
３　係留施設

物揚場・船揚場

地区　　　　　名　　　　　称 位　　　　　置 　　延長　(m）
所定水深
（m）

上載荷重
（t/㎡）

新門司1･2号物揚場 門司区新門司二丁目
　    110.70
(取付）25.30

-4.0 1.0

新門司3号物揚場 門司区新門司二丁目 150.18 -3.0 1.0

新門司北1号物揚場 門司区新門司北一丁目
　    145.00
(取付）64.00

-4.0 1.5

新門司北2号物揚場 門司区新門司北一丁目 90.00 -4.0 1.5

新門司北3号物揚場 門司区新門司北一丁目
　    210.00
(取付）30.00

-4.0 1.5

新門司マリーナ船揚場 門司区新門司北二丁目 53.60 -2.0 0.5

今津物揚場 門司区大字今津 31.28 -1.0 1.0

門 今津船揚場 門司区大字今津 40.00 -1.0 0.5

白野江物揚場 門司区白野江三丁目
　     60.00
(取付）30.00

-3.0 1.0

太刀浦漁船だまり1号物揚場 門司区太刀浦海岸 41.60 -2.0 1.0

太刀浦漁船だまり2号物揚場 門司区太刀浦海岸 91.60 -2.0 1.0

太刀浦漁船だまり船揚場 門司区太刀浦海岸 25.00 -2.0 0.5

太刀浦1号物揚場 門司区太刀浦海岸 180.00 -4.0 1.0

田野浦漁船だまり船揚場 門司区田野浦海岸 20.42 -2.0 1.0

田野浦漁船だまり物揚場 門司区田野浦海岸
　    146.45
(取付）46.45

-2.0 0.5

田野浦1号物揚場 門司区田野浦海岸 62.00 -3.0 1.5

田野浦2号物揚場 門司区田野浦海岸
　    197.00
(取付）12.00

-4.0 1.0

旧門司漁船だまり1号物揚場 門司区旧門司二丁目地先
　    58.20
(取付）4.04

-1.8 0.5

旧門司漁船だまり2号物揚場 門司区旧門司二丁目 64.00 -1.8 0.5

旧門司船揚場 門司区旧門司二丁目 5.80 -1.0 1.0

旧門司1号物揚場 門司区旧門司二丁目 149.68 -1.8 1.0

司 旧門司2号物揚場 門司区旧門司一丁目 108.00 -2.4 1.0

門司第2船だまり1号物揚場 門司区東港町 116.00 -3.0 1.0

門司第2船だまり2号物揚場 門司区東港町 191.00 -3.6 1.0

門司第2船だまり3号物揚場 門司区東港町 390.52 -3.0 1.0

新浜物揚場 門司区東港町
　      60.57
(取付）7.44

-3.0 2.0

新浜2号物揚場 門司区東港町
　      50.00
(取付）4.50

-4.0 1.0

西海岸0号物揚場 門司区港町地先
　      90.00
(取付）8.30

-3.0 0.5

西海岸1号物揚場 門司区港町
　      194.80
(取付）10.00

-4.0 1.0



地区　　　　　名　　　　　称 位　　　　　置 　　延長　(m）
所定水深
（m）

上載荷重
（t/㎡）

西海岸2号物揚場 門司区港町地先 210.00 -4.0 1.0

西海岸3号物揚場 門司区西海岸一丁目 329.50 -4.0 1.0

西海岸4号物揚場 門司区西海岸一丁目 129.80 -4.0 1.0

西海岸5号物揚場 門司区西海岸一丁目地先
　      234.00
(取付）10.00

-4.0 1.0

門 葛葉1号物揚場 門司区片上海岸 281.65 -3.6 1.0

葛葉2号物揚場 門司区片上海岸 89.30 -1.5 1.0

片上海岸物揚場 門司区片上海岸 512.00 -1.8 1.0

片上1号物揚場 門司区片上海岸
　      99.00
(取付）11.50

-3.0 1.0

片上2号物揚場 門司区片上海岸
　     126.00
(取付）17.10

-3.6 1.0

小森江1号物揚場 門司区小森江一丁目 28.50 -2.0 1.0

小森江2号物揚場 門司区小森江一丁目 112.56 -3.0 1.0

小森江3号物揚場 門司区大里元町
