
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



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。 

（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17,683ha 

臨港地区は3,705ha 



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
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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 40 航路が開設され、月間 208 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。 

東京 

北九州 

名古屋 

大阪 

神戸 

徳島 
松山 

〇内航フェリー・ＲＯＲＯ航路の所要時間 

発 着 所要時間 

新門司 

大阪・神戸 12 時間 

徳 島 14 時間 

名古屋 23 時間 

東 京 35 時間 

小倉（浅野） 松 山 7 時間 



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。 
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