
 

 

  

重要港湾全体  ～前年比２１.４％増（平成２２年比１．０％増）となり過去最高の貨物量～ 

・取扱貨物量： 90,568千トン  （前年比 15,992千トン，21.4％増） 

外貿    ： 49,977千トン  （前年比 11,771千トン，30.8％増） 

内貿    ： 40,591千トン  （前年比  4,221千トン，11.6％増） 

 

【重要港湾輸移出入別】               

   

【重要港湾公専別】 

 
【取扱貨物量年次推移】                            （単位：千トン） 

  

区 分 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年 

平成 24年 

（速報） 

 日立港区 5,976 5,186 5,961 4,211 4,937 

常陸那珂港区 4,366 4,937 6,499 6,092 7,070 

大洗港区 14,135 13,452 13,218 9,850 12,728 

茨城港計 24,477 23,576 25,678 20,153 24,735 

鹿島港 65,013 55,401 64,000 54,423 65,833 

重要港湾計 89,490 78,976 89,679 74,576 90,568 

 

90,568 89,490 

【概略版】平成２４年茨城県内各港の港勢（速報） 

（平成２４年１月～１２月） 

78,976 

89,679 

74,576 

１ 



茨 城 港  

○取扱貨物量 ：24,735千トン （前年比 4,581千トン，22.7％増） 

   外貿    ： 4,332千トン （前年比 1,032千トン，31.3％増） 

     輸出…   1,295千トン （41.8％増） 

     輸入…   3,036千トン （27.3％増）   

    内貿   ：20,403千トン （前年比 3,549千トン，21.1％増）  

     移出…  10,170千トン （21.6％増） 

     移入…  10,233千トン （20.5％増） 

 

【取扱貨物量（輸出入・移出入別）】 

 

 

 平成２２年～平成２４年 貨物量の推移［合計及び外貿・内貿別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：千トン 

２ 



茨城港日立港区 ～完成自動車等の輸出入の増～ 

○取扱貨物量：4,937千トン （前年比 726千トン，17.2％増）  

   外貿  ：1,014千トン （前年比 367千トン，56.7％増） 

    輸出…    461千トン （41.1％増） 

    輸入…    553千トン （72.6％増） 

    内貿    ：3,923千トン （前年比 359千トン，10.1％増） 

    移出…  2,106千トン （11.0％増） 

    移入…  1,816千トン （ 9.1％増） 

【取扱貨物量（輸出入・移出入別］】 

 

【品種別貨物量 （４，９３７千トン）】 

 

 

【平成２２年～平成２４年 貨物量の推移（合計及び外貿・内貿別）】 

 

単位：千トン 

３ 



茨城港常陸那珂港区 ～石炭等の輸入増，産業機械等の輸出増～  

・取扱貨物量 ：7,070千トン （前年比 977千トン，16.0％増） 

   外貿   ：3,318千トン （前年比 665千トン，25.1％増） 

    輸出…    834千トン （42.2％増） 

    輸入…  2,484千トン （20.2％増）  

   内貿   ：3,752千トン （前年比 312千トン， 9.1％増）  

    移出…  1,574千トン （11.4％増） 

    移入…   2,178千トン （ 7.4％増） 

【取扱貨物量（輸出入・移出入別）】 

 

 

【品種別貨物量（７，０７０千トン）】 

 

 

【平成２２年～平成２４年 貨物量の推移（合計及び外貿・内貿別）】 

 

単位：千トン 

４ 



○コンテナ取扱個数 ：13,979TEU （前年比 7,279TEU，108.6％増） 

   外貿         ： 7,045TEU （前年比 4,154TEU，143.7％増） 

    輸出…     ： 2,578TEU （ 71.9％増） 

    輸入…    ： 4,467TEU （221.1％増）  

   内貿         ： 6,934TEU （前年比 3,125TEU， 82.0％増） 

    移出…     ： 4,171TEU （ 61.7％増） 

    移入…    ： 2,763TEU （124.8％増） 

【コンテナ取扱個数（輸出入・移出入別）】 

 

※ TEU=20 ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ換算 

※ 空ｺﾝﾃﾅを含む。 

 

 

茨城港大洗港区 ～フェリー貨物の取扱量増～ 

○取扱貨物量：12,728千トン （前年比 2,878千トン，29.2％増）  

   移出…   6,489千トン （28.5％増） 

   移入…     6,239千トン （30.0％増） 

 

 

 

５ 



船舶乗降人員数 

○船舶乗降人員数：151,391人 （前年比 34,099人，29.1％増）  

乗込人員…     75,074人 （29.8％増） 

上陸人員…     76,317人 （28.4％増） 

 

【船舶乗降人員数】 

 

 

 

鹿 島 港 ～原油，鉄鉱石等の輸入増～ 

○取扱貨物量： 65,833千トン （前年比 11,410千トン，21.0％増） 

外貿    ： 45,645千トン （前年比 10,739千トン，30.8％増） 

輸出…    5,607千トン （68.4％増） 

輸入…   40,038千トン （26.8％増）  

内貿  ：20,188千トン （前年比    672千トン， 3.4％増）  

    移出…   12,747千トン （20.4％増） 

移入…   7,441千トン （16.7％減） 

 

 

177,015 

117,292 

151,391 

６ 



【品種別貨物量（６５，８３３千トン）】 

 

【平成２２年～平成２４年 貨物量の推移（合計及び外貿・内貿別）】 

 

○コンテナ取扱個数 ： 3,782TEU （前年比 1,097TEU，40.9％増） 

   外貿         ：   221TEU （前年比    78TEU，26.1％減） 

    輸出…     ：  221TEU （23.3％減） 

    輸入…    ：     0TEU   

   内貿         ： 3,561TEU （前年比 1,175TEU，49.2％増） 

    移出…     ： 1,783TEU （98.6％増） 

    移入…    ： 1,778TEU （19.5％増） 

【コンテナ取扱個数（輸出入・移出入別）】 

 

※ TEU=20 ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ換算 

※ 空ｺﾝﾃﾅを含む。 

 

注意）数値の単位未満は四捨五入しているため，合計の数値と内訳の数値が一致しない場合等があります。 

単位：千トン 

７ 


