
金 額 前年比 金 額 前年比 金 額 前年比

平成元年 1,288 116.1% 709 96.6% 580 153.9%

平成2年 1,962 152.3% 834 117.7% 1,128 194.6%

平成3年 2,069 105.5% 1,087 130.3% 982 87.1%

平成4年 2,410 116.5% 824 75.8% 1,587 161.5%

平成5年 2,407 99.9% 847 102.9% 1,560 98.3%

平成6年 2,916 121.1% 981 115.8% 1,934 124.0%

平成7年 2,206 75.7% 862 87.8% 1,344 69.5%

平成8年 2,819 127.8% 962 111.7% 1,857 138.1%

平成9年 2,401 85.2% 979 101.7% 1,423 76.6%

平成10年 3,575 148.9% 799 81.7% 2,776 195.1%

平成11年 2,252 63.0% 729 91.3% 1,523 54.9%

平成12年 2,383 105.8% 872 119.6% 1,511 99.3%

平成13年 2,139 89.7% 1,122 128.6% 1,017 67.3%

平成14年 2,527 118.1% 1,074 95.8% 1,453 142.8%

平成15年 1,991 78.8% 1,228 114.3% 763 52.5%

平成16年 3,323 166.9% 1,108 90.2% 2,215 290.3%

平成17年 2,460 74.0% 1,415 127.7% 1,045 47.1%

平成18年 3,472 141.2% 1,646 116.3% 1,826 174.8%

平成19年 3,681 106.0% 1,987 120.7% 1,694 92.8%

平成20年 3,890 105.7% 3,130 157.5% 760 44.9%

平成21年 4,179 107.4% 1,471 47.0% 2,708 356.2%

平成22年 4,035 96.5% 1,656 112.6% 2,378 87.8%

平成23年 3,542 87.8% 1,962 118.5% 1,580 66.4%

平成24年 3,029 85.5% 2,012 102.5% 1,017 64.4%

平成25年 2,769 91.4% 2,212 109.9% 557 54.8%

平成26年 3,163 114.2% 2,182 98.7% 981 176.0%

平成27年 2,775 87.7% 1,796 82.3% 979 99.8%

平成28年 3,381 121.9% 1,426 79.4% 1,955 199.6%

平成29年 3,213 95.0% 1,877 131.6% 1,336 68.3%

平成30年 2,835 88.2% 2,223 118.4% 612 45.8%

付表1　長崎県の貿易額推移

輸出入差引(輸出－輸入)
（単位：億円）

輸    出 輸    入
年



品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類

価額 978 価額 1,441 価額 1,542 価額 1,597 価額 1,839

構成比 75.9% 構成比 73.4% 構成比 74.5% 構成比 66.3% 構成比 76.4%

品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機

価額 87 価額 215 価額 164 価額 223 価額 149

構成比 6.8% 構成比 11.0% 構成比 7.9% 構成比 9.3% 構成比 6.2%

品目 重電機器 品目 構造物及び同建設材 品目 構造物及び同建設材 品目 構造物及び同建設材 品目 構造物及び同建設材

価額 52 価額 88 価額 110 価額 198 価額 109

構成比 4.1% 構成比 4.5% 構成比 5.3% 構成比 8.2% 構成比 4.5%

品目 加熱用・冷却用機器 品目 重電機器 品目 電気回路等の機器 品目 電気回路等の機器 品目 加熱用・冷却用機器

価額 17 価額 50 価額 56 価額 88 価額 27

構成比 1.3% 構成比 2.5% 構成比 2.7% 構成比 3.6% 構成比 1.1%

品目 電気回路等の機器 品目 電気回路等の機器 品目 重電機器 品目 加熱用・冷却用機器 品目 ポンプ及び遠心分離機

価額 17 価額 32 価額 26 価額 52 価額 27

構成比 1.3% 構成比 1.6% 構成比 1.3% 構成比 2.2% 構成比 1.1%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 137 価額 136 価額 171 価額 252 価額 256

構成比 10.6% 構成比 7.0% 構成比 8.3% 構成比 10.4% 構成比 10.7%

1,288 1,962 2,069 2,410 2,407

品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類

価額 2,212 価額 1,768 価額 1,842 価額 1,701 価額 2,295

構成比 75.9% 構成比 80.2% 構成比 65.3% 構成比 70.8% 構成比 64.2%

品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機

価額 405 価額 268 価額 484 価額 283 価額 813

構成比 13.9% 構成比 12.2% 構成比 17.2% 構成比 11.8% 構成比 22.8%

品目 構造物及び同建設材 品目 荷役機械 品目 加熱用・冷却用機器 品目 半導体等電子部品 品目 電気回路等の機器

価額 69 価額 19 価額 166 価額 62 価額 100

構成比 2.4% 構成比 0.8% 構成比 5.9% 構成比 2.6% 構成比 2.8%

品目 加熱用・冷却用機器 品目 加熱用・冷却用機器 品目 半導体等電子部品 品目 電気回路等の機器 品目 重電機器

価額 33 価額 14 価額 64 価額 47 価額 68

構成比 1.1% 構成比 0.6% 構成比 2.3% 構成比 2.0% 構成比 1.9%

品目 重電機器 品目 電気計測機器 品目 電気回路等の機器 品目 建設用・鉱山用機械 品目 半導体等電子部品

価額 21 価額 12 価額 33 価額 43 価額 43

構成比 0.7% 構成比 0.5% 構成比 1.2% 構成比 1.8% 構成比 1.2%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 176 価額 125 価額 230 価額 265 価額 256

