
平成２８年度

事業概要

Port of
KITAKYUSHU

北九州
歴史と夢は 港から

北九州市港湾空港局



目   次 

トピックス 

 北九州空港 開港 10 周年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

 G7 北九州エネルギー大臣会合代表団が北九州空港を利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

「響灘エネルギー産業拠点化推進期成会」平成 28年度定期総会を開催 ・・・・・・・・・  2 

ひびきコンテナターミナル初のクルーズ船「チャイニーズ・タイシャン」寄港 ・・・・.・・・・・  3 

 外国籍のクルーズ船「シルバー・ディスカバラー」、「ル・ソレアル」初寄港 ・・・・・・・・・・  4 

北九州港の概要 

 北九州港の歴史と役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

 北九州港の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

 国内外の充実した航路網 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8 

 アクセスと産 業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

 新成長戦略「更なる物流拠点化」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 北九州市の物流戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 北九州港の港勢（平成 27 年北九州港港湾統計） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

施設紹介 

 多様な用途に対応した公共埠頭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

 門司 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 ひびき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

 新門司 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

 小倉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

 北九州空港 ～早朝から深夜まで利便性の高い海上空港～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

 臨海部産業団地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

事業紹介 

 北九州港長期構想 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

 北九州港港湾計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 

 ものづくり産業を支える港 1 ～物流基盤～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38 

 ものづくり産業を支える港 2 ～姉妹港・友好港～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

 災害に強く、いつも安全で、市民生活や企業活動を支える港 ・・・・・・・・・・・・・ 43 

 環境首都にふさわしい港 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 

 多くの人が憩い・賑わう港 １ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 

 多くの人が憩い・賑わう港 2 ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

 公共埠頭の運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58 

 ポートセールス活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

 港湾整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

 港湾施設の再編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62 

組織・財政 

 平成 28 年度予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

 組織図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 



トピックス 

●北九州空港 開港 10周年

北九州空港は、24時間運用可能な海上空港として、平成 18年 3月 16日に誕生し、今年で開

港 10 周年を迎えました。 

現在、旧北九州空港時代から就航 25 周年を迎えた日本 

航空が東京羽田便を 1日5往復、現北九州空港と共に就航 

10周年を迎えたスターフライヤーが東京羽田便1日11往復、

就航 1 周年を迎えたフジドリームエアラインズが名古屋・小 

牧便を 1日 2往復運航しています。 

今後、平成 29年 3月 15日までを「北九州空港開港 10周 

年記念イヤー」とし、9月 25 日には拡大版空港まつりを開催 

する予定です。 

ますます身近で、利用しやすい空港を目指します。 

●Ｇ７北九州エネルギー大臣会合代表団が北九州空港を利用

平成 28年 5 月 1 日から 2 日にかけて、「G7 

北九州エネルギー大臣会合」が開催されまし

た。 

先進主要 7か国（日・米・加・独・仏・英・伊）、

EU、国際エネルギー機関（IEA）、国際再生可能

エネルギー機関（IRENA）から閣僚等の出席を得、

林経済産業大臣が議長を務めました。 

 「グローバル成長を支えるエネルギー安全

保障」の大きなテーマのもと、（1）エネルギー投

資の促進、（2）エネルギー安全保障の強化、（3）

持続可能なエネルギーについて議論を深め、共

同声明「グローバル成長を支えるエネルギー安全保障のための北九州イニシアティブ」が

採択されました。 

関連リンク（http://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/29500005.html） 

厳重な要人警護の北九州空港には、各国代表団が続々と降り立ちました。北九州空港では

初のフライトとなるイタリア代表団を乗せた政府専用機の白い翼が、快晴の青空に一段と映えて

いました。 
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トピックス 

● 響灘エネルギー産業拠点化期成会 平成２８年度定期総会を開催！

平成 28年 5 月 20 日（金）、リーガロイヤルホテル小倉において、「響灘エネルギー産業拠点化推

進期成会（会長：北九州商工会議所会頭 利島康司、副会長：九州経済連合会会長 麻生泰、副会

長：九州経済同友会代表幹事 宇佐見昇、副会長：北九州市長 北橋健治）平成 28 年度定期総会」

が開催されました。 

同会は、響灘地区におけるエネルギー産業拠点の形成

を推進する応援団として、北九州市内外の様々な団体や

企業が中心となり、平成27年7月30日に設立されました。 

定期総会では、利島会長、麻生副会長、北橋市長の挨

拶や平成 27 年度の事業報告、決算報告、平成 28 年度の

予算案、事業計画案などの議案審議のほかに、北九州市

港湾空港局より、洋上風力発電の公募事業に関する進捗

状況の報告や質疑応答が行われました。 
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トピックス 

● ひびきコンテナターミナル初のクルーズ船「チャイニーズ・タイシャン」寄港

平成２８年６月３０日（木）若松のひびきコンテナターミナルに初のクルーズ船となる「チャイニーズ・

タイシャン」（約 24,000 トン、全長約 180ｍ）が寄港しました。 

「チャイニーズ・タイシャン」には中国人観光客が７８４名、船員２７７名が乗船しており、当日は、お

もてなしイベントの一環として、 

① 北九州市消防局消防艇「ひまわり」によるカラー歓迎放水、「熱烈歓迎！」横断幕の掲示、 

② 五平太市役所チーム「響」によるお見送り演奏会などを実施しました。 

また市長主催による総勢４０名にも上る歓迎訪船セレモニーを行い、初寄港を記念し、劉船長へ記

念品を贈呈しました。 

このクルーズ船の乗客は観光バス１９台に分乗し、北九州市内の小倉城やその近隣の商業施設

などを周遊し、観光、ショッピングを楽しみました。 

また船員向けに若松区や八幡西区の商業施設を結ぶシャトルバスの運行に加え、若松区の観光

地である高塔山公園、若戸大橋を望む南海岸、北海岸の美しい海岸線を見ながら温泉体験ができる

オプショナルツアーを企画し、好評を得ました。 

今後もひびきコンテナターミナルでは大型クルーズ船の入港を目指し、誘致活動を強化していきた

いと思います。 

 【チャイニーズ・タイシャン】                   【歓迎訪船の様子】

  【北九州港マスコットキャラクター 

「スナＱ」によるお出迎え】                     【小倉城周辺の観光】 
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トピックス 

● 外国籍のクルーズ船「シルバー・ディスカバラー」、「ル・ソレアル」 初寄港

平成 27 年、門司港の西海岸に外国籍のクルーズ船が 2 隻、初寄港しました。 

9月 8日に寄港した「シルバー・ディスカバラー」は、アメリカからの旅行客をメインに約80名の方が

乗船しており、うち約 60名が北九州市の観光を楽しみました。観光コースは小倉城、小倉城庭園、八

坂神社、平尾台又は門司港レトロ地区で、とりわけ評価が高かったのは平尾台でした。参加者は平

尾台の千仏鍾乳洞に赴き、足を冷たい水に浸しながら、本格的な洞窟探検を存分に楽しんでいまし

た。 

10 月 16 日に寄港した「ル・ソレアル」は平成 26 年に寄港した「ロストラル」の姉妹船で、フランスか

らの旅行客をメインに約 200 名の方が乗船していました。昨年、「ロストラル」で実施した「小倉織の風

呂敷を使ったワークショップ」が好評であったことから、今回の寄港地ツアーへの参加率は昨年よりも

非常に高く、全乗客の 7割以上を占めました。そして、小倉城、小倉庭園、同ワークショップを通して、

北九州市の伝統や文化を多くの外国人観光客の方々へ知っていただくことができました。 

平成 28 年度は 5月 13 日に「ル・ソレアル」が寄港し、今後 8月 26 日「にっぽん丸」、9 月 10 日「シ

ルバー・ディスカバラー」、9月 27日「飛鳥Ⅱ」、10月 14日及び18日「ぱしふぃっくびいなす」、3月 31

日「にっぽん丸」の合計 7回の寄港を予定しています。 

  アジア地域を中心にクルーズ市場は依然成長の途にあるといわれている昨今、さらに多くのクル

ーズ船による北九州港寄港を通して、今後も港の賑わいを創出していきたいと思います。 

【シルバー・ディスカバラー】                  【ル・ソレアル】
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北九州港の歴史と役割

北九州港の概要

■北九州港の役割 

北九州港は、本州と九州の 

結節点に位置し、瀬戸内海（周防

灘）から関門海峡、そして日本海

（響灘）に面しているわが国有数

の大きな港です。北九州港は、

国際拠点港湾(注 1)として北九州市

内だけでなく九州・山口地域の

人々の生活や産業、経済を支え

る大切な役割を担っています。 

（注1）港湾法第2条で定められた「国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾」として、北九州港を含

む全国で 18港が指定されています。

■歴史 

北九州港は、古くは朝鮮、中国との交易におけるわが国の西の門戸として、また、近代は日本

の工業化を支える港としての役割を果たしてきた、歴史ある国際貿易港です。 

今から1700年前 アジア大陸との交易船の停泊地として利用される。 1995（平成7）年3月 門司港レトロがグランドオープン。

明治初期
「外貿の門司」、「内貿の小倉」、「鉄・石炭の洞海」として、3つの港がそれ
ぞれの特色を活かして発展する。

1995（平成7）年6月 中枢国際港湾に指定。

1889（明治22）年 門司港開港、特別輸出港に指定。 1996（平成8）年11月 北九州港港湾計画を改訂。

1940（昭和15）年 門司、小倉、下関3港が合併し、関門港となる。 1997（平成9）年12月 ひびきコンテナターミナル着工。

1951（昭和26）年 関門港として、特定重要港湾（現在は、国際拠点港湾）に指定。 1999（平成11）年4月 北九州市物流拠点都市構想を策定。

1963（昭和38）年 北九州市誕生。 1999（平成11）年8月 北九州市物流拠点都市づくり基本方針を策定。

門司港、小倉港、洞海港3管理者の統合による北九州港管理組合発足。 2002（平成14）年 海辺のマスタープラン2010を策定。

北九州港誕生。 2002（平成14）年3月 北九州貨物ターミナル駅供用開始。

1970（昭和45）年 響灘臨海工業団地分譲開始。 2002（平成14）年5月 リサイクルポートに指定。（平成19年6月同施設供用開始。）

1971（昭和46）年 西日本初のコンテナターミナル、田野浦コンテナターミナル供用開始。 2004（平成16）年11月 仁川港（韓国）とロジスティクス・パートナー港締結。

1974（昭和49）年 北九州港管理組合を解散。北九州市が北九州港の管理者となる。 2005（平成17）年4月 ひびきコンテナターミナル供用開始。

1979（昭和54）年 北九州港港湾計画を改訂。 2005（平成17）年11月 天津港（中国）とロジスティクス・パートナー港締結。

1980（昭和55）年 太刀浦コンテナターミナル全面供用開始。 2005（平成17）年12月 煙台港（中国）、青島港（中国）とロジスティクス・パートナー港締結。

1984（昭和59）年7月 タコマ港（米国）と姉妹港締結。 2009（平成21）年 北九州港開港120周年。

1985（昭和60）年5月 大連港（中国）と友好港締結。 2011（平成23）年 5月 北九州港長期構想を策定。

1985（昭和60）年 マリナクロス新門司分譲開始。 2011（平成23）年 5月 新・海辺のマスタープランを策定。

1991（平成3）年 新門司フェリーターミナル供用開始。 2011（平成23）年11月 日本海側拠点港に選定。

1991（平成3）年7月 レムチャバン港（タイ）と姉妹港締結。 2011（平成23）年12月 北九州港が「グリーンアジア国際戦略総合特区」に選定される。

1991（平成3）年8月 新門司マリーナ供用開始。 2012（平成24）年 1月 北九州港港湾計画を改訂。

1994（平成6）年 市民に親しまれる水際線づくりマスタープランを策定。 2013（平成25）年 3月 北九州港物流拠点化戦略基本方針を策定。

1964（昭和39）年
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北九州港の概要

■範囲 

北九州港は、小倉南区から若松区に至る臨海部に展開し、その海岸線の延長は約 170km で、

北九州市が有する海岸線の 80％を占めています。北九州港の港湾区域(注 2)は、周防灘、関門海

峡、洞海湾、響灘の 4 つの海域にまたがっており、臨港地区(注 3)は、港湾の多様な機能が展開さ

れる空間として約3,700haが指定されています。 

（注2）港湾管理者が管理を行う必要最低限の水域として設定されています。 

（港湾区域変更手続き中（平成28年5月末時点）） 

（注3）港湾区域を地先水面とする一定の陸域を指定しています。

港湾区域は15,786ha 

臨港地区は3,695ha 
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北九州港の特徴

北九州港の概要

■ アジアに近い地理的優位性 ■ 国内交通の結節点

北九州港は韓国・釜山まで約 230km、中国・
上海まで約 1,000km と近接しており、経済発展
著しいアジアの活力を取り込む最適なポジショ
ンにあります。 
 この絶好のロケーションを活かして、多種多
様なサービスを提供しています。

