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連携中枢都市宣言 

 福岡県北東部の１７市町（北九州市、直方市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦

屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、みやこ町、上毛町、

築上町）は、北九州市の中央部を境に、響灘に面した「筑前の国」と周防灘に面した「豊

前の国」に分れていた歴史があるものの、近年は北九州市を扇の中心として一体的な経

済圏・生活圏を形成し発展してきました。 

しかしながら、本圏域においても、急速な少子高齢化の進展などに伴い、今後、継続

的に人口が減少することが予想されます。 

このため、圏域の市町がそれぞれの資源や機能の効率的な活用を図り、広域による行

政展開のメリットを最大限引き出しながら、圏域全体の活性化と魅力ある圏域の形成を

図っていく必要があります。 

このようなことから、北九州市は、国が推進する連携中枢都市圏構想のもと、本圏域

の中枢都市として、連携中枢都市圏「北九州都市圏域」を形成していくことを、ここに

宣言します。 

一 北九州市は、連携中枢都市圏「北九州都市圏域」の中枢都市として、圏域の将来

像を描き、魅力と活力ある圏域形成を目指します。 

一 北九州市は、コンパクト化とネットワーク化の観点から、拠点性の一層の強化を

図るとともに、経済成長を牽引し、圏域全体の活性化を目指します。 

一 北九州市は、近隣市町との強力な連携と役割分担のもと、広域的な観点から住民

サービスの向上を目指します。 

平成２７年１２月２４日 

北九州市長  北橋 健治 
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１．連携が想定される市町 

  直方市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、

遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町

                          （計１６市町）

（福岡県における本圏域位置図）
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２．圏域の通勤通学割合、現在の人口・将来推計人口について 

【資料１】圏域の通勤通学割合、現在の人口・将来推計人口など 

※ 2010 年人口、通勤通学依存率は、平成 22年国勢調査による 

※ ■は通勤通学割合が 0.1 以上である市町 

※ 面積は、国土地理院「平成 26年全国都道府県市区町村別面積調」による 

※ 2040 年人口は、国立社会保障・人口問題研究所「『日本の地域別将来推計人口』（平成 25年 3月推 

計）」による 

№ 市町名 北九州市への 

通勤通学割合 

面積 

(ｋ㎡) 

総人口（人） 

2010 年 2040 年 
増減率

(％) 

1 連携中枢都市 北九州市 491.95 976,846 784,162 ▲ 19.7 

2 

連携市町

直 方 市 0.15 61.76 57,686 42,784 ▲ 25.8 

3 行 橋 市 0.17 70,05 70,468 58,208 ▲ 17.4 

4 豊 前 市 0.05 111.10 27,031 19,041 ▲ 29.6 

5 中 間 市 0.43 15.96 44,210 28,249 ▲ 36.1 

6 宮 若 市 0.06 139.99 30,081 22,751 ▲ 24.4 

7 芦 屋 町 0.34 11.60 15,369 10,533 ▲ 31.5 

8 水 巻 町 0.47 11.01 30,021 21,201 ▲ 29.4 

9 岡 垣 町 0.30 48.64 32,119 28,750 ▲ 10.5 

10 遠 賀 町 0.37 22.15 19,160 15,001 ▲ 21.7 

11 小 竹 町 0.06 14.18 8,602 5,103 ▲ 40.7 

12 鞍 手 町 0.19 35.60 17,088 10,293 ▲ 39.8 

13 香 春 町 0.12 44.50 11,685 7,165 ▲ 38.7 

14 苅 田 町 0.23 48.88 36,005 30,302 ▲ 15.8 

15 みやこ町 0.13 151.34 21,572 13,654 ▲ 36.7 

16 上 毛 町 0.03 62.44 7,852 5,518 ▲ 29.7 

17 築 上 町 0.10 119.61 19,544 12,575 ▲ 35.7 

圏域合計 ― 1,460.76 1,425,339 1,115,294 ▲ 21.8 
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【資料２】圏域（17 市町）の人口推移と今後の推計 

(出展)実績値は国勢調査、推計部分は国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』

2010 年 

圏域総人口 

1,425,339 人 

2040 年予測 

圏域総人口 

1,115,294 人 

1985 年 

圏域総人口 

1,534,577 人 
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３．都市機能の集積状況並びに当該機能の利用状況 

