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トピックス 

●新浜 11、12号上屋跡地にぎわい創出事業 事業予定者決定

港湾空港局では、老朽化が著しかった

新浜 11、12 号上屋を平成 27 年に解体撤

去し、更地となった上屋跡地の有効活用

を検討していました。 

そこで、門司港レトロ地区の更なるに

ぎわいを創出するため、柔軟な発想や実

行力を有する民間事業者を事業プロポー

ザルにて選定することとしました。平成

29 年 12 月から公募を行い、事業者検討

会の評価結果をもとに、平成 30年 5 月

に事業予定者を決定しました。 

今後とも、魅力ある海辺空間のにぎわ

い創出を図っていきます。 

◆開発概要 

 〇事業予定者：株式会社エストラスト 

 〇事 業 計 画：温浴を軸とする多彩な機能でエリアに健康的な魅力を付加し、回遊性 

と滞在性を高める集客交流と地域文化の発信拠点 

        ・店 舗エリア：レストランや物販施設等 

        ・温 浴エリア：大浴場、露天風呂、家族風呂等 

        ・駐車場エリア：自走式立体駐車場 

 〇事 業 費：約 11 億円 

 〇施設オープン：平成 32 年（2020 年）予定 

新浜 11、12 号上屋跡地 

ブルーウィングもじ・ 

・海峡プラザ 

・レトロ展望室 

・ＪＲ門司港駅 

・旧門司税関 

【上屋跡地位置図】 

【イメージパース図】 
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トピックス 

●北九州空港に新規路線が続々と就航

 北九州空港では、平成 30 年 5 月 27 日（日）に、韓国のコリアエクスプレスエアによ

る襄陽（ヤンヤン）便・務安（ムアン）便が、国際定期路線として運航開始されました。 

襄陽便は週 3往復（火・木・日曜）、務安便も週 3往復（火・金・日曜）での運航開始

になります。 

 また、本市に拠点を置く航空会社スターフライヤーによる台湾桃園国際空港への国際

定期便も、平成 30 年 10 月 28 日（日）から就航予定です。 

 上記に、現在運航中のジンエアーによる韓国・仁川線、釜山線、天津航空による大連

線を合わせると国際定期便が「6路線」になります。 

 国内線は、スターフライヤーによる那覇便が、平成 30年 7 月 13 日（金）～10 月 27

日（土）に 1日 2往復期間限定便として運航予定です。 

 今後とも、さらなる利便性を高め、皆さまに愛され続ける空港となるよう努めてまい

ります。 

●全日本空輸（ANA）による国際貨物定期便が新規就航！
 ～九州唯一の貨物専用機による定期便で貨物拠点化に弾み～

平成 30年 6月 5 日に、ANA の国際貨物定期便が新規就航しました。九州唯一の貨物

専用機による定期便で、火曜～土曜の週 5便運航されます。 

 これにより、北九州空港を深夜 0時 40分に出発し、「ANA 沖縄貨物ハブ」を経由し

て、翌朝には、ソウル（仁川）、台北、上海（浦東）、香港、バンコク、シンガポール

のアジア 6都市へ到着するハイスピード輸送が実現しました。 

 また、旅客機と貨物専用機を保有する日本唯一のコンビネーションキャリアとして、

国内外とつながる ANA の航空ネットワークを利用した国内・国際輸送が可能となりまし

た。 

北九州空港からつながる新たな物流ネットワークの誕生で、九州・西中国エリアの貨

物拠点空港として、今後の地域経済への発展が期待されます。 
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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。 

（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 
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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 
P７ 

参照 
P９ 

参照 
P50 

参照 
P６

参照 
P７ 
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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 
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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。 

4:34 

322km

中国自動車道 

大分 

熊本 

福岡 

長崎 

小郡 

宮崎 

鹿児島 

3:40 

326km

1:36 

151km

1:33 

111km

2:06 

196km

1:06 

90km

広島 

2:38 

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 西日本発表値） 

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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公共埠頭の運営

