16.6		2,634,473		12,081,433		21.8

				2015		930		293		307		659		2,189						2011		11,829		4,634		16,463				H11		1,888		242		0		0		2,130		1999				615		2,367		0		73		3,055		2015				877,061		5,841,029		15.0		2,570,374		12,046,259		21.3						182,605		339,547		53.8		535,942		1,139,761		47.0						1,059,666		6,180,576		17.1		3,106,316		13,186,020		23.6

		H28		2016		943		278		274		466		1,961						2012		16,736		4,915		21,651				H12		2,882		263		349		1		3,495		2000				972		3,821		0		373		5,166		2016				865,725		5,801,139		14.9		2,271,425		11,333,011		20.0						179,115		351,382		51.0		554,202		1,177,756		47.1						1,044,840		6,152,521		17.0		2,825,627		12,510,767		22.6

		H29		2017														H25		2013		20,671		5,266		25,937				H13		3,041		313		711		0		4,065		2001				1,040		4,514		0		752		6,306		2017		H29
（速報値） ソクホウチ		934,331		5,962,152		15.7		2,462,311		11,825,608		20.8				H29
（速報値） ソクホウチ		189,969		359,907		52.8		604,858		1,306,797		46.3				H29
（速報値） ソクホウチ		1,124,300		6,322,059		17.8		3,067,169		13,132,405		23.4

						↑三河港統計年報より確定値 カクテイチ														2014		22,647		6,135		28,782				H14		4,875		114		1,055		0		6,044		2002				2,010		7,455		1		1,039		10,505								↑　確定値（名古屋税関　貿易年表より）																↑　確定値（名古屋税関　貿易年表より）																↑　確定値（名古屋税関　貿易年表より）

																				2015		26,973		6,373		33,346				H15		5,731		255		1,088		0		7,074		2003		H15		3,214		9,647		8		1,037		13,906

														30,290						2016		23,881		6,409		30,290				H16		8,504		424		1,010		0		9,938		2004				4,579		13,016		0		1,020		18,615

																		H29
（速報値） ソクホウチ		2017		25,717		7,120		32,837				H17		9,786		282		1,364		50		11,482		2005				4,318		14,915		9		1,353		20,595

																		↑　確定値（名古屋税関　貿易年表より）　四捨五入　赤字速報値 ヨン シャ ゴニュウ アカジ ソクホウチ												H18		10,734		620		1,518		1		12,873		2006				4,943		17,849		1		1,507		24,300

																														H19		9,479		939		1,686		75		12,179		2007				7,618		17,251		48		1,627		26,544

																														H20		9,290		564		1,774		0		11,628		2008		H20		6,709		15,932		5		1,881		24,527

																														H21		8,218		1,619		1,208		72		11,117		2009				6,207		13,717		263		1,285		21,472

																														H22		7313		289		2,979		2,384		12,965		2010				8,423		15,835		93		1,913		26,264

																														H23		6,665		189		2,590		1,194		10,638		2011				9,754		17,101		7		2,003		28,865

																														H24		9,285		608		1,965		504		12,362		2012				7,647		18,382		11		1,907		27,947

																														H25		13,354		7,212		2,158		471		23,195		2013		H25		13,743		27,829		17		2,155		43,744

																														H26		11,979		11,133		2,594		44		25,750		2014				22,329		24,406		11		2,565		49,311

																														H27		8,912		5,405		2,640		0		16,957		2015				15,540		19,168		71		2,723		37,502

																														H28		8,583		1,445		3,154		35		13,217		2016				9,257		17,451		96		3,143		29,947

																														H29		9,855		1,767		2,626		343		14,591		2017		H29
（速報値） ソクホウチ		8,371		17,334		332		2,669		28,706



																														↑三河港統計年報より確定値 カクテイチ















2018.2.15取得豊橋税関速報データ反映
　輸出は確定値、輸入は9桁速報値

2018.2.15取得豊橋税関支署速報データ反映
輸出は確定値、輸入は9桁速報値

コンテナ
2018.1.17取得三河港振興会速報値データ反映



貨物量データ2

		毎年全面的に作り直すこと！ マイトシ ゼンメンテキ ツク ナオ

												三河港統計年報 ミカワ コウ トウケイ ネンポウ								（平成27年 確報値） カクホウ										三河港統計年報 ミカワ コウ トウケイ ネンポウ										豊橋支署（速報値） トヨハシ シショ ソクホウチ																		三河港統計年報 ミカワ コウ トウケイ ネンポウ

		三河港における取扱貨物の品目及び相手先(単位：トン)（確報値） タンイ カクホウチ																		三河港における取扱貨物の品目及び相手先(単位：トン)														三河港における取扱貨物の品目(金額) キンガク						（百万円） ヒャクマン エン				三河港におけるコンテナ取扱量の内訳（平成28年） ミカワ コウ トリアツカイ リョウ ウチワケ ヘイセイ ネン

				輸出 ユシュツ		輸入 ユニュウ		移出 イシュツ		移入 イニュウ		全体 ゼンタイ								輸　　出 ユ デ						輸　　入 ユ イリ								輸出額 ユシュツ ガク				輸入額 ユニュウガク						輸　　出 ユ デ				輸　　入 ユ ニュウ				移　　出 ワタル デ				移　　入 ワタル ニュウ

		1位 イ		完成自動車		完成自動車		完成自動車		完成自動車		完成自動車																						品名 ヒンメイ		金額 キンガク		品名 ヒンメイ		金額 キンガク				品名 ヒンメイ		トン		品名 ヒンメイ		トン		品名 ヒンメイ		トン		品名 ヒンメイ		トン												輸出 ユシュツ				輸入 ユニュウ				移出 イシュツ				移入 イニュウ

				9,139,546		1,758,599		1,830,823		1,943,732		14,672,700																						完成自動車 カンセイ ジドウシャ		2,462,311		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		604,850				金属くず		45,023		化学薬品		25,259		金属くず		614		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		26,326												104,432				141,520				644				42,329		288,925

		2位 イ		金属くず		非金属鉱物		鉄鋼		セメント		その他 タ																						船舶類 センパク ルイ		20,505		鉄鋼 テッコウ		30,057				自動車部品 ジドウシャ ブヒン		15,744		その他製造工業品		19,733		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		30		窯業品		6,680										金属くず		45,023		化学薬品		25,259		金属くず		614		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		26,326

				155,646		359,170		383,445		517,256		4,936,627																										絶縁電線及び絶縁ケーブル ゼツエン デンセン オヨ ゼツエン		10,813				染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		8,543		ゴム製品		11,442						製材 セイザイ		6,321										自動車部品 ジドウシャ ブヒン		15,744		その他製造工業品		19,733		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		30		窯業品		6,680

		3位 イ		鉄鋼		鋼材		鋼材		鉄鋼																																		廃棄物		7,150		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		10,948						動植物性製造飼肥料		2,042										染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		8,543		ゴム製品		11,442		麦		0		製材 セイザイ		6,321

				60,089		290,603		270,453		485,569																																		窯業品		4,660		製造食品 セイゾウ ショクヒン		10,817						鉄鋼		360										廃棄物		7,150		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		10,948		米 		0		動植物性製造飼肥料		2,042

		4位 イ		その他 タ		とうもろこし		金属くず		鋼材										完成自動車		アメリカ		7,323,862		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		ドイツ		965,450				その他 タ		88,899		その他 タ		66,258				鋼材 コウザイ		4,433		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		9,314						その他農産品		343										窯業品		4,660		製造食品 セイゾウ ショクヒン		10,817		とうもろこし		0		鉄鋼		360

				72,121		128,076		83,316		430,925												カナダ		490,688				ベルギー		200,086						2,571,715				711,978				産業機械 サンギョウ キカイ		3,697		木製品		9,098						化学薬品		110										鋼材 コウザイ		4,433		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		9,314		豆類 マメルイ		0		その他農産品		343

		5位 イ				化学薬品		廃棄物		石炭												ドイツ		425,874				インドネシア		169,859								合計 ゴウケイ		3,283,693				その他 タ		15,182		窯業品		6,579						木製品		60										産業機械 サンギョウ キカイ		3,697		木製品		9,098		その他雑穀		0		化学薬品		110

						41,714		71,285		367,454												スウェーデン		213,220				南アフリカ		75,270																		産業機械 サンギョウ キカイ		5,884						非金属鉱物		53										輸送用容器		2,777		窯業品		6,579		野菜・果物		0		木製品		60

		6位 イ				その他 タ		その他		石油製品												ベルギー		135,485				アメリカ		73,280																		金属製品		5,505						ゴム製品		34										ゴム製品		1,451		産業機械 サンギョウ キカイ		5,884		綿花		0		非金属鉱物		53

						202,006		99,249		310,992												チリ		120,150				イギリス 他8ヵ国 ホカ コク		274,654																		その他 タ		26,941																		動植物性製造飼肥料		1,401		金属製品		5,505		その他農産品		0		ゴム製品		34

		7位 イ								その他												コロンビア 他19ヵ国 ホカ コク		430,267		非金属鉱物 ヒキンゾク コウブツ		タイ		269,430																104,432				141,520				644				42,329		輸出 ユシュツ				輸入 ユニュウ				その他繊維工業品		1,360		製材 セイザイ		3,246		羊毛		0		麦		0

										607,258										金属くず キンゾク		韓国 他3ヵ国 カンコク ホカ コク		155,646				アメリカ 他2ヵ国 ホカ コク		89,740																														その他 タ		15,182		その他 タ		26,941		再利用資材		1,317		糸及び紡績半製品		3,143		その他畜産品		0		米 		0

		計 ケイ		9,427,402		2,780,168		2,738,571		4,663,186		19,609,327								鉄鋼 テッコウ		韓国 他1ヵ国 カンコク ホカ コク		60,089		鋼材 コウザイ		韓国 カンコク		290,603										豊橋支署（速報値） トヨハシ シショ ソクホウチ										三河港統計年報 ミカワ コウ トウケイ ネンポウ										輸送用容器		2,777		製材 セイザイ		3,246		非鉄金属		1,176		家具装備品 カグ ソウビヒン		3,068		水産品		0		とうもろこし		0

		三河港総計（確報値）(単位：トン) ミカワ コウ ソウケイ カクホウチ																		その他 タ		その他 タ		72,121		とうもろこし		アメリカ		85,320				三河港における取扱貨物の相手先(金額) キンガク						（百万円） ヒャクマン エン				三河港におけるコンテナ取扱量の内訳（平成28年） ミカワ コウ トリアツカイ リョウ ウチワケ ヘイセイ ネン																ゴム製品		1,451		糸及び紡績半製品		3,143		衣服・身廻品・はきもの		1,154		石炭		2,343		原木		0		豆類 マメルイ		0

		輸出 ユシュツ				輸入 ユニュウ				移出 イシュツ				移入 イニュウ														ブラジル 他2ヵ国 ホカ コク		42,756				輸出額 ユシュツ ガク				輸入額 ユニュウガク						移出入 イ シュツ ニュウ				移輸出入割合 イ ユシュツ ニュウ ワリアイ												動植物性製造飼肥料		1,401		家具装備品 カグ ソウビヒン		3,068		製造食品 セイゾウ ショクヒン		937		輸送用容器		2,177		製材 セイザイ		0		その他雑穀		0