構成比 6.0% 構成比 5.7% 構成比 8.1% 構成比 11.0% 構成比 7.1%

2,916 2,206 2,819 2,401 3,575
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付表2　長崎県の主要輸出品目



品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類

価額 1,660 価額 1,900 価額 1,594 価額 1,933 価額 1,508

構成比 73.7% 構成比 79.7% 構成比 74.5% 構成比 76.5% 構成比 75.7%

品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機

価額 407 価額 299 価額 236 価額 338 価額 245

構成比 18.1% 構成比 12.5% 構成比 11.0% 構成比 13.4% 構成比 12.3%

品目 電気回路等の機器 品目 重電機器 品目 重電機器 品目 重電機器 品目 重電機器

価額 42 価額 31 価額 124 価額 28 価額 108

構成比 1.9% 構成比 1.3% 構成比 5.8% 構成比 1.1% 構成比 5.4%

品目 加熱用・冷却用機器 品目 荷役機械 品目 再輸出品 品目 荷役機械 品目 その他の化学製品

価額 24 価額 21 価額 35 価額 20 価額 15

構成比 1.1% 構成比 0.9% 構成比 1.6% 構成比 0.8% 構成比 0.8%

品目 荷役機械 品目 電気回路等の機器 品目 荷役機械 品目 魚介類 品目 荷役機械

価額 13 価額 17 価額 33 価額 11 価額 12

構成比 0.6% 構成比 0.7% 構成比 1.6% 構成比 0.4% 構成比 0.6%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 106 価額 115 価額 117 価額 197 価額 103

構成比 4.6% 構成比 4.9% 構成比 5.5% 構成比 7.8% 構成比 5.2%

2,252 2,383 2,139 2,527 1,991

品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類

価額 2,736 価額 1,574 価額 2,665 価額 2,476 価額 2,877

構成比 82.3% 構成比 64.0% 構成比 76.8% 構成比 67.3% 構成比 74.0%

品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機

価額 315 価額 527 価額 307 価額 543 価額 329

構成比 9.5% 構成比 21.4% 構成比 8.8% 構成比 14.8% 構成比 8.5%

品目 その他の化学製品 品目 重電機器 品目 重電機器 品目 重電機器 品目 重電機器

価額 57 価額 94 価額 160 価額 223 価額 328

構成比 1.7% 構成比 3.8% 構成比 4.6% 構成比 6.1% 構成比 8.4%

品目 重電機器 品目 その他の化学製品 品目 その他の化学製品 品目 その他の化学製品 品目 その他の化学製品

価額 29 価額 76 価額 132 価額 163 価額 151

構成比 0.9% 構成比 3.1% 構成比 3.8% 構成比 4.4% 構成比 3.9%

品目 荷役機械 品目 魚介類 品目 半導体等電子部品 品目 石油製品 品目 石油製品

価額 18 価額 16 価額 27 価額 34 価額 29

構成比 0.5% 構成比 0.6% 構成比 0.8% 構成比 0.9% 構成比 0.7%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 168 価額 173 価額 181 価額 242 価額 176

構成比 5.1% 構成比 7.1% 構成比 5.2% 構成比 6.5% 構成比 4.5%

3,323 2,460 3,472 3,681 3,890
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品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類

価額 3,263 価額 3,342 価額 3,087 価額 2,500 価額 2,258

構成比 78.1% 構成比 82.8% 構成比 87.1% 構成比 82.5% 構成比 81.5%

品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機

価額 405 価額 459 価額 302 価額 305 価額 359

構成比 9.7% 構成比 11.4% 構成比 8.5% 構成比 10.1% 構成比 13.0%

品目 重電機器 品目 重電機器 品目 加熱用・冷却用機器 品目 重電機器 品目 重電機器

価額 276 価額 38 価額 35 価額 100 価額 55

構成比 6.6% 構成比 0.9% 構成比 1.0% 構成比 3.3% 構成比 2.0%

品目 荷役機械 品目 構造物及び同建設材 品目 重電機器 品目 電気回路等の機器 品目 自動車の部分品

価額 55 価額 22 価額 34 価額 21 価額 16

構成比 1.3% 構成比 0.5% 構成比 1.0% 構成比 0.7% 構成比 0.6%

品目 電気回路等の機器 品目 荷役機械 品目 ビレット及びシートバー等 品目 鉄鋼くず 品目 鉄鋼くず

価額 21 価額 20 価額 15 価額 19 価額 12

構成比 0.5% 構成比 0.5% 構成比 0.4% 構成比 0.6% 構成比 0.4%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 159 価額 154 価額 69 価額 84 価額 69