（１）圏域における都市機能の集積状況     

※北九州市以外に所在する施設等は（ ）に市町名を記載 

分野 都市機能 主な機能 

行政 国 

【総務省】 - 

【法務省】 

福岡法務局 北九州支局、福岡法務局 北九州支局八幡出張所 
福岡法務局 直方支局（直方市)、福岡法務局 行橋支局（行橋市） 
福岡矯正管区北九州医療刑務所 
福岡矯正管区福岡拘置所 小倉拘置支所 
福岡矯正管区福岡少年鑑別所 小倉少年鑑別支所 
福岡保護観察所 北九州支部 
福岡保護観察所 北九州支部 北九州自立更生促進センター 
福岡入国管理局 北九州出張所 

〔検察庁〕 

福岡地方検察庁 小倉支部 
福岡地方検察庁 小倉支部 小倉区検察庁 
福岡地方検察庁 直方支部（直方市） 
福岡地方検察庁 直方支部 直方区検察庁（直方市） 
福岡地方検察庁 行橋支部（行橋市） 
福岡地方検察庁 行橋支部 行橋区検察庁（行橋市） 

【外務省】 - 

【財務省】 
福岡財務支局 小倉出張所、門司税関、門司税関 田野浦出張所 
門司税関 苅田出張所、門司税関 戸畑税関支署 
門司税関 戸畑税関支署若松出張所、税関研修所 門司支所 

〔国税庁〕 
福岡国税局 小倉税務署、福岡国税局 直方税務署（直方市） 
福岡国税局 門司税務署、福岡国税局 八幡税務署 
福岡国税局 行橋税務署（行橋市）、福岡国税局 若松税務署 

【文部科学省】 - 

【厚生労働省】 

九州厚生局 麻薬取締部 小倉分室、北九州西労働基準監督署 
北九州東労働基準監督署、北九州東労働基準監督署 門司支署 
行橋労働基準監督署（行橋市）、直方労働基準監督署（直方市） 
八幡公共職業安定所、八幡公共職業安定所 戸畑分庁舎 
八幡公共職業安定所 黒崎駅前庁舎、八幡公共職業安定所 若松出張所 
小倉公共職業安定所、小倉公共職業安定所 門司出張所 
小倉公共職業安定所 マザーズハローワーク北九州 
小倉公共職業安定所 小倉新卒応援ハローワーク 
行橋公共職業安定所（行橋市）、行橋公共職業安定所 豊前出張所（豊前市） 
直方公共職業安定所（直方市）、福岡検疫所 門司検疫所支所 
福岡検疫所 門司検疫所支所 北九州空港出張所 

【農林水産省】 九州農政局 福岡支局北九州駐在所、門司植物防疫所、動物検疫所 門司支所 

[林野庁] 
九州森林管理局 福岡森林管理署 直方森林事務所(直方市） 
九州森林管理局 福岡森林管理署 若宮森林事務所（直方市） 
九州森林管理局 福岡森林管理署 合河森林事務所（豊前市） 

【経済産業省】 - 

【国土交通省】 

九州地方整備局 遠賀川河川事務所（直方市） 
九州地方整備局 遠賀川河川事務所 中間出張所（中間市） 
九州地方整備局 遠賀川河川事務所 宮田出張所（宮若市） 
九州地方整備局 遠賀川河川事務所 直方出張所（直方市） 
九州地方整備局 遠賀川河川事務所 河口堰管理支所（水巻町） 
九州地方整備局 北九州国道事務所 
九州地方整備局 北九州国道事務所 八幡維持出張所 
九州地方整備局 北九州国道事務所 行橋維持出張所（行橋市） 
九州地方整備局 北九州港湾 空港整備事務所 
九州地方整備局 関門航路事務所 
九州地方整備局 苅田港湾事務所（苅田町） 
九州運輸局 北九州自動車検査登録事務所 
（海上交通）福岡運輸支局 門司港庁舎 
（海上交通）福岡運輸支局 若松海事事務所 
大阪航空局 北九州空港事務所 

[海上保安庁] 

第七管区海上保安本部、第七管区海上保安本部 門司海上保安部 
第七管区海上保安本部 門司海上保安部 小倉分室 
第七管区海上保安本部 門司海上保安部 苅田海上保安署 
第七管区海上保安本部 若松海上保安部 
第七管区海上保安本部 関門海峡海上交通センター 
海上保安学校門司分校 

［海難審判所］ 門司地方海難審判所 

［運輸安全 
  委員会］ 

運輸安全委員会事務局 門司事務所 

【環境省】 - 
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分野 都市機能 主な機能 

行政 

国 【防衛省】 

航空自衛隊 芦屋基地（芦屋町）、航空自衛隊 築城基地（築上町） 
陸上自衛隊 小倉駐屯地 
自衛隊福岡地方協力本部 北九州地区隊本部 
自衛隊福岡地方協力本部 北九州地区隊本部 北九州出張所 
自衛隊福岡地方協力本部 北九州地区隊本部 小倉募集案内所 
自衛隊福岡地方協力本部 北九州地区隊本部 芦屋地域事務所（芦屋町） 
自衛隊福岡地方協力本部 北九州地区隊本部 築城地域事務所（築上町） 
自衛隊福岡地方協力本部 北九州地区隊本部 北九州援護センター 