				9,427,402				2,780,168				2,738,571				4,663,186										化学薬品 カガク ヤクヒン		韓国 他1ヵ国 カンコク ホカ コク		41,714				国名 クニ メイ		金額 キンガク		国名 クニ メイ		金額 キンガク				品名 ヒンメイ		トン		品名 ヒンメイ		トン										その他繊維工業品		1,360		石炭		2,343		糸及び紡績半製品		862		鉄鋼		2,067		樹脂類		0		野菜・果物		0

		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		9,139,546		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		1,758,599		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		1,830,823		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		1,943,732										その他 タ		その他 タ		202,006														染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		26,356		輸入 ユニュウ		141,520										再利用資材		1,317		輸送用容器		2,177		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		697		動植物性製造飼肥料		1,956		木材チップ モクザイ		0		綿花		0

		金属くず		155,646		非金属鉱物		359,170		鉄鋼		383,445		セメント		517,256																												その他 タ		16,617		輸出 ユシュツ		104,432										非鉄金属		1,176		鉄鋼		2,067		化学薬品		568		その他農産品		1,587		その他林産品 リンサン ヒン		0		羊毛		0

		鉄鋼		60,089		鋼材 コウザイ		290,603		鋼材 コウザイ		270,453		鉄鋼		485,569																																移入 イニュウ		42,329										衣服・身廻品・はきもの		1,154		動植物性製造飼肥料		1,956		金属製品		522		鉄鉱石 テッコウセキ		1,334		薪炭		0		その他畜産品		0

		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		15,744		とうもろこし		128,076		金属くず		83,316		鋼材 コウザイ		430,925																																移出 イシュツ		644										製造食品 セイゾウ ショクヒン		937		その他農産品		1,587		木製品		363		非鉄金属		1,289		石炭		0		水産品		0

		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		8,543		化学薬品		41,714		廃棄物		71,285		石炭		367,454																														42,973				288,925										糸及び紡績半製品		862		鉄鉱石 テッコウセキ		1,334		飲料 インリョウ		160		砂糖		987		鉄鉱石 テッコウセキ		0		原木		0

		廃棄物		7,150		飲料 インリョウ		25,773		非金属鉱物		39,567		石油製品		310,992																																												文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		697		非鉄金属		1,289		セメント		115		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		645		金属鉱 キンゾクコウ		0		樹脂類		0

		金属製品		5,549		その他製造工業品		19,733		水 ミズ		20,731		非金属鉱物		201,995																		アメリカ合衆国		2,173,177		ドイツ		276,901																				化学薬品		568		砂糖		987		家具装備品 カグ ソウビヒン		95		その他繊維工業品		557		砂利・砂 ジャリ		0		木材チップ モクザイ		0

		鋼材 コウザイ		5,477		コークス		18,463		廃土砂		18,150		ＬＰＧ（液化石油ガス）		102,500																		カナダ		137,925		英国		44,564																				金属製品		522		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		645		その他製造工業品		81		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		506		石材 セキザイ		0		その他林産品 リンサン ヒン		0

		窯業品		4,660		非鉄金属		15,484		砂利・砂 ジャリ		15,784		重油		89,073																		中華人民共和国		40,781		ベルギー		39,646																				木製品		363		その他繊維工業品		557		製材 セイザイ		56		衣服・身廻品・はきもの		405		原油		0		薪炭		0

		木製品		4,113		窯業品		11,679		分類不能のもの		1,570		非鉄金属		40,093						合計 ゴウケイ		9,427,402				合計		2,780,168				ドイツ		26,256		大韓民国 ダイカンミンコク		36,708																				飲料 インリョウ		160		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		506		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		49		薪炭		387		りん鉱石		0		石炭		0

		産業機械 サンギョウ キカイ		3,697		ゴム製品		11,442		コークス		1,500		廃棄物		29,215																		メキシコ		19,739		イタリア		36,164																				セメント		115		衣服・身廻品・はきもの		405		非金属鉱物		22		その他機械		335		石灰石		0		鉄鉱石 テッコウセキ		0

		輸送用容器		2,777		その他雑穀		11,305		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		1,080		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		26,326				移　　出 ウツリ デ						移　　入 ウツリ イリ								その他 タ		173,837		その他 タ		277,995																				家具装備品 カグ ソウビヒン		95		薪炭		387		取合せ品		11		その他日用品 タ ニチヨウヒン		310		原塩		0		金属鉱 キンゾクコウ		0

		ゴム製品		1,451		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		10,948		窯業品		700		砂利・砂 ジャリ		24,590																		総額 ソウガク		2,571,715		総額 ソウガク		711,978																				その他製造工業品		81		その他機械		335		鉄鋼		7		再利用資材		132		非金属鉱物		0		砂利・砂 ジャリ		0

		動植物性製造飼肥料		1,401		製材 セイザイ		10,946		産業機械 サンギョウ キカイ		137		その他食料工業品		20,963																																												製材 セイザイ		56		その他日用品 タ ニチヨウヒン		310		電気機械 デンキ キカイ		1		測量・光学・医療用機械 ソクリョウ コウガク イリョウ ヨウ キカイ		104		鉄鋼		0		石材 セキザイ		0

		その他繊維工業品		1,360		製造食品 セイゾウ ショクヒン		10,817		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		30		窯業品		18,741																																												その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		49		再利用資材		132		麦		0		化学肥料		84		鋼材 コウザイ		0		原油		0

		再利用資材		1,317		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		9,316		麦		0		コークス		10,450																																												非金属鉱物		22		測量・光学・医療用機械 ソクリョウ コウガク イリョウ ヨウ キカイ		104		米 		0		電気機械 デンキ キカイ		64		非鉄金属		0		りん鉱石		0

		原木		1,283		木製品		9,098		米 		0		その他雑穀		8,105																																												取合せ品		11		化学肥料		84		とうもろこし		0		非金属鉱物		51		金属製品		0		石灰石		0

		非鉄金属		1,176		産業機械 サンギョウ キカイ		6,312		とうもろこし		0		化学薬品		7,899																																												鉄鋼		7		電気機械 デンキ キカイ		64		豆類 マメルイ		0		鋼材 コウザイ		43		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0		原塩		0

		非金属鉱物		1,173		金属製品		5,517		豆類 マメルイ		0		とうもろこし		6,880				完成自動車 カンセイ ジドウシャ		北九州(福岡県)		457,995		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		北九州（福岡県）		1,142,185																														電気機械 デンキ キカイ		1		非金属鉱物		51		その他雑穀		0		コークス		38		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		0		鋼材 コウザイ		0

		衣服・身廻品・はきもの		1,154		糸及び紡績半製品		3,143		その他雑穀		0		製材 セイザイ		6,321						水島(岡山県)		355,172				仙台塩釜（宮城県）		488,410																														麦		0		鋼材 コウザイ		43		野菜・果物		0		水産品		27		その他輸送用車両		0		非鉄金属		0

		製造食品 セイゾウ ショクヒン		937		家具装備品 カグ ソウビヒン		3,068		野菜・果物		0		廃土砂		5,050						名古屋(愛知県)		246,970				横浜（神奈川県）		247,040																														米 		0		コークス		38		綿花		0		その他食料工業品		21		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		金属製品		0

		糸及び紡績半製品		862		原木		2,400		綿花		0		化学肥料		4,720						横浜(神奈川県)		221,780				苅田（福岡県）他11港 カリタ フクオカ ケン ミナト		66,097																														とうもろこし		0		水産品		27		その他農産品		0		金属鉱 キンゾクコウ		20		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0

		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		697		石炭		2,343		その他農産品		0		動植物性製造飼肥料		2,742						広島（広島県）		115,320		セメント		須崎（高知県）		216,067																														豆類 マメルイ		0		その他食料工業品		21		羊毛		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		15		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		0		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		0

		化学薬品		568		輸送用容器		2,177		羊毛		0		水産品		1,004						横須賀(神奈川県)他11港 ミナト		433,586				宇部（山口県）他2港 ホカ ミナト		301,189																														その他雑穀		0		金属鉱 キンゾクコウ		20		その他畜産品		0		麦		0		産業機械 サンギョウ キカイ		0		その他輸送用車両		0

		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		342		鉄鋼		2,067		その他畜産品		0		その他農産品		343				鉄鋼 テッコウ		千葉(千葉県)		99,822		鉄鋼 テッコウ		名古屋（愛知県）		117,210																														野菜・果物		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		15		水産品		0		米 		0		電気機械 デンキ キカイ		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0

		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		171		動植物性製造飼肥料		1,956		水産品		0		産業機械 サンギョウ キカイ		117						水島(岡山県)他13港 ミズシマ オカヤマケン ホカ ミナト		283,623				福山（広島県）他25港 フクヤマ ヒロシマケン ミナト		368,359																														綿花		0		麦		0		原木		0		とうもろこし		0		測量・光学・医療用機械 ソクリョウ コウガク イリョウ ヨウ キカイ		0		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		0

		飲料 インリョウ		160		その他農産品		1,587		原木		0		木製品		60				鋼材 コウザイ		千葉（千葉県）		66,673		鋼材 コウザイ		鹿島（茨城県） カシマ イバラキケン		108,043																														その他農産品		0		米 		0		樹脂類		0		豆類 マメルイ		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		0		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		0

		セメント		115		鉄鉱石 テッコウセキ		1,334		製材 セイザイ		0		金属製品		37						浦安（千葉県）他20港 ウラヤス チバ ミナト		203,780				堺泉北（大阪府）他13港 サカイ イズミ キタ オオサカフ ミナト		322,882																														羊毛		0		とうもろこし		0		木材チップ モクザイ		0		その他雑穀		0		その他機械		0		産業機械 サンギョウ キカイ		0

		家具装備品 カグ ソウビヒン		95		砂糖		987		樹脂類		0		ゴム製品		34				金属くず キンゾク		姫路（兵庫県）		70,703		石炭 セキタン		千葉（千葉県） チバ チバ		302,632																														その他畜産品		0		豆類 マメルイ		0		その他林産品 リンサン ヒン		0		野菜・果物		0		陶磁器		0		電気機械 デンキ キカイ		0

		その他製造工業品		81		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		860		木材チップ モクザイ		0		麦		0						和歌山下津（和歌山県）他6港 ワカヤマ シモツ ワカヤマケン ミナト		12,613				宇部（山口県）他1港 ウベ		64,822																														水産品		0		その他雑穀		0		薪炭		0		綿花		0		セメント		0		測量・光学・医療用機械 ソクリョウ コウガク イリョウ ヨウ キカイ		0

		製材 セイザイ		56		その他繊維工業品		557		その他林産品 リンサン ヒン		0		米 		0				廃棄物 ハイキブツ		赤穂（兵庫県）		13,750		石油製品 セキユ セイヒン		四日市（三重県） ヨッカイチ ミエケン		188,113																														原木		0		野菜・果物		0		石炭		0		羊毛		0		ガラス類		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		0

