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横浜港の市内経済波及効果 「３割」
〜客船・コンテナ船１隻の経済効果は最⼤で２億円超〜
横浜港は市内経済に深く関わっており、輸出入貨物に関わる物流業はもとより、港から輸出される製
品群を生産する製造業や、港の景観やイメージを活かした観光業等による経済波及効果は、私たちの暮
らしや地域経済に幅広い効果をもたらしています。
これらの経済効果を定量的に検証するため、平成 28 年度公表の平成 23 年横浜市産業連関表などを用
いて推計しました。
１ 横浜港の経済波及効果
横浜港の有する機能には物流機能、生産機能や観光文化機能がありますが、これらの産業の経済活動
は、市内の所得の 30.8％、市内の雇用者の 30.0％と関わっています。

２ 客船 1 隻あたりの経済効果（抜粋）
世界一周クルーズ
日本客船 50,000 総トン(GT)

クルーズプラン（例）
経済効果
（内訳：港費関係、給油・船用品、乗客消費額、見学者消費額等）

約 2 億 4,600 万円

３ コンテナ船 1 隻あたりの経済効果（抜粋）
モデル船舶の大きさ ／ コンテナ積載量

110,000 総トン(GT) ／11,000TEUs

経済効果

約 2 億 1,900 万円

（内訳：入港料、租税関係、ターミナル関係、内陸輸送等）

TEU：Twenty-foot Equivalent Unit（コンテナの数量を 20 フィート・コンテナに換算する場合の単位）

※詳細は、パンフレットまたは港湾局ホームページをご覧ください
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/m-learn/chiikikeizai/
お問合せ先
港湾局政策調整課担当課長

林 総

Tel 045-671-2877

客船 1 隻あたりの経済効果
Economic effects per cruise ship call
「港町ヨコハマ」の象徴であり海の玄関口として親
しまれている大さん橋国際客船ターミナルには、国
内外の客船が数多く発着しています。客船が寄港す
るたびに、入出港に伴う諸経費をはじめ、給油・給水
や食材、アメニティーグッズ（石けんやシャンプーほ
か）など各種船用品の需要が発生するとともに、乗客
の土産物や観光客の支出なども加わり、地域経済に
様々な効果をもたらします。
クルーズプラン（例）
Cruises Plan (Sample)
GT:Gross Tonnages（総トン数）
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経済効果 Economic eﬀects
港費関係 給油 船用品
乗客消費額 見学客消費額等
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世界一周クルーズ
The world cruises
日本客船 50,000総トン(GT)
Japanese cruise ship

約2億4,600万円

Osanbashi Yokohama International Passenger Terminal
which is a symbol of the port city of Yokohama and the
popular marine gateway accommodates many domestic and
foreign passenger ships. Every time a passenger ship
arrives, it brings various effects on local economy such as
arrival and departure related expenses, demands for ship
supplies including resupply of fuel and water, groceries and
amenities (soaps, shampoos, etc.), spending of passengers
for souvenirs and spending by tourists.
アジアクルーズ

国内クルーズ

Asia cruises

Domestic cruises

日本客船 50,000総トン(GT)
Japanese cruise ship

外国客船 110,000総トン(GT)
foreign cruise ship

約6,200万円
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横浜港の経済効果

The economic effect of Port of YOKOHAMA

約1億2,000万円

246 million yen
62 million yen
120 million yen
Port charges Fuel Ship equipment
Passengers' consumptions
Visitors' consumptions,etc
平成２７年横浜港統計調査・ヒアリングなどより推計（横浜港発着）Estimates from the Port of Yokohama 2015 Statistical Survey, interview, etc.（Port of Yokohama departure and arrival)

コンテナ船１隻あたりの経済効果
Economic effects per container ship call
横浜港には 15 のコンテナバースがあり、様々な大
きさのコンテナ船が積みおろしを行うことができま
す。コンテナ船が入港すると、タグボートによる曳
航など入港に伴う各種業務をはじめ、入港料・租税
関係、コンテナターミナルの荷役作業、トレーラー
や鉄道による内陸輸送など、港湾物流に関連する各
種業務の需要が発生し、地域経済に対して様々な効
果をもたらします。
モデル船舶の大きさ(総トン)
Assumed size of the ship (Gross Tonnages)

積載量
Load

110,000総トン(GT)
11,000TEUs

There are 15 public container berths in the Port of
Yokohama where various sizes of container ships can
load and unload cargo. When a container vessel calls at
the port, the demands for port-related businesses, such
as towing by a tugboat, port charges and dues, container
handling, inland transport by trailers and railways arise,
which will generate a variety of effects on local economy.