独立行政法人 

外務省 国際協力機構九州国際センター 

文部科学省 
国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校 
国立大学法人 九州工業大学 

厚生労働省 

高齢・障害・求職者雇用支援機構  福岡障害者職業センター 北九州支所 
高齢・障害・求職者雇用支援機構 九州職業能力開発大学校         
高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡職業能力開発促進センター
労働者健康福祉機構  九州労災病院 
労働者健康福祉機構 九州労災病院 治療就労両立支援センター        
労働者健康福祉機構 九州労災病院 門司メディカルセンター 
国立病院機構 小倉医療センター 

経済産業省 
日本貿易振興機構 ジェトロ北九州 
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 白島国家石油備蓄基地事務所 
中小企業基盤整備機構 中小企業大学校 直方校（直方市） 

国土交通省 自動車検査独立行政法人 北九州事務所 

特殊法人 
認可法人等 

総務省 
西日本電信電話株式会社 九州事業本部 北九州支店 
日本放送協会 北九州放送局 

法務省 日本司法支援センター福岡地方事務所 法テラス北九州 

財務省 
株式会社 日本政策金融公庫 北九州支店(国民生活事業、中小企業事業） 
株式会社 日本政策金融公庫 八幡支店（国民生活事業） 
日本銀行 北九州支店 

文部科学省 放送大学福岡学習センター 北九州サテライトスペース 

厚生労働省 
日本年金機構 小倉北年金事務所、日本年金機構 小倉南年金事務所 
日本年金機構 街角の年金相談センター北九州 
日本年金機構 直方年金事務所（直方市）、日本年金機構 八幡年金事務所 

農林水産省 日本中央競馬会 小倉競馬場 

経済産業省 株式会社 商工組合中央金庫 北九州支店 

国土交通省 
九州旅客 道株式会社 北部九州地域本部 
日本貨物 道株式会社 九州支社 
西日本高速道路株式会社 北九州高速道路事務所 

環境省 
中間貯蔵・環境安全事業㈱北九州ＰＣＢ処理事業所 
中間貯蔵・環境安全事業㈱小倉オフィス（営業課）

裁判所 

福岡地方裁判所 小倉支部、福岡家庭裁判所 小倉支部 
小倉簡易裁判所、折尾簡易裁判所 
福岡地方裁判所 直方支部(直方市）、福岡家庭裁判所 直方支部(直方市） 
直方簡易裁判所(直方市）、行橋簡易裁判所（行橋市） 
福岡地方裁判所 行橋支部（行橋市）、福岡家庭裁判所 行橋支部（行橋市） 

県 

福岡県北九州東県税事務所 、福岡県北九州西県税事務所  
福岡県行橋県税事務所（行橋市） 、福岡県京築保健福祉環境事務所（行橋市） 
福岡県京築児童相談所（豊前市）、福岡県北九州労働者支援事務所 
福岡県北九州中小企業振興事務所、福岡県八幡農林事務所 
福岡県行橋農林事務所（行橋市）、福岡県北九州普及指導センター 
福岡県京築普及指導センター（行橋市）、福岡県北九州県土整備事務所 
福岡県京築県土整備事務所（豊前市）、福岡県直方県土整備事務所（直方市） 
福岡県伊良原ダム建設事務所（みやこ町）、福岡県苅田港務所（苅田町） 
福岡県立戸畑高等技術専門校、福岡県立小倉高等技術専門校 
福岡県立小竹高等技術専門校(小竹町）、福岡障害者職業能力開発校 
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分野 都市機能 主な機能 

医療機関 

三次救急医療機関 
（救命救急センター） 

北九州市立八幡病院救命救急センター 
北九州総合病院救命救急センター 

二次救急医療機関 

九州労災病院門司メディカルセンター、JR 九州病院、日本海員掖済会門司病院 
新小文字病院、戸畑共立病院、医療法人医和基会牧山中央病院 
北九州市立医療センタ－、健和会大手町病院、小倉記念病院 
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院、国立病院機構小倉医療センター 
三萩野病院、労働者健康福祉機構九州労災病院、慈恵曽根病院 
東和病院、北九州総合病院、福岡県済生会八幡総合病院 
製鉄記念八幡病院、北九州市立八幡病院、正和中央病院 
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院、産業医科大学病院 
町立芦屋中央病院（芦屋町）、福岡新水巻病院（水巻町） 
医療法人健愛会健愛記念病院（遠賀町）、遠賀中間医師会おんが病院（遠賀町） 
中間市立病院（中間市）、新中間病院（中間市）、新行橋病院（行橋市） 
小波瀬病院（苅田町）、独立行政法人地域医療機能推進機構福岡ゆたか中央病院(直方市）、 
社会保険直方病院(直方市）、医療法人一寿会西尾病院(直方市）、小竹町立病院（小竹町） 
地方独立行政法人くらて病院（鞍手町）、医療法人相生会宮田病院（宮若市） 