		取合せ品		11		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		506		薪炭		0		豆類 マメルイ		0						苅田（福岡県）他		57,535				北九州（福岡県）他8港 キタキュウシュウ フクオカケン ホカ ミナト		122,879																														樹脂類		0		綿花		0		鉄鉱石 テッコウセキ		0		その他畜産品		0		窯業品		0		その他機械		0

		電気機械 デンキ キカイ		1		衣服・身廻品・はきもの		405		石炭		0		野菜・果物		0				その他		その他 タ		99,249		その他		その他		607,258																														木材チップ モクザイ		0		羊毛		0		金属鉱 キンゾクコウ		0		原木		0		重油		0		陶磁器		0

		麦		0		薪炭		387		鉄鉱石 テッコウセキ		0		綿花		0																																												その他林産品 リンサン ヒン		0		その他畜産品		0		砂利・砂 ジャリ		0		樹脂類		0		石油製品		0		セメント		0

		米 		0		その他機械		368		金属鉱 キンゾクコウ		0		羊毛		0																																												薪炭		0		原木		0		石材 セキザイ		0		木材チップ モクザイ		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		ガラス類		0

		とうもろこし		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		310		石材 セキザイ		0		その他畜産品		0																																												石炭		0		樹脂類		0		原油		0		その他林産品 リンサン ヒン		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		重油		0

		豆類 マメルイ		0		その他輸送用車両		216		原油		0		原木		0																																												鉄鉱石 テッコウセキ		0		木材チップ モクザイ		0		りん鉱石		0		砂利・砂 ジャリ		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		石油製品		0

		その他雑穀		0		再利用資材		132		りん鉱石		0		樹脂類		0																																												金属鉱 キンゾクコウ		0		その他林産品 リンサン ヒン		0		石灰石		0		石材 セキザイ		0		コークス		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0

		野菜・果物		0		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		104		石灰石		0		木材チップ モクザイ		0																																												砂利・砂 ジャリ		0		砂利・砂 ジャリ		0		原塩		0		原油		0		石炭製品		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0

		綿花		0		電気機械 デンキ キカイ		89		原塩		0		その他林産品 リンサン ヒン		0																																												石材 セキザイ		0		石材 セキザイ		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0		りん鉱石		0		化学薬品		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0

		その他農産品		0		化学肥料		84		非鉄金属		0		薪炭		0																																												原油		0		原油		0		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		0		石灰石		0		化学肥料		0		コークス		0

		羊毛		0		水産品		27		金属製品		0		鉄鉱石 テッコウセキ		0																																												りん鉱石		0		りん鉱石		0		その他輸送用車両		0		原塩		0		紙・パルプ		0		石炭製品		0

		その他畜産品		0		その他食料工業品		21		その他輸送用車両		0		金属鉱 キンゾクコウ		0																																												石灰石		0		石灰石		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0		糸及び紡績半製品		0		化学肥料		0

		水産品		0		金属鉱 キンゾクコウ		20		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		石材 セキザイ		0						合計		2,738,571				合計		4,663,186																														原塩		0		原塩		0		測量・光学・医療用機械 ソクリョウ コウガク イリョウ ヨウ キカイ		0		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		0		その他繊維工業品		0		紙・パルプ		0

		樹脂類		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		15		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		0		原油		0																																												鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		0		その他輸送用車両		0		砂糖		0		糸及び紡績半製品		0

		木材チップ モクザイ		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		10		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		0		りん鉱石		0																																												完成自動車 カンセイ ジドウシャ		0		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		0		その他機械		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		製造食品 セイゾウ ショクヒン		0		その他繊維工業品		0

		その他林産品 リンサン ヒン		0		麦		0		電気機械 デンキ キカイ		0		石灰石		0																																												その他輸送用車両		0		その他輸送用車両		0		陶磁器		0		陶磁器		0		飲料 インリョウ		0		砂糖		0

		薪炭		0		米 		0		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		0		原塩		0																																												二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		ガラス類		0		セメント		0		水 ミズ		0		製造食品 セイゾウ ショクヒン		0

		石炭		0		豆類 マメルイ		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0																																												測量・光学・医療用機械 ソクリョウ コウガク イリョウ ヨウ キカイ		0		陶磁器		0		重油		0		ガラス類		0		たばこ		0		飲料 インリョウ		0

		鉄鉱石 テッコウセキ		0		野菜・果物		0		その他機械		0		その他輸送用車両		0																																												事務用機器 ジムヨウ キキ		0		セメント		0		石油製品		0		重油		0		その他食料工業品		0		水 ミズ		0

		金属鉱 キンゾクコウ		0		綿花		0		陶磁器		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0																																												その他機械		0		ガラス類		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		石油製品		0		がん具		0		たばこ		0

		砂利・砂 ジャリ		0		羊毛		0		セメント		0		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		0																																												陶磁器		0		重油		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		衣服・身廻品・はきもの		0		その他食料工業品		0

		石材 セキザイ		0		その他畜産品		0		ガラス類		0		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		0																																												ガラス類		0		石油製品		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		0		がん具		0

		原油		0		樹脂類		0		重油		0		電気機械 デンキ キカイ		0																																												重油		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		コークス		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		家具装備品 カグ ソウビヒン		0		衣服・身廻品・はきもの		0

		りん鉱石		0		木材チップ モクザイ		0		石油製品		0		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		0																																												石油製品		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		石炭製品		0		石炭製品		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		0

		石灰石		0		その他林産品 リンサン ヒン		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		0																																												ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		化学肥料		0		紙・パルプ		0		ゴム製品		0		家具装備品 カグ ソウビヒン		0

		原塩		0		砂利・砂 ジャリ		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		その他機械		0																																												ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		石炭製品		0		紙・パルプ		0		飲料 インリョウ		0		木製品		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0

		その他輸送用車両		0		石材 セキザイ		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		陶磁器		0																																												その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		紙・パルプ		0		砂糖		0		水 ミズ		0		その他製造工業品		0		その他製造工業品		0

		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		原油		0		石炭製品		0		ガラス類		0																																												コークス		0		飲料 インリョウ		0		水 ミズ		0		たばこ		0		再利用資材		0		金属くず		0

		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		0		りん鉱石		0		化学薬品		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0																																												石炭製品		0		水 ミズ		0		たばこ		0		がん具		0		動植物性製造飼肥料		0		再利用資材		0

		事務用機器 ジムヨウ キキ		0		石灰石		0		化学肥料		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0																																												化学肥料		0		たばこ		0		その他食料工業品		0		金属くず		0		廃棄物		0		廃棄物		0

		その他機械		0		原塩		0		紙・パルプ		0		石炭製品		0																																												紙・パルプ		0		がん具		0		がん具		0		廃棄物		0		廃土砂		0		廃土砂		0

		陶磁器		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		糸及び紡績半製品		0		紙・パルプ		0																																												砂糖		0		金属くず		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0		廃土砂		0		輸送用容器		0		輸送用容器		0

		ガラス類		0		陶磁器		0		その他繊維工業品		0		糸及び紡績半製品		0																																												水 ミズ		0		廃棄物		0		廃土砂		0		取合せ品		0		取合せ品		0		取合せ品		0

		重油		0		セメント		0		砂糖		0		その他繊維工業品		0																																												たばこ		0		廃土砂		0		分類不能のもの		0		分類不能のもの		0		分類不能のもの		0		分類不能のもの		0

		石油製品		0		ガラス類		0		製造食品 セイゾウ ショクヒン		0		砂糖		0																																												その他食料工業品		0		取合せ品		0		フェリー		0		フェリー		0		フェリー		0		フェリー		0

		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		重油		0		飲料 インリョウ		0		製造食品 セイゾウ ショクヒン		0																																												がん具		0		分類不能のもの		0				104,432				141,520				644				42,329

		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		石油製品		0		たばこ		0		飲料 インリョウ		0																																												その他日用品 タ ニチヨウヒン		0		フェリー		0

		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		その他食料工業品		0		水 ミズ		0																																												廃土砂		0

		コークス		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		がん具		0		たばこ		0																																												分類不能のもの		0

		石炭製品		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		衣服・身廻品・はきもの		0		がん具		0																																												フェリー		0

		化学肥料		0		石炭製品		0		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		0		衣服・身廻品・はきもの		0

		紙・パルプ		0		紙・パルプ		0		家具装備品 カグ ソウビヒン		0		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		0

		砂糖		0		水 ミズ		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0		家具装備品 カグ ソウビヒン		0

		水 ミズ		0		たばこ		0		ゴム製品		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0

		たばこ		0		がん具		0		木製品		0		その他製造工業品		0

		その他食料工業品		0		金属くず		0		その他製造工業品		0		金属くず		0

		がん具		0		廃棄物		0		再利用資材		0		再利用資材		0

		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0		廃土砂		0		動植物性製造飼肥料		0		輸送用容器		0

		廃土砂		0		取合せ品		0		輸送用容器		0		取合せ品		0

		分類不能のもの		0		分類不能のもの		0		取合せ品		0		分類不能のもの		0

		フェリー		0		フェリー		0		フェリー		0		フェリー		0



				輸出 ユシュツ				輸入 ユニュウ				移出 イシュツ				移入 イニュウ						合計 ゴウケイ

				9,427,402				2,780,168				2,738,571				4,663,186						19,609,327

		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		9,139,546		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		1,758,599		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		1,830,823		完成自動車 カンセイ ジドウシャ		1,943,732				完成自動車 カンセイ ジドウシャ		14,672,700

		金属くず		155,646		非金属鉱物		359,170		鉄鋼		383,445		セメント		517,256				鋼材 コウザイ		997,458

		鉄鋼		60,089		鋼材 コウザイ		290,603		鋼材 コウザイ		270,453		鉄鋼		485,569				鉄鋼		931,170

		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		15,744		とうもろこし		128,076		金属くず		83,316		鋼材 コウザイ		430,925				非金属鉱物		601,905

		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		8,543		化学薬品		41,714		廃棄物		71,285		石炭		367,454				セメント		517,371

		廃棄物		7,150		飲料 インリョウ		25,773		非金属鉱物		39,567		石油製品		310,992				石炭		369,797

		金属製品		5,549		その他製造工業品		19,733		水 ミズ		20,731		非金属鉱物		201,995				石油製品		310,992

		鋼材 コウザイ		5,477		コークス		18,463		廃土砂		18,150		ＬＰＧ（液化石油ガス）		102,500				金属くず		238,962

		窯業品		4,660		非鉄金属		15,484		砂利・砂 ジャリ		15,784		重油		89,073				とうもろこし		134,956

		木製品		4,113		窯業品		11,679		分類不能のもの		1,570		非鉄金属		40,093				廃棄物		107,650

		産業機械 サンギョウ キカイ		3,697		ゴム製品		11,442		コークス		1,500		廃棄物		29,215				ＬＰＧ（液化石油ガス）		102,500

		輸送用容器		2,777		その他雑穀		11,305		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		1,080		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		26,326				重油		89,073

		ゴム製品		1,451		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		10,948		窯業品		700		砂利・砂 ジャリ		24,590				非鉄金属		56,753

