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　北九州港は今年度、新たな転機を迎

える。20〜30年先の北九州港の将来の

姿や実現の方針を示す長期構想を今夏

にも策定するとともに、新将来ビジョ

ンに沿って港湾計画を改訂する作業を

進めている。

　最終案はすでにまとまり、議会にも

報告し、長期構想で急ぐところを港湾

計画の改訂に反映させるため、長期構

想検討委員会による最終審議を経て、

夏ごろ成案にする予定である。

　東アジアへの近接性、後背地の産業

集積など地域の特性を踏まえて、「ア

ジア」「環境」を基調にさらなる飛躍

を目指す北九州港の取り組みを見てみ

よう。

　北九州港は、地理的な特性から、東

アジアと結ぶ物流拠点としてのポテン

シャルが日本の港の中で極めて高い。

今後は、アジア輸送における国際拠点

港湾を目指すべく、主にコンテナ物流

の両輪となる東側の太刀浦、西側のひ

びきの両コンテナターミナルに加え、

精密機器輸送の拠点である田野浦地区

などを中心に機能強化を進める計画で

ある。

さらに進む
「超精密機器の輸出拠点化」

　北九州港は、2010年の半導体等製造

装置輸出の取扱実績において全国シェ

アで16.5％（ 24,603㌧）、輸出額とし

ては1,280 億円を誇る超精密機器輸出

の国内有数の拠点となっている。

　この超精密機器の輸出拠点「北九州

港」に、このほど新たな輸出拠点施設

が完成した。キャリムエンジニアリン

グ（本社：東京）が北九州市門司区田

野浦地区に整備した約6,600 ㎡の鉄骨

造有蓋車庫「門司MULTI UTILITY TER-

MINAL(門司MUT)」である。

　同社は、精密機器専用船を自社で運

航しており、工場出荷から現地工場搬

入・据付・組立まで一貫受託するサー

ビスを開拓し、超精密機器国際輸送の

トップブランドとしての地位を確立し

ている。

　同社は、北九州港の持つ

①東アジアに近い地理的優位性

②優先的に利用できる岸壁

③豊富な国内フェリー・RORO船航路

などを高く評価し、積極的に物流拠点

機能の整備を進めてきた。

　2007年には2.7 haの物流センターを

設け、翌2008年には高機能倉庫（クリ

ーンルーム／ 528㎡×１室、792㎡×

１室）を相次いで建設、このほど門司

MUT が竣工した。

　同社の草野勝晴社長は、「門司MUT

は今後のアジア地区物流における基幹

センター」と位置付けており、「多目

的利用設備の拡充により、更なるアジ

ア市場の物流展開への対応が可能とな

る。今後も門司MUTの更なる発展を目

指している」と語っている。

【門司MUT の概要】

▶仕様／Ｗ110 ｍ×Ｌ60ｍ×Ｈ10ｍ、

　鉄骨造、平屋

▶目的／

①精度の高い温度管理・品質維持

②雨天時に於ける作業の効率化と大型

　船への荷扱いの短縮

飼料原料の物流拠点に

　「総合港湾」としてさらなる飛躍を

期す北九州港の新たなプロジェクトが

本格的に始動した。

　門司港運、兼松、協同飼料の３社が

飼料原料の輸入に対応する穀物サイロ

を門司港地区に建設する。

　サイロの運営は３社が共同出資する

門司港サイロ（本社：北九州市門司区）

が担い、来年４月の営業開始を目指し

建設が進められている。

　門司港サイロは、資本金２億円で、

地元の門司港運を筆頭に、商社の兼松

（本社：東京）、飼料大手の協同飼料

（本社：横浜市）が出資して昨年９月

に設立した。

　関門地区では現在、配合飼料（水産

飼料含む）の生産工場として３社５工

場が稼働、年間約60万㌧を生産してい

るが、沿岸部に植物検疫など輸入貨物

の受け入れに対応する穀物サイロ設備

がない上、国内貨物用の一般平倉庫も

老朽化が進み、保管能力も十分でない

ことが問題となっていた。

　主原料のトウモロコシは現在、４万

〜５万㌧級の外航船が寄港する他港か

ら内航船で関門地区まで運ばれている。

しかし、内航船の隻数は年々減少傾向

にあるほか、トラックで陸送されてく

「ものづくり産業」支える北九州港

「総合港湾」として更なる飛躍

アジアの物流拠点
を目指して　　　
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る副原料も多く、安定供給面でも不安