北九州港は本州と九州の結節点に位置し、
東九州、西九州、本州の 3方向に伸びる陸上
アクセス（高速道路、一般道路、鉄道）が優れ
ているため、西日本の広いエリアからの集貨
が可能です。 

【特徴】                   

〇九州自動車道と東九州自動車道の分岐点 

〇東九州自動車道の延伸により、利便性が向上 
（平成28年4月、北九州から宮崎まで全線開通） 

〇広い背後圏には多種多様な産業が展開

【特徴】               

〇豊富な定期コンテナ航路 

〇中・韓向け多頻度サービスの提供 

〇充実した内航フェリー・RORO航路への接続が容易 

〇迅速な通関体制によるクイック・デリバリーサービス

■ ものづくり産業の集積 ■ あらゆる輸送モードに対応 

北部九州は、100 年以上にわたり鉄鋼業を
はじめ重化学工業の拠点として発展した歴史
から、製造業や先端産業が集積しており、近年
では特に自動車関連産業の集積が顕著です。 
また、臨海部には港湾に隣接した産業用地
があり、環境・エネルギー産業も多く立地して
います。 

コンテナ・RORO・在来に対応する多彩な港
湾施設に加え、24 時間運用可能な海上空港
や鉄道貨物ターミナル、高速道路網など、陸
海空の物流インフラが充実しており、あらゆ
る輸送モードに対応できます。 

【特徴】              

〇陸海空の充実した物流インフラ 

〇港湾施設は、コンテナ、フェリー、ＲＯＲＯ、在来と
あらゆる輸送モードに対応 

〇シー＆シー、シー＆レール、シー＆エアなどの複
合一貫輸送も提供可能

【特徴】             

〇市内には素材・部材関連、自動車関連、環境・エネ
ルギー関連の製造業が集積 

〇企業立地の受け皿として、港湾に隣接した広大な産
業用地を分譲中 

〇知的基盤（北九州学術研究都市）による高度人材
育成、研究開発支援、新産業創出

■ 環境にやさしい物流の推奨 

北九州市は、運輸・交通部門でのＣＯ２削減
を推進するため、トラック輸送から内航フェリ
ー・RORO船輸送への転換によるモーダルシフ
トを推奨しています。 

【特徴】               

〇環境にやさしい物流を実現しながら、関東・関西・中
部などとの多頻度輸送も可能 

〇内航フェリー・RORO 船で輸送される貨物取扱量
は、北九州港全体の約半分 

〇平成 27 年以降、新門司発着のフェリーは、船舶の
大型化に伴い貨物輸送能力が拡大

参照 
P10 

参照 
P16 

参照 
P46 

参照 
P9  

参照 
P10 
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国内外の充実した航路網

北九州港の概要

■外航定期コンテナ航路

明治以降、国際貿易港として発展してきた北九州港。外航定期コンテナ航路は、アジア（特

に韓国・中国）を中心に 45 航路が開設され、月間 204 便が就航しています。 

 また、北九州港と阪神港、京浜港を結ぶ内航フィーダー航路も開設されています。

■内航フェリー・RORO航路

北九州港は、国内長距離フェリー発祥の地です。 

日本各地に向け、内航フェリーが毎日 6便、 

内航 RORO船が週 7～8便就航しています。 

また、内航フェリーの取扱貨物量は全国第 2位 

（平成 27 年実績）を誇っています。

東京 
北九州 

名古屋 

大阪 

神戸 

徳島 

松山 

常陸那珂 

○内航フェリー・RORO航路の所要時間

発 着 所要時間

大阪・神戸 12時間

徳　島 14時間

名古屋 23時間

東　京 32時間

小倉（浅野） 松　山 7時間

小倉（日明） 常陸那珂 34時間

新門司

○最短輸送日数の例　　　　　（単位：日）

輸出 輸入

韓国 釜　山 1 1

上　海 2 2

大　連 4 3

天津新港 3 4

青　島 3 2

香　港 5 5

台　北 2 4

高　雄 4 5

ﾊｲﾌｫﾝ（ﾍﾞﾄﾅﾑ） 6 11

ﾎｰﾁﾐﾝ（ﾍﾞﾄﾅﾑ） 10 10

ﾚﾑﾁｬﾊﾞﾝ（ﾀｲ） 9 11

中国

東南
アジア

台湾

主な寄港地

○外航定期コンテナ航路一覧

国・地域 航路数 月間便数

東南アジア 9 36

台湾 3 12

中国（香港含む） 12 52

韓国 21 104

合計 45 204

　　※平成28年6月1日現在
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北九州港の概要

アクセスと産業

 北九州港は、外海である日本海と内海である瀬戸内海の両方に面しているため、古く

から交通の要衝として栄えてきました。背後圏の九州・山口地域には、製鉄や化学など

の基礎素材産業を核に、自動車関連産業や産業機械製造業などの幅広い加工組立型産業

が集積しています。東九州、西九州、本州の３方向に伸びる陸上アクセス（高速道路、

一般道路、鉄道）が優れているため、西日本の広いエリアからの集貨が可能です。 

3:45 

337km

中国自動車道 

大分 

熊本 

福岡 

長崎 

山口 

宮崎 

鹿児島 

3:40 

326km

1:36 

151km

1:35 

111km

2:08 

196km

1:17 

102km

広島 

2:41 

229km

山陽自動車道 

大分自動車道 

九州自動車道 

東九州自動車道 

0:33 

48km

北九州市から西日本の主要都市までの時間と距離 0:00 

00km

←所要時間 

←距離 ※小倉南 ICから各都市 ICまでの時間と距離（NEXCO 西日本発表） 

高速道路 

鉄道 

特に第二次産業が 

集積している地域 

造船、窯業、 

半導体関連、 

電気・機械 

製鉄等、化学、 

自動車関連、 

窯業、造船、 

半導体関連、 

電気・機械

製鉄等、化学、 

自動車関連、 

半導体関連

造船、 

自動車関連 

化学、 

紙・パルプ 

化学、製鉄等、 

半導体関連、 

電気・機械 

化学、太陽電池、 

半導体関連、 

自動車関連 

化学、 

自動車関連 

自動車関連、 

半導体関連、 

紙・パルプ、 

電気・機械 

半導体関連 

北九州市から宮崎市まで開通

東九州自動車道の開通 

長崎自動車道 

３つの高速道路の結節点

（点線部分整備中） 

北九州
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新成長戦略「更なる物流拠点化」

北九州港の概要

 平成 25 年 3 月に策定された「北九州市新成長戦略」の重点マネジメント項目の１つ

として、「更なる物流拠点化」が指定されました。これは、東九州自動車道の開通を契

機として、北九州市の物流面における優位性をさらに高めつつ、本市への広域集貨と企

業立地（創貨）を促進することをもって、地域経済の発展を目指すものです。 

■東九州地域の資源 
大分・宮崎両県は、農林業・水産業がさかん

で、特色のある生鮮品を出荷しています。また、

半導体関連、自動車関連などの付加価値の高い

工業製品を生産する工場が集積している地域

もあります。 

東九州自動車道の開通により、「速達性」「定

時性」を要求される貨物の輸送が容易となりま

す。 

（１）鮮度が問われる 1次産品 

（２）高付加価値の 2次産品

■北九州市の優位性 
ものづくり産業とともに発展してきた北九

州市には、従来から陸・海・空の充実した物流

基盤が整っています。東九州自動車道の開通に

より、特に空港やフェリーとの連携が期待され

ます。 

また、市内には、多種多様なニーズに対応で

きる広大な産業用地が確保されており、物流イ

ンフラとの連携にも適しています。 

（１）充実した物流インフラ 

（２）豊富な産業用地

■集貨と創貨の相乗効果による「更なる物流拠点化」 
集貨に着目すれば、東九州方面のアクセス向上により、より遠くから貨物を集めることが可能とな

り、地元企業にとっても競争力強化のチャンスです。創貨に着目すれば、本市の物流面での優位性に

着目した企業の進出が期待されます。 

 このように集貨と創貨の相乗効果がいかんなく発揮されれば、本市の物流拠点化が更に推進される

こととなり、地域産業全体が活性化するとともに、税収や雇用機会が増えることを通じて市民生活が

更に豊かになることを目指しています。 

航空貨物の拠点化 ３つの高速道路の結節点 

更なる物流拠点化

東九州自動車道の開通により、本市の優位性がさらに高まる

集 貨 創 貨
広域からの集貨 

地元企業の競争力強化 

新たな企業立地 
（物流業、製造業） 

効率的な集貨による 
企業立地の促進

企業立地による 
集貨の促進

集貨・創貨の相乗効果 

海上物流の活性化 

雇用の創出、地域産業の活性化、市民生活の向上

陸 海 空 
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北九州市の物流戦略

北九州港の概要

■本市における物流の貢献度 

 本市の経済活動において物流が果たす役割は非常に大きなものがあります。 

 物流関連産業に、輸配送で港湾を比較的多く利用する港湾利用製造業を加えた経済波

及効果を推計したところ、市内総生産額、市民雇用者報酬に占める割合はともに高い値

を示しています。 

このことからも、本市の経済における物流の重要性をみてとることができます。

■北九州市物流拠点化戦略基本方針 

本市は「アジア」と「環境」を視点として、競争力のある産業都市の実現に向けて、

総合的な物流施策の方向を示す「北九州市物流拠点化戦略基本方針」を平成 25 年 3月

に策定しました。これは、これまでの物流振興による「集貨」と企業立地による「創貨」

に、「環境」を加えた 3つの柱による施策の展開により、複合型物流拠点都市を目指す

ものです。   

これからも、物流拠点都市としての持続的な発展・成長を目指し、総合的に取り組ん

でいきます。 

新 た に 生 み 出 さ れ た 価 値 の 

総 額 （ 粗 付 加 価 値 額 ） は 

1兆 4,700 億円であり、市内総生産

額の 40％に相当します。 

生産活動から発生した付加価値のう

ち、雇用者への分配額の総額は 6,400

億円であり、市民雇用者報酬額の35％

に相当します。 

「北九州市物流拠点化戦略基本方針」より抜粋 
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北九州港の概要北九州港の概要

■概況 

北九州港における平成 27 年（2015 年）の入港船舶隻数は、57,372 隻となり、前年
を 1,374 隻下回った。また入港船舶総トン数については、100,010,437 総トンとなり、
前年を 2,571,397総トン上回った。
海上出入貨物取扱量は、99,330,830 トンで前年から 766,677 トン減少した。外国貿
易では、ＬＮＧ（液化天然ガス）の輸入が減少し、石炭、鉄鉱石、自動車部品が増加し

た。

 コンテナ貨物取扱量は、498,798ＴＥＵで、前年より 13,850ＴＥＵ増加した。国際コ
ンテナ、国内コンテナともに前年を上回った。国際コンテナについては、輸出では「ゴ