		動植物性製造飼肥料		1,401		製材 セイザイ		10,946		産業機械 サンギョウ キカイ		137		その他食料工業品		20,963				化学薬品		50,181

		その他繊維工業品		1,360		製造食品 セイゾウ ショクヒン		10,817		染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		30		窯業品		18,741				染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品		45,847

		再利用資材		1,317		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		9,316		麦		0		コークス		10,450				砂利・砂 ジャリ		40,374

		原木		1,283		木製品		9,098		米 		0		その他雑穀		8,105				窯業品		35,780

		非鉄金属		1,176		産業機械 サンギョウ キカイ		6,312		とうもろこし		0		化学薬品		7,899				コークス		30,413

		非金属鉱物		1,173		金属製品		5,517		豆類 マメルイ		0		とうもろこし		6,880				飲料 インリョウ		25,933

		衣服・身廻品・はきもの		1,154		糸及び紡績半製品		3,143		その他雑穀		0		製材 セイザイ		6,321				自動車部品 ジドウシャ ブヒン		25,060

		製造食品 セイゾウ ショクヒン		937		家具装備品 カグ ソウビヒン		3,068		野菜・果物		0		廃土砂		5,050				廃土砂		23,200

		糸及び紡績半製品		862		原木		2,400		綿花		0		化学肥料		4,720				その他食料工業品		20,984

		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		697		石炭		2,343		その他農産品		0		動植物性製造飼肥料		2,742				水 ミズ		20,731

		化学薬品		568		輸送用容器		2,177		羊毛		0		水産品		1,004				その他製造工業品		19,814

		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		342		鉄鋼		2,067		その他畜産品		0		その他農産品		343				その他雑穀		19,410

		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		171		動植物性製造飼肥料		1,956		水産品		0		産業機械 サンギョウ キカイ		117				製材 セイザイ		17,323

		飲料 インリョウ		160		その他農産品		1,587		原木		0		木製品		60				木製品		13,271

		セメント		115		鉄鉱石 テッコウセキ		1,334		製材 セイザイ		0		金属製品		37				ゴム製品		12,927

		家具装備品 カグ ソウビヒン		95		砂糖		987		樹脂類		0		ゴム製品		34				製造食品 セイゾウ ショクヒン		11,754

		その他製造工業品		81		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		860		木材チップ モクザイ		0		麦		0				金属製品		11,103

		製材 セイザイ		56		その他繊維工業品		557		その他林産品 リンサン ヒン		0		米 		0				産業機械 サンギョウ キカイ		10,263

		取合せ品		11		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		506		薪炭		0		豆類 マメルイ		0				動植物性製造飼肥料		6,099

		電気機械 デンキ キカイ		1		衣服・身廻品・はきもの		405		石炭		0		野菜・果物		0				輸送用容器		4,954

		麦		0		薪炭		387		鉄鉱石 テッコウセキ		0		綿花		0				化学肥料		4,804

		米 		0		その他機械		368		金属鉱 キンゾクコウ		0		羊毛		0				糸及び紡績半製品		4,005

		とうもろこし		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		310		石材 セキザイ		0		その他畜産品		0				原木		3,683

		豆類 マメルイ		0		その他輸送用車両		216		原油		0		原木		0				家具装備品 カグ ソウビヒン		3,163

		その他雑穀		0		再利用資材		132		りん鉱石		0		樹脂類		0				その他農産品		1,930

		野菜・果物		0		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		104		石灰石		0		木材チップ モクザイ		0				その他繊維工業品		1,917

		綿花		0		電気機械 デンキ キカイ		89		原塩		0		その他林産品 リンサン ヒン		0				分類不能のもの		1,570

		その他農産品		0		化学肥料		84		非鉄金属		0		薪炭		0				衣服・身廻品・はきもの		1,559

		羊毛		0		水産品		27		金属製品		0		鉄鉱石 テッコウセキ		0				再利用資材		1,449

		その他畜産品		0		その他食料工業品		21		その他輸送用車両		0		金属鉱 キンゾクコウ		0				鉄道車両 テツドウ シャリョウ		1,432

		水産品		0		金属鉱 キンゾクコウ		20		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		石材 セキザイ		0				鉄鉱石 テッコウセキ		1,334

		樹脂類		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		15		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		0		原油		0				文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		1,203

		木材チップ モクザイ		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		10		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		0		りん鉱石		0				水産品		1,031

		その他林産品 リンサン ヒン		0		麦		0		電気機械 デンキ キカイ		0		石灰石		0				その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		1,031

		薪炭		0		米 		0		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		0		原塩		0				砂糖		987

		石炭		0		豆類 マメルイ		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		0		鉄道車両 テツドウ シャリョウ		0				薪炭		387

		鉄鉱石 テッコウセキ		0		野菜・果物		0		その他機械		0		その他輸送用車両		0				その他機械		368

		金属鉱 キンゾクコウ		0		綿花		0		陶磁器		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0				その他日用品 タ ニチヨウヒン		310

		砂利・砂 ジャリ		0		羊毛		0		セメント		0		自動車部品 ジドウシャ ブヒン		0				その他輸送用車両		216

		石材 セキザイ		0		その他畜産品		0		ガラス類		0		その他輸送機械 タ ユソウ キカイ		0				測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		104

		原油		0		樹脂類		0		重油		0		電気機械 デンキ キカイ		0				電気機械 デンキ キカイ		90

		りん鉱石		0		木材チップ モクザイ		0		石油製品		0		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		0				金属鉱 キンゾクコウ		20

		石灰石		0		その他林産品 リンサン ヒン		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		事務用機器 ジムヨウ キキ		0				事務用機器 ジムヨウ キキ		15

		原塩		0		砂利・砂 ジャリ		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		その他機械		0				取合せ品		11

		その他輸送用車両		0		石材 セキザイ		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		陶磁器		0				麦		0

		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		原油		0		石炭製品		0		ガラス類		0				米 		0

		測量・光学・医療 ソクリョウ コウガク イリョウ		0		りん鉱石		0		化学薬品		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0				豆類 マメルイ		0

		事務用機器 ジムヨウ キキ		0		石灰石		0		化学肥料		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0				野菜・果物		0

		その他機械		0		原塩		0		紙・パルプ		0		石炭製品		0				綿花		0

		陶磁器		0		二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0		糸及び紡績半製品		0		紙・パルプ		0				羊毛		0

		ガラス類		0		陶磁器		0		その他繊維工業品		0		糸及び紡績半製品		0				その他畜産品		0

		重油		0		セメント		0		砂糖		0		その他繊維工業品		0				樹脂類		0

		石油製品		0		ガラス類		0		製造食品 セイゾウ ショクヒン		0		砂糖		0				木材チップ モクザイ		0

		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		重油		0		飲料 インリョウ		0		製造食品 セイゾウ ショクヒン		0				その他林産品 リンサン ヒン		0

		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		石油製品		0		たばこ		0		飲料 インリョウ		0				石材 セキザイ		0

		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0		その他食料工業品		0		水 ミズ		0				原油		0

		コークス		0		ＬＰＧ（液化石油ガス）		0		がん具		0		たばこ		0				りん鉱石		0

		石炭製品		0		その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0		衣服・身廻品・はきもの		0		がん具		0				石灰石		0

		化学肥料		0		石炭製品		0		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		0		衣服・身廻品・はきもの		0				原塩		0

		紙・パルプ		0		紙・パルプ		0		家具装備品 カグ ソウビヒン		0		文房具・運動娯楽用品・楽器 ブンボウグ ウンドウ ゴラク ヨウヒン ガッキ		0				二輪自動車 ニリン ジドウシャ		0

		砂糖		0		水 ミズ		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0		家具装備品 カグ ソウビヒン		0				陶磁器		0

		水 ミズ		0		たばこ		0		ゴム製品		0		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0				ガラス類		0

		たばこ		0		がん具		0		木製品		0		その他製造工業品		0				ＬＮＧ（液化天然ガス） エキカ テンネン		0

		その他食料工業品		0		金属くず		0		その他製造工業品		0		金属くず		0				その他石油製品 タ セキユ セイヒン		0

		がん具		0		廃棄物		0		再利用資材		0		再利用資材		0				石炭製品		0

		その他日用品 タ ニチヨウヒン		0		廃土砂		0		動植物性製造飼肥料		0		輸送用容器		0				紙・パルプ		0

		廃土砂		0		取合せ品		0		輸送用容器		0		取合せ品		0				たばこ		0

		分類不能のもの		0		分類不能のもの		0		取合せ品		0		分類不能のもの		0				がん具		0

		フェリー		0		フェリー		0		フェリー		0		フェリー		0				フェリー		0

				9,427,402				2,780,168				2,738,571				4,663,186
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世界の自動車港

				世界の主要自動車港湾　取扱台数の推移　（２００８～２０１２） セカイ シュヨウ ジドウシャ コウワン トリアツカイ ダイスウ スイイ																								世界の主要自動車港湾　取扱台数（2017） セカイ シュヨウ ジドウシャ コウワン トリアツカイ ダイスウ										＊2018.2.15取得豊橋税関速報データ　ほぼ確報値（輸出確報、輸入10桁速報値）台数の変動はほぼない シュトク トヨハシ ゼイカン ソクホウ カクホウ アタイ ユシュツ カクホウ ユニュウ ケタ ソクホウチ ダイスウ ヘンドウ

																						（単位：台） タンイ ダイ										（単位：万台） タンイ マン ダイ						＊総合のTOP3で名古屋港、三河港、横浜港を抽出 ソウゴウ ナゴヤ コウ ミカワコウ ヨコハマ コウ チュウシュツ

		Web				2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017				港 ミナト		2017		2017						輸出 ユシュツ						輸入 ユニュウ

		https://www.portofzeebrugge.be/en		ブレーマーハーフェン港
（ドイツ） コウ		2,078,889		1,231,122		1,631,443		2,127,899		2,181,993		2,178,720		2,269,512		2,254,938		2,067,938		2,303,895				ゼーブルージュ港
（ベルギー） コウ		2,830,000		283.0						税関名		累計数量				税関名		累計数量

		http://www.bremenports.de/standort/statistiken/automobilumschlag		ゼーブルージュ港
（ベルギー） コウ		2,126,143		1,286,120		1,602,264		1,736,298		1,747,334		1,942,998		2,200,422		2,427,950		2,776,113		2,830,000				ブレーマーハーフェン港
（ドイツ） コウ		2,303,895		230.4				1		名古屋		1301767		1		三河		189969

		財務省貿易統計（検索ページ） :財務省貿易統計 Trade Statistics of Japan		名古屋港 ナゴヤ コウ		1,811,037		1,071,913		1,372,961		1,356,789		1,533,542		1,482,502		1,444,190		1,363,504		1,326,195		1,308,361				名古屋港 ナゴヤ コウ		1,308,361		130.8				2		三河		934331		2		千葉		81897

		同上 ドウジョウ		三河港 ミカワ コウ		1,486,999		750,851		942,458		771,571		984,083		1,019,228		1,011,015		1,059,666		1,044,840		1,124,300				アントワープ港
（ベルギー）		1,238,128		123.8				3		横浜		830550		3		日立		41592