があった。

　こうした問題を解決するため、３社

は門司区西海岸に新サイロを建設する

こととした。関門地区への飼料原料の

安定供給確保を図るとともに、北部九

州の畜産業の安定的な発展にも寄与し

ていく意向である。

　北部九州、とくに北九州市・福岡市

の２大消費地を抱える福岡県を中心と

した都市近郊型畜産・酪農業は、大都

市圏の食の供給源として存在感を増し

ており、その飼料生産・供給基地とし

て関門地区への期待も高まっている。

　北部九州と中国地方のマーケットに

アクセス可能な九州と本州の結節点に

位置し、東アジアにも近い地理的優位

性を備える北九州港は、門司港地区へ

の燻蒸設備付き穀物サイロ導入を機に

今後、輸入貨物にも対応した飼料原料

の一大物流拠点としてさらなる発展を

目指す。

　門司港サイロ社長を兼務する門司港

運の野畑昭彦社長は、「門司港地区に

とって新たな事業のスタートとなる。

３社が足並みをそろえ、皆で一丸とな

り事業を盛り上げ、北九州港の発展に

寄与していきたい」と話している。

環境配慮型物流の推進　

　北九州港には、国内フェリー航路が

４社６航路ある。

　大阪南港に１日２便のほか、泉大津

（大阪）、神戸、松山、徳島・東京に

１日１便それぞれ就航している。

　国内RORO船航路は、２社２航路があ

り、中京航路に週３〜４便、茨城航路

に週３便。その他にも、国際航路とし

て前述した精密機器輸送の専門業者の

キャリムエンジニアリングが韓国、中

国、台湾などに自社RORO船による不定

期サービスを提供している。

　2010年にフェリー・RORO船が運んだ

貨物は北九州港全体の約47％、4614万

㌧にものぼり全国でも有数のフェリー

・RORO拠点となっている。

独自のモーダルシフト
推進補助制度

　北九州市では2006年度に北九州港を

利用したモーダルシフト（貨物トラッ

クなどから内航コンテナ、フェリー・

RORO、鉄道等環境負荷の少ない輸送手

段への転換）に対して補助金を交付す

る「モーダルシフト推進補助制度」を

創設した。

　運輸・物流部門でのCO2削減を推進

し、環境モデル都市・北九州市を広く

PRするとともに、北九州港の利用促進

を図ることを目的とした市独自の補助

制度である。

　2010年度は16件が認定され、過去５

年間のトータル認定件数は78件に上っ

ている。

　2010年度は、本制度を利用すること

により、内航RORO船と外航船によるシ

ー＆シー輸送が実現した。これは海外

向け精密機械輸送において、内航RORO

船で門司の物流センターに貨物を集約

し、精密機器専用船で海外へ輸出する

という国際複合一貫輸送である。

　この他にも、紙、飲料水、鋼材等、

フェリー・RORO船輸送の強みである20

㌧シャーシの無人航送に適した密度の

高い（重量勝ち）貨物が増加した。

　なお、北九州市では、多くの事業者

からの要望を受けて2011年度も本制度

を継続することとし、本年７月から募

集を開始している。

　北九州港を利用し、かつ北九州港の

利用促進につながる輸送モードの転換

であることが条件となるが、本年４月

以降の新規、または増量貨物の輸送実

績（個数）に応じ、予算の範囲内で最

高300 万円（申請事業１件あたり）を

補助する制度である（詳細については

北九州港のホームページhttp://www.k

itaqport .or . jpを参照されたい）。

国の制度を活用した
モーダルシフト推進事業

　北九州港では2009〜2010年度、国土

交通省の補助制度を活用し、自動車部

品物流をテーマとしたモーダルシフト

推進事業を実施した。

　北部九州には、自動車メーカー及び

サプライヤーが多数集積しており、九

州を発着する自動車部品物流も活発で

あるが、納期の制約などもありトラッ

ク輸送が主力であるのが実態である。

そこで、フェリー会社、陸運事業者、

▲門司港サイロ完成予想図

▲門司M U T （有蓋車庫）
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荷主企業、港湾管理者などで「北九州

地域自動車部品物流連携効率化推進協

議会」を設置し、この分野におけるモ

ーダルシフトの実現可能性について調

査・検証を行った。

　まず、50社を超える自動車関連企業

に現状のヒアリングを行い、環境にや

さしい輸送モードへの転換の可能性を

探った。そのうち数社とは、具体的な

モーダルシフトについての協議を行っ

たが、昨年12月以降、防振ゴムのトッ

プメーカーである東海ゴム工業の協力

により、20㌧セミトレーラーによる内

航フェリー（神戸・大阪〜新門司）を

利用したトライアル運航を数回実施し

た。

　同社も、従来は10㌧トラックによる

全線陸送を行っていたが、実証実験の

結果、排出されるCO2の大幅削減が可

能になるとともに、フェリー輸送を行

うことで、１回当たりの積載効率が向

上することが確認できた。

　加えて定時性が高いことから、ジャ

ストインタイムが求められる自動車部

品の輸送にも対応できることが実証さ

れ、衝撃に弱い精密機械など細心の注

意が求められる貨物輸送にも適してい

るといったメリットもあるため、本年

２月、本格的なフェリー利用への転換

が実現した。

震災からの復興
「北九州⇔北関東RORO航路完全再開」

　本年３月の東日本大震災により茨城

港常陸那珂港区の港湾施設が被災した

ため、川崎近海汽船が運航する北九州

港（日明）／茨城港（常陸那珂）の定

期RORO船航路も、一時はサービスを停

止していたが、震災後２ヵ月半で完全

再開した。

　震災以後３月末までは運航を休止し

ていた同航路は、４月以降、寄港地を

川崎港へ変更するなどして１隻体制・

週２便による運航を再開していた。

　５月18日からは、寄港地を常陸那珂

港区に復帰、同28日からは２隻体制で

の週３便サービスを完全再開した。

　この航路を利用して東日本の精密機

器が運ばれ、北九州港から国際RORO船

で韓国や中国などに輸出されている。

国内ROROと国際ROROの連携により広域

的な集貨システム「シー＆シー」が実

現する。

　また、この航路を利用し九州・山口

地区で販売される高級外車が関東から

移送されるほか、九州地区で生産され

た完成車が茨城港を経由して北海道に

運ばれている。

　このように広域的な経済活動を支え

ている同航路の再開は、運航会社だけ

でなく、多くの荷主、物流事業者が待

ち望んでいただけに今後の展開に注目

が集まっている。　　　　　　　　■

▲R O R O航路再開を祝う歓迎訪船

Administrator
長方形


