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凡  例 

 

１ この東京港港勢に収められている各種統計資料は、統計法に基づく「港湾調査規則」

（昭和 26 年運輸省令第 13 号）により、平成 30 年において東京都が管理する港湾［東

京港（甲種港湾）、島しょ港湾（乙種港湾）］と国内外の諸港湾との間に出入した船舶

及び貨物の動向を調査し、集計したもの及びその他の関係資料を収録したものです。 

 

２ 調査区域は港湾区域とし、入港船舶については積載貨物の有無にかかわらず総トン

数 5 トン以上の船舶を調査対象としました。また、海上出入貨物については、船舶及

び艀により出入した貨物を調査対象としました。 

 

３ 貨物数量は、原則としてフレート・トンによります。すなわち、容積は 1.133 立方

メートル（40 立方フィート）、重量は 1,000 キログラムをもって１トンとし、容積又

は重量のいずれか大きい方をもって計算することを原則としています。ただし、この

原則によらない貨物は慣習によります。 

 

４ この統計書で外国貿易（外貿）とは、当港で船積みされそのまま外国へ輸送される

もの及び外国の港で船積みされそのまま当港に輸送されたものをいい、国内の他の港

で積み換えられた貨物は内国貿易（内貿）としました。 

 

５ 外国貿易の国別は、輸出においては最初の到着港、輸入においては最終積出し港の

国名をもって分類しました。 

 

６ 品種分類は、「港湾統計に用いる品種分類表」（82 品種）によります。 

 

７ 統計計上の時期は、入港船舶については入港の日、海上出入貨物については船舶の

出港の日の属する月を基準に計上しました。 

 

８ この統計書のうち、「－」は皆無又は該当数字なしを表わします。 

 

９ 数字の単位未満は四捨五入しているので、合計の数字と内訳の数字が一致しない場

合があります。 

 

※ 航路別の表については、平成 23 年から航路の分類方法を変更しております。 

 

●   掲載事項の照会・問合せ先    

   ＊ 東京港    東京都港湾局 港湾経営部振興課物流調査担当 

         Tel 03-5320-5543  Fax 03-5388-1576 

    ＊ 島しょ港湾  東京都港湾局 離島港湾部管理課管理担当 

         Tel 03-5320-5652  Fax 03-5388-1579 

 

    http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/yakuwari/toukei/index.html 



 

 

目   次 
 

Ⅰ  総説 

１ 沿革 ………………………………………………………………………  3 

  ２ 東京港沿革抜粋年表 ……………………………………………………  7 

  ３ 港勢推移  ………………………………………………………………… 14 

 ４ 東京港港湾区域図及び京浜港（東京区）港域図 …………………… 16 

  ５ 自然状況  

  ５－⑴ 位   置 ……………………………………………………… 17 

  ５－⑵ 港   域 ……………………………………………………… 17 

  ５－⑶ 海底の地質 ……………………………………………………… 18 

  ５－⑷ 潮   位 ……………………………………………………… 18 

  ５－⑸ 潮   流 ……………………………………………………… 18 

  ５－⑹ 風向・風速 ……………………………………………………… 18 

  ６ 東京港内係船記号一覧表 ……………………………………………… 20 

  ７ 東京港内係船記号分布図 ……………………………………………… 21 

  ８ 東京港の主な港湾施設 ………………………………………………… 22 

 

Ⅱ  東京港港勢概況 

１ 平成 30年（2018年）東京港港勢（概要）  ………………………… 27 

  ２ 東京港港勢指標 ………………………………………………………… 34 

 ３ 月別コンテナ個数表  …………………………………………………… 35 

 