ム製品」が減少したが、輸入では「自動車部品」が昨年に続き増加した。

■入港船舶 入港船舶船種別隻数の割合 

入港船舶隻数の推移

北九州港の港勢（平成 27 年 北九州港港湾統計）

（単位：隻・総トン）

構成比（％）

合 計 57,372 100.0

外 航 船 舶 4,446 7.7

内 航 船 舶 52,926 92.3

合 計 100,010,437 100.0

外 航 船 舶 53,286,435 53.3

内 航 船 舶 46,724,002 46.7

隻数

総トン数

27年

客船
42.3%

一般貨物船
22.4%

油送船
5.0%

フルコンテナ

船
4.5%

自動車航

送船
4.4%

内航ケミカル

船
3.4%

パトロール船
3.2%

その他の船舶

（自航船）
3.1%

砂利・砂・石

材船
2.7%

セメント船
2.2%

その他
6.8%
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北九州港の概要北九州港の概要

■海上出入貨物取扱量 

◆海上出入貨物主要品種の割合 

単位：トン 海上出入貨物量の推移（単位：トン）

輸出

移出 移入

輸入

構成比（％）

99,330,830 100

39,272,731 39.5

60,058,099 60.5

合 計 33,302,138 100.0

輸 出 7,279,889 21.9

輸 入 26,022,249 78.1

合 計 66,028,692 100.0

移 出 31,992,842 48.5

移 入 34,035,850 51.5

合 計

輸 移 出

輸 移 入

外国貿易

内国貿易

27年

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000

平成27年（15）

平成26年（14）

平成25年（13）

平成24年（12）

平成23年（11）

輸出 輸入 移出 移入

石炭

37.4%

鉄鉱石

28.7%

LNG(液化天然ガ

ス)

12.4%

非金属鉱物

2.5%

自動車部品

2.4%

化学薬品

1.9%

金属製品

1.4%

鉄鋼

1.0%

その他

12.3%

完成自動車

69.9%

その他輸送

機械

5.5%

セメント

4.5%

コークス

3.9%

石炭

3.8%

鋼材

3.5%

砂利・砂

2.1%

その他

6.7%

完成自動車

64.7%
鋼材

10.0%

石油製品

3.8%

石灰石

3.6%

非金属鉱物

2.1%

自動車部品

2.0%

化学薬品

1.8%

その他

12.0%

移出：国内の他の地域へ貨物を送り出すこと。

移入：国内の他の地域から貨物を運び込むこと。
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北九州港の概要北九州港の概要

自動車部

品
25.1%

家具

装備

品
6.4%

化学薬品
5.3%金属製品

4.9%電気機械
4.8%

染料・塗

料・合成樹

脂・その他
化学工業

品
4.3%

産業機械
4.0%衣服・身廻

品・はきも

の
3.9%

輸送用

容器
3.7%

非鉄金属
3.2%

その他
34.3%

中国
36.4%

韓国
25.8%

台湾
21.2%

中国（ホ

ンコン）
5.6%

タイ
3.8%

ベトナム
1.9%

その他
5.3%

中国
45.1%

韓国
25.6%

台湾
15.8%

中国（ホンコ

ン）
5.0%

タイ
4.6%

ベトナム
1.5%

その他
2.3%

■国際国内コンテナ貨物 

国際国内コンテナ貨物量の推移（単位：ＴＥＵ）

◆国際コンテナ貨物主要品種の割合 

単位：TEU 

輸 出

◆国際コンテナ貨物相手国別の割合

構成比（％）

498,798 100.0

248,962 49.9

249,836 50.1

合 計 455,761 91.4

輸 出 237,854 47.7

輸 入 217,907 43.7

合 計 43,037 8.6

移 出 11,108 2.2

移 入 31,929 6.4

Ｂ．国内コン テナ
（フィーダーを除く）

27年

合 計

輸 移 出

輸 移 入

Ａ．国際コン テナ
（フィーダーを含む）

輸入

輸出 輸入
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施設紹介

多様な用途に対応した公共埠頭

① 新門司埠頭 

新門司北及び新門司南の物流・工業団地の中心に位置する大規模な埠頭です。 

新門司北埠頭には、西日本最大のフェリーターミナルがあり、神戸・大阪・徳島・東京に向けて 1

日 5 便の大型フェリーが就航しています。また、完成自動車の物流センターや国内最大の肉用子牛

の輸入基地としても利用されています。 

新門司南埠頭では、周辺の工業団地の製品などが取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 新門司北埠頭  岸壁（-4.5ｍ～-10.0ｍ）14 バース 

新門司南埠頭  岸壁（-5.5ｍ～-7.5ｍ）5バース 

入港隻数 2,245 隻 

取扱貨物 完成自動車、その他輸送機械、自動車部品 

数量   31,975 千ｔ 

【北九州港 公共埠頭】 

①新門司埠頭    ②太刀浦埠頭     ③田野浦埠頭    ④門司・新浜埠頭 

⑤門司・西海岸埠頭 ⑥高浜埠頭      ⑦砂津・浅野埠頭  ⑧日明埠頭 

⑨堺川埠頭     ⑩戸畑（川代）埠頭  ⑪黒崎埠頭     ⑫堀川埠頭 

⑬二島埠頭     ⑭若松埠頭      ⑮北湊埠頭     ⑯響灘埠頭 

⑰響灘西埠頭 

15



施設紹介

② 太刀浦埠頭 

コンテナターミナルをはじめ多くの港湾施設が集積する、北九州港を代表する埠頭です。 

太刀浦コンテナターミナルは第 1及び第 2の 2つのターミナルから成り、ガントリークレーン７基を備え、月

間約 170 便の定期航路が就航するなど、西日本有数の規模を誇っています。また、在来埠頭も多くの内外船舶

に利用され、多様な品種の貨物が取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 太刀浦第 1 コンテナターミナル  岸壁（-12.0ｍ）2バース 

太刀浦第 2 コンテナターミナル  岸壁（-10.0ｍ）4バース 

在来埠頭  岸壁（-4.5ｍ～-10.0ｍ）36 バース 

入港隻数 4,384 隻 

取扱貨物 自動車部品、化学薬品、砂利・砂   数量   7,670 千ｔ 

③ 田野浦埠頭 

中古自動車の輸出基地や国際ＲＯＲＯターミナルと

して使用されています。また、埠頭背後に立地する

工場の原材料や製品を取り扱うほか、西日本一円の

青果物の輸入基地にもなっています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-6.0ｍ～-10.0ｍ） 

8 バース 

入港隻数 591 隻 

取扱貨物 完成自動車、非金属鉱物、砂利・砂 

数量   323 千ｔ 

④ 門司・新浜埠頭 

門司地区のうち、門司港レトロ地区を挟んで西海岸

埠頭の北側に位置する埠頭で、主に周辺の飼料工場

で利用される飼肥料や食品原料などが取り扱われて

います。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-9.0ｍ～-11.0ｍ） 

3 バース 

入港隻数 86 隻 

取扱貨物 動植物性製造飼肥料、製造食品、とうもろこし

数量   44 千ｔ 

⑤ 門司・西海岸埠頭 

明治期から外国航路が開設された北九州港発祥の 

埠頭で、関門海峡に沿って岸壁と荷さばき施設が 

広がっています。現在は主に周辺の肥料工場や食品

工場で利用される原材料等を中心に取り扱われて 

おります。 

また、北端部は門司港レトロ地区の一画として多く

の市民や観光客が訪れており、下関との間の連絡船

や関門海峡の遊覧船が就航しています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-10.0ｍ～-11.0ｍ） 

10 バース 

入港隻数 321 隻 

取扱貨物 とうもろこし、砂糖、動植物性製造飼肥料

数量   465 千ｔ 

⑥ 高浜埠頭 

北九州港で唯一、大量ばら積みを通例とする物資の

取り扱いを目的とする臨港地区の特殊物資港区に 

指定された、砂利・砂の取り扱いに特化した埠頭

です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-4.5ｍ）4バース 

入港隻数 87 隻 

取扱貨物 砂利・砂 

数量   47 千ｔ 
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施設紹介

⑦ 砂津・浅野埠頭 

ＪＲ小倉駅に近接した埠頭で、松山行きのフェリー

ターミナルが駅のすぐ北側にあるほか、離島への航

路が就航しています。このほか周辺の工場で生産さ

れる製品などが取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ～-9.0ｍ） 

6 バース 

入港隻数 1,746 隻 

取扱貨物 完成自動車、水、金属くず 

数量   1,902 千ｔ 

⑧ 日明埠頭 

多くの港湾施設が集積する、北九州港を代表する 

埠頭の一つです。 

日明東埠頭には、内航のＲＯＲＯターミナルが 

あり、茨城・常陸那珂に向けて定期航路が就航

しています。 

このほか、鋼材を中心に輸送機械、金属製品など

幅広い貨物が取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 日明東・南埠頭 

岸壁（-5.5ｍ～-12.0ｍ） 

8 バース 

日明北埠頭 

岸壁（-5.5ｍ）7バース 

入港隻数 2,284 隻 

取扱貨物 鋼材、金属製品、輸送用容器 

数量   2,085 千ｔ ⑨ 堺川埠頭 

埠頭の周辺に広がる工業地帯の原材料や製品を 

中心に取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-4.5ｍ～-7.5ｍ） 

7 バース 

入港隻数 716 隻 

取扱貨物 化学薬品、砂利・砂、鉄鋼 

数量   242 千ｔ 

⑩ 戸畑（川代）埠頭 

鉄鋼製品を中心に取り扱っている埠頭です。 

このほか、周辺の工業地帯の原材料などが取り扱

われています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ～-9.0ｍ） 

12 バース 

入港隻数 792 隻 

取扱貨物 鋼材、鉄鋼、化学薬品 

数量   249 千ｔ 

⑪ 黒崎埠頭 

周辺の工業地帯で利用されるコークスや石炭などを中心に、その製品なども取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-4.5ｍ～-8.0ｍ）7バース 