構成比 3.8% 構成比 3.9% 構成比 2.0% 構成比 2.8% 構成比 2.5%

4,179 4,035 3,542 3,029 2,769

品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類 品目 船舶類

価額 2,397 価額 2,111 価額 2,761 価額 2,711 価額 2,324

構成比 75.8% 構成比 76.1% 構成比 81.6% 構成比 84.4% 構成比 82.0%

品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機 品目 原動機

価額 523 価額 430 価額 402 価額 275 価額 356

構成比 16.5% 構成比 15.5% 構成比 11.9% 構成比 8.6% 構成比 12.6%

品目 重電機器 品目 自動車の部分品 品目 自動車の部分品 品目 ポンプ及び遠心分離機 品目 自動車の部分品

価額 54 価額 51 価額 36 価額 48 価額 25

構成比 1.7% 構成比 1.8% 構成比 1.1% 構成比 1.5% 構成比 0.9%

品目 自動車の部分品 品目 重電機器 品目 電気回路等の機器 品目 自動車の部分品 品目 構造物及び同建設材

価額 49 価額 40 価額 25 価額 33 価額 22

構成比 1.6% 構成比 1.4% 構成比 0.7% 構成比 1.0% 構成比 0.8%

品目 ポンプ及び遠心分離機 品目 電気回路等の機器 品目 重電機器 品目 重電機器 品目 重電機器

価額 46 価額 15 価額 13 価額 14 価額 15

構成比 1.4% 構成比 0.5% 構成比 0.4% 構成比 0.4% 構成比 0.5%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 94 価額 128 価額 144 価額 132 価額 93

構成比 3.0% 構成比 4.7% 構成比 4.3% 構成比 4.1% 構成比 3.2%

3,163 2,775 3,381 3,213 2,835
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品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭

価額 267 価額 407 価額 424 価額 371 価額 345

構成比 37.7% 構成比 48.8% 構成比 39.0% 構成比 45.0% 構成比 40.7%

品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類

価額 112 価額 165 価額 167 価額 186 価額 144

構成比 15.8% 構成比 19.7% 構成比 15.3% 構成比 22.5% 構成比 17.0%

品目 石油製品 品目 石油製品 品目 石油製品 品目 石油製品 品目 魚介類

価額 52 価額 59 価額 44 価額 34 価額 50

構成比 7.4% 構成比 7.0% 構成比 4.0% 構成比 4.2% 構成比 5.9%

品目 原油及び粗油 品目 再輸入品 品目 魚介類 品目 再輸入品 品目 原動機

価額 51 価額 36 価額 35 価額 31 価額 43

構成比 7.2% 構成比 4.3% 構成比 3.2% 構成比 3.8% 構成比 5.1%

品目 再輸入品 品目 とうもろこし 品目 再輸入品 品目 魚介類 品目 石油製品

価額 43 価額 28 価額 32 価額 29 価額 34

構成比 6.0% 構成比 3.4% 構成比 3.0% 構成比 3.6% 構成比 4.0%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 184 価額 139 価額 385 価額 173 価額 231

構成比 25.9% 構成比 16.8% 構成比 35.5% 構成比 20.9% 構成比 27.3%

709 834 1087 824 847

品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭

価額 290 価額 283 価額 328 価額 406 価額 307

構成比 29.6% 構成比 32.9% 構成比 34.1% 構成比 41.5% 構成比 38.4%

品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類

価額 118 価額 141 価額 184 価額 207 価額 128

構成比 12.0% 構成比 16.4% 構成比 19.2% 構成比 21.2% 構成比 16.0%

品目 魚介類 品目 魚介類 品目 魚介類 品目 魚介類 品目 魚介類

価額 62 価額 77 価額 93 価額 83 価額 88

構成比 6.4% 構成比 8.9% 構成比 9.7% 構成比 8.5% 構成比 11.0%

品目 米 品目 原油及び粗油 品目 石油製品 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 石油製品

価額 35 価額 47 価額 57 価額 50 価額 34

構成比 3.6% 構成比 5.5% 構成比 6.0% 構成比 5.2% 構成比 4.3%

品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 石油製品 品目 鉄鋼のフラットロール製品

価額 32 価額 37 価額 30 価額 45 価額 33

構成比 3.3% 構成比 4.3% 構成比 3.1% 構成比 4.6% 構成比 4.1%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 444 価額 277 価額 270 価額 188 価額 209