施設紹介

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旅客定期船については、専用的な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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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 2,071 隻 

取扱貨物 完成自動車、その他輸送機械、鋼材 

数量   32,890 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 
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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 160 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）33 バース 

入港隻数 4,358 隻 

取扱貨物 自動車部品、化学薬品、染料・塗料、合成樹脂、その他化学工業品   数量   8,346 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 523 隻 

取扱貨物 完成自動車、電機機械、砂利・砂 

数量   331 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 81 隻 

取扱貨物 動植物性製造飼肥料、製造食品、豆類 

数量   38 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 448 隻 

取扱貨物 とうもろこし、砂糖、紙・パルプ 

数量   446 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 91 隻 

取扱貨物 砂利・砂 

数量   77 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（-7.5m～-9.0ｍ） 

3 バース 

入港隻数 1,602 隻 

取扱貨物 完成自動車、金属くず 

数量   2,072 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、ＲＯＲＯターミナルがありま

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 2,719 隻 

取扱貨物 鋼材、その他輸送機械、化学肥料 

数量   2,326 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 623 隻 

取扱貨物 砂利・砂、化学薬品、化学肥料 

数量   216 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 666 隻 

取扱貨物 鉄鋼、化学製品、非鉄金属 

数量   84 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 312 隻 

取扱貨物 石炭、金属くず、コークス 

数量   490 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 287 隻 

取扱貨物 砂利・砂、染料・塗料、合成樹脂その

他化学工業品、化学薬品 

数量   175 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 177 隻 

取扱貨物 金属くず、鋼材、木材チップ 

数量   211 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 58 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 1,088 隻 

取扱貨物 金属製品、砂利・砂、非鉄金属 

数量   136 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 1,163 隻 

取扱貨物 コークス、石炭、非金属鉱物 

数量   1,753 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 611 隻 

取扱貨物 化学薬品、ゴム製品、自動車部品 

数量   659 千ｔ 
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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 160 便（H30.6

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、主にニュージーランド及びカリブ海向け自動車輸送船（PCC）が寄港し

ています。 

また、アジアに近い地理的優位性を活かし、RORO 船による半導体製造装置等の国際

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。 

※H29.6 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

◆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 

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。  
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施設紹介

◆ひびきコンテナターミナルの特長 

〇 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 

〇 大型船の寄港に適した大水深岸壁（-15m）を有する港 

〇 -10m 岸壁を多目的バースとして暫定活用 

〇 危険物蔵置エリアの設定（拡張可能） 

〇 ターミナル背後地に広がる 安価で広大な産業用地 

〇 大型クルーズ船の受け入れも可能 

◆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等

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

名古屋等向け  7 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               

■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 

ひびきＣＴの供用開始に伴い、平成１９年よりＲＯＲＯ専用ターミナルとして運用

を開始しました。都市高速や北九州貨物ターミナル駅へのアクセスも良好で、背後に

は物流業者が集積し、多種多様な貨物輸送が可能です。 

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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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。 

響灘西部地区臨海造成地 
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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を実現

します。 

現在、トヨタ自動車の物流拠点など約 100 社の

企業が立地しています。 

特に東九州自動車道の開通により、本州、九州への結束点としての優位性が高まり、西日

本における物流拠点として物流企業の集積が加速しています。 

新門司ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ

北九州空港
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施設紹介

北九州市 市民太陽光発電所

現在の発電量が分かります 
http://210.191.73.35/megasolar/p/publish/kitakyushu.action

■市民太陽光発電所の概要 

◇所 在 地 ：北九州市若松区響町 

◇敷地面積 ：２．３ｈa 

◇発電出力 ：１，５００ｋW 

◇発電開始 ：平成２５年９月１日

◇発電形式 ：太陽光発電（多結晶シリコン太陽電池） 
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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 