		同上 ドウジョウ		横浜港 ヨコハマ コウ		1,095,784		634,090		842,214		726,972		700,170		719,100		820,413		918,136		895,589		844,490				三河港 ミカワコウ		1,124,300		112.4				4		苅田		477315		4		横須賀		16306

		http://www.panynj.gov/port/trade-stats.html		ニューヨーク・ニュ
ージャージー港
（アメリカ合衆国） コウ ガッシュウコク		1,031,540		617,831		695,279		647,685		707,416		745,419		638,805		644,286		662,913		未 ミ				横浜港 ヨコハマコウ		844,490		84.4				5		広島		471115		5		横浜		13940

		http://www.upa.or.kr/
HP公開データがトンベースなので比較不可能 コウカイ ヒカク フカノウ		蔚山港
（韓国） ウツ コウ カンコク		1,070,000		920,000		950,720		1,080,953		1,111,538		1,000,000		データナシ		データナシ		データナシ										0.0						川崎		289045				名古屋		6594

		http://www.portofantwerp.com/en/publications/statistics		アントワープ港
（ベルギー） ミナト		961,673		770,319		920,381		1,080,747		1,240,223		1,299,961		1,195,161		1,307,511		1,189,568		1,238,128				↑各港が出そろったら並べ替えすること カク ミナト デ ナラ カ

				＜参照：財務省統計資料、各港湾統計（ＨＰ）、聞き取り調査による　公益社団法人東三河地域研究センター調査＞ サンショウ ザイムショウ トウケイ シリョウ カクコウワン トウケイ キ ト チョウサ																				*アントワープ、ブレーマーハーフェン速報値の可能性あり、イヤーブックで確定値をチェック ソクホウチ カノウセイ カクテイチ

				※　蔚山港のみ　2008年、2009年は概数 ウルサン コウ ネン ネン ガイスウ																				*ゼーブルージュはHPニュース上の概算値 ジョウ ガイサンチ

				※財務省貿易統計HP　概況品別税関一覧表（検索）  ザイムショウ ボウエキ トウケイ ケンサク
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2017総合計速報

		タイトル		概況品別税関一覧表														＊2018年1月30日取得データ ネン ガツ ニチ シュトク

		輸出入		輸出

		年月		'2017年12月

		概況品		概況品参照指定		'70503		自動車

		単位:(1000円)

																		総合 ソウゴウ		自動 ジドウ

		概況品		概況品名		税関		税関名		単位		累計数量		累計金額						累計数量		累計金額						累計数量				累計金額

		'70503		　自動車		'500		名古屋		NO		1301767		2882327828				名古屋		1,308,361		2,892,536,323		1		名古屋		1,308,361		三河		3,067,168,434

		'70503		　自動車		'504		三河		NO		934331		2462310909				三河		1,124,300		3,067,168,434		2		三河		1,124,300		名古屋		2,892,536,323

		'70503		　自動車		'200		横浜		NO		830550		1594932060				横浜		844,490		1,668,439,869		3		横浜		844,490		横浜		1,668,439,869

		'70503		　自動車		'602		苅田		NO		477315		1147441945				苅田		477,328		1,147,469,492		4		苅田		477,328		苅田		1,147,469,492

		'70503		　自動車		'345		広島		NO		471115		965998917				広島		471,155		966,093,730		5		広島		471,155		広島		966,093,730

		'70503		　自動車		'202		川崎		NO		289045		428002462				千葉		142,369		432,192,054				川崎		289,112		日立		762,430,038

		'70503		　自動車		'626		防府		NO		284151		442250856				日立		261,805		762,430,038				防府		284,153		博多		526,172,443

		'70503		　自動車		'604		博多		NO		251756		524924737				横須賀		61,724		114,055,034				日立		261,805		防府		442,270,927

		'70503		　自動車		'244		日立		NO		220213		574460657				川崎		289,112		428,211,871				博多		252,034		千葉		432,192,054

		'70503		　自動車		'300		神戸		NO		170088		96518760				防府		284,153		442,270,927				神戸		171,281		川崎		428,211,871

		'70503		　自動車		'402		堺		NO		164338		121539420				博多		252,034		526,172,443				堺		164,351		御前崎		128,843,075

		'70503		　自動車		'523		御前崎		NO		132032		128695755				神戸		171,281		111,025,891				千葉		142,369		堺		121,555,254

		'70503		　自動車		'222		木更津		NO		74821		37057089				堺		164,351		121,555,254				御前崎		132,148		横須賀		114,055,034

		'70503		　自動車		'220		千葉		NO		60472		99297038				御前崎		132,148		128,843,075				横須賀		61,724		神戸		111,025,891

		'70503		　自動車		'322		水島		NO		51066		60764533												総合全国計 ソウゴウ ゼンコク ケイ		6,322,059		総合全国計 ソウゴウ ゼンコク ケイ		13,132,405,115

		'70503		　自動車		'203		横須賀		NO		45418		93286975						自動 ジドウ								自動 ジドウ				13,132,405

		'70503		　自動車		'600		門司		NO		38283		26744178				輸出 ユシュツ		累計数量		累計金額				輸入 ユニュウ		累計数量		累計金額

		'70503		　自動車		'100		東京		NO		26186		54177300		1		名古屋		1,301,767		2,882,327,828				三河		189,969		604,857,525		604,858

		'70503		　自動車		'440		伏木		NO		24807		12769101		2		三河		934,331		2,462,310,909		2,462,311		千葉		81,897		332,895,016

		'70503		　自動車		'400		大阪		NO		21718		8654324		3		横浜		830,550		1,594,932,060				日立		41,592		187,969,381

		'70503		　自動車		'442		富山		NO		21322		12157393		4		苅田		477,315		1,147,441,945				横須賀		16,306		20,768,059

		'70503		　自動車		'520		清水		NO		17168		7283558		5		広島		471,115		965,998,917				横浜		13,940		73,507,809

		'70503		　自動車		'430		舞鶴		NO		11726		5817053		6		川崎		289,045		428,002,462

		'70503		　自動車		'540		四日市		NO		9103		16062026		7		防府		284,151		442,250,856

		'70503		　自動車		'803		苫小牧		NO		6555		1663364		8		博多		251,756		524,924,737

		'70503		　自動車		'620		下関		NO		6446		8917491				日立		220,213		574,460,657

		'70503		　自動車		'804		小樽		NO		4506		2547163				神戸		170,088		96,518,760

		'70503		　自動車		'120		新潟		NO		4288		1385432				堺		164,338		121,539,420

		'70503		　自動車		'260		仙台塩釜		NO		3212		437479				御前崎		132,032		128,695,755

		'70503		　自動車		'640		唐津		NO		1348		656107				木更津		74,821		37,057,089

		'70503		　自動車		'352		浜田		NO		1295		619557

		'70503		　自動車		'372		今治		NO		1117		119787				その他 タ								その他 タ		16,203		86,799,419

		'70503		　自動車		'850		秋田船川		NO		799		310679				合計 ゴウケイ		5,962,152		11,825,607,906				合計 ゴウケイ		359,907		1,306,797,209

		'70503		　自動車		'642		伊万里		NO		611		254516						5,962,152		11,825,607,906		11,825,608				359,907		1,306,797,209		1,306,797

		'70503		　自動車		'900		沖縄地区		NO		588		502686

		'70503		　自動車		'104		成田		NO		432		2206044

		'70503		　自動車		'370		松山		NO		350		96106				グラフ用 ヨウ								グラフ用 ヨウ

		'70503		　自動車		'403		岸和田		NO		322		161788				輸出 ユシュツ		累計数量		累計金額				輸入 ユニュウ		累計数量		累計金額		190.0

		'70503		　自動車		'603		戸畑		NO		248		86978		1		名古屋		1,301,767		2,882,327,828		28,823		三河		189,969		604,857,525		6,049

		'70503		　自動車		'720		三池		NO		222		381243		2		三河		934,331		2,462,310,909		24,623		千葉		81,897		332,895,016		3,329

		'70503		　自動車		'822		八戸		NO		200		34457		3		横浜		830,550		1,594,932,060		15,949		日立		41,592		187,969,381		1,880

		'70503		　自動車		'754		志布志		NO		180		107131		4		苅田		477,315		1,147,441,945		11,474		横須賀		16,306		20,768,059		208

		'70503		　自動車		'745		熊本		NO		120		7826		5		広島		471,115		965,998,917		9,660		横浜		13,940		73,507,809		735

		'70503		　自動車		'814		石狩		NO		117		57076				その他 タ		1,947,074		2,772,596,247		27,726		その他 タ		16,203		86,799,419		868

		'70503		　自動車		'342		福山		NO		79		149951				合計 ゴウケイ		5,962,152		11,825,607,906		118,256		合計 ゴウケイ		359,907		1,306,797,209		13,068

		'70503		　自動車		'502		中部空港		NO		46		817626						5,962,152		11,825,607,906						359,907		1,306,797,209

		'70503		　自動車		'350		境		NO		41		20046

		'70503		　自動車		'362		高松		NO		40		22192

		'70503		　自動車		'101		東京航空貨物（原木）		NO		33		120511

		'70503		　自動車		'452		金沢		NO		30		321178

		'70503		　自動車		'103		羽田		NO		24		70161

		'70503		　自動車		'670		細島		NO		17		856

		'70503		　自動車		'755		川内		NO		16		3261

		'70503		　自動車		'800		函館		NO		16		6315

		'70503		　自動車		'380		高知		NO		13		569

		'70503		　自動車		'703		佐世保		NO		13		1291

		'70503		　自動車		'404		関西空港		NO		6		18005

		'70503		　自動車		'623		宇部		NO		6		2213

		'70503		　自動車		'660		大分		NO		6		4468

		'70503		　自動車		'271		宇都宮		NO		5		12924

		'70503		　自動車		'628		岩国		NO		3		919

		'70503		　自動車		'343		因島		NO		2		750

		'70503		　自動車		'902		沖縄支署		NO		2		820

		'70503		　自動車		'122		直江津		NO		1		2472

		'70503		　自動車		'305		東播磨		NO		1		280

		'70503		　自動車		'390		小松島		NO		1		832

		'70503		　自動車		'624		徳山		NO		1		266

		'70503		　自動車		'700		長崎		NO		1		250

		'70503		　自動車		'807		釧路		NO		1		466

		'70503		　自動車		'808		根室		NO		1		1500

		タイトル		概況品別税関一覧表

		輸出入		輸入

		年月		'2017年12月

		概況品		概況品参照指定		'70501		自動車

		単位:(1000円)

