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車扱（JR貨物） 8.2 ＪＲ東日本 12.5

コンテナ
（JR貨物） 0.3 大手民鉄 12.6

特別積合せ ▲ 9.9 公営 8.5

一般貨物 0.2 中小民鉄 23.8

宅配貨物 ▲ 6.6 乗合バス【東京圏】 ▲ 20.2

トラックターミナル 0.7 乗合バス【北関東】 17.6

長距離フェリー 1.5 貸切バス【東京圏】 31.9

長距離貨客船 ▲ 4.1 貸切バス【北関東】 11.5

内航船 0.3 高速バス【東北方面】 23.5

【横浜】
外航船輸出入 0.7 高速バス【東海方面】 33.4

【東京】
外航船輸出入 11.7 東京圏 11.8

【千葉】
外航船輸出入 13.8 北関東 11.6

【横浜】
内航船移出入 ▲ 0.3 東京都実車率

【ポイント】 4.5

【東京】
内航船移出入 19.1 ハイ

ヤー
東京都 10.5

【千葉】
内航船移出入 ▲ 6.8 長距離 33.7

成田空港
国際線　輸出

（注２） ▲ 7.1 長距離貨客船 25.6

成田空港
国際線　輸入

（注２） ▲ 7.4 国際線 335.6

羽田空港
国内線　発着貨物

（注２） 11.5 国内線 97.5

羽田空港
国際線　発着貨物

（注２） ▲ 24.4 旅館 35.1

普通（１～３類）
月間入庫高 5.6 リゾートホテル 59.6

普通（１～３類）
月末保管残高 0.1 ビジネスホテル 26.7

冷蔵
月間入庫高 5.7 シティホテル 29.0

冷蔵
月末保管残高 9.2 簡易宿泊所 43.6

海外 433.0

国内 275.5

新車 ▲ 17.0

凡例 中古車 ▲ 2.7

２０％以上の増 軽自動車 10.2

５％以上の増

５％～▲５％

▲５％以上の減

▲２０％以上の減
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② 各欄に単位未満の数値がある場合は、原則として四捨五入をした。従って合計数値と

内訳数値が一致しない場合がある。

③ 表中の符号は、次のとおりである。

「0」、「0.0」････････単位未満

「－」･･････････････皆無、該当なしまたは統計整理中
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「ｐ」･･････････････暫定数値（速報による値で確定値で無い）

④ 用語の使い分けは、次のとおりである。

「管内」････････････東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、

山梨県の１都７県

「東京圏」･･････････東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

「北関東」･･････････茨城県、群馬県、栃木県、山梨県

「前年比」･･････････モード別の各項目における百分率での増減
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Ⅰ 概要

１．物の流れ

(１)鉄道（ＪＲ貨物の管内発の荷動き）

車扱い貨物輸送量前年同月比8.2％増、コンテナ貨物輸送量同0.3％増。

(２)トラック（自動車貨物の荷動き）（６月分）

特別積合せ貨物輸送量同9.9％減、一般トラック貨物輸送量同0.2％増、

宅配貨物取扱個数同6.6％減、トラックターミナル同0.7％増。

(３)海運

長距離フェリートラック航送台数同1.5％増、長距離貨客船同4.1％減、

内航船貨物輸送量同0.3％増。

※令和３年４月分より、長距離貨客船を掲載する。また、長距離貨客船

については令和３年度分より集計しているため、令和２年度以前のデ

ータは非公表とする。

担当課：関東運輸局海事振興部旅客課（連絡先:045-211-7214）

(４)港運

外航船の貨物取扱量（輸出入）、横浜港同0.7％増、東京港同11.7％増、

千葉港同13.8％増。

内航船の貨物取扱量（移出入）、横浜港同0.3％減、東京港同19.1％増、

千葉港同6.8％減。

※千葉港について、令和３年５月分以降より対象事業者を変更した。

担当課：関東運輸局海事振興部港運課（連絡先:045-211-7215）

(５)航空

成田空港における輸出入貨物量、輸出同7.1％減、輸入同7.4％減。

羽田空港における発着貨物量、国内線同11.5％増、国際線同24.4％減。

（成田空港、羽田空港ともに数値は速報値による）

(６)倉庫

普通倉庫の月間入庫高同5.6％増、月末保管残高同0.1％増。

冷蔵倉庫の月間入庫高同5.7％増、月末保管残高同9.2％増。
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２．人の流れ