Ⅲ  入港船舶 

１ 入港船舶 

  １－⑴ 入港船舶の年次推移 …………………………………………… 39 

  １－⑵ 入港船舶の月別前年比較表 …………………………………… 41 

  １－⑶ 入港船舶の航路別・年次別表 ………………………………… 42 

  １－⑷ 入港船舶のトン数階級別表（含コンテナ船） ……………… 43 

  １－⑸ 入港船舶のトン数階級別・月別表 …………………………… 44 

  １－⑹ 入港船舶の船種別・月別表 …………………………………… 46 

  １－⑺ 入港船舶のトン数階級別・船種別表 ………………………… 48 

  １－⑻ 入港船舶の係留施設管理者別・年次別表 …………………… 52 

  １－⑼ 入港船舶の係留施設別表 ……………………………………… 53 

  １－⑽ 入港船舶のトン数階級別・係留施設別表 …………………… 54 

  １－⑾ 外航船の国籍別順位表（年次別） …………………………… 63 

  １－⑿ 外航船の国籍別表（含コンテナ船） ………………………… 64 

  １－⒀ 最大入港船舶年次表 …………………………………………… 65 

２ 利用船舶 

  ２－⑴ 利用船舶の係留状況表 ………………………………………… 65 

  ２－⑵ 利用船舶の船種別・係留施設別表 …………………………… 66 

３ 船客乗降人員 

  ３－⑴ 船客乗降人員の月別・港等別表 ……………………………… 76 



 

 

 

Ⅳ  海上出入貨物 

１ 海上出入貨物 

  １－⑴ 海上出入貨物の年次推移 ……………………………………… 83 

  １－⑵ 海上出入貨物の月別前年比較表 ……………………………… 86 

  １－⑶ 海上出入貨物の品種別・年次別表 …………………………… 88 

  １－⑷ 海上出入貨物の品種別表（含コンテナ化率） ……………… 90 

  １－⑸ 海上出入貨物の航路別・月別表 ……………………………… 92 

  １－⑹ 海上出入貨物の品種別・航路別表 …………………………… 94 

  １－⑺ 海上出入貨物の係留施設管理者別・年次別表 ………………102 

  １－⑻ 海上出入貨物の係留施設別表 …………………………………103 

  １－⑼ 海上出入貨物の係留施設別・荷役状況表 ……………………104 

２ 外貿貨物 

  ２－⑴ 外貿貨物の品種別・年次別表 …………………………………106 

  ２－⑵ 外貿貨物の品種別・月別表 ……………………………………108 

  ２－⑶ 輸出貨物の品種別・地域別・国別・港別表 …………………112 

  ２－⑷ 輸入貨物の品種別・地域別・国別・港別表 …………………184 

  ２－⑸ 外貿貨物の航路別・係留施設別表 ……………………………236 

  ２－⑹ 外貿貨物の品種別・係留施設別表 ……………………………238 

３ 内貿貨物 

  ３－⑴ 内貿貨物の品種別・年次別表 …………………………………246 

  ３－⑵ 内貿貨物の品種別・月別表 ……………………………………248 

  ３－⑶ 移出貨物の品種別・地方別・都道府県別・港別表 …………252 

  ３－⑷ 移入貨物の品種別・地方別・都道府県別・港別表 …………265 

  ３－⑸ 内貿貨物の航路別・係留施設別表 ……………………………280 

  ３－⑹ 内貿貨物の品種別・係留施設別表 ……………………………282 

４ カーフェリー 

  ４－⑴ カーフェリー取扱貨物の月別・港別表 ………………………294 

  ４－⑵ カーフェリー乗降人員の月別・港別表 ………………………294 

  ４－⑶ カーフェリー取扱台数の月別・港別・車種別表 ……………295 

５ 内航タンカー 

  ５－⑴ 内航タンカー取扱貨物の仕出港別・月別表 …………………296 

  ５－⑵ 内航タンカー取扱貨物の仕向区域別・月別表 ………………296 

  ５－⑶ 内航タンカー取扱貨物の品種別・月別表 ……………………296 

  ５－⑷ 内航タンカーのトン数階級別表 ………………………………296 

 

Ⅴ  コンテナ取扱状況 

１ 外貿コンテナ総括表 

  １－⑴ 外貿コンテナの年次推移 ………………………………………299 

  １－⑵ 外貿コンテナの月別前年比較表 ………………………………300 

２ 入港コンテナ船 

  ２－⑴ 入港コンテナ船の航路別・年次別表 …………………………302 

  ２－⑵ 入港コンテナ船の航路別・係留施設別表（フルコン船）  ……303 

  ２－⑶ 入港コンテナ船の航路別・係留施設別表（セミコン船・RORO船）…305 



 