		概況品		概況品名		税関		税関名		単位		累計数量		累計金額

		'70501		　自動車		'504		三河		NO		189969		604,857,525

		'70501		　自動車		'220		千葉		NO		81897		332,895,016

		'70501		　自動車		'244		日立		NO		41592		187,969,381

		'70501		　自動車		'203		横須賀		NO		16306		20,768,059

		'70501		　自動車		'200		横浜		NO		13940		73,507,809

		'70501		　自動車		'500		名古屋		NO		6594		10,208,495

		'70501		　自動車		'104		成田		NO		2121		38,802,060

		'70501		　自動車		'100		東京		NO		2042		11,742,241

		'70501		　自動車		'370		松山		NO		1224		150,314

		'70501		　自動車		'300		神戸		NO		1193		14,507,131

		'70501		　自動車		'520		清水		NO		1176		1,899,839

		'70501		　自動車		'803		苫小牧		NO		390		554,852

		'70501		　自動車		'400		大阪		NO		312		1,448,604

		'70501		　自動車		'604		博多		NO		278		1,247,706

		'70501		　自動車		'523		御前崎		NO		116		147,320

		'70501		　自動車		'502		中部空港		NO		99		727,018

		'70501		　自動車		'404		関西空港		NO		93		1,980,724

		'70501		　自動車		'900		沖縄地区		NO		79		28,731

		'70501		　自動車		'103		羽田		NO		70		2,145,532

		'70501		　自動車		'202		川崎		NO		67		209,409

		'70501		　自動車		'101		東京航空貨物（原木）		NO		58		232,754

		'70501		　自動車		'342		福山		NO		57		28,943

		'70501		　自動車		'345		広島		NO		40		94,813

		'70501		　自動車		'260		仙台塩釜		NO		30		62,467

		'70501		　自動車		'440		伏木		NO		30		11,526

		'70501		　自動車		'754		志布志		NO		20		6,017

		'70501		　自動車		'620		下関		NO		19		320,193

		'70501		　自動車		'602		苅田		NO		13		27,547

		'70501		　自動車		'402		堺		NO		13		15,834

		'70501		　自動車		'850		秋田船川		NO		10		24,213

		'70501		　自動車		'605		福岡空港		NO		9		6,298

		'70501		　自動車		'660		大分		NO		9		1,300

		'70501		　自動車		'600		門司		NO		8		13,787

		'70501		　自動車		'140		酒田		NO		8		1,893

		'70501		　自動車		'460		敦賀		NO		5		102,931

		'70501		　自動車		'372		今治		NO		5		6,837

		'70501		　自動車		'120		新潟		NO		4		2,962

		'70501		　自動車		'626		防府		NO		2		20,071

		'70501		　自動車		'322		水島		NO		2		6,823

		'70501		　自動車		'222		木更津		NO		2		1,788

		'70501		　自動車		'271		宇都宮		NO		1		5,191

		'70501		　自動車		'442		富山		NO		1		3,505

		'70501		　自動車		'700		長崎		NO		1		714

		'70501		　自動車		'350		境		NO		1		546

		'70501		　自動車		'430		舞鶴		NO		1		490





2017輸出速報

		タイトル		概況品別税関一覧表																		*2017.1.30取得貿易統計データ シュトク ボウエキ トウケイ

		輸出入		輸出

		年月		'2017年12月

		概況品		概況品参照指定		'70503		自動車														*上位に同数がいないかチェックすること ジョウイ ドウスウ

		単位:(1000円)																						*範囲　行9～ ハンイ ギョウ		78																		三河港・衣浦港説明資料_港別自動車輸出に使用 ミカワ コウ コロモウラ ミナト セツメイ シリョウ ミナト ベツ ジドウシャ ユシュツ シヨウ

																								円グラフ用 エン ヨウ																				↓税関名は固定*台数の順位に変動があった場合は変更 ゼイカン メイ コテイ ダイスウ ジュンイ ヘンドウ バアイ ヘンコウ

																5962152		11825607906				TOP5										*台数のTOP5の金額を表示 ダイスウ キンガク ヒョウジ												当年 トウネン		自動 ジドウ				前年 ゼンネン		手入力 テニュウリョク

		概況品		概況品名		税関		税関名		単位		当月数量		当月金額		累計数量		累計金額						税関名		数量		（万台） マン ダイ		(シェア)				税関名 ゼイカン メイ		金額 キンガク		（億円） オクエン		(シェア)				税関名 ゼイカン メイ		数量 スウリョウ		万台 マン ダイ		税関名 ゼイカン メイ		数量 スウリョウ		前年比 ゼンネンヒ

		'70503		　自動車		'100		東京		NO		2653		6119865		26186		54177300				1		名古屋		1,301,767		130		22%		1		名古屋		2,882,327,828		28,823		24%				名古屋		1301767		130		名古屋		1316888		-1.1%

		'70503		　自動車		'101		東京航空貨物（原木）		NO		-		-		33		120511				2		三河		934,331		93		16%		2		三河		2,462,310,909		24,623		21%				三河		934331		93		三河		865725		7.9%

		'70503		　自動車		'103		羽田		NO		-		-		24		70161				3		横浜		830,550		83		14%		3		横浜		1,594,932,060		15,949		13%				横浜		830550		83		横浜		882725		-5.9%

		'70503		　自動車		'104		成田		NO		28		163433		432		2206044				4		苅田		477,315		48		8%		4		苅田		1,147,441,945		11,474		10%				苅田		477315		48		苅田		380601		25.4%

		'70503		　自動車		'120		新潟		NO		381		92046		4288		1385432				5		広島		471,115		47		8%		5		広島		965,998,917		9,660		8%				広島		471115		47		広島		483294		-2.5%

		'70503		　自動車		'122		直江津		NO		-		-		1		2472						その他 タ		1,947,074		195		33%				その他 タ		2,772,596,247		27,726		23%				川崎		289045		29		川崎		444997		-35.0%

		'70503		　自動車		'200		横浜		NO		76882		160017731		830550		1594932060						合計 ゴウケイ		5,962,152		596		100%				合計 ゴウケイ		11,825,607,906		118,256		100%				防府		284151		28		防府		291581		-2.5%

		'70503		　自動車		'202		川崎		NO		24255		34515563		289045		428002462																										博多		251756		25		博多		216258		16.4%

		'70503		　自動車		'203		横須賀		NO		5405		11411337		45418		93286975

		'70503		　自動車		'220		千葉		NO		6026		9776217		60472		99297038				TOP10										*TOP10金額のみのランキング キンガク

		'70503		　自動車		'222		木更津		NO		6440		3054372		74821		37057089						税関名		数量		（万台） マン ダイ		(シェア)				税関名 ゼイカン メイ		金額 キンガク		（億円） オクエン		(シェア)

		'70503		　自動車		'244		日立		NO		19322		51578270		220213		574460657				1		名古屋		1,301,767		130		22%		1		名古屋		2,882,327,828		28,823		24%

		'70503		　自動車		'260		仙台塩釜		NO		223		36969		3212		437479				2		三河		934,331		93		16%		2		三河		2,462,310,909		24,623		21%

		'70503		　自動車		'271		宇都宮		NO		1		3168		5		12924				3		横浜		830,550		83		14%		3		横浜		1,594,932,060		15,949		13%

		'70503		　自動車		'300		神戸		NO		13704		8957566		170088		96518760				4		苅田		477,315		48		8%		4		苅田		1,147,441,945		11,474		10%

		'70503		　自動車		'305		東播磨		NO		-		-		1		280				5		広島		471,115		47		8%		5		広島		965,998,917		9,660		8%

		'70503		　自動車		'322		水島		NO		8760		10259763		51066		60764533				6		川崎		289,045		29		5%		6		日立		574,460,657		5,745		5%

		'70503		　自動車		'342		福山		NO		-		-		79		149951				7		防府		284,151		28		5%		7		博多		524,924,737		5,249		4%

		'70503		　自動車		'343		因島		NO		-		-		2		750				8		博多		251,756		25		4%		8		防府		442,250,856		4,423		4%

		'70503		　自動車		'345		広島		NO		41734		85206004		471115		965998917				9		日立		220,213		22		4%		9		川崎		428,002,462		4,280		4%

		'70503		　自動車		'350		境		NO		39		17946		41		20046				10		神戸		170,088		17		3%		10		御前崎		128,695,755		1,287		1%

		'70503		　自動車		'352		浜田		NO		26		13405		1295		619557

		'70503		　自動車		'362		高松		NO		-		-		40		22192

		'70503		　自動車		'370		松山		NO		19		5904		350		96106

		'70503		　自動車		'372		今治		NO		54		5697		1117		119787

		'70503		　自動車		'380		高知		NO		-		-		13		569

		'70503		　自動車		'390		小松島		NO		-		-		1		832

		'70503		　自動車		'400		大阪		NO		1931		720730		21718		8654324

		'70503		　自動車		'402		堺		NO		13971		10143590		164338		121539420

		'70503		　自動車		'403		岸和田		NO		33		15691		322		161788

		'70503		　自動車		'404		関西空港		NO		-		-		6		18005

		'70503		　自動車		'430		舞鶴		NO		1519		838213		11726		5817053

		'70503		　自動車		'440		伏木		NO		2786		1576492		24807		12769101

		'70503		　自動車		'442		富山		NO		2607		1622608		21322		12157393

		'70503		　自動車		'452		金沢		NO		1		23550		30		321178

		'70503		　自動車		'500		名古屋		NO		116193		253769494		1301767		2882327828

		'70503		　自動車		'502		中部空港		NO		11		285255		46		817626

		'70503		　自動車		'504		三河		NO		100722		275430303		934331		2462310909

		'70503		　自動車		'520		清水		NO		1556		537807		17168		7283558

		'70503		　自動車		'523		御前崎		NO		8891		9593542		132032		128695755

		'70503		　自動車		'540		四日市		NO		291		128603		9103		16062026

		'70503		　自動車		'600		門司		NO		2788		2007401		38283		26744178

		'70503		　自動車		'602		苅田		NO		33015		81502081		477315		1147441945

		'70503		　自動車		'603		戸畑		NO		15		1893		248		86978

		'70503		　自動車		'604		博多		NO		24422		55622137		251756		524924737

		'70503		　自動車		'620		下関		NO		384		283675		6446		8917491

		'70503		　自動車		'623		宇部		NO		-		-		6		2213

		'70503		　自動車		'624		徳山		NO		-		-		1		266

		'70503		　自動車		'626		防府		NO		25318		39473328		284151		442250856

		'70503		　自動車		'628		岩国		NO		-		-		3		919

		'70503		　自動車		'640		唐津		NO		351		183149		1348		656107

		'70503		　自動車		'642		伊万里		NO		208		86774		611		254516

		'70503		　自動車		'660		大分		NO		-		-		6		4468

		'70503		　自動車		'670		細島		NO		-		-		17		856

		'70503		　自動車		'700		長崎		NO		1		250		1		250

		'70503		　自動車		'703		佐世保		NO		4		358		13		1291

		'70503		　自動車		'720		三池		NO		16		20197		222		381243

		'70503		　自動車		'745		熊本		NO		-		-		120		7826

		'70503		　自動車		'754		志布志		NO		18		11102		180		107131

		'70503		　自動車		'755		川内		NO		-		-		16		3261

		'70503		　自動車		'800		函館		NO		2		205		16		6315

		'70503		　自動車		'803		苫小牧		NO		827		282899		6555		1663364

		'70503		　自動車		'804		小樽		NO		512		312993		4506		2547163

		'70503		　自動車		'807		釧路		NO		-		-		1		466

		'70503		　自動車		'808		根室		NO		-		-		1		1500

		'70503		　自動車		'814		石狩		NO		20		11610		117		57076

		'70503		　自動車		'822		八戸		NO		37		5530		200		34457

		'70503		　自動車		'850		秋田船川		NO		29		9068		799		310679

		'70503		　自動車		'900		沖縄地区		NO		8		4132		588		502686

		'70503		　自動車		'902		沖縄支署		NO		1		520		2		820





2017輸入速報

		タイトル		概況品別税関一覧表																		*2017.1.30取得貿易統計データ シュトク ボウエキ トウケイ

		輸出入		輸入

		年月		'2017年12月

		概況品		概況品参照指定		'70501		自動車														*上位に同数がいないかチェックすること ジョウイ ドウスウ

		単位:(1000円)																						*範囲　行9～ ハンイ ギョウ		53																		三河港・衣浦港説明資料_港別自動車輸出に使用 ミカワ コウ コロモウラ ミナト セツメイ シリョウ ミナト ベツ ジドウシャ ユシュツ シヨウ