90,000総トン(GT)
8,500TEUs
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Port charges Taxes
Terminal-related Inland transport,etc
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横浜港が存在することにより、まず物流業及び物流を円滑化する港湾関連産業が生じます。また、原材料が調達
しやすく、製品の輸出なども容易であることから、製造業の立地が進みます。そのほか、港の立地やイメージを活

50,000総トン(GT)
4,800TEUs

9,000総トン(GT)
940TEUs

経済効果 Economic eﬀects
入港料 租税関係
ターミナル関係 内陸輸送等

港と市内経済の関わり
The relation of the port of Yokohama and Yokohama's economy

かしたホテルや商業・飲食施設などが立地するとともに、観光客など人々が集うことで経済が活性化されます。
さらに、港を通じた輸出入に関わる産業活動や、物やサービスの生産に必要な原材料の需要が発生するとともに、
そこに働く人々の所得が消費活動をもたらし、新たな投資が行われることとなります。

約2億1,900万円
219 million yen

約1億7,900万円
179 million yen

約9,900万円

99 million yen

約1,800万円

18 million yen

そして、このような経済活動の連携を通じ、関連する様々な産業分野に新たな物・サービスが誘発されることで、
港に直接関係をもたない産業なども含め幅広く雇用が創出され、幅広く市内経済を潤すこととなります。横浜市港

平成２７年横浜港統計調査・ヒアリングなどより推計 Estimates from the Port of Yokohama 2015 Statistical Survey, interview, etc.
ＴＥＵ：Twenty-foot Equivalent Unit（コンテナの数量を２０フィート・コンテナに換算する場合の単位）

横浜港の主な輸出入貨物（トン数ベース）
（平成 28 年速報）

Main import and export cargo in the Port of Yokohama (based on freight tonnage)
(2016 Annual Provisonal)
輸出貨物主要品種 Major Export Cargo Items 輸入貨物主要品種 Major Import Cargo Items

横浜市港湾局政策調整課 Policy Coordination Division, Port and Harbor Bureau, City of Yokohama
横浜市中区山下町２番地 産業貿易センタービル５階 Industry and Trade Center Building 5th Floor, 2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, Japan
e-mail kw-seisaku@city.yokohama.jp
TEL 045-671-7165
FAX 045-671-7310
発 行 (2017 年 7 月）Issue July, 2017
HP http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/m-learn/chiikikeizai/

湾局では、これらの経済効果を定量的に検証するため、産業連関表※ などによって所得創出効果・雇用創出効果な
どを推計しました。
The port sector in Yokohama creates various logistics related jobs including stevedoring work. Hotels, commercial
facilities including restaurants benefited from the port view and good image of the port attract tourists and activate
the local economy. Easy procurement of raw materials and easy export of products is the great advantage of the port
area and it benefits Yokohama’s economy by attracting manufactures, creating jobs, generating industries engaging
in imports and exports. People make consumption activities, invest money and efforts to improve the new business.
Those collaborative activities in the port area enhance to induce new goods and services in the various related
industries and it generates a synergistic effect in the Yokohama’s local economy including unrelated port industry.
The Port and Harbor Bureau, the City of Yokohama has estimated income generating effects and job creation effects
by the Yokohama Input-Output Table* and others in order to quantitatively verify these economic effects.
※産業連関表とは…
※産業連関表とは…特定地域の１年間における産業部門の生産活動に伴って発生する、
財・サービスの取引関係を表として整理したもので、
各産業部門間における生産物の販売先や生産に必要な原材料等の購入先の構成がわかります。横浜市では原則 5 年に 1 回作成しています。
*Yokohama Input-Output Table is a graphic representation of business relationships of goods and services which occur along with production
activities in each sector of a specific area for a year. It describes a composition of customers of products or suppliers of necessary raw
materials for production in each industry sector. City of Yokohama prepares the table once every five years.