　      102.00
(取付）36.00

-3.0 1.0

大里1号物揚場 門司区大里本町一丁目
　      91.00
(取付）12.00

-4.0 1.0

大里2号物揚場 門司区大里本町二丁目 32.50 -3.0 1.0

司 大里3号物揚場 門司区大里本町二丁目 56.00 -3.0 1.0

大里4号物揚場 門司区大里本町二丁目 50.00 -3.0 1.0

大里5号物揚場 門司区大里本町三丁目 58.00 -2.0 2.0

大里6号物揚場 門司区大里本町三丁目 16.00 -2.0 2.0

大里船揚場 門司区大里本町三丁目 13.08 -2.5 2.0

大里松原物揚場 門司区松原二丁目
　      90.00
(取付）37.00

-4.0 1.0

高浜1号物揚場 小倉北区末広二丁目 149.16 -3.0 1.0

高浜2号物揚場 小倉北区末広二丁目 276.13 -3.0 1.0

小 末広物揚場 小倉北区末広二丁目 20.60 -3.0 1.0

末広漁船だまり1号物揚場 小倉北区末広一丁目
          159.10
    (取付)16.00

-3.0 0.5

末広漁船だまり２号物揚場 小倉北区末広一丁目
            99.40
     (取付)3.30

-3.0 0.5

倉 末広船揚場 小倉北区末広一丁目 21.00 -3.0 0.5

紫川物揚場 小倉北区浅野二～三丁目 451.63 -2.7 1.0

日明1号物揚場 小倉北区西港町 294.08 -3.0 1.0



地区　　　　　名　　　　　称 位　　　　　置 　　延長　(m）
所定水深
（m）

上載荷重
（t/㎡）

小 日明2号物揚場 小倉北区西港町 105.00 -3.0 1.0

日明3号物揚場 小倉北区西港町 310.57 -4.0 1.5

倉 日明4号物揚場 小倉北区西港町 325.00 -4.0 1.5

日明北物揚場 小倉北区西港町 89.89 -3.0 1.5

堺川物揚場 戸畑区大字中原 61.00 -3.5 1.0

戸畑1号物揚場 戸畑区川代二丁目 20.81 -4.0 1.0

戸畑2号物揚場 戸畑区川代二丁目 246.05 -3.0 1.0

一文字物揚場 戸畑区銀座二丁目 150.89 -3.0 1.0

一文字２号物揚場 戸畑区銀座二丁目 133.70 -3.0 0.5

一文字船揚場 戸畑区銀座二丁目 10.00 -2.5 0.5

洞 天籟寺1号物揚場 戸畑区銀座二丁目 14.10 -4.0 1.0

天籟寺2号物揚場 戸畑区銀座二丁目 90.13 -4.0 1.0

妙見物揚場 八幡西区築地町 181.81 -3.0 1.0

黒崎物揚場 八幡西区築地町 391.00 -3.0 1.0

松ヶ島物揚場 八幡東区大字枝光
　     309.22
(取付）28.71

-3.0 1.0

藤ノ木物揚場 若松区藤ノ木一丁目 51.00 -1.5 1.0

若松物揚場 若松区久岐の浜 30.50 -3.5 1.0

若松南海岸船だまり物揚場 若松区久岐の浜地先
　     608.27
(取付）51.58

-4.1 1.0

若松南海岸物揚場 若松区本町一～二丁目 482.00 -3.5 1.0

海 若松漁港物揚場 若松区浜町一丁目地先
　      60.00
(取付）10.00

-4.0 1.0

北浜物揚場 若松区北浜一丁目 70.00 -2.5 1.0

北湊1号物揚場 若松区桜町 173.80 -3.5 1.0

北湊2号物揚場 若松区大字安瀬 250.00 -3.5 1.0

響灘貯木場物揚場 若松区響町一丁目 200.00 -2.0 1.0

安瀬物揚場 若松区響町一丁目
　    481.21
(取付）20.60

-4.0 2.0

響灘西船だまり１号物揚場 若松区響町三丁目 80.00 -4.0 1.0

響灘西船だまり２号物揚場 若松区響町三丁目
　    505.00
(取付）25.73

-3.0 1.0

響灘西船だまり３号物揚場 若松区響町三丁目 100.20 -6.0 1.0

響灘西船だまり船揚場 若松区響町三丁目 73.00 -6.0 1.0