◇定期便運航状況（平成30年6月現在） 

種  別 路  線 航空会社 便 数 等

旅

客

国
内
線

東京（羽田）
日本航空 ５往復/日
スターフライヤー 11 往復/日

名古屋（小牧） フジドリームエアラインズ １往復/日

沖縄（那覇） スターフライヤー
H30 年 7月 13 日～10月 27日 

２往復/日

国
際
線

大連（中国） 天津航空 ２往復/週
釜山（韓国） ジンエアー ５往復/週

ソウル(仁川)（韓国） ジンエアー ２往復/日

襄陽（韓国） コリアエクスプレスエア
平成３０年５月２７日定期運航開始

３往復/週

務安（韓国） コリアエクスプレスエア
平成３０年５月２７日定期運航開始

３往復/週

台北（台湾） スターフライヤー 
平成３０年１０月２８日定期運航予定

１往復/日

貨
物

国
際
線

関西→北九州→那覇

→ソウル・上海・台北・香港

バンコク・シンガポール

ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ
平成３０年６月５日定期運航開始

５便/週

22



施設紹介施設紹介

■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。 

■北九州空港利用者数 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

航空便 

利用者数（人）
1,387,470 1,258,779 1,318,010 1,402,796 1,644,094 

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）  2F 出発フロア 

 3F レストラン 
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施設紹施設紹介

■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 

◇全日本空輸（ANA）による貨物定期便が就航 

◇九州唯一の貨物機（B767-300F）による定期便 

◇ANA の沖縄貨物ハブを経由しアジア 6 都市へ翌朝 

 到着のハイスピード輸送が可能 

  （ソウル、上海、台北、香港、バンコク、シンガポール） 

◇旅客便と貨物便とを運航するコンビネーションキャリア 

の強みを生かした国内約 50 都市、世界 40 都市以上 

へ広がる航空ネットワーク 

国際貨物チャーター便について 

◇日本貨物航空、アトラス航空、大韓航空、 

シンガポール航空、ボルガ・ドニエプル航空などが就航 

   ◇ジャンボ貨物機（B747）やアントノフ（An-124）などの大型 

機材によるチャーター便 

◇一般貨物の輸出入チャーターのほか、カナダから馬、 

オーストラリアから牛の輸入チャーターが運航 

   ◇貨物高の高い貨物や長尺貨物、重量物、大量貨物から 

旅客便で搭載できない危険品まであらゆる貨物の搭載が 

可能 

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、14 トンスケール、 

  冷凍冷蔵コンテナなど完備） 

大型貨物用エプロン（90 番スポット）について 

◇エプロン：コンクリート舗装 17,900 ㎡ 

◇ノーズオペレーション用地：コンクリート舗装 3,000 ㎡ 

◇ノーズオペレーションによる長尺貨物の取扱いが可能 

日本貨物航空 

アトラス航空 

シンガポール航空 

大型貨物用エプロン 

ボルガ・ドニエプル航空 

全日本空輸 
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事業紹介計画・構想

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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計画・構想

27



計画・構想
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北九州港港湾計画

事業紹介計画・構想

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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事業紹介計画・構想

○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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事業紹介計画・構想
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事業紹介計画・構想

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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計画・構想

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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事業紹介計画・構想

【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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事業紹介計画・構想

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。

35



新成長戦略「更なる物流拠点化」

計画・構想

 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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計画・構想

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
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多くの人が憩い・賑わう港 １

計画・構想計画・構想

◆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 
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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］ 
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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。 
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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、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。 
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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。 

    スナＱ®

スナＱ 
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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。   

■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 
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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 
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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（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 
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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
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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 
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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。 
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■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。               
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■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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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

対策・整備

図１ 新門司南地区耐震強化岸壁 

図２ 耐震強化岸壁の配置計画 

※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 

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

位置付けています。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、平成26年度に策

定した北九州港事業継続計画（北九州港港湾 BCP）について、

平成 28 年度に改訂を行い、津波による想定被害を更新する

など、ソフト対策にも取り組んでいます。平成30年1月20日、

北九州市総合防災訓練のなかで、北九州港港湾ＢＣＰの緊急

物資輸送訓練も兼ねて、浅野 1 号岸壁を活用した海上輸送連携訓練を行いました。
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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波による