横浜港の経済波及効果

物流を円滑化する港湾関連産業など

Economic ripple effect of the Port of Yokohama

横浜港の存在
Presence of
the Port of
Yokohama

横浜港の有する機能には物流機能、生産機能や観光文化機能がありますが、
これらの産業の経済活動は、市内の所得の 30.8％、市内の雇用者の 30.0％と関わっています。
In the city Yokohama 30.8% of gross value added and 30.0% of employment are generated
by logistics industry, manufacturing industry and tourism industry of the port of Yokohama.

市内所得の約３割

About 30% of total income in the city
Income generating effects

Job creation effects

4 兆 7 億円

47 万 7,821 人

4,000.7 billion yen

477,821 employees

30.8％

30.0％

横浜市内の所得の合計

横浜市内の雇用者の合計

12兆 9,732 億円

159 万 4,524 人

Total income in the City of Yokohama
12,973.2 billion yen

生産活動に必要な原材料の需要や
雇用者の所得による消費、
企業の設備投資など
横浜市内への新たな需要の発生

Income generating effects
(million yen)

横浜港の港勢
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Production function
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＊直接効果とは：物流機能や観光文化機能、生産機能を直接活用し、事業活動を行う市内企業の生産活動のこと
＊間接効果とは：直接効果を生み出す生産活動の過程で、他の市内企業からの財・サービスの調達が行われ
たり、雇用者に支払われる給与等が消費に回されたりすることで、市内企業に与える影響の大きさのこと
＊所得創出効果とは：経済効果を粗付加価値額（＝”生産額”ー”財・サービスの投入額”）で示したもの
＊雇用創出効果とは：経済効果を生産活動に伴い必要とされる雇用者数で示したもの
＊direct effect：It is the scale of production activities by local companies which carry out business activities
using logistics function, tourism/cultural functions and production function .
＊indirect effect：It is the scale of impact on local companies caused by purchasing the goods and
services from other local companies or diverting wages and salaries paid to employees to consumption
in the course of production.
＊income generating effect：It represents economic effects expressed as gross value added (production
minus the input of goods and services).
＊job creation effect：It represents economic effects expressed as the number of employees required for
production activities.

Major industrial sectors contributed by the economic effects of the Port
Looking at income generating effects (direct
effects + indirect effects) on each effected sector,
manufacturing accounts for 21.4%, followed by
services for businesses with 15.8%,
transportation with 13.1%, and Real Estate with
8.1%. These figures suggest that the economic
ripple effect of the Port of Yokohama spreads not
only to the port-related industries, but also to
various industrial sectors in the wide city area.
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Constitution of economic ripple effects by industry
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minamihonmoku Pier
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Yokohama Bayside Marina
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トン

Harbor Limits

109,122,677 tons

Total Transaction Volume

外国貿易

68,931,995 トン

内国貿易

40,190,682 トン
tons

Import/Export
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Kanazawa Timber Pier

tons

Domestic
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Waterfront Area
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Future Extension

2,780,628 TEUs

Cargo Traﬃc
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Port Seaside Road
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・貿易額

百万円
10,682,581million
yen

輸出

百万円
6,885,068million
yen

輸入

百万円
3,797,513million
yen

Total Trade Amount
Export
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ships

隻
25,838 ships

Coasting Ships

・取扱コンテナ個数
‣•‧„‧‥‣

Honmoku Pier

隻
35,687 ships
9,849 隻

内航船

Job creation effects
(employees)
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（平成28年速報）

Figures (2016 Annual Provisonal)
Incoming Ships

雇用創出効果 （人）
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Daikoku Pier

・入港船舶
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Yamashita Pier

・取扱貨物量
所得創出効果（百万円）
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港の経済効果が波及する主な産業分野
所得創出効果（直接効果＋間接効果）を波及
分野ごとにみると、製造業が 21.4% を占めてい
ます。次いで対事業所サービスが 15.8%、運輸が
13.1%、不動産が 8.1% などとなっています。
これらのことから、横浜港の経済波及効果は、
港湾関連産業のみならず、幅広く市内の様々な産
業分野に波及していることがわかります。

Emergence of new demands in
Yokohama city such as demands
for the necessary raw materials
for production activities, consumption
by labor income and corporate capital
investment.

