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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 
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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
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北九州港港湾計画 

■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 

○北九州港の範囲 

港湾計画の範囲（平成３０年４月時点）は、次に示すとおりです。 

（平成３０年４月時点）
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○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（平成24年改訂） 

【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 

(10)港湾の整備や管理運営への影響に配慮した洋上風力発電施設の導入 

【安全・安心】災害に強く、安全・安心な港づくり

(11)大規模地震発生時における港湾物流機能の確保 

(12)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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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】 
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ものづくり産業を支える港 ～物流基盤～ 

□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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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。



新成長戦略「更なる物流拠点化」
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 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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海辺づくり計画

■新・海辺のマスタープラン ～魅力ある海辺づくり計画～ 

◆新・海辺のマスタープランの概要 

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、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、平成28年に

は、市民意識や社会経済環境の変化を踏まえて、計画の見直しを行いました。  

「新・海辺のマスタープラン」を着実に推進していくため、市民団体の代表者、学識経験

者などの委員で構成する「北九州市海辺利用促進会議」から意見を聴きながら、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（平成２８年１１月中間見直し） 

・計画期間 平成２３年度～平成３２年度 

・計画の対象  箇所…市内全域の水際線と近接する海域及び陸域の一帯 

    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

海辺づくりのコンセプト 

～海辺を舞台に 憩い・学び・遊ぶ！～ 

魅力ある海辺をめざして 

4 海外から訪れる人に向けた情報提供



多くの人が憩い・賑わう港 １
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◆新・海辺のマスタープランの中間見直し 

マスタープランは、策定から５年が経過し、市民意識や社会経済環境の変化など、海辺

に対するニーズも変化していることから、目標年次の中間年にあたる平成 28 年度に、これ

までの取り組みへの評価を実施し、その結果を踏まえて、計画の見直しを行いました。  

中間見直しにより、下記の施策を追加・強化し、今後、重点的に取り組んでいきます。 

ﾐｸﾆﾜｰﾙﾄﾞｽﾀｼﾞｱﾑ北九州・砂津緑地 



多くの人が憩い・賑わう港 １

計画・構想計画・構想

◆地域特性によるゾーンごとの将来像 

◆主な海辺の施設 

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。 

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］ 