入港隻数 333 隻 

取扱貨物 石炭、コークス、非金属鉱物 

数量   448 千ｔ 
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施設紹介

⑫ 堀川埠頭 

砂利・砂を中心に取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ）4バース 

入港隻数 334 隻 

取扱貨物 砂利・砂、化学製品、 

染料・塗料・合成樹脂 

数量   203 千ｔ 

⑬ 二島埠頭 

二島工業団地の中心に位置し、工業団地の原材料で

ある鉄スクラップや製品を中心に取り扱う埠頭で

す。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ～-7.5ｍ） 

2 バース 

入港隻数 239 隻 

取扱貨物 金属くず、鋼材、非金属鉱物 

数量   260 千ｔ 
⑭ 若松埠頭 

船舶の離着岸の補助などを行なうタグボートの基地

として利用されている埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ～-8.0ｍ） 

6 バース 

入港隻数 73 隻 

⑮ 北湊埠頭 

鋼材、砂利・砂を中心に周辺の工業地帯の原材料や

製品を中心に取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.0ｍ）8バース 

入港隻数 1,137 隻 

取扱貨物 鋼材、砂利・砂、金属製品 

数量   118 千ｔ 

⑯ 響灘埠頭 

洞海湾に面した響灘南埠頭及び響灘に接する安瀬埠

頭ともに響灘臨海工業団地内に立地し、工業団地の

製品やコークスなどを中心に取り扱っています。 

特に、響灘南埠頭は、在来埠頭としては洞海・響灘

地区で最大の施設規模を誇っています。また、北九

州港で唯一、廃棄物を取り扱うためのリサイクルポ

ート岸壁を整備しています。 

利用状況 

係留施設 響灘南埠頭 

岸壁（-5.5ｍ～-10.0ｍ） 

6 バース 

安瀬埠頭 

     岸壁（-5.5ｍ）5バース 

入港隻数 1,086 隻 

取扱貨物 コークス、非金属鉱物、金属くず 

数量   1,723 千ｔ 

⑰ 響灘西埠頭 

コンテナ船の大型化に対応した-15ｍ岸壁を 有す

るコンテナターミナルを供用し、周辺に広がる産業

用地と一体となって利用されています。 

また、-10ｍ岸壁は、多目的利用として、コンテナ

には収まらない大型タイヤの輸出などにも利用さ

れています。 

利用状況 

係留施設 ひびきコンテナターミナル

岸壁（-10.0ｍ～-15.0ｍ） 

4 バース 

在来埠頭 

     岸壁（-5.0ｍ）2バース 

入港隻数 513 隻 

取扱貨物 化学薬品、ゴム製品、自動車部品 

数量   638 千ｔ 

18



門司

施設紹介

■太刀浦コンテナターミナル

 「PORT MOJI」として世界的にも長年親しまれている、西日本有数のコンテナターミ

ナルです。全国で初めて、複数の元請港運事業者によるコンテナ荷役作業の共同化を実

現し、効率的な運営が行われています。 

 現在、中国・韓国方面を中心に外航定期コンテナ航路が開設され、月間 176 便（H28.6

現在）が就航しています。豊富な航路網と地理的優位性を活かし、アジアのゲートウェ

イとして充実した物流サービスの提供に努めています。 

【太刀浦コンテナターミナルの施設概要】

区 分 第 1コンテナターミナル 第 2コンテナターミナル 

岸壁・延長 620m 555m 

水深 －12m －10m 

ターミナル総面積 16.2ha 16.1ha 

コンテナクレーン 4 3 

ストラドルキャリア 18 13 

蔵置能力 6,424TEU 4,152TEU 

冷凍コンセント 400V×95 400V×96、200V×36 

運営形態 公 共 公 共 

第１コンテナ 
ターミナル 

・岸壁延長 620m 
・水深－12m 

第２コンテナ 
ターミナル 

・岸壁延長 555m 
・水深－10m 
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施設紹介

【門司港コンテナターミナル貨物情報サービス】

 ○MOJI PORT WEB 

  （http://www.moji-cont.com/） 

 ○システムの利用料（登録料等）は無料です。

 ○コンテナ情報を 24時間ネット上に公開しています。

 ○システムメニューは以下のとおりです。

 ・本船スケジュール照会 ・PICKUP オーダー入力 

 ・本船荷役情報照会   ・搬出入予約登録

 ・コンテナ情報照会   ・検査情報照会（税関等）

■田野浦ＲＯＲＯターミナル 

田野浦自動車物流センターは、約 2,000 台の自動車蔵置能力を有し、中古自動車の輸

出基地として、主にアフリカ、ミャンマー及びニュージーランド向け自動車輸送船（PCC）

が寄港しています。 

また、RORO 船による精密機器の国際輸送拠点としても活用されています。 

【エコキャリアの導入】

現在、ソーラーパネルや

LED、排ガス浄化マフラー等

を搭載した環境配慮型の新

型ストラドルキャリアを順

次導入しています。 

※H28.6 月現在･･･7 台

エコキャリア写真 

自動車物流 

センター
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施設紹介

ひびき

■ひびきコンテナターミナル

アジア各国へのコンテナ航路網に加え、

南・北米とダイレクトに繋がる在来航路網も

充実しています。また、直背後の広大な産業

用地には、物流施設をはじめ各種企業の立地

が加速しており、今後更なる発展が見込まれ

ています。 

【ひびきコンテナターミナルの施設概要】 

区 分 詳  細 

岸壁・延長 350m×2 170m×2
水深 -15m -10m
ターミナル総面積 39ha
コンテナクレーン 3 基

トランスファークレーン 7 基

蔵置能力 22,464TEU （4段積み） 

冷凍コンセント 400V×324
運営形態 公共 
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施設紹介

【ひびきコンテナターミナルの特長】 

● アジアの主要港と接続する日本海ルート上に位置する港 

● 大型船の寄港に適した大水深岸壁（-15m）を有する港 

● -10m 岸壁を多目的バースとして暫定活用 

● 危険物蔵置エリアの設定（拡張可能） 

● ターミナル背後地に広がる 安価で広大な産業用地 

【企業進出が進む響灘地区】 

地区内には、ひびきコンテナターミナルを配すとともに、北九州市が有する 24 時間

運用可能な空港やフェリー・RORO 船、鉄道貨物ターミナルの物流インフラを活用した

物流網の構築が可能となっています。 

日本とアジアを結ぶゲートウェイとして、製造・物流の拠点として、多くの企業から

熱い注目を集めております。 

また、同地区では、グリーンエネルギーポートひびき事業に基づき、風力発電産業を

はじめとした環境・エネルギー産業の集積を図っています。 

ひひひびびびきききコココンンンテテテナナナ

タタターーーミミミナナナルルル
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施設紹介

新門司

■新門司フェリーターミナル

新門司北地区

新門司フェリーターミナル  

西日本最大級のフェリー基地として、関西、四国、関東への長距離フェリーと名古屋

へのＲＯＲＯ船が就航しており、大消費地との多頻度輸送が可能です。 

新門司自動車物流センター  

自動車物流における海上輸送の効率化及び国内自動車メーカーの共同輸送を実現す

る、九州最大規模の総合的な自動車物流センターです。完成車 62 万台、自動車部品搬

送用トレーラー8 万台、計 70 万台の年間取扱能力を有し、完成車・自動車部品の国内

物流を強力にサポートしています。 

新門司発着航路一覧  

阪九フェリー         

神戸向け    1 便／日 

泉大津向け   1 便／日 

名門大洋フェリー       

大阪南港向け  2 便／日 

オーシャントランス      

徳島・東京向け 1 便／日 

トヨフジ海運・ 

フジトランスコーポレーション

名古屋向け  5～6 便／週 

新門司自動車 

物流センター 

阪九フェリー オーシャン 

トランス 

名門大洋 

フェリー 

トヨフジ海運・ 

フジトランスコーポレーション 

新門司フェリーターミナル 
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小倉

施設紹介

■小倉ＲＯＲＯターミナル

小倉ＲＯＲＯターミナル                   川崎近海汽船（ＲＯＲＯ船） 

■小倉(浅野)フェリーターミナル

小倉（浅野）フェリーターミナル                松山・小倉フェリー 

茨城県常陸那珂との間に内航ＲＯＲＯ船が就航しています。「常陸那珂／苫小牧」

間の内航ＲＯＲＯ船と接続することで「北九州／北海道」の一貫輸送も可能です。 

北九州貨物ターミナル駅 

①24 時間稼動、②本線上の列車から

のコンテナの直接荷卸し(着発線荷

役方式)により迅速な荷役作業が可

能、③海上コンテナへの対応により

アジアへ向けた「シー＆レール」が

可能という 3 つの特徴を有し、全国

のコンテナ取扱駅と豊富なダイヤで

結ばれています。 

都心に近くＪＲへのアクセスもよい利便性にすぐれたフェリーターミナルです。

四国（松山）へ毎日 1便のフェリーが運航されています。 
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北九州空港 ～早朝から深夜まで、利便性の高い海上空港～

施設紹介

■北九州空港の概要 

◇設置管理者 国土交通大臣      

◇所 在 地 福岡県北九州市小倉南区空港北町   

◇標 点 位 置 北緯 33°50′44″            

          東経 131°02′06″           

◇管 理 面 積 約 160ha                  

◇空港島面積 約 373ha（4,125ｍ×900ｍ）      

◇滑 走 路 (Ｌ)2,500ｍ×(Ｗ)60ｍ           

◇開 港 平成 18 年 3月              

■北九州空港からの就航路線図 

※国内線チャーターは平成 24 年度以降を掲載 （H28.4.1 現在） 

◇北九州空港利用者数 

平成
２３年度

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

平成
２７年度

航空便
利用者数（人） 1,172,996 1,271,222 1,387,470 1,258,779 1,318,010
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施設紹介

■空港へのアクセス  

◇北九州市内の主要な JR 駅や拠点を結ぶ北九州エアポートバスが運行 

◇早朝・深夜帯の航空便については、市内各地へ乗合タクシーが運行 

◇東九州自動車道苅田北九州空港 IC から約 10 分、大規模な駐車場（収容台数約 1,780 台）も完備し 

ており、自動車でのアクセスも便利 

平成 27 年 7 月 17 日（金）からバスアクセスがさらに充実！！ 

〈エアポートバス小倉線増便〉 

    ・新たに航空機の始発便（5:30 北九州空港発）と最終便（0:35 北九州空港着）に対応するバスを 

運行！ 

    ・利用が多い夕方から夜間（16 時～20 時の間）にかけて、小倉駅発便を 20 分間隔で運行！ 

〈福北リムジンバス運行開始〉 

・早朝・深夜帯において、北九州空港と福岡市内（博多・天神）を結ぶリムジンバスを運行！ 

平成 28 年 4 月 24 日（日） 東九州自動車道開通！

    ・大分方面からの自動車でのアクセスの利便性向上！ 

○北九州空港アクセス概要 

 ○北九州空港エアポートバス・福北リムジンバス（所要時間は最速時間） 

49 

73 

62 

33 

16 

運行便数/日

（ノンストップ便） 42 33

（中谷便） 34 49

64 16 朽網駅

48 黒崎駅

62 折尾駅

73 学研都市ひびきの

73 博多

90 天神

小倉駅

福岡市内 福北リムジンバス
4

（早朝･深夜）

路線名 所要時間（分）

北九州市内
（ｴｱﾎﾟｰﾄﾊﾞｽ）

小倉線

朽網駅線

黒崎･折尾･学研都市線 24

33 

64 

24 

4 

43 33   

49   

16   

49   

62   

73   

73   

90   
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施設紹介

■北九州空港ターミナルビル 

◇快適性と安全性を追求したわかりやすく機能的な館内構造。 

◇様々な先進テクノロジーを結集して自然環境との共生を実現。 

◇北九州の山並みや海、祭の山車をモチーフにした地方色豊かな外観。 

◇イベントや地域情報も発信する憩いとにぎわいのエントランス。 

◇全館インターネット利用可能な、無線 LAN 環境。 

１F 到着フロア＆エントランス 2F 出発フロア＆ショッピング 

3F 展望デッキ（足湯）   3F レストラン 
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施設紹介

■貨物拠点化を目指す 北九州空港 

北九州空港の貨物拠点化のメリットについて 

◇九州で唯一 24時間発着可能な海上空港 

◇就航時間に左右されず、早朝・深夜の貨物輸送が可能 

◇アジアに近い地理的な優位性を持つ 

◇空港島の護岸を使った Sea＆Air 輸送が可能 

◇税関空港、検疫空港、動物検疫空港に指定

国際貨物定期便について 

◇日本で唯一の貨物専門の航空会社である日本貨物航空に 

よる定期便 

◇台湾桃園→北九州→成田 

◇成田空港で、北米、欧州、アジア路線に接続し、世界 

各地との貨物輸送が可能 

◇ジャンボ貨物機（B747-8F）による運航 

国際貨物チャーター便について 

◇ジャンボ貨物機（B747）による輸入チャーター便で、 

カナダからは馬、オーストラリアからは牛を輸入

（アトラス航空、大韓航空、シンガポール航空等が就航） 

◇輸入チャーター便の戻り便を利用した一般貨物輸出も実施 

◇超大型輸送機アンントノフ等による一般貨物の輸出入 

国際貨物上屋（荷捌き施設）について 

◇地上 1階、鉄骨造、延べ床面積 約 1,000 ㎡   

◇国際貨物の荷捌き施設 

◇カーゴハンドリングシステム導入（トラックドックリフター、 

10 トンスケール）、冷凍冷蔵コンテナなど完備 

◇貨物取扱量 

日本貨物航空 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

貨物取扱量(t) 13,542 13,585 15,060 14,724 6,841

平成 平成 平成 平成 平成

アトラス航空 

大韓航空 

シンガポール航空 

国際貨物上屋 

ボルガ・ドニエプル航空 
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臨海部産業団地

施設紹介

＜響灘地区＞ 

■響灘臨海工業団地 

広大な用地を持ち、地区内に整備された豊富な港湾インフラにより、原材料や製品の海上

輸送に適した工業団地で、ブリヂストンを始め、製造業を中心とした数多くの企業立地が進ん

でいます。 

また、中国を始めとするアジアの国々に近接しており、アジア諸国と連携した生産拠点とし

ても最高のロケーションです。 

さらに団地を含めた響灘地区は「次世代エネルギーパーク」として認定されており、今後、

製造業だけでなく、グリーンエネルギー関連産業の集積も期待されています。 
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施設紹介