Oceangoing Ships

Logistics function
Direct effects

Port Area (Water Area)
Waterfront area

横浜港の経済波及効果
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Areas (as of April 2017)

・港湾区域面積 ――― 7,284.7ha
・臨港地区面積 ――― 2,863.3ha

Economic ripple effect of the Port of Yokohama

横浜港に関わる産業について

横浜港の面積 （平成29年4月現在）

外航船
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「物流機能」として、海運業や港湾運送業、倉庫業などの港
湾サービスを行う産業と、商社、銀行、保険会社など貿易に関
連した産業があります。
「生産機能」として、港から輸出される製品群を生産する製
造業（食料品製造業、石油・石炭製品製造業、鉄鋼業、輸送機
械製造業など）と港を通して輸入される製品等を活用して事業
活動を行う産業などがあります。
「観光文化機能」として、港の景観やイメージを活かした観
光やレクリエーション関連の産業、旅行、ホテル、レジャー施設、
飲食業、小売業などがあります。
・Logistics functions include industries which conduct port services
such as shipping, stevedoring and storage and industries which
are related to trade such as trading companies, banks and
insurance companies.
・Production functions include manufactures which produce
product groups being exported from the port (food products,
petroleum/coal products, steel, transport equipment, etc.) and
industries that carry out business activities by using products
being imported from the port.
・Tourism and cultural functions include tourism using port
landscape and images, recreation-related industries such as
travel agents, hotels, leisure facilities, restaurants and retailers.

Production activities by a group
of industries related to the port

᧓јௐ‒indirect effect

Total number of employees in Yokohama
1,594,524 employees

Industries relating to the Port of Yokohama

「港」を活かした観光・レジャー産業など

Ⴚјௐ‒direct effect

雇用創出効果

Profile of the Port of Yokohama

Manufactures using port functions

港湾に関連する
産業群による生産活動

About 30% of employees in the city

横浜港の姿

港湾機能を利用する製造業など

Tourism/leisure industries making use of the "Port"

市内雇用の約３割

所得創出効果

Port-related industries that smooth logistics, etc.

DImport

Port Seaside Road Under Construction
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Yokohama Hakkeijima Island

‒‒横浜港は、
東京湾の北西側に位置し、
風向、
風力、
潮流、
水深等最適な条件に恵まれた

天然の良港となっています。

The Port of Yokohama is located on the northwestern edge of Tokyo Bay. It is a naturally blessed port with
optimum conditions including wind direction, wind power, tidal current, water depth, etc.

貿易に占める海上輸送の割合（トン数ベース）

衣食住に占める輸入の割合
Share of imports in food, clothing and housing
羊毛 Clothing

100%

綿花 Raw Cotton

100%

衣類 Clothing

100%

エビ Shrimps, prawns, lobsters
大豆 Soybeans

0.4％

海上輸送

Sea transport

99.6％

87%

砂糖類 Sugar

肉類 Meat

92%

93%

小麦 Wheat

魚介類 Fish

航空輸送

Air transport

97.2%

とうもろこし（飼料）Maize for feeding purpose

果実 Fruits

Share of sea transport in trade (based on freight tonnage)

出典：国土交通省港湾局監修「数字でみる港湾 2016」

69%

Source: Port Figures 2016
edited by Ports and Harbors Bureau of Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism䚷

57%
46%
45%

米 Rice 3%
天然ゴム Natural rubber
木材 Wood

100%
70.4%

鉄鉱石 Iron Ore

100%

石炭 Coal

100%

原油 Crude Oil

99.7%

ＬＮＧ
ＬＰＧ

97.8%
73%

出典：公益財団法人日本海事広報協会 SHIPPING NOW2016-2017
Source: Japan Maritime Public Relations Center 䚷

船名：エネルギーフロンティア号
Name: ENERGY FRONTIER

出典：東京エルエヌジータンカー株式会社
Source: Tokyo LNG Tanker Co., Ltd.

