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「真の豊かさ」にあふれ、世界に貢献し、
信頼される「グリーン成長都市」

北九州市は、2023年2月10日に市制60周年を迎えます。この60周年を記念して、
さらなる発展に向けたさまざまな事業を実施し、本市の魅力を発信していきます。

1901年、官営八幡製鐵所が操業を開始して以降、
北九州市は「ものづくりのまち」として発展し、日本の高度経済成長を支えてきました。
一方、その過程で1960年代には、大気汚染や水質汚濁といった深刻な公害問題を抱えました。
しかし、地域の婦人会をはじめとした市民、大学や企業、行政が
一丸となって問題解決に取り組んだことにより、1980年代には環境庁（当時）から
「星空の街」に選ばれるまでに大きく改善されました。
この公害克服の経験で培った「市民力」や「技術」は、その後のESD活動によるまちづくりや、
アジア諸国への環境国際協力などに生かされてきました。
その取り組みは、SDGsの理念を先取りするものとして、
2017年、国の「第1回ジャパンSDGsアワード」で特別賞を受賞、
翌年には、アジアで初めてOECDの「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」に、
そして同年、国内最初となる「SDGs未来都市」及び
「自治体SDGsモデル事業」にも選定されるなど、国内外から高い評価を受けています。
北九州市は、「『真の豊かさ』にあふれ、世界に貢献し、信頼される『グリーン成長都市』」を
ビジョンに掲げた第2期「北九州市SDGs未来都市計画」に基づき、
経済・社会・環境の三側面に統合的に取り組み、「日本一住みよいまち」の実現を目指していきます。
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▲日本新三大夜景都市 北九州市
　皿倉山からの夜景

※イラストは表紙のみ刈谷仁美さんの作品です。



東九州自動車道

九州自動車道
JR日豊本線

JR鹿児島本線 中国自動車道
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全国、そして
世界とつながる交通の「要」
　アジアに近く、本州と九州の結節点、また九州東西の起点に位
置する北九州市は、高速道路、鉄道、港湾、空港と、「陸」「海」「空」
の物流インフラが充実した交通の要衝です。今後も物流インフラ
の機能強化や物流関連施設の集積を図り、さらなる物流拠点化を
目指していきます。

物流拠点
Logistics base

世界をつなぐ「北九州空港」

九州・西中国の物流拠点空港

北九州空港の機能強化に向けて

　北九州空港は九州・中国・四国地域で唯一、国際航空貨物定期便が就航していま
す。令和3年度の国際貨物取扱量は1万9,605トン（前年度比約1.4倍）と過去最高を
記録し、全国第６位と躍進しました。仁川国際空港（韓国）との間を運航する大韓航空
の貨物定期便は、令和3年11月に週3便から週4便に増便されました。さらに同月に
は、超大型輸送機「アントノフＡＮ-124-100」により、海上空港の特長を生かした
シーアンドエア（船と飛行機）輸送による人工衛星の輸入が実施されるなど、世界を
つなぐ「北九州空港」として、九州・西中国の物流拠点化を進めています。

　「九州・西中国の物流拠点空港」の実現に向けて、大型貨
物機の長距離運航が可能となる滑走路の延長（2,500ｍ
→3,000ｍ）や、より多くの航空貨物を受け入れるための
上屋整備など、空港機能強化の取り組みを進めています。

九州の物流陸路は北九州市へと必ずつながる
物流拠点化への取り組み ｜ 02

地域経済を支える「北九州港」
物流拠点化への取り組み ｜ 03

物流拠点化への取り組み ｜ 01

九州における鉄道物流の要「北九州貨物ターミナル駅」
　拠点貨物駅である「北九州貨物ターミナル駅」は、福岡・熊本・鹿児
島方面、そして大分・宮崎方面の九州全域に加え、関西・関東・北海道
に至る全国に向けて貨物を送り出しています。便数は九州最大で、九
州・本州のすべての貨物列車が必ず止まる鉄道物流の拠点駅です。

西日本最大級の内航フェリー基地

　長距離フェリー発祥の地「北九州港」。特に「新門司」は、東
京、横須賀、大阪、神戸、徳島などを結ぶ西日本最大級のフェ
リー基地で、トレーラーなどを運搬する貨物船であるＲＯＲＯ
船による自動車輸送の拠点にもなっています。

海上出入貨物取扱量全国第５位の「北九州港」

　海外との豊富な航路を持つ「太刀浦」(門司)と、大型船の入
港が可能な「ひびき」(若松)。これら東西２つのコンテナターミ
ナルでは、韓国、中国、台湾、東南アジアの国々へ向け、36航
路、月間156便（令和4年10月現在）もの定期コンテナ船が行
き交っています。