＜新門司地区＞ 

■マリナクロス新門司 

九州の最北端に位置し、高速道路にわずか 5

分でアクセスできるロケーションは、九州だけでな

く、中国地方への最適物流が実現できる九州でも

有数の物流団地です。 

また、団地内には西日本最大級のフェリーター

ミナルを擁し、関東・関西圏へのグリーン物流が可

能です。 

現在、トヨタ自動車の物流拠点など90社以上の

物流企業が立地しており、 

今後も更なる企業集積が見込まれています。 

新門司ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ

北九州空港
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事業紹介

北九州港長期構想

■長期構想の策定 

長期構想は、北九州港の 20～30 年先の将来の姿や、それを実現するための施策の方向

性を示したもので、港湾法により港湾管理者に策定が義務付けられている『港湾計画』の指

針となるものです。 

今回の長期構想は、「環境力」と「港湾力」をキーワードとして、北九州港がアジアの国際拠

点港湾となるべく「北九州港 アジア・グリーンポート構想」と名付け、平成 23 年 5 月に策定し

ました。 

長期構想では、長期的な「みなとづくり」を進めるための基本的な考え方を 2 つの理念とし

て掲げました。 

この理念のもと、北九州港が果たすべき役割のイメージを 4 つの将来像として示し、それを

実現するための施策をまとめました。 

北九州港長期構想（アジア・グリーンポート構想）の概要 

国際競争力及び産業競争力の強化 

物流ネットワークの強化 

ものづくり産業を支える物流基盤としての港 

大規模災害への対応 

船舶航行等の安全の確保 

老朽化した施設の適切な維持管理 

テロ対策等の港湾セキュリティ向上 

災害に強く、いつも安全で、市民生活や企業活動を

支える港 

循環型社会の形成 

低炭素社会の実現 

自然環境の保全・再生 

環境首都（環境モデル都市）にふさわしい港 

市民に親しまれる水際線の整備 

海辺の活用 

まちの賑わいと一体となった交流拠点の形成 

多くの人が憩い・賑わう港 

理 念

人
と
地
球
に
や
さ
し
く
、

世
界
の
環
境
首
都
を
支
え
る

も
の
づ
く
り
を
支
え
、

ま
ち
を
元
気
に
す
る

将来像 

理念 1：ものづくりを支え、まちを元気にする 

理念 2：人と地球にやさしく、世界の環境首都を支える 
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北九州港港湾計画

事業紹介

■港湾計画の概要 

港湾計画は、港湾空間（陸域・水域）において、開発、利用及び保全を行うにあたっての指針と

なる基本的な計画です。 

港湾法第 3 条の 3 に規定されている法定計画で、港湾管理者に策定が義務付けられていま

す。 

■港湾計画の変更 

港湾計画の内容を変更する必要があるときには、港湾管理者は港湾計画変更を行っています。

港湾計画変更には、改訂、一部変更、軽易な変更の3種類があります。 

■北九州港港湾計画の変遷 

時期     変更の種類   主な内容 

昭和54年     改訂     響灘西地区の埋立 

平成3年      改訂     響灘廃棄物処分場 

平成8年      改訂     新若戸道路 

平成24年     改訂     （現在） 

■港湾計画の概要（平成24年改訂） 

○北九州港の範囲 

港湾計画の範囲は、次に示すとおりです。 

34



事業紹介

○計画の目標年次 

港湾計画の目標年次は平成30年代前半としています。 

○計画の基本方針 

【物流】ものづくり産業を支える港づくり

(1)環黄海地域等とのシームレス物流の実現に向けた対応 

(2)増大する在来貨物輸送需要への対応 

(3)自動車関連の国内輸送強化及び国際輸送の拠点化 

(4)企業のニーズに対応した魅力的な産業用地の確保 

【交流】多くの人が憩い賑わう港づくり

(5)北九州港の歴史を活かした観光拠点の魅力向上 

(6)国際フェリーやクルーズ船等の受入体制の充実 

【環境】環境首都にふさわしい港づくり

(7)緑地や水際線の整備による魅力的な親水空間の形成 

(8)モーダルシフトの更なる進展への対応(フェリー・ＲＯＲＯ船等の複合一貫輸送機能の強化) 

(9)快適な市民生活や企業の産業活動を支える廃棄物及び浚渫土砂処分場の確保 

【安全・安心】災害に強く、安全・安心な港づくり

(10)大規模地震発生時における港湾物流機能の確保 

(11)小型船等の係留施設の不足解消及び港内の航行安全性の向上 

※長期構想、港湾計画の詳細については、北九州港ホームページをご覧下さい。 

http://www.kitaqport.or.jp/ 
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事業紹介

耐震強化岸壁(既設、工事中)【新門司南、西海岸、砂津】 

耐震強化岸壁(計画)【黒崎、響灘西】 

37



ものづくり産業を支える港 1 ～物流基盤～ 

事業紹介

□ダイレクト・アジアの拡大 

アジアとの近接性、関門海峡に面する特

性、既存ストック（港湾施設）や既存サービス

を活かして、アジア諸国の港と直接結ぶダイ

レクト航路の拡大を図る。 

① 寄航先の多様化 

② シャトル化（輸送時間の短縮） 

アジアに向けたゲートウェイとしての 

役割を果たす 

■日本海側拠点港と国際戦略総合特区 

【日本海側拠点港について】 

○平成 23年 11月、国が公募した「日本海側拠点港」について、下関市と連名で「関門港」

として応募し、応募した３つの分野（「国際海上コンテナ」「国際フェリー・RORO船」「国際定期

旅客」）全てで選定され、加えて、その他の機能の強化も図ることが望まれる「総合的拠点港」

にも選定されました。 

関門地域は、成長著しい東アジアの中心にあり、我が国のアジアに向けたゲートウェイとし

て最適な位置にあります。アジアの活力を取込み成長を遂げるため、関門両港が一体となっ

た取組みが不可欠です。 

【国際海上コンテナ】 

アジア向け産業拠点の形成 

 アジアとの近接性、コンテナ港湾直背後の

広大な産業空間を活かして、アジア向け産

業の集積を促進する。 

①国際競争力のある「ものづくり産業」の

集積促進 

②「ものづくり産業」を物流面で支える環

境づくり 
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【国際定期旅客】 

広域的な旅客流動の促進

成長著しいアジア
・生活水準の向上
・観光需要の拡大

東アジア地域へ向けた
ゲートウェイ

我が国の
観光立国の
推進に貢献

関門地域の魅力向上

東アジア地域との旅客流動の促進

関門港

□シームレスアジアの実現 

企業ニーズに対応した付加価値の高い輸送

サービスの拠点形成を図り、アジア輸送におけ

る垣根のないシームレス物流を目指す。 

 ・多頻度（2都市間のシャトル輸送） 

 ・定時性（安定した就航率） 

 ・高速性（急ぐ貨物への対応） 

 ・特殊輸送（コンテナ規格外の貨物等の輸送） 

① 国際フェリー・RORO航路の誘致 

② 外国製シャーシ相互乗り入れの実現 

③ シー＆シー、シー＆レール輸送の推進 

④ 通関手続きの迅速化（AEO事業者の集積

促進） 

寄港しやすい条件の設定 等 

【国際フェリー・RORO】 

□ボーダーレス・アジアの実現 

既存サービスや既存ストックを活かして、東

アジア地域とのアクセス性を向上させる。 

① 対岸諸国をつなぐ国際フェリー航路の拡大 

② スムーズな入出国を実現するターミナル機

能の向上 

東アジア地域と九州・山口地域の旅客流動の促進に貢献する 

③ 関門港を活用する魅力的な観光商品の開発 

④ 国際旅客輸送の玄関口としての関門港の魅力向上

東アジア地域の経済成長を観光面で取り込むことで、関門地域や背後圏の経

済活性化のみならず、我が国における観光立国の推進に貢献 
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事業紹介

① 規制、制度の特例 

② 税制上の支援 

③ 財政上の支援 

④ 金融上の支援 

【国際戦略総合特区について】 

平成 23年 12 月、福岡県、福岡市、北九州市 
が共同で申請していた｢グリーンアジア国際戦略 
総合特区｣が国から選定されました。これにより 
右記の支援などが受けられます。
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ものづくり産業を支える港 2 ～姉妹港・友好港～ 

事業紹介

■海外諸港との交流（姉妹港・友好港） 

北九州港では、米国・タコマ港及びタイ・レムチャバン港と姉妹港を、中国・大連港と友好港

を締結し、姉妹港・友好港会議や、研修生の相互派遣など、活発な国際交流活動を行ってい

ます。 

※ 「姉妹港」と「友好港」の違い：大連港（中華人民共和国）においては、日中間の国際関

係上、姉妹という優劣をつけるような表現を使用しないため、「友好港」としている。 

【姉妹港・友好港の紹介】 

◆アメリカ合衆国・タコマ港（姉妹港） 

米国西海岸のワシントン州に位置する北米屈指のコンテナ

港であり、アジアやアラスカへのゲートウェイとして利用されて

います。ターミナル内から2つの大陸横断鉄道へと接続でき、ま

た他州へのアクセスもよく、物流面における立地条件にも恵ま

れています。 

◆中華人民共和国・大連港（友好港） 

遼東半島の南端に位置し、広い港域と大深水、不凍という恵

まれた自然条件を備え、東アジアと北米、欧州を結ぶトランシッ

プ港として、優れたロケーションにあります。ターミナル内には、

160km に及ぶ鉄道網や 300,000 ㎡の倉庫群、180ｋ㎡の蔵地場

があり、100 以上のバースを有しています。現在は、民営化され、

大連港集団有限公司により運営されています。 

タコマ港（アメリカ合衆国） 1984 年（昭和 59 年）7 月 5日／姉妹港宣言書 

大連港（中華人民共和国） 1985 年（昭和 60 年）5 月 8日／友好港提携協議書 

レムチャバン港（タイ王国） 1991 年（平成 3年）7 月 22 日／姉妹港宣言書
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◆タイ王国・レムチャバン港（姉妹港）

バンコク東南のシャム湾に位置し、7 つのコンテナターミナル

やＲＯＲＯ船用ターミナルの他、多様なターミナルを有し、国際

的なサービスを行っています。港の運営は、タイ港湾公社の監

督のもと、民間に委託されており、国際的に見ても成長率の高

い港のひとつです。 
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災害に強く、いつも安全で、市民生活や企業活動を支える港

