
多くの人が憩い・賑わう港 

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 

●独立行政法人海技教育機構練習船 

船内の一般公開等を通じて、海や港に親しむ機会を市民に提供しています。平成 30 年度

は、「銀河丸」を門司みなと祭にあわせて招へいし、約2,100人の方が船内を見学しました。ま

た小学生（高学年）・中学生を対象としたシップスクールを開催し、33 人の子どもと保護者が

船内探検やロープワーク体験を楽しみました。 

◆北九州港・みなとまちづくり事業 

●海峡（北九州港）クルージング 

「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、みなとの賑わいづくりの創出を図ります。 



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、６０万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、３５万人近くの 

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。 

◆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海技教育機構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ともに歓迎訪船を実施して

います。 



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。 

    スナＱ®

スナＱ 



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。   

■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 29 年度末までに約 86 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。 

平成29年 4月 28日に門司港レトロ地区にある旧門司税関ほかの施設とともに、日本遺産

「関門“ノスタルジック”海峡～時の停車場、近代化の記憶」の構成文化財として認定を受けま

した。 

※ 日本遺産とは 

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」とし

て国（文化庁）が認定（平成 30 年 4 月 1 日現在 54 件認定）。 

門司港レトロ地区 

旧大連航路上屋の外観             エントランスホール               日本遺産認定書授与式 



クルーズ船の誘致活動

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。 

■船社・旅行代理店等への情報提供 
国内外の船社・旅行社、旅行代理店へ、港の情報や観光情報 

を提供し、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２９年度は船社・旅行社 

を招聘して、ＦＡＭツアーを実施しました。 

■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。 

平成２９年度は、ドイツ・ハンブルグで開催されるクルーズ博覧会 

に出展し、中国・上海で船社、現地旅行社を対象としたセミナーを 

開催しました。平成３０年度は、中国でのポートセールスやアメリカ・ 

シアトルでのセミナーを実施する予定です。 

■市民ＰＲ 
市民向け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、地元関係団体のご協力のもと、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。 

ＦＡＭツアーの実施 

ハンブルグ・クルーズ博覧会 

市民向けクルーズセミナー 



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（筑豊エリア） 

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 29 年度…平成 29 年 10 月 16 日（月）開催】 

■局長プレゼンテーション：「物流拠点都市 北九州市の挑戦」 

■講演：「アマゾンと物流大激突」（（株）イーロジット代表取締役・角井亮一氏） 

■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 29 年度…平成 30 年 2 月 9 日（金）開催】 

■セミナー：北九州市の物流について 

■見学会 ：ひびきコンテナターミナル、響灘地区 



海外諸港との交流 ～姉妹港・友好港～

事業紹介

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ＲＯ

ＲＯ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。 

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



事業紹介

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、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再生可能エネルギー

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。 

中でも、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強力に支援しています。 

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 



事業紹介

■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。 

第一フェーズでは、響灘地区の陸域に設定した「実証研究ゾーン」において、平成 25 年度に

実施した公募により選定された事業者が、メンテナンスに関する物流倉庫兼トレーニングセンタ

ーや、風力発電所（洋上設置モデル 2 基を陸上に設置）と太陽光発電所を併設したハイブリッド

発電所「響灘ウインドエナジーリサーチパーク」を設置するなど、提案に沿って事業を進めていま

す。 

次のステップである第二フェーズとして、更なる拠点化を図るため、響灘の北九州港港湾区域

に大規模な洋上ウィンドファームを誘致する、「響灘洋上風力発電施設の設置・運営事業者」の

公募を平成 28年 8月に実施。平成 29年 2月には、九電みらいエナジー㈱を代表企業とする、5

社によるコンソーシアム「ひびきウインドエナジー」を選定し、同年4月には特別目的会社（ＳＰＣ）

「ひびきウインドエナジー(株)」が設立され、関係者との協議や各種調査が開始されました。また、

平成 30年 1月、同社と本市は、事業が円滑かつ確実に実施されることを目的として、「響灘洋上

風力発電施設の設置・運営事業」に係る基本協定を締結しました。 

公募対象水域 

響灘ウインドエナジーリサーチパークの風車 物流倉庫兼メンテナンス・トレーニングセンター 

基本協定締結 
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最終の第三フェーズでは、国内外の洋上風力発電事業をマーケティングし、北九州港の優位

性を活かした市場開拓を図り、海域を問わず他地域でのプロジェクト・サイトへの支援を行いた

いと考えています。これらの全フェーズの取り組みを進めることで、最終目標である「総合拠点」

の形成を目指します。 

「総合拠点」は具体的に次の３つの機能を備えたものと考えています。まずは「風車の積み出

し拠点」機能です。これは、洋上風車を設置サイトに積み出す際に、風車パーツをプレアッセンブ

ルし、完成体に近い形で海上輸送するための拠点となります。風車を特殊作業船（ＳＥＰ）に積み

込み、建設サイトへ輸送します。次に「輸出入／移出入拠点」としての機能です。響灘地区で製

造した風車パーツを他の建設サイトへ輸出／移出したり、国内外で製造された風車部品を輸入

／移入したりする物流センター機能で、本来の港湾機能です。最後に、「産業拠点」機能です。こ

れは、港湾施設の背後地にメーカー、サプライヤー、メンテナンス事業者、物流事業者、海運事

業者などのあらゆる関連産業が集うクラスターの形成を目指しています。 

これらの取り組みを通じて、国内だけでなくアジア圏における今後の風力発電関連産業の普

及も見据えて事業を着実に推進していきたいと考えています。 



事業紹介

■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、平成28年度には、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、2 社を優先交渉権者として選

定しました。

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。 

■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。               



事業紹介

■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 