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、津波対策については、平成28年2月

に福岡県が津波防災地域づくりに関する法

律に基づく津波浸水想定を発表したことから、

関係部局と連携して避難対策など市全体で

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、27 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 28 年 10 月 31 日に、下関港国際ターミナルにおいて、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、新門司 3号岸壁及び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                 ２２ 響灘南埠頭響灘南０～４号岸壁  

１６ 門司埠頭門司１１号岸壁                   ２３ 安瀬埠頭安瀬８-１～８-５号岸壁 

１７ 門司埠頭門司１２，１３号岸壁                ２４ 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２～５号岸壁                               ２５ 黒崎埠頭黒崎１，２号岸壁 

１９ 日明東埠頭日明東６，７号岸壁                               ２６ 堺川埠頭堺川５～７号岸壁 

２０ 砂津埠頭砂津東部岸壁                    ２７ 戸畑埠頭戸畑４，５号岸壁 

２１ 二島埠頭二島１，２号岸壁                      
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港湾整備事業

対策・整備

■市民生活や産業活動に不可欠な処分場の整備 

市民生活や産業活動に伴い発生する廃棄物や航路・泊

地の浚渫土砂を最終的に処分する処分場は、私たちの生活

に欠かせないものです。近年、既存の処分場の残容量が少

なくなってきているため、本市では、響灘東地区に新たな処

分場を整備しています。

■ものづくり産業を支える物流基盤の整備 

荷さばき地の舗装改良や航路・泊地に堆積した土砂を浚

渫するなど、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、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などの海岸高潮対策に

取り組んでいます。 

■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

ンテナ取扱量が約 50万ＴＥＵ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。また、平成26年度から、将来的な実入りコンテナ3段積み

化を見据えた舗装整備に取り組んでおり、今後も蔵置能力の更なる向上を目指します。 

更に、荷役作業の安全性を確保し、荷役効率の向上を図るため、舗装の痛みが見られ

るコンテナヤード内のストラドルキャリア走行路等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。 

響灘

ビオトープ

ひびきｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ

荷さばき地舗装 

消波ブロック据付状況 

処分場整備予定地 

荷さばき地舗装 
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資料編

北九州港の港勢（平成 29 年 北九州港港湾統計） 

（単位：隻・総トン）

構成比（％）

合 計 54,929 100.0

外 航 船 舶 4,387 8.0

内 航 船 舶 50,542 92.0

合 計 100,861,030 100.0

外 航 船 舶 57,334,120 6.8

内 航 船 舶 43,526,910 43.2

隻数

総トン数

29年

■概況 

北九州港における平成 29 年（2017 年）の入港船舶隻数は、54,929 隻となり、前年   

より減少したが、外航、内航船舶ともに総トンは増加した。海上輸送の効率化を図るた

めに、船の大型化が進んでおり、大型クルーズ船が数多く入港したことが要因の一つと

なっている。 

海上出入貨物取扱量は前年より約 297 万トン増加し、1億 150 万トンを超えた。最も

増加したのは「完成自動車」であり、前年比で約 240 万トン増加した。 

 コンテナ貨物取扱量は54万ＴＥＵとなり3年連続で増加し、過去最高の値となった。 

■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 
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資料編