事業紹介

図２ 耐震強化岸壁の配置計画 

図１ 新門司南地区耐震強化岸壁 

大規模災害やテロ等から地域を守り、安全・安心で質の高い市民生活の構築や安定した

企業活動の実現等に貢献する港づくりを目指します。 

■災害対策 

北九州港は、日本海と瀬戸内海の両方に面しているため、港内で災害が発生した場合で

も、別海域の施設による代替機能が確保しやすい港です。この地理的優位性を活かし、災害

に強い港づくりを目指します。

◆大規模地震対策の推進 

港湾は、市民生活や地域の企業活動を支える重要なインフラですが、大規模災害時には、

多くの緊急物資や災害復旧に必要な資材などを受け入れる輸送拠点としての機能も発揮し

ます。そのため、大規模災害に備えて、ハード・ソフト対策を進めています。

＜市民生活の維持＞ 

 大規模災害が発生した場合、水、食料、生活必需品などの

緊急物資は、市民生活を維持するため被災直後から必要と

なります。そのため港を活用した緊急物資の輸送を確実に

行うために、通常の岸壁より耐震性を増した耐震強化岸壁

及び一体として機能するオープンスペース（緊急物資輸送対

応の施設）が必要になります。 

 現在、砂津地区において、耐震強化岸壁を中心とした臨海

部防災拠点が整備されています。しかし北九州港は海岸線

が長く、背後圏人口が多いことから、港湾計画では、西海岸

地区と黒崎地区にも耐震強化岸壁を位置付けています。 

＜企業活動の維持＞ 

 北九州港の背後圏には、鉄鋼や化学などの素材型産業を 

中心に、自動車関連産業や精密機械製造業など多くの企業 

が立地しています。大規模災害が発生した際、これらの企業 

の産業活動を支えるため、港湾機能の維持・早期復旧が重

要となります。 

 そのため港湾計画では、幹線貨物であるフェリーやコンテ

ナ貨物輸送用の耐震強化岸壁を新門司南地区、響灘西地区

に位置づけています。平成 26 年度には、新門司南地区のフ

ェリー利用岸壁の耐震化が完了しました。また、北九州港事

業継続計画（北九州港港湾BCP）を策定するなど、ソフト対策

にも取り組んでいます。 

※港湾BCP（Business continuity plan） 

…地震等の大規模災害の発生に備えて、限ら

れた人的・物的資源のなかで物流機能の維

持と早期復旧を可能とするため、事前に港

湾関係者で連絡体制の整備や、行動計画

の共有を行うもの 
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図３ 高潮対策実施事例（新門司北地区） 

◆高潮・津波対策の推進 

 北九州港では、平成11年の台風18号によ

り、周防灘沿岸を中心に高潮や高浪による

大きな被害が発生しました。このような被害

を減らすため、護岸や防波堤の改良（高さを

上げる、消波ブロックを設置するなど）を行っ

ています。 

 また、現時点における国や福岡県の津波

浸水シミュレーションでは、北九州港に大き

な被害は予測されていません。よって津波に

対する防護は、高潮・高浪に対する防護対

策を今後も継続して行うことで対処していき

ます。

■港湾施設の保安対策 

平成13年 9月の米国同時多発テロを契機に、港湾や船舶におけるテロ対策を強化すべき

という機運が国際的に高まり、平成14年12月に海上人命安全条約（ＳＯＬＡＳ条約）が改正さ

れ、平成 16 年 7 月より条約締結各国（164 か国）において、保安対策が実施されることとなり

ました。 

 わが国においても、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（国際

船舶・港湾保安法）」が制定され、平成 16 年 7 月 1 日より、国の基準を超えて外航船舶に利

用される港湾施設等において、保安対策を実施しています。

◆北九州港における保安対策の取り組み 

保安対策を実施している港湾施設 

 北九州港において保安対策を実施している公共埠頭は、26 施設です。ほかに国際貿易に

利用している専用埠頭を所有・管理している企業が11社あり、それぞれが独自に保安対策を

実施しています。

北九州港 保安対策実施埠頭 

１ 新門司埠頭新門司３，４号岸壁                                 ８ 太刀浦埠頭太刀浦３４号岸壁 

 ２ 新門司北埠頭新門司フェリー４号岸壁                           ９ 田野浦埠頭田野浦２号岸壁 

 ３ 新門司北埠頭新門司北９号岸壁                               １０ 田野浦埠頭田野浦３～５号岸壁 

４ 太刀浦第一コンテナターミナル太刀浦７，８号岸壁             １１ 田野浦埠頭田野浦６，７号岸壁 

５ 太刀浦第二コンテナターミナル太刀浦２９～３３号岸壁         １２ 門司埠頭門司１号岸壁 

６ 太刀浦埠頭太刀浦３～６号岸壁                               １３ 門司埠頭門司２号岸壁 

７ 太刀浦埠頭太刀浦２６～２８号岸壁                           １４ 門司埠頭門司５～７号岸壁 
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保安対策の概要 

ＳＯＬＡＳ条約や国際船舶・港湾保安法に基づき実施している保安対策の内容は、次のと

おりです。 

 ○制限区域の設定 

 ○制限区域における人・車両・貨物の出入管理 

 ○港湾施設内の監視及び巡視 

 ○フェンス・ゲート・監視カメラ等の保安設備の設置 

 ○保安訓練の実施等 

北九州港保安委員会 

関係機関が連携して港湾の保安の向上と水際の出入管理の強化を図るため、平成 16 年 4

月に、北九州市、海上保安部、警察等の港湾関係行政機関で構成する「北九州港保安委員

会」を設立しました。同年9月には、港湾関係団体や専用埠頭を所有・管理する企業なども構

成員に加え、連携、協力体制の一層の強化を図っています。 

保安訓練 

 平成27年10月16日に、北九州港新門司フェリー１号岸壁において、門司海上保安部主催

で関門港テロ対応訓練を実施しました。港湾空港局をはじめ、福岡県警門司警察署、門司税

関、福岡入国管理局、北九州市消防局等が参加して、テロリストの制圧、爆発物の処理等の

訓練を行いました。 

 また、集中監視センターにおいて、警備員、合同現地対策調整本部等との連携を図り、情

報伝達訓練を行う等、非常時に備えた実践的な訓練を実施しました。 

１５ 門司埠頭門司８～１０号岸壁                 ２１ 響灘南埠頭響灘南０～４号岸壁  

１６ 門司埠頭門司１１～１３号岸壁                               ２２ 安瀬埠頭安瀬８-１～８-５号岸壁 

１７ 日明東埠頭日明東２～５号岸壁                               ２３ ひびきコンテナターミナル響灘西３～６号岸壁 

１８ 日明東埠頭日明東６，７号岸壁                               ２４ 黒崎埠頭黒崎１，２号岸壁 

１９ 砂津埠頭砂津東部岸壁                    ２５ 堺川埠頭堺川５～７号岸壁 

２０ 二島埠頭二島１，２号岸壁                      ２６ 戸畑埠頭戸畑４，５号岸壁
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環境首都にふさわしい港

深刻化する地球環境問題に積極的に取り組む先進都市港湾として、陸域、海域からなる

広大な港湾空間を積極的に活用して、資源循環社会形成、低炭素社会の実現、自然環境の

保全・再生などを行い、本市が掲げる世界の環境首都にふさわしい港づくりを目指していま

す。 

■グリーンエネルギーポートひびき

広大な産業用地と充実した港湾インフラを有する響灘地区において、本市の環境ブランド

や地域に蓄積された産業技術を活用し、今後大きな成長が見込まれる環境・エネルギー関

連産業の集積を目指した「グリーンエネルギーポートひびき」事業を、平成２２年度から進め

ています。 

平成２５年度には、次世代自動車産業の拠点形成に向け、太陽光発電施設と大型蓄電池

を連携させ、電気バスに電力を供給する「ゼロエミッション交通システム」の取り組みを開始し

ました。 

現在では、自動車産業と同様に産業の裾野が非常に広いといわれている風力発電関連産

業と、バイオマス発電関連産業の総合拠点の形成を目指した取り組みを進めています。 

これらの取り組みを民間側から後押しする応援団として、地元を始めとする民間企業など

で構成する「響灘エネルギー産業拠点化推進期成会」が平成２７年７月３０日に設立されまし

た。同期成会は、国への要望・提案活動、講演会の開催等の活動を行い、響灘地区における

エネルギー産業拠点の形成を推進していきます。 

グリーンエネルギーポートひびき 

バイオマス燃料集配基地

バイオマス混焼火力発電所

バイオマス混焼火力発電所

バイオマス専焼火力発電所公募エリア
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■風力発電関連産業の総合拠点 

響灘地区が有する広大な産業用地や充実した港湾施設、比較的良好な風況などの特性を

活かし、同地区への風力発電関連産業の集積を段階的に進めています。 

第一段階として、響灘地区の陸域に設定した「実証研究ゾーン」において、風車の実証研

究と関連施設の誘致を図ることを目的とした公募を実施し、選定された事業者が提案に沿っ

て事業を進めています。 

次のステップとして、更なる拠点化を図るため、響灘の北九州港港湾区域において大規模

な洋上ウィンドファームを設置・運営する事業者の公募を今年度実施します。 

これらの取り組みを通じて、国

内だけでなくアジア圏での風力発

電関連産業の普及も見据え、風

車本体や部品の製造、部材の輸

出入・移出入機能、風車設置サイ

トへの風車積出機能、および実

証研究やメンテナンス機能まで、

あらゆる機能を備えた「風力発電

関連産業の総合拠点」の形成を

目指しています。 

■バイオマス発電関連産業の総合拠点 

平成２６年１１月、「エネルギー資源開発株式会社」が、バイオマス発電所用の燃料を輸入

／ストックし、国内の各発電所に供給する日本最大級の「バイオマス燃料集配基地」を建設

する方針を発表しました。 

さらに、今年度、このバイオマス燃料集配基地を効率よく活用するため、域内にバイオマス

専焼火力発電所を設置・運営する事業者の公募を実施します。 

既に立地が決定しているバイオマス混焼火力発電所（２基）と合わせ、響灘地区へのこれ

らの施設の集積により、「バイオマス発電関連産業の総合拠点」として、臨海部産業用地の

利用と岸壁など港湾インフラの活用、港湾事業者や運送事業者等、市内関連事業者の活性

化や新規雇用の創出など、さまざまな波及効果が期待されます。 

47



事業紹介

■モーダルシフト 

【モーダルシフトの推進】

地球温暖化対策の必要性が高まる中、物流部門においては、モーダルシフト（トラッ

クによる輸送から、フェリー・鉄道などの環境に優しい輸送手段への転換）の流れが進

んでいます。 

環境モデル都市及び環境未来都市に認定されている北九州市では、西日本最大級の新

門司フェリーターミナルや、北九州貨物ターミナル駅などの充実したインフラを活用し

たモーダルシフトを推奨しています。 

■ＬＥＤ照明 

海岸地域にある照明灯は、設置して十数年以上が経過して老朽化が進んでいるため、照

明灯の更新を進めています。平成２４年度から照明灯の更新に合わせて LED 照明器具を導

入し、低炭素社会づくりの取り組みを推進しています。 

照明器具 種 類 消費電力 寿 命 省エネ効果 

水銀灯 ３００W ３６０W １２，０００時間 ― 

ナトリウム灯 １８０W ２４０W ２４，０００時間 
約３４％ 

（水銀灯と比較） 

LED 灯 ― ９６W ６０，０００時間 
約７３％ 

（水銀灯と比較） 

※明るさ同程度で比較した場合 
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多くの人が憩い・賑わう港 １

～海辺を舞台に 憩い・学び・遊ぶ！～ 

魅力ある海辺をめざして 

■新・海辺のマスタープラン 

＜海辺づくりのコンセプト＞ 

港湾空港局では、これまでに「市民に親しまれる水際線づくりマスタープラン（平成 6 年

策定）」、「海辺のマスタープラン2010（平成14年策定）」を策定し、水際線の市民利用の促

進に取り組んできました。 

平成 23 年には、今後も本市の海辺が多くの人に利用され、親しまれるように、目標とす

る海辺の将来像や取り組み方針を定めた「新・海辺のマスタープラン」を策定しました。

「新・海辺のマスタープラン」を着実に推進していくため、有識者やＮＰＯ、企業等の参加に

より『北九州市海辺利用促進会議』を設立し、利用者の視点に立った海辺づくりに取り組ん

でいます。 

策定年月 平成 23 年 5 月 

計画期間 平成 23 年度～平成 32年度（2020 年度） 

計画の対象 箇  所：市内全域の水際線と近接する海域および陸域の一帯 

        対象者：市民だけでなく、広く国内外からの来訪者も含める 
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■ゾーンごとの将来像 

