
13 港湾管理施設

港湾管理事務所その他の港湾管理施設

地区 名　　　　　称 位　　　　　置 面積　(㎡） 等級

太刀浦白野江道路電気室 門司区大字白野江 29.80 －

太刀浦1号上屋付属事務所 門司区太刀浦海岸 105.75 1級

太刀浦2号上屋付属事務所 門司区太刀浦海岸 105.75 1級

太刀浦3号上屋付属事務所 門司区太刀浦海岸 105.75 1級

太刀浦4号上屋付属事務所 門司区太刀浦海岸 105.75 1級

太刀浦5号上屋付属事務所 門司区太刀浦海岸 58.75 1級

太刀浦6号上屋内1号詰所 門司区太刀浦海岸 36.97 1級

門 太刀浦6号上屋内2号詰所 門司区太刀浦海岸 20.95 1級

太刀浦6号上屋内3号詰所 門司区太刀浦海岸 14.76 1級

太刀浦6号上屋内4号詰所 門司区太刀浦海岸 15.03 1級

太刀浦6号上屋内5号詰所 門司区太刀浦海岸 12.80 1級

太刀浦6号上屋管理事務所 門司区太刀浦海岸 648.32 1級

太刀浦第１コンテナターミナル
管理事務所

門司区太刀浦海岸 2,543.12 特級

太刀浦コンテナターミナル2号
管理事務所

門司区太刀浦海岸 821.16 1級

太刀浦コンテナターミナル
チェッキングブリッジ

門司区太刀浦海岸 68.40 1級

太刀浦コンテナターミナル2号
チェックマン事務所

門司区太刀浦海岸 30.00 1級

太刀浦1号受変電所 門司区太刀浦海岸 218.00 －

太刀浦2号受変電所 門司区太刀浦海岸 147.60 －

太刀浦1号機材庫 門司区太刀浦海岸 450.00 －

太刀浦2号機材庫 門司区太刀浦海岸 570.00 1級

司 田野浦4号上屋付属事務所 門司区田野浦海岸 596.02 1級

田野浦9号上屋付属事務所 門司区田野浦海岸 30.00 1級

田野浦受電所 門司区田野浦海岸 91.56 －

田野浦機材庫 門司区田野浦海岸 47.59 －

新浜1号上屋付属事務所 門司区東港町 166.89 2級

新浜2号上屋付属事務所 門司区東港町 274.56 2級

新浜3号上屋付属事務所 門司区東港町 247.67 2級

新浜4号上屋付属事務所 門司区東港町 37.40 2級鉄骨造平屋建
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地区 名　　　　　称 位　　　　　置 面積　(㎡） 等級

新浜管理事務所 門司区東港町 85.84 2級

西海岸2号上屋付属事務所 門司区西海岸一丁目 45.76 2級

門 西海岸4号上屋1号付属事務所 門司区西海岸二丁目 26.00 2級

西海岸4号上屋2号付属事務所 門司区西海岸二丁目 46.80 2級

西海岸4号上屋3号付属事務所 門司区西海岸二丁目 94.50 2級

西海岸5号上屋付属事務所 門司区西海岸二丁目 242.28 2級

西海岸9号上屋付属事務所 門司区西海岸三丁目 114.57 2級

西海岸管理事務所 門司区西海岸三丁目 373.81 2級

西海岸2号管理事務所 門司区西海岸三丁目 40.00 2級

司 西海岸港湾用具倉庫 門司区西海岸三丁目 321.18 －

大里管理事務所 門司区大里本町二丁目 34.00 2級

浅野フェリーターミナル管理事
務所

小倉北区浅野三丁目 413.24 1級

浅野2号可動橋機械室 小倉北区浅野三丁目 11.40 －

日明東1号上屋付属事務所 小倉北区西港町 80.19 2級

小 日明東2号上屋付属事務所 小倉北区西港町 190.62 2級

日明東3号上屋付属事務所 小倉北区西港町 145.00 2級

日明東4号上屋付属事務所 小倉北区西港町 190.62 2級

日明東4号上屋別棟事務所 小倉北区西港町 114.72 2級

日明東5号上屋付属事務所 小倉北区西港町 194.40 1級

小倉ＲＯＲＯターミナル管理事
務所

小倉北区西港町 1,315.67 特級

小倉ＲＯＲＯターミナル1号
チェックマン事務所

小倉北区西港町 12.50 1級

小倉ＲＯＲＯターミナル2号
チェックマン事務所

小倉北区西港町 12.50 1級

倉 日明受変電所 小倉北区西港町 213.29 －

日明雑品倉庫 小倉北区西港町 8.40 －

日明雑品倉庫 小倉北区西港町 8.40 －
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地区 名　　　　　称 位　　　　　置 面積　(㎡） 等級

八幡東田緑地管理倉庫 八幡東区大字枝光 87.89 2級

ひびきコンテナターミナル管理
事務所

若松区響町三丁目 2,034.20 特級

洞 響灘１号受変電所 若松区響町三丁目 276.92 －

響灘２号受変電所 若松区響町三丁目 36.28 －

響灘１号チェックマン事務所 若松区響町三丁目 18.00 1級

響灘２号チェックマン事務所 若松区響町三丁目 18.00 1級

海
響灘機材庫 若松区響町三丁目 676.92 －

ひびきコンテナターミナル給油
施設

若松区響町三丁目 731.38 －
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計量機、油分離槽、地下タンク
30,000ℓ、油配管、土間コンクリー
ト舗装
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のうち１階部分の一部

軽量鉄骨造平屋建

軽量鉄骨造平屋建

構　　　　　　造

鉄骨造４階建