 

３ 外貿コンテナ貨物 

  ３－⑴ 外貿コンテナ貨物の品種別・年次別表 ………………………308 

  ３－⑵ 外貿コンテナ貨物の品種別・月別表 …………………………310 

  ３－⑶ 外貿コンテナ貨物の航路別・月別表 …………………………314 

  ３－⑷ 外貿コンテナ貨物の品種別・航路別表 ………………………316 

  ３－⑸ 外貿コンテナ貨物の品種別・船種別表 ………………………320 

  ３－⑹ 外貿コンテナ貨物の品種別・係留施設別表 …………………322 

  ３－⑺ 外貿コンテナ貨物の国別・港別表 ……………………………326 

  ３－⑻ 輸出コンテナ貨物の品種別・主要港別表（上位 30位） ……332 

  ３－⑼ 輸入コンテナ貨物の品種別・主要港別表（上位 30位） ……335 

４ 外貿コンテナ個数 

  ４－⑴ 外貿コンテナの航路別・年次別個数表 ………………………338 

  ４－⑵ 外貿コンテナの係留施設別・年次別個数表 …………………340 

  ４－⑶ 外貿コンテナの船種別・年次別個数表 ………………………340 

  ４－⑷ 外貿コンテナの航路別・タイプ別個数表 ……………………342 

  ４－⑸ 輸出コンテナの航路別・タイプ別・サイズ別個数表 ………343 

  ４－⑹ 輸入コンテナの航路別・タイプ別・サイズ別個数表 ………344 

  ４－⑺ 外貿コンテナの係留施設別・船種別・サイズ別個数表 ………345 

  ４－⑻ 外貿コンテナの国別・港別個数表 ……………………………346 

５ 内貿コンテナ貨物 

  ５－⑴ 内貿コンテナ貨物の品種別・年次別表 ………………………352 

  ５－⑵ 内貿コンテナ貨物の品種別・月別表 …………………………354 

  ５－⑶ 内貿コンテナ貨物の航路別・月別表 …………………………358 

５－⑷ 内貿コンテナ貨物の品種別・航路別表 ………………………360 

  ５－⑸ 内貿コンテナ貨物の品種別・船種別表 ………………………364 

  ５－⑹ 内貿コンテナ貨物の品種別・係留施設別表 …………………366 

  ５－⑺ 移出コンテナ貨物の品種別・港別表（上位 30位） …………370 

  ５－⑻ 移入コンテナ貨物の品種別・港別表（上位 30位） …………373 

６ 内貿コンテナ個数 

  ６－⑴ 内貿コンテナの航路別・年次別個数表 ………………………376 

  ６－⑵ 内貿コンテナの船種別・年次別個数表 ………………………378 

  ６－⑶ 内貿コンテナの係留施設別・年次別個数表 …………………378 

  ６－⑷ 内貿コンテナの航路別・サイズ別個数表 ……………………380 

  ６－⑸ 内貿コンテナの係留施設別・船種別・サイズ別個数表 ……382 

  ６－⑹ 内貿コンテナの都道府県別・港別個数表 ……………………386 

 

Ⅵ  港湾施設利用実績 

１ 上屋月別利用実績 ………………………………………………………389 

  ２ 野積場月別利用実績  …………………………………………………389 

 ３ 船舶給水月別利用実績 …………………………………………………390 

 ４ 荷役機械月別利用実績 …………………………………………………390 

５ 港湾福利厚生施設月別利用実績 

  ５－⑴ 海員会館利用実績 ………………………………………………390 

  ５－⑵ 港湾労働者宿泊所利用実績 ……………………………………390 



 

 

 