充実した高速道路網
　九州自動車道、東九州自動車道、中国自動車道の結節点である北九
州市は、九州各県はもとより、本州へのアクセスがひときわスムーズ。さ
らに、北九州都市高速道路が市内を縦横に走っており、これらと港湾、
空港などの施設を幹線道路網が結び、効率的な物流を実現しています。

北九州市は、本州と九州の結節点に位置する交
通の要衝です。九州から本州に陸路で行く際は
必ず通過することから貨物を集めやすく、さら
に、発展著しいアジアのマーケットに近いなど、
「物流拠点」として地理的な優位性があります。

▲国際貨物定期便

▲人工衛星輸入 ▲北九州空港

進入灯移設

滑走路延長整備

誘導路整備

滑走路延長イメージ
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世界の環境首都を目指す
　北九州市は、公害克服の経験とその過程で培ったノウハウを生かし、国際貢献や
リサイクルの取り組みを推進してきました。その後、それらの取り組みを、地球温暖化
対策・低炭素化社会、さらには脱炭素社会実現へと拡大させ、世界の環境首都を目指
した歩みを進めています。

環境首都
Environmental

capital 　北九州市は、2050年ゼロカーボン
シティの実現に向けて、風力発電関連
産業の総合拠点化を推進しており、
響灘一般海域における洋上風力発電
の導入可能性調査を行っています。ま
た、風力発電関連産業を支える人材
の「育成」と「確保」に向けて、「北九州
市洋上風力キャンプ×SDGs」による
人材育成や「北九州市風力発電人材
育成連絡会」を通じた人材確保を産
学官の連携により進めています。

再生可能エネルギーの導入促進（洋上風力発電の導入、人材育成等）
環境首都への取り組み ｜ 02

国際技術協力
環境首都への取り組み ｜ 04

北九州エコタウン事業
環境首都への取り組み ｜ 03

北九州市グリーン成長戦略
環境首都への取り組み ｜ 01

　「環境と経済の好循環」による新たな成長に向けて、産
業都市として「エネルギーの脱炭素化」と「イノベーション
の推進」に戦略的に取り組むとともに、その知見を活用し
て、快適で脱炭素なまちづくりや海外ビジネスの展開に
も取り組みます。右記のような施策実施により、2030年
度までに約5,900～6,800億円の直接投資、約93万トン
のCO2削減を見込んでいます。

　小倉・黒崎の拠点エリアでは、民間開発の誘導と企業誘致の促進
を重点的に図るため、ビルの建替え費用の補助や、容積率・駐車場な
どの規制緩和を行う「コクラ・クロサキリビテーション」をスタートし
ました。
　この取り組みを進めることで、安全安心で魅力ある街をつくり、若
者に好まれるＩＴ企業の誘致や、快適で環境にやさしい「グリーンス
マートビル」の普及など、「ゼロ・カーボンシティ」や「SDGs未来都市」
の実現を目指します。

　自治体と企業間でＥＶ（電気自動車）をシェアリング利
用する実証事業をスタートしました。これにより、電気自
動車の低コスト導入モデルの構築を目指します。

　資源循環型社会の構築を図るため、「環境保全政策」と「産業復興」を統合した独自の地域政策として、日本最大級で
ある「北九州エコタウン事業」を推進しています。若松区の響灘地区などに、さまざまなリサイクル関連企業が立地し、
基礎研究から事業化まで一貫した取り組みが進められています。

　長年にわたる「ものづくりのまち」としての産業基盤や技術力、公害克服の過程で培われた人材・技術・ノウハウなどを生かした技術
指導や技術支援により、開発途上国などの持続可能な発展に貢献しています。

●風力発電や第三者所有方式による太陽光発電の導入、水素の
供給・利活用拠点化による脱炭素エネルギーの安定供給の体
制構築および市内産業の脱炭素化の推進

●風力関連産業の総合拠点化や太陽光・蓄電池のリユース・リサ
イクル産業などの新産業の創出

●イノベーションの創出に向けた企業支援の実施　など

▲水道水供給の技術支援（カンボジア）

◀高校生向け研修（洋上風力発電施設見学）

▲生ごみコンポスト化協力事業（インドネシア）

コクラ・クロサキリビテーション

全国初の取り組み！
「自治体－企業間ＥＶシェアリング実証事業」　令和4年4月、北九州市と周辺の17市町でつくる北九州都市

圏域が脱炭素先行地域に選ばれました。今後は、都市圏域で連
携を図り、公共施設での太陽光発電や蓄電池の導入、新産業の
育成などに取り組み、脱炭素なまちづくりを進めていきます。

