
平成１５年 港湾統計（年報） 正誤表 
 
第１部第３表（１）　トン数総数表
（誤）
ページ 都道府県 種別 合計（ﾄﾝ） 輸出（ﾄﾝ） 輸入（ﾄﾝ） 移出（ﾄﾝ） 移入（ﾄﾝ）

計 3,099,912,247 949,291,686
一般 2,304,124,048 949,042,766
計 1,578,852,447 600,632,819
一般 1,338,629,577 600,401,329
計 164,551,137 33,981,383
一般 120,937,662 33,981,383

福岡

特定重要港湾

総計

 
（正）
ページ 都道府県 種別 計（ﾄﾝ） 輸出（ﾄﾝ） 輸入（ﾄﾝ） 移出（ﾄﾝ） 移入（ﾄﾝ）

計 3,099,912,217 949,291,656
一般 2,304,124,018 949,042,736
計 1,578,852,417 600,632,789
一般 1,338,629,547 600,401,299
計 164,551,107 33,981,353
一般 120,937,632 33,981,353

福岡

特定重要港湾

総計

 

 

第１部第３表（２）　品種別都道府県物表（輸入）
（誤） （正）

ページ ページ
　　　　 　　　　　都道府県
品種

合計 福岡
　　　　 　　　都道府県
品種

合計 福岡

合計 949,042,766 33,981,383 合計 949,042,736 33,981,353
（４）金属機械工業品 32,095,539 1,849,765 （４）金属機械工業品 32,095,509 1,849,735
　42.その他機械 717,855 8,706 　42.その他機械 717,825 8,676  

 

第１部第３表（３）　コンテナ・シャーシトン数総数表
（誤）
ページ 都道府県 貨物形態 計（ﾄﾝ） 輸出（ﾄﾝ） 輸入（ﾄﾝ） 移出（ﾄﾝ） 移入（ﾄﾝ）

総計 計 2,304,124,048 949,042,766
特定重要港湾 計 1,338,629,577 600,401,329

福岡 計 120,937,662 33,981,383  

（正）
ページ 都道府県 貨物形態 計（ﾄﾝ） 輸出（ﾄﾝ） 輸入（ﾄﾝ） 移出（ﾄﾝ） 移入（ﾄﾝ）

総計 計 2,304,124,018 949,042,736
特定重要港湾 計 1,338,629,547 600,401,299

福岡 計 120,937,632 33,981,353  

 
第２部第３表（１）　トン数総数表
（誤）
ページ 都道府県・港湾 種別 合計（ﾄﾝ） 輸出（ﾄﾝ） 輸入（ﾄﾝ） 移出（ﾄﾝ） 移入（ﾄﾝ）

計 2,892,408,715 948,464,030
一般 2,255,793,535 948,215,110
計 1,578,852,447 600,632,819
一般 1,338,629,577 600,401,329
合計 163,696,913 33,981,383
一般 120,292,363 33,981,383

　博多 計 42,107,193 8,340,190
一般 36,751,203 8,340,190

総計

福岡

特定重要港湾

 
（正）
ページ 都道府県・港湾 種別 合計（ﾄﾝ） 輸出（ﾄﾝ） 輸入（ﾄﾝ） 移出（ﾄﾝ） 移入（ﾄﾝ）

計 2,892,408,685 948,464,000
一般 2,255,793,505 948,215,080
計 1,578,852,417 600,632,789
一般 1,338,629,547 600,401,299
合計 163,696,883 33,981,353
一般 120,292,333 33,981,353

　博多 計 42,107,163 8,340,160
一般 36,751,173 8,340,160

総計

特定重要港湾

福岡

 
 



第２部第３表（２）　品種別都道府県別表（輸入）
（誤） （正）

ページ ページ
　　　　 　　　　　都道府県
品種

合計 愛知 福岡
　　　　 　　　　　都道府県
品種

合計 愛知 福岡

合計 948,215,110 33,981,383 合計 948,215,080 33,981,353
（４）金属機械工業品 32,082,279 1,849,765 （４）金属機械工業品 32,082,249 1,849,735
　42.その他機械 717,855 8,706 　42.その他機械 717,825 8,676  

 
第２部第３表（３）　コンテナ・シャーシトン数総数表（輸入）
（誤） （正）
ページ 都道府県 港湾 貨物形態 トン数 ページ 都道府県 貨物形態 計（ﾄﾝ）

計 948,215,110 計 948,215,080
計 600,401,329 計 600,401,299

合計 計 33,981,383 合計 計 33,981,353
◎博多 計 8,340,190 ◎博多 計 8,340,160

総計
特定重要港湾特定重要港湾

総計

福岡 福岡

 
 
第２部第３表（５）　輸入貨物品種別仕出国別表
（誤）
福岡　博多
ページ 品種 仕出国名 最終船積国名 トン数

8,340,190
265.その他機械 8,127

韓国 2,996

計

 
（正）
福岡　博多
ページ 品種 仕出国名 最終船積国名 トン数

8,340,160
265.その他機械 8,097

韓国 2,966

計

 

 
附表　累年比較表
（誤）

隻数 隻数 隻数
昭和52年 88,261 8,919,891
昭和57年 9,129,641 9,041,633

（正）

隻数 隻数 隻数
昭和52年 88,414 8,919,738
昭和57年 9,125,550 9,037,542

（誤）

計 外 内 計 外 内 計 外 内
昭和57年 2,758,656,768 1,986,231,023 1,140,896,035 990,884,736
平成15年 3,099,912,247 1,179,038,790 1,898,921,660 949,291,686

（正）

計 外 内 計 外 内 計 外 内
昭和57年 2,760,015,601 1,987,680,856 1,142,345,868 992,334,569
平成15年 3,099,912,217 1,179,038,760 1,898,921,630 949,291,656

1,053,377,286 2,093,578,661
3,279,973,529 2,141,362,519

ページ 年次
入港船舶

調査対象
港湾数

計 外 内
総トン数 総トン数 総トン数

1,052,586,276 2,094,369,671
3,280,668,930 2,142,057,920

ページ 年次
入港船舶

調査対象
港湾数

計 外 内
総トン数 総トン数 総トン数

合計 輸移入ページ 年次 輸移出
海上出入貨物トン数総数表

ページ 年次 合計 輸移入輸移出
海上出入貨物トン数総数表

 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成１７年１１月１６日追加 正誤表（参考） 
 
附表　累年比較表
（誤）

隻数 隻数 隻数
昭和52年 88,261 8,919,891
昭和57年 9,129,641 9,041,633

（正）

隻数 隻数 隻数
昭和52年 88,414 8,919,738
昭和57年 9,125,550 9,037,542

（誤）

計 外 内 計 外 内 計 外 内
昭和57年 2,758,656,768 1,986,231,023 1,140,896,035 990,884,736

（正）

計 外 内 計 外 内 計 外 内
昭和57年 2,760,015,601 1,987,680,856 1,142,345,868 992,334,569

ページ 年次
海上出入貨物トン数総数表

合計 輸移出 輸移入

合計 輸移出 輸移入

3,279,973,529 2,141,362,519

ページ 年次
海上出入貨物トン数総数表

総トン数 総トン数 総トン数
ページ 年次 計 外 内

入港船舶

調査対象
港湾数

年次 計
総トン数

外
総トン数 総トン数

調査対象
港湾数

1,053,377,286 2,093,578,661

ページ

3,280,668,930

入港船舶
内

2,142,057,920
1,052,586,276 2,094,369,671

 