構成比 45.1% 構成比 32.0% 構成比 27.9% 構成比 19.0% 構成比 26.2%

981 862 962 979 799

（億円、％）
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付表3　長崎県の主要輸入品目



品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭

価額 310 価額 325 価額 455 価額 437 価額 406

構成比 42.5% 構成比 37.2% 構成比 40.5% 構成比 40.7% 構成比 33.0%

品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類

価額 156 価額 227 価額 241 価額 218 価額 245

構成比 21.3% 構成比 26.1% 構成比 21.5% 構成比 20.3% 構成比 19.9%

品目 魚介類 品目 魚介類 品目 魚介類 品目 魚介類 品目 荷役機械

価額 81 価額 76 価額 74 価額 66 価額 60

構成比 11.1% 構成比 8.8% 構成比 6.6% 構成比 6.1% 構成比 4.9%

品目 石油製品 品目 石油製品 品目 石油製品 品目 石油製品 品目 魚介類

価額 47 価額 68 価額 57 価額 53 価額 59

構成比 6.5% 構成比 7.8% 構成比 5.1% 構成比 4.9% 構成比 4.8%

品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 美術品・収集品及びこっとう 品目 航空機類 品目 重電機器 品目 石油製品

価額 36 価額 44 価額 32 価額 31 価額 51

構成比 5.0% 構成比 5.1% 構成比 2.8% 構成比 2.9% 構成比 4.1%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 99 価額 132 価額 263 価額 269 価額 407

構成比 13.6% 構成比 15.0% 構成比 23.5% 構成比 25.1% 構成比 33.3%

729 872 1,122 1,074 1,228

品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭

価額 481 価額 704 価額 681 価額 877 価額 1,253

構成比 43.4% 構成比 49.7% 構成比 41.4% 構成比 44.1% 構成比 40.0%

品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類

価額 297 価額 395 価額 558 価額 638 価額 740

構成比 26.8% 構成比 27.9% 構成比 33.9% 構成比 32.1% 構成比 23.6%

品目 魚介類 品目 魚介類 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 船舶類

価額 57 価額 55 価額 62 価額 110 価額 239

構成比 5.1% 構成比 3.9% 構成比 3.8% 構成比 5.5% 構成比 7.6%

品目 石油製品 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 魚介類 品目 重電機器 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材

価額 31 価額 40 価額 53 価額 67 価額 96

構成比 2.8% 構成比 2.8% 構成比 3.2% 構成比 3.4% 構成比 3.1%

品目 荷役機械 品目 石油製品 品目 重電機器 品目 魚介類 品目 重電機器

価額 23 価額 33 価額 50 価額 45 価額 61

構成比 2.1% 構成比 2.4% 構成比 3.0% 構成比 2.3% 構成比 1.9%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 219 価額 188 価額 242 価額 250 価額 741

構成比 19.8% 構成比 13.3% 構成比 14.7% 構成比 12.6% 構成比 23.8%

1,108 1,415 1,646 1,987 3,130
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品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭

価額 774 価額 915 価額 1,115 価額 1,043 価額 1,202

構成比 52.6% 構成比 55.2% 構成比 56.8% 構成比 51.8% 構成比 54.3%

品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類

価額 360 価額 412 価額 488 価額 545 価額 535

構成比 24.5% 構成比 24.9% 構成比 24.9% 構成比 27.1% 構成比 24.2%

品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 石油製品 品目 石油製品 品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 鉄鋼のフラットロール製品

価額 53 価額 61 価額 42 価額 59 価額 52

構成比 3.6% 構成比 3.7% 構成比 2.1% 構成比 2.9% 構成比 2.4%

品目 重電機器 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 石油製品 品目 とうもろこし

価額 29 価額 60 価額 36 価額 44 価額 41

構成比 2.0% 構成比 3.6% 構成比 1.8% 構成比 2.2% 構成比 1.9%

品目 石油製品 品目 船舶類 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 重電機器 品目 石油製品

価額 28 価額 43 価額 36 価額 37 価額 28

構成比 1.9% 構成比 2.6% 構成比 1.8% 構成比 1.8% 構成比 1.3%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 227 価額 165 価額 245 価額 284 価額 354

構成比 15.4% 構成比 10.0% 構成比 12.6% 構成比 14.2% 構成比 15.9%

1,471 1,656 1,962 2,012 2,212

品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭 品目 石炭

価額 966 価額 897 価額 793 価額 1,047 価額 1,470

構成比 44.3% 構成比 49.9% 構成比 55.6% 構成比 55.8% 構成比 66.1%

品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類 品目 石油ガス類

価額 583 価額 377 価額 235 価額 322 価額 358

構成比 26.7% 構成比 21.0% 構成比 16.5% 構成比 17.1% 構成比 16.1%

品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材

価額 70 価額 77 価額 64 価額 99 価額 55

構成比 3.2% 構成比 4.3% 構成比 4.5% 構成比 5.2% 構成比 2.5%

品目 重電機器 品目 再輸入品 品目 鉄鋼製構造物及び同建設材 品目 鉄鋼のフラットロール製品 品目 鉄鋼のフラットロール製品

価額 65 価額 40 価額 43 価額 90 価額 53

構成比 3.0% 構成比 2.2% 構成比 3.0% 構成比 4.8% 構成比 2.4%

品目 荷役機械 品目 とうもろこし 品目 とうもろこし 品目 原動機 品目 石油製品

価額 59 価額 37 価額 27 価額 44 価額 40

構成比 2.7% 構成比 2.1% 構成比 1.9% 構成比 2.3% 構成比 1.8%

品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他 品目 その他

価額 439 価額 368 価額 264 価額 275 価額 247

構成比 20.1% 構成比 20.5% 構成比 18.5% 構成比 14.8% 構成比 11.1%

2,182 1,796 1,426 1,877 2,223
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国・地域 リベリア 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 リベリア