休日・夜間急病センター・ 
診療所 

北九州市立夜間・休日急患センター、北九州市立第２夜間・休日急患センター 
北九州市立門司休日急患診療所、北九州市立若松休日急患診療所 
遠賀中間休日急病センター（遠賀町）、行橋京都休日夜間急患センター（行橋市） 
豊築休日急患センター（豊前市）、休日等急患センター（直方市） 

総合周産期 
母子医療センター 

北九州市立医療センター、産業医科大学病院 

地域周産期 
母子医療センター 

独立行政法人国立病院機構小倉医療センター、 
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 

がん診療連携拠点病院 
国指定 

北九州市立医療センター、産業医科大学病院 
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 

県指定 戸畑共立病院 

災害拠点病院 

北九州市立八幡病院、産業医科大学病院、北九州総合病院 
北九州市立医療センター、健和会大手町病院、新小文字病院 
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 
新行橋病院（行橋市）、小波瀬病院（苅田町） 

保健所 
市設置 北九州市保健所 

県設置 
京築保健福祉環境事務所（行橋市) 
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所分庁舎（直方市） 

教育機関 

大学 
西日本工業大学【工学部（苅田町）、デザイン学部】、九州国際大学 
九州工業大学【工学部】、西南女学院大学、九州共立大学、九州栄養福祉大学 
九州女子大学、九州歯科大学、北九州市立大学、産業医科大学 

短期大学 
西南女学院大学短期大学部、東筑紫短期大学 
折尾愛真短期大学、九州女子短期大学 

大学院 

九州国際大学大学院、九州栄養福祉大学大学院 
九州歯科大学大学院、北九州市立大学大学院 
九州工業大学大学院【工学府、生命体工学研究科】、産業医科大学大学院 
早稲田大学大学院【情報生産システム研究科】、西日本工業大学大学院（苅田町） 

看護学校 

北九州小倉看護専門学校、八幡医師会看護専門学院 
北九州市戸畑看護専門学校、門司区医師会看護高等専修学校 
直方看護専修学校（直方市）、京都医師会看護高等専修学校（行橋市） 
豊前築上医師会看護高等専修学校（豊前市） 
遠賀中間医師会立遠賀中央看護助産学校（水巻町） 

専修学校 

浅井和裁専門学校、麻生公務員専門学校北九州校 
麻生情報ビジネス専門学校北九州校、大原医療福祉専門学校小倉校 
大原簿記公務員専門学校小倉校、北九州調理製菓専門学校 
九州医療スポーツ専門学校、ＫＣＳ北九州情報専門学校 
製菓・医療九州ビジネス専門学校、専門学校麻生医療福祉＆観光カレッジ 
専門学校北九州看護大学校、専門学校北九州自動車大学校 
専門学校九州テクノカレッジ、専門学校昴大原自動車大学校、戸畑経理専門学校 
日本ウェルネススポーツ専門学校北九州校 
福岡美容専門学校北九州校、おばせ看護学院（苅田町） 
北九州保育福祉専門学校（苅田町）、北九州リハビリテーション学院（苅田町） 

〔厚生労働省所管〕 九州職業能力開発大学校  
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分野 都市機能 主な機能 

研究機関 
公設試験研究機

関等 

福岡県工業技術センター 機械電子研究所、北九州市環境科学研究所 
早稲田大学情報生産システム研究センター 
公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター 
福岡大学産学官連携センター北九州産学連携推進室、中国上海交通大学北九州研究室 
中国北京大学情報科学技術学院北九州研究室 
九州工業大学先端エコフィッティング技術研究開発センター 
北九州市立大学技術開発センター群（バイオメディカル材料開発センター、 
環境・消防技術開発センター、国際光合成産業化研究センター） 
北九州市立大学環境技術研究所、九州工業大学イノベーション推進機構産学連携・ＵＲＡ領域若松分
室 
一般財団法人ファジィシステム研究所、 
九州工業大学次世代パワーエレクトロニクス研究センター 
フィレンツェ大学国際プラントニューロバイオロジー研究所北九州研究室 
北九州市環境エレクトロニクス研究所 
公益財団法人アジア成長研究所 
公益財団法人地球環境戦略研究機関北九州アーバンセンター 
北九州市立大学地域戦略研究所 
福岡県農業総合試験場 豊前分場（行橋市） 
福岡県水産海洋技術センター 豊前海研究所（豊前市） 