(１)鉄道（鉄道の輸送人員数）（６月分）
ＪＲ東日本前年同月比12.5％増、大手民鉄同12.6％増、公営同8.5％増、
中小民鉄同23.8％増。

(２)バス（輸送人員数）（６月分）
乗合バス・・・東京圏同20.2％減、北関東同17.6％増。
貸切バス・・・東京圏同31.9％増、北関東同11.5％増。
高速バス・・・東北方面同23.5％増、東海方面同33.4％増。
※貸切バス東京圏および高速バス東北方面について、令和３年４月分以
降より対象事業者を変更した。

担当課：関東運輸局自動車交通部旅客第一課（連絡先:045-211-7245）

(３)タクシー、ハイヤー
タクシーの輸送人員数、東京圏同11.8％増、北関東同11.6％増。
東京都における実車率、同4.5ポイント増。
ハイヤーの輸送人員数、同10.5％増。

(４)海運
長距離フェリーの輸送人員数同33.7％増、
長距離貨客船の輸送人員数同25.6％増。
※令和３年４月分より、長距離貨客船を掲載する。また、長距離貨客船
については令和３年度分より集計しているため、令和２年度以前のデ
ータは非公表とする。

担当課：関東運輸局海事振興部旅客課（連絡先:045-211-7214）

(５)航空
国際線の乗降客数同335.6％増、国内線の乗降客数同97.5％増。

(６)ホテル・旅館
関東管内宿泊施設（会社・団体の宿泊所除く）の宿泊人員数
旅館同35.1％増、リゾートホテル同59.6％増、ビジネスホテル同26.7％増、
シティホテル同29.0％増、簡易宿泊所同43.6％増。

(７)旅行業（取り扱い額） （６月分）

海外旅行同433.0％増、国内旅行同285.2％増。

※令和３年５月分以降より対象事業者を変更した。
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３．輸送機器

(１)自動車登録

新車登録台数同17.0％減、中古車登録台数同2.7％減、

軽自動車届出台数同10.2％増。

（新車登録台数については、平成２５年１月発表分から自動車登録手続きワン

ストップサービス（ＯＳＳ）によるものを含む。）



- 4 -

《参考》内閣府ＨＰ「月例経済報告関係資料」より抜粋

月 例 経 済 報 告
（令和４年７月分内閣府公表）

（我が国経済の基調判断）
景気は、緩やかに持ち直している。
・個人消費は、緩やかに持ち直している。
・設備投資は、持ち直しの動きがみられる。
・輸出は、おおむね横ばいとなっている。
・生産は、持ち直しの動きに足踏みがみられる。
・企業収益は、一部に弱さがみられるものの、総じてみれば改善している。企
業の業況判断は、持ち直しの動きに足踏みがみられる。
・雇用情勢は、持ち直している。
・消費者物価は、上昇している。

先行きについては、感染対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中
で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世
界的に金融資本市場の変動や原材料価格の上昇、供給面での制約等による下振
れリスクに十分注意する必要がある。

（政策の基本的態度）
政府は、今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する

成長戦略を一本的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的
な成長とデフレからの脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ
経済運営を行っていく。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を具体化する令和３年度補

正予算及び令和４年度予算を迅速かつ適切に執行する。「コロナ禍における
「原油価格高騰に対する緊急対策」」を実行するとともに、「物価・賃金・
生活総合対策本部」において、物価・景気両面の状況を把握し、予備費の機
動的な活用しながら、状況に応じた迅速かつ総合的な対応に切れ目なく取り
組む。

その上で、骨太方針2022及び新しい資本主義のグランドデザインや実行計

画に盛り込まれた施策を着実に実施するとともに、これらを前に進めるため

の総合的な方策を早急に具体化し、実行に移す。

日本銀行においては、中小企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融

市場の安定を維持する観点から、金融緩和を継続する措置がとられている。日本
銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、２％の物価安定目標を持続的・安

定的に実現することを期待する。


