価額 333 価額 590 価額 772 価額 646 価額 864

構成比 25.8% 構成比 30.1% 構成比 37.3% 構成比 26.8% 構成比 35.9%

国・地域 パナマ 国・地域 リベリア 国・地域 リベリア 国・地域 メキシコ 国・地域 パナマ

価額 323 価額 334 価額 235 価額 362 価額 305

構成比 25.0% 構成比 17.0% 構成比 11.4% 構成比 15.0% 構成比 12.7%

国・地域 オーストラリア 国・地域 バハマ 国・地域 イラン 国・地域 ノルウェー 国・地域 メキシコ

価額 177 価額 265 価額 144 価額 265 価額 294

構成比 13.7% 構成比 13.5% 構成比 7.0% 構成比 11.0% 構成比 12.2%

国・地域 米国 国・地域 イラン 国・地域 韓国 国・地域 バーミュダ（英） 国・地域 シンガポール

価額 94 価額 131 価額 117 価額 261 価額 203

構成比 7.3% 構成比 6.7% 構成比 5.7% 構成比 10.8% 構成比 8.4%

国・地域 韓国 国・地域 サウジアラビア 国・地域 アンゴラ 国・地域 リベリア 国・地域 クウェート

価額 63 価額 123 価額 115 価額 182 価額 198

構成比 4.9% 構成比 6.3% 構成比 5.5% 構成比 7.6% 構成比 8.2%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 298 価額 519 価額 686 価額 694 価額 543

構成比 23.3% 構成比 26.4% 構成比 33.1% 構成比 28.8% 構成比 22.6%

1,288 1,962 2,069 2,410 2,407

国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ

価額 788 価額 857 価額 732 価額 680 価額 1,361

構成比 27.0% 構成比 38.8% 構成比 26.0% 構成比 28.3% 構成比 38.1%

国・地域 フィリピン 国・地域 リベリア 国・地域 バハマ 国・地域 リベリア 国・地域 中国

価額 541 価額 691 価額 538 価額 278 価額 497

構成比 18.6% 構成比 31.3% 構成比 19.1% 構成比 11.6% 構成比 13.9%

国・地域 オーストラリア 国・地域 マレーシア 国・地域 リベリア 国・地域 香港 国・地域 リベリア

価額 304 価額 109 価額 269 価額 241 価額 294

構成比 10.4% 構成比 4.9% 構成比 9.5% 構成比 10.1% 構成比 8.2%

国・地域 バハマ 国・地域 香港 国・地域 韓国 国・地域 バルバドス 国・地域 クウェート

価額 290 価額 89 価額 266 価額 214 価額 211

構成比 10.0% 構成比 4.0% 構成比 9.5% 構成比 8.9% 構成比 5.9%

国・地域 リベリア 国・地域 韓国 国・地域 パキスタン 国・地域 クウェート 国・地域 シンガポール

価額 154 価額 68 価額 159 価額 178 価額 174

構成比 5.3% 構成比 3.1% 構成比 5.6% 構成比 7.4% 構成比 4.9%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 839 価額 392 価額 855 価額 810 価額 1,038

構成比 28.7% 構成比 17.9% 構成比 30.3% 構成比 33.7% 構成比 29.0%

2,916 2,206 2,819 2,401 3,575

1 1 1 1 1

平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年

（億円、％）

付表4　長崎県の主要貿易相手国（輸出）

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

平成9年

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

総　額 総　額 総　額 総　額 総　額

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

平成10年平成6年 平成7年

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

総　額

1 1 1 1 1

2

総　額

2 2 2 2

3 3 3 3 3

総　額

平成8年

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

総　額 総　額



国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ

価額 1,098 価額 1,049 価額 605 価額 461 価額 451

構成比 48.8% 構成比 44.0% 構成比 28.3% 構成比 18.3% 構成比 22.6%

国・地域 リベリア 国・地域 香港 国・地域 リベリア 国・地域 シンガポール 国・地域 マレーシア

価額 299 価額 375 価額 311 価額 388 価額 229

構成比 13.3% 構成比 15.7% 構成比 14.5% 構成比 15.4% 構成比 11.5%

国・地域 サウジアラビア 国・地域 リベリア 国・地域 マルタ 国・地域 リベリア 国・地域 ギリシャ

価額 124 価額 165 価額 231 価額 349 価額 207

構成比 5.5% 構成比 6.9% 構成比 10.8% 構成比 13.8% 構成比 10.4%

国・地域 中国 国・地域 ギリシャ 国・地域 米国 国・地域 ブルネイ 国・地域 バハマ

価額 120 価額 126 価額 201 価額 209 価額 176

構成比 5.3% 構成比 5.3% 構成比 9.4% 構成比 8.3% 構成比 8.9%

国・地域 メキシコ 国・地域 サウジアラビア 国・地域 香港 国・地域 マレーシア 国・地域 シンガポール

価額 72 価額 113 価額 185 価額 201 価額 166

構成比 3.2% 構成比 4.7% 構成比 8.7% 構成比 7.9% 構成比 8.3%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 539 価額 555 価額 606 価額 919 価額 762