文化・ 
スポーツ施設

等 

図書館（室） 

３６館（室） 
（北九州市 １７、直方市 １、行橋市 １、豊前市 １、中間市 １ 
 宮若市 ２、芦屋町 １、水巻町 １、岡垣町 １、遠賀町 １、小竹町 １ 
 鞍手町 １、苅田町 １、みやこ町 ３、上毛町 １、築上町 1、香春町 １） 

美術館・博物館等 
(『こども文化パ

スポート 
事業』利用対象施

設等）  

関門海峡ミュージアム「海峡ドラマシップ」、九州鉄道記念館、出光美術館 
旧門司三井倶楽部、わたせせいぞうギャラリー、 門司港レトロ展望室  
門司電気通信レトロ館、旧大連航路上屋、北九州市門司麦酒煉瓦館 
北九州市漫画ミュージアム、小倉城、北九州市立小倉城庭園 
北九州市立松本清張記念館、北九州市立文学館、北九州市立水環境館 
北九州市立美術館 分館、ゼンリン地図の資料館、福祉用具プラザ北九州 
北九州交通公園・市立交通安全センター、北九州市ほたる館 
北九州市立総合農事センター、平尾台自然観察センター、わかちく史料館 
火野葦平旧居「河伯洞」、火野葦平資料館、北九州市エコタウンセンター 
白島展示館、北九州市環境ミュージアム、北九州市立いのちのたび博物館 
北九州イノベーションギャラリー・産業技術保存継承センター 
北九州市立児童文化科学館、北九州市立子どもの館、ニッスイパイオニア館 
北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館、旧百三十銀行ギャラリー 
北九州市立美術館本館・アネックス、苅田町歴史資料館（苅田町） 
行橋市歴史資料館（行橋市）、みやこ町歴史民俗博物館（みやこ町） 
築上町歴史民俗資料館（築上町）、船迫窯跡公園（築上町） 
求菩提資料館（豊前市）、豊前市立埋蔵文化財センター（豊前市） 
豊前市立多目的文化交流センター／京築神楽伝統文化会館（豊前市） 
上毛町立歴史民俗資料館（上毛町）、中間市歴史民俗資料館「中間市） 
芦屋釜の里（芦屋町）、芦屋歴史の里【歴史民俗資料館】（芦屋町） 
ギャラリーあしや（芦屋町）、水巻町歴史資料館（水巻町） 
岡垣町文化財展示室（岡垣町）、鞍手町歴史民俗博物館（鞍手町） 
直方谷尾美術館（直方市）、アートスペース谷尾【直方谷尾美術館別館】（直方市） 
直方市石炭記念館（直方市）、直方歳時館（直方市）、宮若市石炭記念館（宮若市） 
香春町歴史資料館（香春町） 

体育施設 

体育館 

４４施設 
（北九州市 １８、苅田町 １、行橋市 １、みやこ町 ６、豊前市 １ 
 築上町 ２、中間市 １、芦屋町 ２、水巻町 １、遠賀町 ２、岡垣町 １ 
 鞍手町 ２、直方市 １、小竹町 ２、宮若市 ２、香春町 1） 

陸上競技場 
及び野球場 

２９施設 
（北九州市 １６、みやこ町 ２、豊前市 １、中間市 １、遠賀町 １ 
 鞍手町 ２、直方市 ２、小竹町 １、宮若市 ２、香春町 １） 

主要コンベンション施設 

西日本総合展示場本館、西日本総合展示場新館、北九州国際会議場 
北九州メディアドーム、北九州市立男女共同参画センタームーブ 
ホテルアルモニーサンク、リーガロイヤルホテル小倉、ステーションホテル小倉 
北九州八幡ロイヤルホテル、ホテルクラウンパレス北九州、門司港ホテル 
北九州芸術劇場、北九州学術研究都市、北九州市立総合体育館 
北九州テクノセンター、響ホール、黒崎ひびしんホール、北九州ソレイユホール 
門司市民会館、若松市民会館、行橋市民会館（行橋市）コスメイト行橋（行橋市） 
豊前市市民会館（豊前市）、なかまハーモニーホール（中間市）マリーホール宮田（宮若市） 
なびきホール（宮若市）、宮田文化センター（宮若市）、若宮コニュニティセンター（宮若市） 
ユメニティのおがた（直方市）三原文化会館（苅田町）、芦屋町町民会館（芦屋町） 
多目的ホール「夢リア」（芦屋町）、国民宿舎マリンテラスあしや（芦屋町） 
苅田町中央公民館（苅田町）、みやこ町総合文化センター サン・グレートみやこ（みやこ町） 
築上町文化会館コマーレ（築上町）、げんきの杜（上毛町）、遠賀コミュニティーセンター（遠賀町） 
岡垣サンリーアイ（岡垣町）、水巻町中央公民館（水巻町）、香春町町民センター（香春町） 