Ⅶ  島しょ港湾 

１ 島しょ港湾位置図 ………………………………………………………393 

  ２ 島しょ港湾（地方港湾）一覧表 ………………………………………394 

  ３ 島しょ調査港湾総括表（平成 30年） …………………………………395 

４ 島しょ港湾取扱貨物・品種別取扱貨物量・船舶乗降人員数 

（元町港ほか 13港） 

  ４－⑴ 貨物取扱量（島しょ別） ………………………………………396 

  ４－⑵ 貨物取扱量（品種別） …………………………………………397 

  ４－⑶ 貨物取扱量・構成比（品種別）…………………………………398 

  ４－⑷ 船客乗降人員 ……………………………………………………399 

  ５ 調査港湾別利用状況 

  ５－⑴ 総 計 ……………………………………………………………400 

  ５－⑵ 元町港 ……………………………………………………………401 

  ５－⑶ 岡田港 ……………………………………………………………402 

  ５－⑷ 波浮港 ……………………………………………………………403 

  ５－⑸ 利島港 ……………………………………………………………404 

  ５－⑹ 新島港 ……………………………………………………………405 

  ５－⑺ 式根島港 …………………………………………………………406 

  ５－⑻ 神津島港 …………………………………………………………407 

  ５－⑼ 三池港 ……………………………………………………………408 

  ５－⑽ 御蔵島港 …………………………………………………………409 

  ５－⑾ 神湊港 ……………………………………………………………410 

  ５－⑿ 八重根港 …………………………………………………………411 

  ５－⒀ 青ヶ島港 …………………………………………………………412 

  ５－⒁ 二見港 ……………………………………………………………413 

  ５－⒂  沖 港 ……………………………………………………………414 

 

Ⅷ  参考 

１ 湾内及び国内主要港の港勢 

  １－⑴ 主要港入港船舶比較表 …………………………………………417 

  １－⑵ 主要港海上出入貨物比較表 ……………………………………418 

  １－⑶ 主要港の外国貿易額 ……………………………………………420 

  １－⑷ 東京港主要商品別主要国別表 …………………………………420 

  ２ 友好・姉妹港 ……………………………………………………………421 

  ３ 港湾統計関係官公庁一覧  ………………………………………………422 

 

Ⅸ  東京港の港湾施設一覧 

１ 水域施設 

  １－⑴ 航路 ………………………………………………………………425 

２ 航行補助施設 

  ２－⑴ 航路標識（管理者：海上保安庁） ……………………………425 

  ２－⑵ 信号施設（管理者：海上保安庁） ……………………………426 

  ２－⑶ 港務通信施設（管理者：東京都） ……………………………426 



 

 

３ 外郭施設 

  ３－⑴ 防波堤・波除堤 …………………………………………………427 

４ 係留施設 

  ４－⑴ ブイ・ドルフィン・岸壁・桟橋・物揚場 ……………………427 

５ 荷さばき施設 

  ５－⑴ 上屋 ………………………………………………………………430 

  ５－⑵ 野積場 ……………………………………………………………432 

  ５－⑶ 荷役連絡所 ………………………………………………………433 

６ 保管施設 

  ６－⑴ 貯木場 ……………………………………………………………435 

 ７ 荷役機械 …………………………………………………………………435 

８ 給水施設 

  ８－⑴ 岸壁給水 …………………………………………………………435 

  ８－⑵ 運搬給水 …………………………………………………………435 

９ 旅客施設 

  ９－⑴ 客船ターミナル …………………………………………………435 

  ９－⑵ 船客待合所 ………………………………………………………435 

  ９－⑶ その他 ……………………………………………………………435 

10 マリーナ施設 ……………………………………………………………436 

11 港湾厚生施設 

  11－⑴ 船員宿泊施設 ……………………………………………………436 

  11－⑵ 船員医療施設 ……………………………………………………436 

  11－⑶ 港湾労働者宿泊施設、住宅 ……………………………………436 

  11－⑷ 港湾労働者売店・給食センター…………………………………436 

  11－⑸ 港湾労働者休憩所（東京都設置） ……………………………436 

  11－⑹ 港湾労働者サービスセンター（東京都設置）…………………437 

  11－⑺ 港湾労働者運動施設（東京都設置）……………………………437 

  12 物資別専門ふ頭施設 ……………………………………………………437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