構成比 23.9% 構成比 23.4% 構成比 28.3% 構成比 36.3% 構成比 38.3%

2,252 2,383 2,139 2,527 1,991

国・地域 バーミュダ（英） 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ

価額 1,028 価額 798 価額 1,002 価額 639 価額 787

構成比 30.9% 構成比 32.4% 構成比 28.9% 構成比 17.4% 構成比 20.2%

国・地域 パナマ 国・地域 タイ 国・地域 ノルウェー 国・地域 香港 国・地域 バハマ

価額 531 価額 282 価額 605 価額 469 価額 718

構成比 16.0% 構成比 11.5% 構成比 17.4% 構成比 12.7% 構成比 18.5%

国・地域 シンガポール 国・地域 香港 国・地域 米国 国・地域 マレーシア 国・地域 香港

価額 431 価額 268 価額 309 価額 410 価額 528

構成比 13.0% 構成比 10.9% 構成比 8.9% 構成比 11.1% 構成比 13.6%

国・地域 香港 国・地域 韓国 国・地域 香港 国・地域 米国 国・地域 米国

価額 331 価額 177 価額 224 価額 383 価額 495

構成比 9.9% 構成比 7.2% 構成比 6.5% 構成比 10.4% 構成比 12.7%

国・地域 マレーシア 国・地域 米国 国・地域 英国 国・地域 バハマ 国・地域 キプロス

価額 220 価額 156 価額 210 価額 298 価額 206

構成比 6.6% 構成比 6.3% 構成比 6.0% 構成比 8.1% 構成比 5.3%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 782 価額 779 価額 1,122 価額 1,482 価額 1,156

構成比 23.6% 構成比 31.7% 構成比 32.3% 構成比 40.3% 構成比 29.7%

3,323 2,460 3,472 3,681 3,890

平成11年 平成12年 平成15年平成13年 平成14年

2 2 22

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

2

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

総　額 総　額 総　額 総　額 総　額

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

総　額 総　額 総　額 総　額 総　額



国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ

価額 1,248 価額 1,697 価額 1,461 価額 1,465 価額 1,100

構成比 29.9% 構成比 42.1% 構成比 41.2% 構成比 48.4% 構成比 39.7%

国・地域 バハマ 国・地域 シンガポール 国・地域 シンガポール 国・地域 シンガポール 国・地域 バハマ

価額 556 価額 628 価額 427 価額 282 価額 303

構成比 13.3% 構成比 15.6% 構成比 12.1% 構成比 9.3% 構成比 10.9%

国・地域 マレーシア 国・地域 香港 国・地域 リベリア 国・地域 マルタ 国・地域 マーシャル

価額 423 価額 427 価額 339 価額 267 価額 298

構成比 10.1% 構成比 10.6% 構成比 9.6% 構成比 8.8% 構成比 10.8%

国・地域 シンガポール 国・地域 インドネシア 国・地域 マーシャル 国・地域 リベリア 国・地域 韓国

価額 366 価額 313 価額 311 価額 171 価額 293

構成比 8.8% 構成比 7.8% 構成比 8.8% 構成比 5.6% 構成比 10.6%

国・地域 米国 国・地域 リベリア 国・地域 英国 国・地域 インド 国・地域 シンガポール

価額 287 価額 211 価額 219 価額 165 価額 169

構成比 6.9% 構成比 5.2% 構成比 6.2% 構成比 5.5% 構成比 6.1%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 1,299 価額 759 価額 785 価額 679 価額 606

構成比 31.0% 構成比 18.7% 構成比 22.1% 構成比 22.4% 構成比 21.9%

4,179 4,035 3,542 3,029 2,769

国・地域 バハマ 国・地域 マーシャル 国・地域 パナマ 国・地域 パナマ 国・地域 バハマ

価額 1,137 価額 513 価額 732 価額 625 価額 673

構成比 35.9% 構成比 18.5% 構成比 21.6% 構成比 19.4% 構成比 23.8%

国・地域 パナマ 国・地域 シンガポール 国・地域 イタリア 国・地域 イタリア 国・地域 マーシャル

価額 617 価額 402 価額 540 価額 507 価額 539

構成比 19.5% 構成比 14.5% 構成比 16.0% 構成比 15.8% 構成比 19.0%

国・地域 マーシャル 国・地域 バハマ 国・地域 バハマ 国・地域 シンガポール 国・地域 パナマ

価額 303 価額 391 価額 459 価額 488 価額 331

構成比 9.6% 構成比 14.1% 構成比 13.6% 構成比 15.2% 構成比 11.7%

国・地域 台湾 国・地域 パナマ 国・地域 マーシャル 国・地域 香港 国・地域 シンガポール

価額 294 価額 358 価額 300 価額 297 価額 249

構成比 9.3% 構成比 12.9% 構成比 8.9% 構成比 9.3% 構成比 8.8%

国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア 国・地域 香港 国・地域 バハマ 国・地域 インドネシア