■本市の主な海辺の施設 

日明・海峡釣り公園 
［日明・戸畑ゾーン］ 

家族連れなど多くの人に利用され

ている釣り公園で、散歩等の利用

も多いところです。 

遊歩道が整備され、洞海湾の眺

めや港町の風情、歴史的建築物

などを楽しみながら散歩でき、市

民や観光客に人気があります。 

若松南海岸通り 
［若戸大橋周辺ゾーン］ 

和布刈観潮遊歩道・しおかぜの路 

［門司港・和布刈ゾーン］ 

大里海岸緑地 
［大里・赤坂ゾーン］ 

門司港レトロ地区と和布刈地区を

つなぐ遊歩道で、関門海峡と関門

橋の景観が楽しめ、多くの市民や

観光客に利用されています。 

関門海峡の眺めを楽しむことがで

きる遊歩道として、地域住民の休

憩や散歩、ジョギングなどに利用

されています。 

コンテナターミナルビル展望室

［太刀浦ゾーン］ 

コンテナターミナルの荷役の様子が

一望できる展望室です。事前申し込

みにより、物流の仕組みの解説も行

っています。 

部埼灯台周辺 
［門司北海岸ゾーン］ 

明治 5 年に建てられた近代化産

業遺産に指定されている灯台は、

美しい周防灘の景色を楽しむ休

憩などに利用されています。 

響灘北緑地 
［響灘ゾーン］ 

風力発電の風車を眺めることがで

きる緑地や遊歩道が整備され、散

策、ジョギングなどに利用されて

います。 

八幡東田緑地
［洞海湾ゾーン］ 

遊歩道が整備され、地域住民の

散歩や休憩に利用されています。

また、地域活動団体による花植え

活動も行われています。 
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■みなとや海辺の賑わいづくり 

活動名 団体名 活動内容 

守ろう、ふるさと藍島と 

その海を 

北九州市立 

藍島小学校 

スナメリウォッチング、干物作り体験、海の生き

物探索、白洲灯台の清掃活動を行い、藍島への

愛着を深めるとともに、美しい藍島の自然を守る

ための実行する力を養う。 

大学生による馬島における

海洋ゴミ削減活動および 

啓発活動 

北九州市立大学 

地域共生教育センター 

環境 ESD プロジェクト 

馬島の清掃活動を行うほか、漂着ゴミの実態を

伝える写真展を開催し、海の保全の啓発につなげ

る。 

大里海岸緑地の清掃活動 コトバンク 
門司区大里海岸緑地の清掃、花植えを行い、

美しい景観を保つ。 

大里海岸物語 

～ひと夏の想い出～ 
ひと夏の想い出委員会 

北九州の食文化を伝える縁日、門司の魅力的

な海岸線の景観を構築する近代化遺産の見学、

海辺や建物の雰囲気を活かした婚活イベントを行

い、地域の活性化を図り、本市の魅力への理解を

深める。 

門司港地域における海べ

の環境美化、整備、維持、

管理活動 

門司港レトロ花の会 

門司区の西海岸から和布刈周辺地域の草刈、

花木の手入れ、清掃等の環境美化を行い、地域

の活性化に寄与する。 

藍島旗柱台大旗掲揚及び

盆踊りと清浄 
藍島旗柱台大旗掲揚会 

藍島遠見番所旗柱台で大旗の掲揚を行うほ

か、清掃活動、盆踊りを行い、地域振興につなげ

る。 

「ふるさとの曽根干潟を 

守ろう」（曽根干潟クリーン

作戦・地域環境フォーラム・

野鳥観察） 

北九州市立 

曽根東小学校 

曽根干潟クリーン作戦（清掃活動）を年２回、６

年生が保護者や地域の方々に発信する場「地域・

環境フォーラム」、曽根干潟野鳥観察会を実施し、

また地域、行政とともに曽根干潟にシチメンソウを

再生し、ゴミへの関心を高めるほか、環境保全意

識や実践力を高める。 

うみべであそぼう 

親子もじうみ体験 2016 

ＮＰＯ法人 あそびとまなび

研究所（旧：ひびきの親子

あそび研究会） 

門司の海岸において、６～８家族を対象に、親

子で四季を通じた様々な体験活動を行い、家族

で、海辺で安全に活動出来るように、考える力を

付けていくほか、海を大切にする心を育む。 

ＹＯＵは何しに？ ＩＷＡＹＡ ＢＥＡＣＨ ＣＬＵＢ 

毎月ビーチクリーン活動を行い、海の環境を守

るほか、サーフィンの体験教室を実施し、マリンス

ポーツを通じて水辺に親しんでもらう。 

定期的海岸清掃の実施 北九州美しい海を守る会 

門司区の海岸（青浜、白野江、部埼、大積）海

岸を中心に、毎月清掃活動を行い、ゴミを捨てな

い心を育み、ゴミを捨てない環境をつくる。 

◆みなとや海辺の活動支援 

㈱エヌエスウインドパワーひびきが地元貢献の一つとして、北九州市と共同で平成16年

度に創設した支援制度で、北九州のみなとや海辺で行う環境美化活動や体験型学習活

動、まちづくりなどの諸活動に対し、活動費の一部を助成しています。 

平成 28 年度は 22 団体の活動を支援することに決定しました。 
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活動名 団体名 活動内容 

新門司海浜公園の浜辺ｺﾞﾐ

ひろいとレクリエーション 

ＮＰＯ法人 北九州市 

レクリエーション協会 

新門司海浜公園付近の清掃活動のほか、レク

レーションゲームを行い、海辺の活用方法や自然

体験の楽しさを学ぶ。 

快適で素晴らしい安全な 

居住環境づくり事業 

ＮＰＯ法人 北九州市を 

明るく元気にする会 

八幡東区東田親水公園一帯の環境整備を継

続して頻繁に行い、快適で住みやすい環境を創

出し、素晴らしい環境を次世代に継承する。 

ジュニアヨット体験教室 北九州ジュニアヨットクラブ 

新門司マリーナの清掃活動のほか、ヨットの体

験乗船を行い、環境意識を育み、マリンスポーツ

の普及を図る。 

洞海湾！絶滅危惧植物 

再生プロジェクト 

九州共立大学・ＴＥＡＭ 

洞海湾 

洞海湾に自生する絶滅危惧植物の保護活動や

周辺の環境要因を測定するほか、市民などに向

けた観察会を実施するなど、市民に身近な洞海湾

の水辺空間を創る。 

自然海浜を守ろう！ 

「クリーンアップ大作戦」 

玄海グリーン＆アドベンチ

ャー共同企業体 

門司区喜多久の自然海浜「いさんだの浜」「や

まえだの浜」の清掃活動を行い、環境保全意識を

育む。 

曽根干潟における貴重種

の特定と保護・保全活動 
自然環境定量評価研究会 

カブトガニなどの絶滅危惧種や貴重種の生存

の有無や生息場所、生息量を把握するほか、底

生生物の生息環境に重要な要素と考えられる湧

水の存在の有無を調査するなど、生物の保護・保

全の方法を究明する。 

チンドン道中（身もこころも

きれいに・・・） 
ＮＰＯ法人 大地 

門司区の旧大連航路上屋から和布刈神社の間

において、児童と清掃活動を行い、環境美化の啓

発を図る。 

第９回 

大里親子魚釣り大会 

互栄門会 第９回大里親子

魚釣り大会実行委員会 

門司区大里海岸緑地において、家族参加型の

魚釣り大会を実施し、家族のコミュニケーションの

場を提供すること、門司が自然豊かで子育ての環

境に適したまちと認識してもらうことにつなげる。 

Totoro の会 presents 海辺

で の 余 暇 支 援 と は ？

ver2016 

Totoro の会 

門司区門司港レトロの散策や、若松区脇田海

岸の海釣り桟橋で車イス海釣り大会を実施、若戸

渡船で洞海湾をクルージングするなど、障害を抱

える方へ余暇を楽しむ機会を提供する。 

門司港レトロ 

シャッター絵画 
浜町倶楽部 

今は失われてしまった門司港レトロ地区の風景

をシャッターに描くほか、シャッター絵画のパンフ

レットを作成し、観光名所とするとともに、地域住

民等に対してまちづくりをアピールする。 

海とふれあいプロジェクト

海岸周辺清掃 

私たちの未来環境 

プロジェクト 

戸畑区中原海岸の清掃を行い、地域住民の環

境保全意識を育む。 

自然環境保全活動・ 

環境美化活動 
われら海岸探偵団 

若松区の自然海岸（４箇所）で、毎月清掃活動

を行い、集めた漂着物の内容物を調査し、その発

生源を探るほか、過去の活動の様子や海の環境

に関わる写真を中心としたパネル展を開催し、ボ

ランティアの輪を広げるとともに、環境への意識を

育む。 

海辺情報ウェブサイト『海ナビ』をご覧下さい。 

北九州市のおすすめの海辺スポットや、海辺のイベント・行事を掲載しています。 

「海ナビ」ホームページＵＲＬ    http://www.kitaqport.or.jp/jap/umibe/enjoy/index.html
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多くの人が憩い・賑わう港 ２

事業紹介

■観光・交流拠点の形成 

多くの人々が憩い賑わう港を目指し、海や港に接する機会の少ない市民が、これを身近な

ものに感じてもらえるような事業を実施しています。船舶等の見学やフェリーによるクルージ

ングなどを通じて船や港について学んでいただくとともに、下関市と連携した関門海峡花火大

会など海や港に関するイベントを開催することにより、海辺の賑わいづくりを行い、北九州港

の魅力を広く市内外へ向けてアピールしています。 

◆船舶公開事業 

●独立行政法人航海訓練所練習船 

船内の一般公開やセイルドリル（帆を張る訓練）等を通じて、海や港に親しむ機会を市民に

提供しています。平成 28年度は、「日本丸」を門司みなと祭にあわせて招聘し、約 8,700 人の

方が見学に訪れました。 

◆海辺の賑わい創出事業～市民還元事業～ 

●海峡（北九州港）クルージング 

市民太陽光発電所の売電収入を活用して、「大型フェリー」や「小型船舶」等を使用して、海

から港や港湾施設などを見学するクルージング（一般公募）等を開催します。 
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事業紹介

◆海の日協賛事業 

「海の日」とは、『海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日』であり、国民の祝日とし

て平成８年に制定されました。当初は７月２０日でしたが、平成１５年から７月の第三月曜日に

変更となり、この日に合わせ様々な事業を実施しています。 

●関門港ボート天国 

海上安全思想の普及や、マリンレジャーの健全な発展に資することを目的とし、ＳＷＩＭ＆ 

ＲＵＮやクルーザー・プレジャーボートの体験乗船など、様々なイベントを実施しています。 

●ミニ・ミニ・トライアスロン 

門司区の地元海運業者等を中心とした民間団体が主体となり、港湾区域をめぐるトライア

スロンを実施しています。

◆花火大会 

関門海峡や洞海湾という「海」を舞台に行われる花火を支援し、海辺の賑わいづくりを行っ

ています。 

●関門海峡花火大会（門司区） 

海峡を挟み、海から打ち上げる世界でも珍しい花火大会

であり、７０万人を越える来場者で賑わう北九州市を代表す

る花火大会です。関門連携事業として８月１３日にまちづく

り団体が主体となり、開催しています。 

●くきのうみ花火の祭典（若松区） 

洞海湾の夏の夜を彩る風物詩として、３０万人近くの 

来場者で賑わう花火大会であり、若松みなと祭りと同時 

期の７月下旬に開催しています。 

◆太刀浦コンテナターミナル見学会 

市民生活に深く関わりのある物流の仕組みや港湾の重要性を学ぶ講義と施設見学を組み

合わせた、コンテナターミナルの見学会を実施しています。 
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事業紹介

