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重要港湾全体  ～取扱貨物量が89,932千トンとなり,平成２６年比1.1％減～ 

・取扱貨物量： 89,932千トン  （前年比  △1,006千トン，1.1％減） 

外貿    ： 51,025千トン  （前年比  640千トン，1.3％増） 

内貿    ： 38,906千トン  （前年比   △1,646千トン，4.1％減） 

 

【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22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

平成27年 

（速報） 

 日立港区 5,961 4,211 4,707 4,890 4,751 5,023 

常陸那珂港区 6,499 6,092 7,123 9,294 10,053 10,782 

大洗港区 13,218 9,850 12,728 13,755 14,254 12,411 

茨城港計 25,678 20,153 24,558 27,940 29,059 28,216 

鹿島港 64,000 54,423 65,833 66,593 61,879 61,716 

重要港湾計 
89,679 74,576 90,391 94,533 90,938 89,932 

 

【概要版】平成２７年茨城県内各港の港勢（速報） 

（平成２７年１月～１２月） 

（単位：千トン） 
89,932 89,679 

74,576 

90,391 94,533 90,938 
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茨 城 港  

○取扱貨物量 ：28,216千トン （前年比  △843千トン，2.9％減） 

   外貿    ： 7,692千トン （前年比   758千トン，10.9％増） 

     輸出…   1,262千トン （0.9％増） 

     輸入…   6,431千トン （13.1％増）   

    内貿   ：20,523千トン （前年比   △1,601千トン，7.2％減）  

     移出…  10,584千トン （5.9％減） 

     移入…  9,939千トン （8.7％減） 

 

【取扱貨物量（輸出入・移出入別）】 

 

 

 平成２５年～平成２７年 貨物量の推移［合計及び外貿・内貿別］ 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千トン） 

（単位：千トン） 

28,216 29,059 

27,940 29,059 28,216 
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茨城港日立港区 ～完成自動車の輸出増，ＬＮＧの輸入開始により，取扱貨物量が 5.7％増～ 

○取扱貨物量：5,023千トン （前年比  272千トン，5.7％増）  

   外貿  ：1,223千トン （前年比  233千トン，23.5％増） 

    輸出…    470千トン （35.0％増） 

    輸入…    753千トン （17.3％増） 

    内貿    ：3,800千トン （前年比  39千トン，1.0％増） 

    移出…  2,270千トン （2.5％増） 

    移入…  1,530千トン （1.0％減） 

【取扱貨物量（輸出入・移出入別）】 

 

【平成２６年 品種別貨物量（４，７５１千トン）】 

 

 

【平成２７年 品種別貨物量（５，０２３千トン）】 

【平成２５年～平成２７年 貨物量の推移（合計及び外貿・内貿別）】 

 

（単位：千トン） 

（単位：千トン） （単位：千トン） 

（単位：千トン） 

5,023 4,751 

4,890 5,023 4,751 
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茨城港常陸那珂港区 ～石炭の輸入増により，取扱貨物量が7.3％増～  

・取扱貨物量 ：10,782千トン （前年比  729千トン， 7.3％増） 

   外貿   ：6,469千トン （前年比  525千トン，8.8％増） 

    輸出…    792千トン （12.2％減） 

    輸入…  5,678千トン （12.6％増）  

   内貿   ：4,313千トン （前年比  204千トン， 5.0％増）  

    移出…  1,977千トン （13.6％増） 

    移入…   2,335千トン （1.4％減） 

【取扱貨物量（輸出入・移出入別）】 

【平成２６年 品種別貨物量（１０，０５３千トン）】

 

【平成２７年 品種別貨物量（ １０，７８２千トン）】 

【平成２５年～平成２７年 貨物量の推移（合計及び外貿・内貿別）】 

  

（単位：千トン） 

 

（単位：千トン） 

（単位：千トン） 
10,782 

10,053 

9,294 
10,782 

10,053 

（単位：千トン） 
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○コンテナ取扱個数 ：28,556TEU （前年比  △2,230TEU，7.2％減） 

   外貿         ：19,604TEU （前年比  △5,976TEU，23.4％減） 

    輸出…     ：8,836TEU （27.7％減） 

    輸入…    ：10,768TEU （ 19.4％減）  

   内貿         ： 8,952TEU （前年比  3,746TEU，72.0％増） 

    移出…     ： 5,354TEU （ 50.7％増） 

    移入…    ： 3,598TEU （117.7％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 ～フェリー火災事故に伴う便数減により，フェリー貨物量が12.9％減，船舶乗降人員数が

6.0％減～ 

○取扱貨物量：12,411千トン （前年比  △1843千トン，12.9％減）  

   移出…   6,336千トン （13.1％減） 

   移入…     6,074千トン （12.8％減） 

 

 

（単位：千トン） 

（単位：ＴＥＵ） 

14,254 

12,411 

28,556 
30,786 
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○船舶乗降人員数：147,752人 （前年比  △9,507人，6.0％減）  

乗込人員…     73,024人 （6.3％減） 

上陸人員…     74,728人 （5.7％減） 

 

【船舶乗降人員数】 

  

 

 

鹿 島 港 ～立地企業の安定した生産活動により，前年並みの取扱貨物量（0.3％減）を維持～ 

○取扱貨物量： 61,716千トン （前年比  △163千トン，0.3％減） 

外貿    ： 43,333千トン （前年比  △118千トン，0.3％減） 

輸出…    6,565千トン （23.1％増） 

輸入…   36,768千トン （3.5％減）  

内貿  ：18,383千トン （前年比  △45千トン，0.2％減）  

    移出…   12,579千トン （5.5％増） 

移入…   5,803千トン （10.8％減） 

 

  

（単位：千トン） 

（単位：人） 

147,752 155,989 157,259 

61,716 61,879 
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【平成２６年 品種別貨物量（６１，８７９千トン）】 

 

【平成２７年 品種別貨物量（６１，７１６千トン）】 

 

【平成２５年～平成２７年 貨物量の推移（合計及び外貿・内貿別）】 

 

○コンテナ取扱個数   ： 3,293TEU （前年比  △1,022TEU，23.7％減） 

   外貿(輸出・輸入) ：   0TEU  

  内貿              ： 3,293TEU （前年比  △1,022TEU，23.7％減） 

   移出…         ： 1,862TEU （1.6％増） 

   移入…        ： 1,431TEU （42.3％減） 

【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） 

（単位：千トン） 

（単位：ＴＥＵ） 

61,716 61,879 

4,315 

3,293 

66,593 

（単位：千トン） 