価額 265 価額 229 価額 191 価額 276 価額 190

構成比 8.4% 構成比 8.3% 構成比 5.6% 構成比 8.6% 構成比 6.7%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 547 価額 882 価額 1,159 価額 1,020 価額 853

構成比 17.3% 構成比 31.7% 構成比 34.3% 構成比 31.7% 構成比 30.0%

3,163 2,775 3,381 3,213 2,835
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国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 米国 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア

価額 200 価額 320 価額 351 価額 254 価額 221

構成比 28.2% 構成比 38.4% 構成比 32.3% 構成比 30.8% 構成比 26.0%

国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア 国・地域 オーストラリア 国・地域 サウジアラビア 国・地域 米国

価額 113 価額 133 価額 298 価額 120 価額 166

構成比 15.9% 構成比 16.0% 構成比 27.4% 構成比 14.6% 構成比 19.6%

国・地域 中国 国・地域 米国 国・地域 サウジアラビア 国・地域 米国 国・地域 サウジアラビア

価額 99 価額 109 価額 93 価額 115 価額 87

構成比 14.0% 構成比 13.0% 構成比 8.6% 構成比 14.0% 構成比 10.2%

国・地域 米国 国・地域 中国 国・地域 中国 国・地域 中国 国・地域 中国

価額 93 価額 70 価額 78 価額 70 価額 78

構成比 13.2% 構成比 8.3% 構成比 7.2% 構成比 8.5% 構成比 9.2%

国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 韓国

価額 56 価額 57 価額 52 価額 59 価額 65

構成比 7.9% 構成比 6.9% 構成比 4.7% 構成比 7.2% 構成比 7.7%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 148 価額 145 価額 215 価額 206 価額 230

構成比 20.8% 構成比 17.4% 構成比 19.8% 構成比 24.9% 構成比 27.3%

709 834 1,087 824 847

国・地域 米国 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア

価額 354 価額 194 価額 242 価額 314 価額 259

構成比 36.1% 構成比 22.5% 構成比 25.2% 構成比 32.1% 構成比 32.4%

国・地域 オーストラリア 国・地域 米国 国・地域 中国 国・地域 中国 国・地域 米国

価額 204 価額 166 価額 158 価額 124 価額 146

構成比 20.8% 構成比 19.3% 構成比 16.4% 構成比 12.6% 構成比 18.3%

国・地域 中国 国・地域 中国 国・地域 米国 国・地域 米国 国・地域 中国

価額 122 価額 130 価額 112 価額 120 価額 108

構成比 12.4% 構成比 15.1% 構成比 11.7% 構成比 12.3% 構成比 13.5%

国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア 国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 韓国

価額 80 価額 121 価額 106 価額 114 価額 89

構成比 8.1% 構成比 14.1% 構成比 11.1% 構成比 11.6% 構成比 11.1%

国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域アラブ首長国連邦 国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア

価額 77 価額 89 価額 91 価額 105 価額 63

構成比 7.8% 構成比 10.3% 構成比 9.5% 構成比 10.8% 構成比 7.9%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 144 価額 162 価額 253 価額 202 価額 134

構成比 14.8% 構成比 18.7% 構成比 26.1% 構成比 20.6% 構成比 16.8%

981 862 962 979 799

付表5　長崎県の主要貿易相手国（輸入）
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国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア

価額 244 価額 268 価額 362 価額 360 価額 310

構成比 33.4% 構成比 30.7% 構成比 32.3% 構成比 33.5% 構成比 25.2%

国・地域 韓国 国・地域 サウジアラビア 国・地域 中国 国・地域 中国 国・地域 中国

価額 105 価額 126 価額 163 価額 134 価額 133

構成比 14.5% 構成比 14.4% 構成比 14.5% 構成比 12.4% 構成比 10.8%

国・地域 サウジアラビア 国・地域 韓国 国・地域 サウジアラビア 国・地域 韓国 国・地域 韓国

価額 89 価額 108 価額 115 価額 96 価額 124

構成比 12.2% 構成比 12.4% 構成比 10.2% 構成比 8.9% 構成比 10.1%

国・地域 米国 国・地域 中国 国・地域 韓国 国・地域 インドネシア 国・地域 米国

価額 84 価額 107 価額 103 価額 74 価額 98

構成比 11.5% 構成比 12.3% 構成比 9.2% 構成比 6.9% 構成比 8.0%

国・地域 中国 国・地域 米国 国・地域 米国 国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア

価額 78 価額 76 価額 85 価額 71 価額 84

構成比 10.7% 構成比 8.7% 構成比 7.6% 構成比 6.6% 構成比 6.9%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 129 価額 187 価額 294 価額 339 価額 479