商業施設 
（店舗面積 

10,000m2以上） 

百貨店等 井筒屋 小倉店、井筒屋 黒崎店、コレット 

大型ショッピン
グセンター 

２９店舗 
（北九州市 ２１、直方市 １、中間市 １、水巻町 ２、遠賀町 １、行橋市 ２、岡垣町 １） 

金融機関 

日本銀行 日本銀行北九州支店 

民間金融機関 
（圏域内に 

本店を構える 
金融機関） 

北九州銀行、福岡ひびき信用金庫 
遠賀信用金庫（岡垣町） 
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分野 都市機能 主な機能 

交通 

ターミナル駅 
小倉駅（JR、モノレール）、黒崎駅（JR、筑豊電鉄）、折尾駅（JR）、城野駅（JR） 
行橋駅（JR，平成筑豊鉄道）、直方駅（JR，平成筑豊鉄道） 

長距離バス・ 
 空港アクセス

バス 

北九州⇔東京、静岡、名古屋、松山、高知、神戸、鳥取 
      岡山、高松、佐賀、長崎、熊本、大分 
---------------------------------------------------------- 
北九州⇔北九州空港、福岡空港 

空港 北九州空港 

港湾 

国際拠点港湾 北九州港 

重要港湾 苅田港（苅田町） 

地方港湾 宇島港（豊前市）、芦屋港（芦屋町） 

高速道路 九州自動車道、東九州自動車道、北九州都市高速道路 

（出典）各種ホームページ、「福岡県北東部地域 広域情報パンフレット」 

（２）利用状況等 

○北九州市立夜間・休日急患センター、門司休日急患診療所、若松休日急患診療所、第 2

夜間・休日急患センター利用者数（人）
■夜間・休日急患センター （単位：人） 

年度 総数 
市内外別 診療科別 

市内 市外 内科 小児科 眼科 耳鼻咽喉科 その他 

24 24,174 22,013 2,161 7,531 5,876 1,838 3,745 5,184 

25 23,882 21,652 2,230 7,286 5,562 2,630 3,674 4,730 

26 24,367 22,131 2,236 8,515 5,562 2,451 3,548 4,291 

■門司休日急患診療所 （単位：人） 

年度 総数 
市内外別 診療科別 

市内 市外 内科 小児科 眼科 耳鼻咽喉科 その他 

24 1,821 1,725 96 679 1,142 - - - 

25 1,812 1,694 118 632 1,180 - - - 

26 2,041 1,887 154 846 1,195 - - - 

■若松休日急患診療所 （単位：人） 

年度 総数 
市内外別 診療科別 

市内 市外 内科 小児科 眼科 耳鼻咽喉科 その他 

24 2,160 2,025 135 997 1,163 - - - 

25 2,073 1,949 124 846 1,227 - - - 

26 2,382 2,207 175 1,075 1,307 - - - 

■第 2夜間・休日急患センター （単位：人） 

年度 総数 
市内外別 診療科別 

市内 市外 内科 小児科 眼科 耳鼻咽喉科 その他 

24 14,691   8,582 - - - 6,109 

25 12,767   8,294 - - - 4,473 

26 13,385 11,685 1,700 9,339 - - - 4,046 

※「その他」は外科・整形外科、歯科。 

※第２夜間・休日急患センターの平成 24年・25年の市内外別数は集計していないため不明。

（出典）北九州市立夜間・休日急患センター、第 2夜間・休日急患センター
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○大学・短大・大学院の在籍学生数 （人） 