																								円グラフ用 エン ヨウ																				↓税関名は固定*台数の順位に変動があった場合は変更 ゼイカン メイ コテイ ダイスウ ジュンイ ヘンドウ バアイ ヘンコウ

																359907		1306797209				TOP5										*台数のTOP5の金額を表示 ダイスウ キンガク ヒョウジ												当年 トウネン		自動 ジドウ				前年 ゼンネン		手入力 テニュウリョク

		概況品		概況品名		税関		税関名		単位		当月数量		当月金額		累計数量		累計金額						税関名		数量		（万台） マン ダイ		(シェア)				税関名 ゼイカン メイ		金額 キンガク		（億円） オクエン		(シェア)				税関名 ゼイカン メイ		数量 スウリョウ		万台 マン ダイ		税関名 ゼイカン メイ		数量 スウリョウ		前年比 ゼンネンヒ

		'70501		　自動車		'100		東京		NO		324		906476		2042		11742241				1		三河		189,969		19		53%		1		三河		604,857,525		6,049		46%				三河		189969		19.0		三河		179115		6.1%

		'70501		　自動車		'101		東京航空貨物（原木）		NO		-		-		58		232754				2		千葉		81,897		8		23%		2		千葉		332,895,016		3,329		25%				千葉		81897		8.2		千葉		74527		9.9%

		'70501		　自動車		'103		羽田		NO		20		630602		70		2145532				3		日立		41,592		4		12%		3		日立		187,969,381		1,880		14%				日立		41592		4.2		日立		42063		-1.1%

		'70501		　自動車		'104		成田		NO		158		4113601		2121		38802060				4		横須賀		16,306		2		5%		6		横須賀		20,768,059		208		2%				横須賀		16306		1.6		横須賀		23155		-29.6%

		'70501		　自動車		'120		新潟		NO		-		-		4		2962				5		横浜		13,940		1		4%		4		横浜		73,507,809		735		6%				横浜		13940		1.4		横浜		12864		8.4%

		'70501		　自動車		'140		酒田		NO		-		-		8		1893						その他 タ		16,203		2		5%				その他 タ		86,799,419		868		7%				名古屋		6594		0.7		名古屋		9307		-29.2%

		'70501		　自動車		'200		横浜		NO		2530		9285898		13940		73507809						合計 ゴウケイ		359,907		36		100%				合計 ゴウケイ		1,306,797,209		13,068		100%

		'70501		　自動車		'202		川崎		NO		-		-		67		209409

		'70501		　自動車		'203		横須賀		NO		1379		1894642		16306		20768059				*税関発表の成田空港の数字は成田と東京航空貨物（原木）を足している。それにならう形にするか決めること！ ゼイカン ハッピョウ ナリタ クウコウ スウジ ナリタ トウキョウ コウクウ カモツ ゲンボク タ カタチ キ

		'70501		　自動車		'220		千葉		NO		8656		36375796		81897		332895016				TOP10										*TOP10金額のみのランキング キンガク

		'70501		　自動車		'222		木更津		NO		-		-		2		1788						税関名		数量		（万台） マン ダイ		(シェア)				税関名 ゼイカン メイ		金額 キンガク		（億円） オクエン		(シェア)

		'70501		　自動車		'244		日立		NO		5821		26928974		41592		187969381				1		三河		189,969		19		53%		1		三河		604,857,525		6,049		46%

		'70501		　自動車		'260		仙台塩釜		NO		-		-		30		62467				2		千葉		81,897		8		23%		2		千葉		332,895,016		3,329		25%

		'70501		　自動車		'271		宇都宮		NO		-		-		1		5191				3		日立		41,592		4		12%		3		日立		187,969,381		1,880		14%

		'70501		　自動車		'300		神戸		NO		68		1805103		1193		14507131				4		横須賀		16,306		2		5%		4		横浜		73,507,809		735		6%

		'70501		　自動車		'322		水島		NO		-		-		2		6823				5		横浜		13,940		1		4%		5		成田		38,802,060		388		3%

		'70501		　自動車		'342		福山		NO		2		1193		57		28943				6		名古屋		6,594		1		2%		6		横須賀		20,768,059		208		2%

		'70501		　自動車		'345		広島		NO		2		7781		40		94813				7		成田		2,121		0		1%		7		神戸		14,507,131		145		1%

		'70501		　自動車		'350		境		NO		-		-		1		546				8		東京		2,042		0		1%		8		東京		11,742,241		117		1%

		'70501		　自動車		'370		松山		NO		126		15819		1224		150314				9		松山		1,224		0		0%		9		名古屋		10,208,495		102		1%

		'70501		　自動車		'372		今治		NO		-		-		5		6837				10		神戸		1,193		0		0%		10		羽田		2,145,532		21		0%

		'70501		　自動車		'400		大阪		NO		60		122847		312		1448604						成田 ナリタ		2179		0		1%				成田 ナリタ		39034814		390		3%

		'70501		　自動車		'402		堺		NO		-		-		13		15834						東京航空貨物（原木）										東京航空貨物（原木）

		'70501		　自動車		'404		関西空港		NO		10		148191		93		1980724

		'70501		　自動車		'430		舞鶴		NO		-		-		1		490

		'70501		　自動車		'440		伏木		NO		4		2071		30		11526

		'70501		　自動車		'442		富山		NO		-		-		1		3505						確かめ算 タシ サン

		'70501		　自動車		'460		敦賀		NO		1		18490		5		102931						三河		189969

		'70501		　自動車		'500		名古屋		NO		517		741316		6594		10208495						千葉		81897

		'70501		　自動車		'502		中部空港		NO		3		16790		99		727018						日立		41592

		'70501		　自動車		'504		三河		NO		19421		66510237		189969		604857525						横浜		13940

		'70501		　自動車		'520		清水		NO		136		315343		1176		1899839				*		成田 ナリタ		2179

		'70501		　自動車		'523		御前崎		NO		3		11065		116		147320						その他 タ		30330

		'70501		　自動車		'600		門司		NO		-		-		8		13787						合計 ゴウケイ		359907

		'70501		　自動車		'602		苅田		NO		1		918		13		27547

		'70501		　自動車		'604		博多		NO		13		132056		278		1247706

		'70501		　自動車		'605		福岡空港		NO		-		-		9		6298

		'70501		　自動車		'620		下関		NO		-		-		19		320193

		'70501		　自動車		'626		防府		NO		2		20071		2		20071

		'70501		　自動車		'660		大分		NO		-		-		9		1300

		'70501		　自動車		'700		長崎		NO		-		-		1		714

		'70501		　自動車		'754		志布志		NO		-		-		20		6017

		'70501		　自動車		'803		苫小牧		NO		40		62509		390		554852

		'70501		　自動車		'850		秋田船川		NO		-		-		10		24213

		'70501		　自動車		'900		沖縄地区		NO		6		2624		79		28731





自動車グラフ輸入のみ

		自動車の港別輸入台数 ジドウ シャ ミナト ベツ ユニュウ ダイスウ										*2018.1.30抽出データより チュウシュツ		2017		台数のみコピー ダイスウ						　範囲　行3～ ハンイ ギョウ		47

		年 ネン		全国 ゼンコク		三河港 ミカワ コウ		グラフ用年 ヨウ ネン		全国比 ゼンコク ヒ				税関名 ゼイカン メイ		数量 スウリョウ						TOP6

		1979		66,386		-				-				三河		189969				1		三河		189,969		53%

		1980		48,365		-				-				千葉		81897				2		千葉		81,897		23%

		1981		33,641		-				-				日立		41592				3		日立		41,592		12%

		1982		37,346		-				-				横須賀		16306				4		横須賀		16,306		5%

		1983		38,007		1				0%				横浜		13940				5		横浜		13,940		4%

		1984		44,885		-				-				名古屋		6594				6		名古屋		6,594		2%

		1985		53,181		9				0%				成田		2121						その他 タ		9,609		3%

		1986		74,383		-		S61						東京		2042						合計 ゴウケイ		359,907		100%

		1987		110,857		229		S62		0%				松山		1224

		1988		155,586		1,348		S63		1%				神戸		1193

		1989		200,364		2,202		H1		1%				清水		1176

		1990		257,191		5,981		H2		2%				苫小牧		390

		1991		203,259		16,154		H3		8%				大阪		312

		1992		191,012		35,687		H4		19%				博多		278

		1993		216,247		58,614		H5		27%				御前崎		116

		1994		314,203		95,658		H6		30%				中部空港		99

		1995		409,540		137,663		H7		34%				関西空港		93

		1996		459,867		146,394		H8		32%				沖縄地区		79

		1997		379,563		137,206		H9		36%				羽田		70

		1998		274,429		106,930		H10		39%				川崎		67

		1999		264,471		91,114		H11		34%				東京航空貨物（原木）		58

		2000		288,128		134,900		H12		47%				福山		57

		2001		293,979		144,783		H13		49%				広島		40

		2002		293,487		139,181		H14		47%				仙台塩釜		30

		2003		286,047		128,747		H15		45%				伏木		30

		2004		293,072		145,887		H16		50%				志布志		20

		2005		288,745		136,916		H17		47%				下関		19

		2006		286,873		129,250		H18		45%				苅田		13

		2007		298,414		114,367		H19		38%				堺		13

		2008		248,893		120,661		H20		48%				秋田船川		10

		2009		158,603		81,907		H21		52%				福岡空港		9

		2010		245,857		97,384		H22		40%				大分		9

		2011		291,306		131,435		H23		45%				門司		8

		2012		352,073		137,773		H24		39%				酒田		8

		2013		363,942		160,967		H25		44%				敦賀		5

		2014		356,429		186,988		H26		52%				今治		5

		2015		339,547		182,605		H27		54%				新潟		4

		2016		351,384		179,115		H28		51%				防府		2

		2017		359,907		189,969		H29		53%				水島		2

														木更津		2

														宇都宮		1

														富山		1

														長崎		1

														境		1

														舞鶴		1













国別

		タイトル		税関別国別総額表																		*2017.1.31取得貿易統計データ シュトク ボウエキ トウケイ

		年月		2017年全期

		税関		官署指定		'504		三河														*上位に同数がいないかチェックすること ジョウイ ドウスウ

		国		全対象指定																		*範囲　行9～		88

		単位:(1000円)																				グラフ用 ヨウ

																						円グラフ エン

												2571705831				711985751						国別輸出TOP5 クニベツ ユシュツ								国別輸入TOP5 クニベツ ユニュウ

		税関		税関名		国		国名		当月輸出金額		累計輸出金額		当月輸入金額		累計輸入金額						税関名		金額 キンガク		(シェア)				税関名		金額 キンガク		(シェア)