構成比（％）

101,500,369 100

39,984,540 39.4

61,515,829 60.6

合 計 32,436,543 100.0

輸 出 7,385,345 22.8

輸 入 25,051,198 77.2

合 計 69,063,826 100.0

移 出 32,599,195 47.2

移 入 36,464,631 52.8

外国貿易

内国貿易

29年

合 計

輸 移 出

輸 移 入

■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 輸入 

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。 



資料編

構成比（％）

546,182 100.0

276,521 50.6

269,661 49.4

合 計 500,368 90.8

輸 出 259,373 47.7

輸 入 240,995 43.2

合 計 45,814 9.2

移 出 17,148 2.6

移 入 28,606 6.5

Ｂ ． 国内コンテナ
（フィーダーを除く）

29年

合 計

輸 移 出

輸 移 入

Ａ．国際コンテナ
（フィーダーを含む）

■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 

輸入 

輸出 
輸入 
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クルーズ船の寄港状況

■平成３０年（見込み） 

岸 壁 寄港回数 備 考 

西海岸 １０ 

ひびきコンテナターミナル ２１ ５月：夜間入出港開始 

合 計 ３１ 

■平成２９年 

岸 壁 寄港回数 備 考 

西海岸 ８ 

ひびきコンテナターミナル ２５ ９月：大型クルーズ船寄港開始 

合 計 ３３ 

■平成２８年 

岸 壁 寄港回数 備 考 

西海岸 ６ 

ひびきコンテナターミナル ３ ６月：クルーズ船寄港開始 

合 計 ９ 

■平成２７年 

岸 壁 寄港回数 備 考 

西海岸 ４ 

■平成２６年 

岸 壁 寄港回数 備 考 

西海岸 １ 
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北九州空港の利用状況（平成 30年 3 月 31 日時点） 

■利用者数（国内・国際合計） 

■航空貨物取扱量（国内・国際合計） 

1,273 1,265 
1,196 1,177 1,187 1,173 

1,271 
1,387 

1,259 
1,318 

1,403 

1,644 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

5,297 

8,154 

10,701 

7,028 

12,357 
13,542 13,585 

15,060 14,724 

6,841 

8,451 

4,880 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

国際線利用

国内線利用

国際貨物取扱量

国内貨物取扱量
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平成 30年度予算・組織 

項目 

平成 30 年度

当初予算額 

a 

平成 29 年度

当初予算額 

b 

増減額 

a-b 

増減率 

(a-b)/b×100 

一般会計 7,949,677 6,957,225 992,452 14.3 ％ 

港湾整備特別会計 3,966,000 4,922,000 △956,000 △19.4 ％ 

空港関連用地整備特別会計 3,600 3,200 400 12.5 ％ 

臨海部産業用地貸付特別会計 437,200 445,600 △8,400 △1.9 ％ 

市民太陽光発電所特別会計 79,800 81,600 △1,800 △2.2 ％ 

計 12,436,277 12,409,625 26,652 0.2 ％ 

（参考） 

市全体 1,205,733,280 1,256,365,250 △50,631,970 4.0 ％ 

■組織図 （平成 30 年 4 月 1 日現在）

■平成 30 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：千円）

総務部

クルーズ・交流・イベント係 

     （321-5939） 

クルーズ誘致係 

     （321-5939） 

庶務係（321-5911） 

経理係（321-5916） 

経営係（321-5916） 

港営部

港務係（321-5932） 

海務・情報係 

    （海務 321-5950） 

    （情報 321-5929） 

設備係（321-5901） 

指導調整係(321-5960) 

業務管理係(321-5951) 

門司業務係(321-5827) 

小倉業務係(581-1881) 

洞海業務係(761-3425)

物流振興係(321-5941) 

整備保全部

管理係（321-5961） 

建設係（321-5975） 

設計第一係（321-5975） 

設計第二係(321-5975) 

東部工事係(321-5981) 

西部工事第一係 

       (761-3427) 

西部工事第二係 

       (761-3427)

空港企画部

空港企画課

企画係 (582-2308) 

総務課

クルーズ・交流課 

港営課

物流振興課

整備保全課

計画第一係（321-5967） 

計画第二係（321-5967） 

事業係（321-5967） 

開発係(321-5967) 

立地促進係(321-5988) 

計画課

エネルギ―産業

拠点化推進室

エネルギー産業 

拠点化推進係 

(582-2994)

エネルギー産業

拠点化推進課
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■ ホームページのご紹介 

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 

  ●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