構成比 17.7% 構成比 21.5% 構成比 26.2% 構成比 31.7% 構成比 39.0%

729 872 1,122 1,074 1,228

国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア

価額 352 価額 436 価額 462 価額 490 価額 836

構成比 31.8% 構成比 30.8% 構成比 28.1% 構成比 24.7% 構成比 26.7%

国・地域 中国 国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア 国・地域 米国

価額 127 価額 203 価額 313 価額 239 価額 434

構成比 11.5% 構成比 14.3% 構成比 19.0% 構成比 12.0% 構成比 13.9%

国・地域 サウジアラビア 国・地域 中国 国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア

価額 119 価額 189 価額 158 価額 204 価額 288

構成比 10.8% 構成比 13.4% 構成比 9.6% 構成比 10.3% 構成比 9.2%

国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア 国・地域 韓国 国・地域 中国 国・地域 サウジアラビア

価額 111 価額 149 価額 150 価額 198 価額 270

構成比 10.0% 構成比 10.5% 構成比 9.1% 構成比 10.0% 構成比 8.6%

国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 中国 国・地域 韓国 国・地域 中国

価額 96 価額 111 価額 146 価額 155 価額 250

構成比 8.7% 構成比 7.9% 構成比 8.9% 構成比 7.8% 構成比 8.0%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 303 価額 327 価額 417 価額 701 価額 1,052

構成比 27.2% 構成比 23.1% 構成比 25.3% 構成比 35.2% 構成比 33.6%

1,108 1,415 1,646 1,987 3,130
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国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア

価額 437 価額 469 価額 597 価額 595 価額 683

構成比 29.7% 構成比 28.3% 構成比 30.4% 構成比 29.6% 構成比 30.9%

国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア

価額 266 価額 341 価額 404 価額 350 価額 408

構成比 18.1% 構成比 20.6% 構成比 20.6% 構成比 17.4% 構成比 18.5%

国・地域 中国 国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 韓国

価額 109 価額 158 価額 160 価額 180 価額 167

構成比 7.4% 構成比 9.5% 構成比 8.2% 構成比 8.9% 構成比 7.6%

国・地域 韓国 国・地域 サウジアラビア 国・地域 カタール 国・地域 カタール 国・地域 カタール

価額 108 価額 101 価額 147 価額 140 価額 125

構成比 7.3% 構成比 6.1% 構成比 7.5% 構成比 7.0% 構成比 5.6%

国・地域 サウジアラビア 国・地域 アラブ首長国連邦 国・地域 サウジアラビア 国・地域 サウジアラビア 国・地域アラブ首長国連邦

価額 84 価額 84 価額 96 価額 108 価額 115

構成比 5.7% 構成比 5.1% 構成比 4.9% 構成比 5.4% 構成比 5.2%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 467 価額 503 価額 558 価額 639 価額 714

構成比 31.8% 構成比 30.4% 構成比 28.4% 構成比 31.7% 構成比 32.2%

1,471 1,656 1,962 2,012 2,212

国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア 国・地域 オーストラリア

価額 581 価額 543 価額 503 価額 698 価額 929

構成比 26.6% 構成比 30.3% 構成比 35.2% 構成比 37.2% 構成比 41.8%

国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア 国・地域 インドネシア 国・地域 韓国 国・地域 インドネシア

価額 347 価額 277 価額 219 価額 300 価額 382

構成比 15.9% 構成比 15.4% 構成比 15.3% 構成比 16.0% 構成比 17.2%

国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 韓国 国・地域 インドネシア 国・地域 米国

価額 195 価額 156 価額 162 価額 268 価額 290

構成比 8.9% 構成比 8.7% 構成比 11.3% 構成比 14.3% 構成比 13.0%

国・地域 カタール 国・地域 米国 国・地域 米国 国・地域 米国 国・地域 韓国

価額 147 価額 136 価額 131 価額 197 価額 213

構成比 6.7% 構成比 7.6% 構成比 9.2% 構成比 10.5% 構成比 9.6%

国・地域 中国 国・地域 中国 国・地域 ロシア 国・地域 カタール 国・地域 中国

価額 144 価額 84 価額 56 価額 78 価額 77

構成比 6.6% 構成比 4.7% 構成比 3.9% 構成比 4.2% 構成比 3.5%

国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他 国・地域 その他

価額 768 価額 600 価額 355 価額 336 価額 332

構成比 35.3% 構成比 33.3% 構成比 25.1% 構成比 17.8% 構成比 14.9%

2,182 1,796 1,426 1,877 2,223
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