◆その他事業 

●歓迎訪船 

北九州港に初入港する船舶や独立行政法人航海訓練所の練習船に対し歓迎の意を表す

るため、北九州港のＰＲ活動を行う北九州ポートアテンダントともに歓迎訪船を実施していま

す。 

●パネル展 

北九州港に関する歴史や市内の港湾施設などを紹介するため、市内各所でパネル展を実

施しています。 
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事業紹介

◆北九州港マスコットキャラクター「スナＱ」の利活用 

スナメリが棲む環境に優しいエコ・ポート「北九州港」の象徴的存在として、海辺や港で行

われるイベントや市内の様々なイベントに参加しています。また、北九州港ホームページ（ス

ナＱの部屋）やフェイスブックなど、様々な媒体を活用し、北九州港をＰＲしています。なお、門

司区にある旧大連航路上屋には、スナＱと一緒に写真をとることができるピクチャースポット

があります。 

「スナＱ」の facebook では、「スナ Q」の活動を通じて、北九州港の魅

力などの情報を発信しています。 

アドレス：https://www.facebook.com/minatonosunaq

プロフィール 

●名前 

スナＱ（スナキュー） 

427 点の応募の中から選ばれました。 

スナメリの「スナ」と北九州の「キュー」を掛け合せた名前です。 

●誕生日 

11 月 15 日（北九州港が開港した日と同日） 

●住んでいる所 

関門海峡や響灘に住んでいます。 

●モデル 

世界最小のクジラ「スナメリ」がモデルです。 

北九州港開港 120 周年（平成 21 年）のマスコットキャラクターとし

て誕生しました。 
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事業紹介

■門司港レトロ地区 

明治 22 年に国の特別輸出港の指定を受けて開港し

た門司港は、戦前に横浜・神戸と並んでわが国の３大貿

易港と呼ばれるまで発展を遂げ、活気に満ち溢れていま

した。 

当時の繁栄を物語る歴史的建造物や関門海峡の変

化に富んだ自然景観を観光資源として門司港レトロ地区

事業を展開し、年間約 200 万人が訪れる観光地となりま

した。                                               門司港レトロ地区

■旧大連航路上屋 

門司港レトロの西海岸地区に建つ旧大連航路上屋は、昭和 4 年に「門司税関 1号上屋」と

して建てられ、当時は大連航路や欧州航路など約40航路（約180便／月）が就航する国際旅

客ターミナルとして多くの旅客や送迎者で賑わいました。 

この旧大連航路上屋が、門司港レトロの新たな観光交流拠点として平成25年 7月19日に

オープンし、平成 27 年度末までに約 47 万人の方が利用しています。 

この旧大連航路上屋の１階は、門司港の歴史や大連市を紹介する常設展示スペースのほ

か、映画資料の展示室や会議、音楽の練習等に使える多目的室、大型イベントスペースとし

て利用されています。2 階には当時の待合室のおもかげを復元したホールが整備され、音楽

の演奏会や講演会などが開催されています。また回廊からは、関門橋や多くの船が行き交う

関門海峡を望むことができます。 

隣接する海峡ドラマシップと連携したイベントの開催などにより、門司港レトロ地区の賑わ

いを創出しています。 

旧大連航路上屋オープン式典           旧大連航路上屋の外観              エントランスホール
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公共埠頭の運営

事業紹介

港を構成する水域の泊地や航路、陸域の岸壁、荷さばき地、上屋、野積場、臨港道路など、

船舶が安全に入出港するとともに、船舶と市街地の間を連絡して貨物を運送するために必要

な施設を港湾施設といいます。港湾施設には、地方自治体などの港湾管理者が管理する公

共施設と、企業が所有し独自に利用する専用施設とがあります。 

 港湾管理者は、公共の港湾施設を船会社や港運事業者などの申請に基づいて使用許可し、

施設の整備費や管理運営費に充てるために、使用面積や時間に応じて使用料を徴収してい

ます。 

 港に入出港する船舶は、定期的に運航されるもの、一度だけ入港するものなど様々であり、

所定の優先順位に応じてその都度、岸壁を使用許可しています。ただし、特に高い定時性が

求められるフェリーの定期旅客船については、特別に長時間の使用を許可しています。 

 また、港で取り扱う貨物の種類も様々ですが、近代的な荷役の中心となったコンテナ貨物に

対応するため、公共施設としてガントリークレーンを設置するなど、港湾活動の効率化に努め

ています。なお、主に外航船舶が利用する国際港湾施設には、フェンスやゲートなどを設置し

て、港湾の保安対策にも努めています。 

■港湾施設の基本的な形態 

係留施設は、水深によって、大型船（総トン数 500 トン以上）が係留する岸壁と小型船用の

物揚場に区分されます。荷さばき地は、海上輸送貨物を積降ろしするために仕分けや整理を

する場所で、岸壁のすぐ背後に位置しています。荷さばき地に建てられた建物が上屋であり、

保管を目的とする倉庫と異なります。保管施設は、荷さばき地背後の貨物を保管する場所で、

荷さばき地より長期の保管を目的としており、野積場のほか、民間の倉庫があります。 
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ポートセールス活動

事業紹介

北九州港への集貨や定期航路の誘致を行うため、国内外の船会社、メーカー、商社、物流

事業者への訪問を行うなど、官民一体となった営業活動を積極的に行っています。 

■北九州港航路集貨対策委員会 

■北九州港セミナー（東京） 

■北九州港見学会（地元開催） 

■ クルーズ客船の誘致活動 

北九州港に関係するメーカー、商社、港運事業者、海事関係団体など約 120 団体で構成し、定期

航路誘致や集貨に向けたさまざまな活動を展開しています。 

在京のメーカー、商社、船社、物流事業者などの方々を対象に、港のＰＲと利用促進を目的に開催

しています。 【平成 27 年度…平成 28 年 2 月 9 日（火）開催】 

■市長プレゼンテーション：「国際物流都市 北九州市の挑戦」 

■講演：「東京の未来戦略～北九州の飛躍に向けて～」（東京都知事・舛添要一氏） 

■ビジネス交流会

北九州市周辺の荷主企業の皆様に、施設見学等を通じて北九州港への理解と関心を深めて頂くと

ともに、今後の北九州港の利用促進につなげることを目的に開催しました。 

【平成 27 年度…平成 28 年 2 月 24 日（水）開催】 

■講演：「TPP 大筋合意について（EPA/TPP 原産地規則について）」 

■施設見学：【門司コース】新門司フェリーターミナル（名門大洋フェリー）、太刀浦コンテナターミナル 

        【ひびきコース】北九州次世代エネルギーパーク（ひびき LNG基地）、 

ひびきコンテナターミナル 
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事業紹介

保育園児による太鼓演奏でのお見送り 

■ クルーズ船の誘致活動 

クルーズ船を北九州港へ誘致し、港の魅力を国内外へ広く発信することで、さら 

に多くの人や物が集まる港を目指します。 

【活動内容】 

◇船社・代理店への情報提供 

 船社や代理店へ情報提供し、北九州港への寄港を働き 

 かけます。 

◇招へい 

    船社の配船決定者を招へいし、実際に港や観光地を 

視察してもらうことで、寄港誘致を促進します。 

平成 27 年度は、アメリカよりシルバーシー社の役員が 

来北しました。 

◇コンベンション・セミナー 

    海外で開催される大規模なクルーズコンベンションへの 

参加や、クルーズセミナーを開催することで、港の視察や 

クルーズ船の寄港につなげます。 

◇市民ＰＲ 

    市民クルーズ企画や、クルーズセミナーを通じて、クルーズ 

の気軽さや楽しさを市民に広くＰＲし、クルーズへの理解を 

深めることで、北九州発着のクルーズ商品造成を、船社や 

代理店に働きかけます。 

◇おもてなしイベント 

寄港した船に対し、地元のご協力の下、お出迎えやお見送り、 

イベントなど催し、「是非また来たい港」を目指します。 

◇他都市との連携 

    瀬戸内海を結ぶ 5港で活動する「クルーズせとうち」や、日本 

    海、瀬戸内海に属する港でグループを構成し、連携して、 

国内外の船社や旅行代理店に対し、広域で港や観光地の 

魅力を発信します。 

船社役員による視察 

ロンドンでのセミナー 

市民向けクルーズセミナー 
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港湾施設の再編

事業紹介

■ものづくり産業を支える物流基盤の整備 

岸壁などの港湾施設については、整備してから

長い年月が経過し、老朽化した施設が多数ありま

す。また、航路・泊地は、潮流や河川からの流れ

込みにより、適切な水深が確保されておらず、船

舶の安全航行に支障をきたしている箇所もあり

ます。 

 このため、エプロン舗装などの岸壁改良や航

路・泊地に堆積した土砂の浚渫を実施するなど、

港湾施設の適切な維持管理を通じて長寿命化を

図り、将来にわたって北九州港の物流機能を最大

限に発揮させます。 

■市民や企業の安全・安心を高める海岸高潮対策 

 本市では、過去の高潮等による被災の経験から、

海岸後背地域で生活している市民の生命・財産や立

地企業の経済活動の安全・安心を高めるため、海岸

高潮対策に取り組んでいます。 

消波ブロックの設置や越波防止堤の機能を兼ね

た緑地の整備に加え、防災・警戒意識の向上を目的

とした海抜情報看板の設置など、ハード・ソフト一

体となった取り組みを進めています。 

港湾整備事業

泊地浚渫 

エプロン舗装 

消波ブロック 

海抜情報看板 
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港湾施設の再編

事業紹介

■太刀浦コンテナターミナル機能の維持強化 

太刀浦コンテナターミナルは、成長著しいアジアを中心に豊富な航路網を有しており、コン

テナ取扱量が46.1万 TEU（平成 27年の門司区全体の貨物取扱量）と、能力の限界に近づい

ています。そこでコンテナターミナルの機能強化を図るため、蔵置能力の向上や空コンテナ置

場の確保、ガントリークレーンの更新等、総合的な取組みを進めています。 

平成 22 年度には、第１コンテナターミナルで約 4,200 ㎡のヤード拡張を行い、約 550TEU

分の蔵置能力が向上しました。今後も、蔵置能力の更なる向上を目指します。 

また、コンテナヤード内のストラドルキャリア走行路やコンテナ蔵置場のピットレーンに舗装

の傷みが見られるので、荷役作業の安全性を確保し、荷役効率の向上を図るため、ヤードの 

舗装改良工事にも取り組んでいます。 

ガントリークレーンについても、コンテナ船の大型化への対応や荷役作業の高速化等の機

能強化を図るため、計画的な更新を進めています。 

このようにコンテナターミナル機能の維持強化により、北九州港のますますの振興を図って

まいります。 
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組織・財政

  （参考）

※各会計毎に百万円単位で端数処理しているため、各会計を足し合わせた数字と計の数字とは合わない。 

◎埋立地造成特別会計は、平成 27 年度末をもって廃止となりました。平成 28年度以降、分譲地の売却に 

ついては一般会計にて行っていきます。 

■組織図 （平成 28 年 4 月 1 日現在）

■平成 28 年度予算

 北九州市港湾空港局の予算は、一般会計、港湾整備特別会計、空港関連用地整備特別会計、臨海部 

産業用地貸付特別会計及び市民太陽光発電所特別会計の 5会計で構成されています。

 各会計の予算規模（港湾空港局関係）は次のとおりです。 （単位：百万円、％）
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■ ホームページ紹介 

北九州港ホームページでは、北九州港に関する「ニュース・トピックス」や「イベント等開

催報告」がご覧いただけるほか、以下の情報を提供しています。 

  ●北九州港の概要 

  ●コンテナターミナル・港湾施設 

  ●ビジネスサポート情報 

  ●海ナビ（市民向け海辺情報） 

  ●統計・データ集 

  ●北九州市港湾空港局について など 
北九州港 検索 

北 九 州 市 港 湾 空 港 局 

City of Kitakyushu Seaport and Airport Bureau 

〒801-8555  北九州市門司区西海岸 1-2-7 

TEL .093-321-5911  FAX .093-321-5915 

URL: http://www.kitaqport.or.jp