西日本工業大学 九州工業大学 西南女学院大学 

学部名 工学部 
デザイン 
学部 

工学部 
保健福祉 
学部 

助産別科 人文学部 

在籍者数 915 538 2,365 1,182 15 436 

大学計 1,453 2,365 1,633 

大学名 九州国際大学 九州共立大学 産業医科大学 

学部名 法学部 経済学部 
国際関係 
学部 

経済学部 
スポーツ 
学部 

医学部 産業保健学部 

在籍者数 581 800 364 1,165 1,122 647 356 

大学計 1,745 2,287 1,003 

大学名 九州栄養福祉大学 九州女子大学 九州歯科大学 

学部名 
食物栄養 
学部 

リハビリテーション 
学部 

家政学部 人間科学部 歯学部 

在籍者数 455 526 526 836 681 

大学計 981 1,362 681 

大学名 北九州市立大学 

学部名 外国語学部 経済学部 文学部 法学部 国際環境工学部 
地域創生 
学群 

在籍者数 1,130 1,263 978 1,128 1,130 432 

大学計 6,061 

短大名 西南女学院大学短期大学部 東筑紫短期大学 

学部名 
生活創造 
研究科 

保育科 
ファッション 
ビジネス学科 

保育学科 
食物栄養 
学科 

専攻科 

在籍者数 66 174 81 292 179 21 

短大計 240 573 

短大名 折尾愛真短期大学 九州女子短期大学 

学部名 経済科 日本語別科 子ども健康学科 
専攻科： 

子ども健康学専攻 

在籍者数 215 39 327 45 

短大計 254 372 

大学院名 西日本工業大学大学院 九州栄養福祉大学大学院 九州国際大学大学院 

研究科 
工学研究科生産・ 
環境システム専攻 

健康科学研究科 法学研究科 企業政策研究科 

在籍者数 35 5 14 13 

大学院計 35 5 27 

大学院名 九州歯科大学大学院 九州工業大学大学院 早稲田大学大学院 

研究科 歯学研究科 
工学府・ 

工学研究科

生命体 

工学研究科
情報生産システム研究科 

在籍者数 91 700 447 406 

大学院計 91 1,147 406 

大学院名 北九州市立大学大学院 産業医科大学大学院 

研究科 法学研究科 
社会システ 

ム研究科 
国際環境工学研究科 

マネジメント 

研究科 
医学研究科 

在籍者数 11 83 332 66 117 

大学院計 492 117 

※平成 27年 5月 1日現在の学生数。（出典）各大学ホームページ 
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○圏域内の公共図書館 

図 書 館 名 蔵 書 冊 数（冊） 貸 出 冊 数（冊） 

北九州市立中央図書館(他 17 館） 1,854,316 3,261,568

直方市立図書館 167,178 280,888

行橋市図書館 250,648 474,763

豊前市立図書館 89,741 107,056

中間市民図書館 111,441 74,729

宮若市立図書館 64,647 15,887

芦屋町図書館 56,931 63,602

水巻町図書館 149,932 455,886

岡垣サンリーアイ図書館 86,652 200,645

遠賀町立図書館 91,442 200,645

鞍手町中央公民館図書室 20,684 5,770

香春町町民センター図書室 36,718 29,844

苅田町立図書館（他 3 館） 309,619 500,174

みやこ町中央図書館（他 2館） 238,721 240,208

上毛町立(げんきの杜)図書館 26,790 26,967

築上町図書館（他 １館） 77,508 35,724

（出典）福岡県教育委員会「福岡県教育要覧」（平成 24年）、鞍手町は鞍手町中央公民館図書室（平成 24年度）、 

香春町は香春町町民センター図書室(平成 24年) 
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○産業３部門就業人口及び市町内総生産 

市町名 
就 業 人 口（人） 市町内総生産（百万円） 

１次産業 ２次産業 ３次産業 １次産業 ２次産業 ３次産業 

北九州市 3,252 100,310 299,301 5,010 755,252 2,721,995

直方市 516 6,743 15,972 831 46,322 126,500

行橋市 967 10,154 18,885 1,431 31,119 144,246

豊前市 844 3,735 7,085 1,109 31,013 57,263

中間市 135 5,340 11,517 169 16,362 69,911

宮若市 692 3,831 7,805 1,087 85,012 70,818

芦屋町 208 1,519 4,787 454 3,148 37,749

水巻町 93 3,491 8,316 92 11,720 43,830

岡垣町 448 3,181 9,404 848 8,254 52,410

遠賀町 286 2,270 5,852 399 9,947 42,094

小竹町 87 966 2,331 156 6,576 15,158

鞍手町 304 2,520 4,416 641 11,226 26,019

香春町 135 1,133 3,138 300 5,940 18,452

苅田町 213 5,799 8,928 345 237,826 88,651

みやこ町 814 3,003 5,332 1,433 29,091 35,515

上毛町 374 1,169 1,997 698 24,492 13,272

築上町 711 2,246 5,545 1,589 5,070 43,156

合計 10,079 157,410 420,611 16,592 1,318,370 3,607,039

(出典）国勢調査（平成 22年）、福岡県市町村民経済計算 (平成 24年度） 

○ＪＲ小倉駅、ＪＲ黒崎駅、ＪＲ折尾駅乗車人員（人） 

年 度 総  数 ＪＲ小倉駅 ＪＲ黒崎駅 ＪＲ折尾駅 

23 24,736,288 13,069,096 5,672,879 5,994,313

24 24,717,826 13,118,847 5,641,565 5,957,414

25 25,097,152 13,211,763 5,806,526 6,078,863

※小倉駅は新幹線利用者数を除く。 

(出典）九州旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社 
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○有料道路利用状況 （台数） 