		'504		三河		'103		大韓民国				16195281				36708382				1		アメリカ合衆国		2,173,177,040		84.5%		1		ドイツ		276,900,984		38.9%

		'504		三河		'105		中華人民共和国				40781411				26926426				2		カナダ		137,924,609		5.4%		2		英国		44,564,109		6.3%

		'504		三河		'106		台湾				2935986				582294				3		中華人民共和国		40,781,411		1.6%		3		ベルギー		39,646,233		5.6%

		'504		三河		'108		香港				160877				2400				4		ドイツ		26,256,095		1.0%		4		大韓民国		36,708,382		5.2%

		'504		三河		'110		ベトナム				3125722				1482630				5		メキシコ		19,738,657		0.8%		5		イタリア		36,163,766		5.1%

		'504		三河		'111		タイ				2591048				7050256						その他 タ		173,828,019		6.8%				その他 タ		278,002,277		39.0%

		'504		三河		'112		シンガポール				3578694				486637						合計 ゴウケイ		2,571,705,831		100.0%				合計 ゴウケイ		711,985,751		100.0%

		'504		三河		'113		マレーシア				560830				829203

		'504		三河		'117		フィリピン				137661				4246806								25,717								7,120

		'504		三河		'118		インドネシア				4062773				21449187

		'504		三河		'120		カンボジア				47655				0

		'504		三河		'121		ラオス				0				67485

		'504		三河		'122		ミャンマー				89504				18799

		'504		三河		'123		インド				2995863				4026651

		'504		三河		'124		パキスタン				227168				0

		'504		三河		'125		スリランカ				534				0

		'504		三河		'127		バングラデシュ				35347				0

		'504		三河		'133		イラン				89743				0

		'504		三河		'143		イスラエル				23750				0

		'504		三河		'202		ノルウェー				5100228				4286237

		'504		三河		'203		スウェーデン				5131283				27033008

		'504		三河		'204		デンマーク				612268				906805

		'504		三河		'205		英国				15764018				44564109

		'504		三河		'206		アイルランド				84685				50199

		'504		三河		'207		オランダ				1984885				1605419

		'504		三河		'208		ベルギー				4067263				39646233

		'504		三河		'210		フランス				0				19866019

		'504		三河		'213		ドイツ				26256095				276900984

		'504		三河		'215		スイス				1006242				0

		'504		三河		'217		ポルトガル				0				3519886

		'504		三河		'218		スペイン				87570				9509236

		'504		三河		'220		イタリア				56345				36163766

		'504		三河		'221		マルタ				13770				0

		'504		三河		'222		フィンランド				0				5946823

		'504		三河		'223		ポーランド				1490964				11282699

		'504		三河		'224		ロシア				1157929				0

		'504		三河		'225		オーストリア				0				8380413

		'504		三河		'227		ハンガリー				3587				24733768

		'504		三河		'228		セルビア				16526				0

		'504		三河		'231		ルーマニア				0				15841

		'504		三河		'232		ブルガリア				2902				0

		'504		三河		'234		トルコ				501543				9908

		'504		三河		'241		クロアチア				0				18633

		'504		三河		'242		スロベニア				49788				2286792

		'504		三河		'245		チェコ				664705				46727

		'504		三河		'246		スロバキア				0				11225111

		'504		三河		'302		カナダ				137924609				592212

		'504		三河		'304		アメリカ合衆国				2173177040				29033652

		'504		三河		'305		メキシコ				19738657				14046758

		'504		三河		'306		グアテマラ				6288011				0

		'504		三河		'307		ホンジュラス				2946361				0

		'504		三河		'308		ベリーズ				128263				0

		'504		三河		'309		エルサルバドル				2600709				0

		'504		三河		'310		ニカラグア				3394637				0

		'504		三河		'311		コスタリカ				7762722				0

		'504		三河		'312		パナマ				10222342				1260444

		'504		三河		'316		ジャマイカ				5085				0

		'504		三河		'319		バルバドス				16540				0

		'504		三河		'320		トリニダード・トバゴ				1898				0

		'504		三河		'324		プエルトリコ（米）				11818030				0

		'504		三河		'326		蘭領アンティール				466379				0

		'504		三河		'330		セントルシア				1959				0

		'504		三河		'334		モントセラト（英）				16919				0

		'504		三河		'401		コロンビア				16772729				0

		'504		三河		'403		ガイアナ				2514				0

		'504		三河		'406		エクアドル				2999244				0

		'504		三河		'407		ペルー				1738540				0

		'504		三河		'408		ボリビア				3449183				0

		'504		三河		'409		チリ				6833844				0

		'504		三河		'410		ブラジル				488030				7558723

		'504		三河		'413		アルゼンチン				55684				76552

		'504		三河		'501		モロッコ				15222				727444

		'504		三河		'506		エジプト				12301				0

		'504		三河		'509		モーリタニア				0				754955

		'504		三河		'515		リベリア				6823345				0

		'504		三河		'551		南アフリカ共和国				3045				24972087

		'504		三河		'601		オーストラリア				10170985				253404

		'504		三河		'606		ニュージーランド				4137259				809101

		'504		三河		'612		フィジー				1302				0

		'504		三河		'613		ソロモン				0				24647





輸出

		タイトル		税関別概況品別表

		輸出入		輸出

		年月		2017年全期

		税関		官署指定		'504		三河

		概況品		全概況品

		単位:(1000円)

																		17694336

		税関		税関名		概況品		概況品名		単位		当月数量		当月金額		累計数量		累計金額

		'504		三河		'0		食料品及び動物										63463

		'504		三河		'2		原材料										10328270

		'504		三河		'3		鉱物性燃料										10331305

		'504		三河		'4		動植物性油脂		MT						794		331930

		'504		三河		'5		化学製品										30985005

		'504		三河		'6		原料別製品										17630873

		'504		三河		'7		機械類及び輸送用機器										2498949382

		'504		三河		'8		雑製品										1944995

		'504		三河		'9		特殊取扱品										1140608





輸入

		タイトル		税関別概況品別表

		輸出入		輸入

		年月		2017年全期

		税関		官署指定		'504		三河

		概況品		全概況品

		単位:(1000円)

																		15700532

		税関		税関名		概況品		概況品名		単位		当月数量		当月金額		累計数量		累計金額

		'504		三河		'0		食料品及び動物										15700532

		'504		三河		'1		飲料及びたばこ										793

		'504		三河		'2		原材料										5816215

		'504		三河		'3		鉱物性燃料										2132226

		'504		三河		'5		化学製品										10880730

		'504		三河		'6		原料別製品										44131892

		'504		三河		'7		機械類及び輸送用機器										631579038

		'504		三河		'8		雑製品										1271743

		'504		三河		'9		特殊取扱品										472582
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川崎港　輸入対2016


食料品及び動物115%


飲料及びたばこ143%


原材料123%


鉱物性燃料138%


動植物性油脂101%


化学製品116%


原料別製品125%


機械類及び輸送用機器67%


雑製品127%


特殊取扱品97%






国 土 交 通 省
中部地方整備局

衣浦港事務所
〒475-0831 愛知県半田市11号地2番地

TEL   0569-21-2311 FAX  0569-21-2312

三河港湾事務所
〒441-8075 愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1

TEL 0532-32-3251 FAX 0532-32-5049

http://www.mikawa.pa.cbr.mlit.go.jp/

海とみなとの相談窓口

全国共通フリーダイヤル

0120-497-370
おおいに よくなれ みなと

受付時間※ 9:00～12:00と13:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)
※一部の地域を除きます。

「５３０運動」をご存じですか？この活動は“ごみゼロ”にちなみ、毎年5月30日に市民が協力し合って、地
域のごみを拾い集める取り組みです。豊橋市が発祥の地であり、現在では、全国各地でごみ拾いを行う行事が開催
されています。

7月16日（月・祝）、海の日にポートインフォメーションセンター「カモメリア」周辺一帯で「豊橋みなと
フェスティバル2018」が開催される予定です。このイベントは多くの方に“みなと”を親しんでもらうとともに、
“みなと”の重要性や役割について理解を深めてもらうことを目的に、毎年海の日に開催されています。

当事務所もブースを出展し、事業ＰＲと併せて地震によって起こる津波や液状化の仕組みをわかりやすく知って
いただくために、模型を使った津波実験と液状化実験を行う予定です。南海トラフ巨大地震の発生が危惧されてい
るなかで改めて地震の怖さを感じていただき、住民の皆様の防災に関する意識の高揚と港湾整備へのご理解につな
がればと考えています。

是非ご家族・ご友人をお誘い合わせのうえ、ご来場下さい。
※出展内容につきましては事情により変更になる場合があります。

津波実験の様子

当事務所職員も、6月5日（火）のお昼の休憩時間を利
用して、事務所周辺及び近隣の公園の清掃を行いました。
当日は空き缶やペットボトル、プラスチック容器など、
10袋以上のごみを拾い集めることができました。

この活動をより多くの方々に知ってもらえるように、
当事務所では引き続き、周知及び清掃活動を行っていき
ます。合言葉は“自分のごみは自分で持ちかえりましょ
う”です！

〇日時 ： 平成30年7月16日(月・海の日)
午前10時～午後6時（予定）

〇場所 ： ポートインフォメーションセンター 「カモメリア」一帯
（豊橋市神野ふ頭町3-29）

※詳細は豊橋商工会議所HPをご覧ください。
http://www.toyohashi-cci.or.jp/event/minatofes/ 液状化実験の様子

昨年度の様子

ごみ拾いの様子 回収したごみ

7月1日（日）、碧南市に日本最大級の内陸型ビーチコートがオープンしました。東海地区初のオーストラリア
産けい砂を敷いた、ビーチバレーボールコート6面分（ビーチサッカーコート2面分）の規模のビーチコートです。
ナイター設備や音響設備、簡易テント、ビーチバレーボールのレンタル等、魅力がいっぱいのビーチコートをぜひ
ご利用ください。

〇場所 ：碧南市港本町1-1
〇問い合せ先：碧南市教育委員会

教育部スポーツ課
〇電話番号 ：0566-48-5311

※利用方法・料金等詳細は、碧南市公式HPスポーツ課のページを
ご覧ください。
http://www.city.hekinan.aichi.jp/sports/BeachVolley.htm

ビーチコートへのアクセス
（碧南市提供資料より）

ビーチコートの様子
（碧南市提供資料より）

http://www.toyohashi-cci.or.jp/event/minatofes/
http://www.city.hekinan.aichi.jp/sports/BeachVolley.htm
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