年 

度 

九 州 自 動 車 道 

門司 Ｉ Ｃ 新門司 Ｉ Ｃ 小倉東 Ｉ Ｃ 小倉南 Ｉ Ｃ 

22 3,981,100 1,350,851 4,197,070 2,992,569

23 3,270,262 1,418,886 4,224,564 3,062,182

24 3,442,199 1,448,436 4,406,015 3,176,108

年 度 
九  州  自  動  車  道 

八幡 I C 鞍手 1) I C 宮田スマート 1) I C 若宮 I C 

22 11,400,476 132,108 3,768 3,468,489

23 11,141,986 1,346,412 375,085 2,780,235

24 11,425,408 1,685,436 410,985 2,804,906

年 

度 

東九州自動車道 

苅田北九州空港 I C 

22 3,565,968

23 3,727,395

24 4,021,028

※１ 鞍手及び宮田スマートの各インターチェンジは、それぞれ平成 23年 2月 19 日、平成 23年 3月 26 日に開設。 

※２ 各インターチェンジの総流入、総流出の合計数。 

（出典）西日本高速道路株式会社九州支社 インターチェンジ別出入台数（平成 22年度～24年度）  

年 度 
北 九 州 都 市 高 速 

横代 小倉駅北 日明 若戸大橋 春日 足立南 黒崎東 黒崎西 馬場山合併 枝光 

22 3,809,492 1,385,576 1,339,043 1,237,824 1,179,684 1,158,761 1,746,818 2,832,629 4,631,898 996,868 

23 3,760,995 1,408,471 1,344,870 1,255,584 1,314,614 1,176,777 1,751,552 2,806,562 4,615,722 1,173,929 

24 3,755,883 1,453,989 1,366,335 1,265,703 1,247,408 1,217,616 1,717,175 2,383,080 4,712,658 1,659,763 

※１ H24 年度のランプ別利用台数上位 10地点を記載。 

（出典）北九州市役所 
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４ 近隣市町と連携して取り組むことを想定する分野 

１ 圏域全体の経済成長のけん引  

（１）産学金官民一体となった経済戦略の策定やフォローアップ 

（２）異業種交流や創業支援  

（３）戦略産業の育成  

（４）戦略的な観光施策 

（５）その他、圏域全体の経済成長のけん引に係る施策 

２ 高次の都市機能の集積・強化  

（１）高度な医療サービスの提供  

（２）圏域の中心拠点の整備・都市圏を結ぶ交通環境の強化 

（３）圏域内の企業等のニーズに応じた人材育成  

（４）空港の機能拡充・利用促進 

（５）その他、高次の都市機能の集積・強化に係る施策  

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

ア．生活機能の強化に係る政策分野 

  （１）地域医療・介護における連携  

  （２）子育て支援に関する連携 

  （３）公共施設等の広域利用に関する連携 

  （４）大学における地域のニーズに応じた取り組みの推進 

  （５）スポーツ活動の機会の充実に向けた連携 

  （６）文化財の広域利用や情報発信に向けた連携 

  （７）若者・女性の就労支援 

  （８）農業振興や農作物被害対策に関する連携 

  （９）災害対策や消防業務の連携に向けた検討 

  （10）環境保全・循環型社会構築に向けた取組の推進 

（11）上下水道の広域的な協力に関する検討 

イ．結びつきやネットワーク強化に係る政策分野 

  （１）地域公共交通の確保・維持のための検討 

  （２）テレワークの推進 

  （３）自治体におけるＧＩＳの共同利用に向けた検討  
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  （４）学校給食における地産地消の取組の検討・実施 

  （５）道路等の交通インフラの整備・維持に向けた関係機関への共同の要望活動  

  （６）地域間の相互理解を深めていくための連携 

  （７）移住・定住促進にかかる連携 

  （８）その他結びつきやネットワーク強化に係る連携 

ウ．圏域マネジメント能力の強化にかかる政策分野 

  （１）圏域市町職員の人的交流に関する検討 

  （２）圏域市町職員を対象とした各種研修の実施 

  （３）効率的な行政サービスの提供に向けた取り組み 

  （４）その他圏域マネジメント能力の強化に係る連携 