脱炭素先行地域に選定

小倉地区のリーディングプロジェクト

グリーンスマートビル「BIZIA小倉」の建設

外観のイメージ外観のイメージ

北九州市エコタウンセンターHP▶
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新たな技術と豊かな生活を創り出す
アジアの先端都市を目指して
　１世紀を超える日本の産業拠点としての歴史を背景に、製鉄、機械、そして環境エネル
ギー産業など、多くの製造業が集積。一方で、サービス産業やIT企業などの進出も増加
しており、多種多様な企業が活発に活動しています。それに対応するさまざまな支援策
や、スタートアップを支える体制も充実しています。

産業振興
Industrial

development

ものづくりのまち

①
②
③
④
⑤

構成比（％）
21.8
10.8
9.7
9.5
8.6

業種名
製造業
不動産業

保健衛生・社会事業
卸売・小売業
運輸・郵便業

●市内総生産構成比（上位５業種）

ロボット

　官営八幡製鐵所の操業開始以来、「ものづくりのまち」として日本の産業近代化に大
きく貢献してきた北九州市には、世界シェアトップを誇る大企業が本社を置くなど、その
ＤＮＡは健在。その他にも、脈々と受け継がれた独自技術を有するものづくり企業が数
多く存在します。物流インフラや知的基盤の充実など、地域の強みも生かしたさらなる
産業振興に向けてさまざまな取り組みを行っています。

　近年では、高い技術力を有する企業と学術研究機関の連携
により、産業用ロボットの研究開発など、わが国をリードする
ロボット産業拠点を形成する取り組みを進めています。

風力発電関連産業の総合拠点形成
産業振興の取り組み ｜ 02

産業振興の取り組み ｜ 01

ＩＴ

　若い世代に好まれる仕事である、ＩＴ関連企業の誘致と、進
出企業への人材採用支援を積極的に進めています。

　洋上風力発電は、再生可能エネルギー主力電源化の切り札として期待されているだけでなく、関連する産業の裾野が広く、経済効果
や雇用創出効果が期待できるといわれています。洋上をはじめとした風力発電関連産業の総合拠点形成を進めることにより、カーボン
ニュートラルの実現に資するとともに、臨海部における産業・物流の活性化、さらには本市地域経済の活性化を図っていきます。

北九州市が形成を進めている風力発電産業の総合拠点とは？

なぜ北九州市に？
～風力発電に適した４つの特徴～

若松区響灘地区における洋上ウインドファームの予定図

主な誘致実績

スタートアップの街・北九州 ～日本一起業家に優しいまちへ～

北九州市は、「ベンチャー企業の創出・育成」を重要な施策の一つと位置づけ、スタートアップ企業の皆さんに寄
り添う支援により、「日本一起業家に優しいまち」を目指しています。

ＣＯＭＰＡＳＳ小倉（北九州テレワークセンター）

おためし
サテライトオフィス

創業支援プログラムの実施や創業に関する総合相談窓口の設置、創
業に関する「情報」と「人」の集約・発信の強化、ビジネスマッチングの
促進など、創業を考えている人をワンストップで支援しています。

首都圏のIT企業などを対象に、北九州市のビジネス環境を体感いただくため、滞在費・交通費などの助成や、地元
企業や学校などとのマッチング支援を行っており、北九州市でのビジネスの展開を後押ししています。

コワーキングスペースには、独創的な技術やビジネスモデルを持つ
多くの起業家が集い、入居企業等との交流の中でイノベーションを
創出しています。

充実した港湾施設 港湾に隣接した
広い産業用地

ものづくり産業を
支える企業集積 良好な風況

風車設置場所に向けた最終
積出基地としての機能

風車部品の輸出入、移出入
拠点としての機能

風車のオペレーションおよび
メンテナンスを行う機能

背後地に風車関連産業を集積
した産業拠点としての機能

風車積出拠点 輸出入・移出入拠点

Ｏ＆Ｍ拠点 産業拠点

響灘地区

北九州市

小倉駅

下関駅

北九州
空港

Ⓒ（株）植田製作所

Ⓒ（株）安川電機

ⒸＴＯＴＯ（株）・ＴＯＴＯサニテクノ（株）

日本製鉄（株）九州製鉄所 所蔵

Ⓒ九州旅客鉄道（株）

Ⓒ九州鉄道機器製造（株）

平成30年度 市民経済計算より平成30年度 市民経済計算より

ⒸGMOインターネットグループ（株）
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子どもたちの未来を育み
みんなの笑顔があふれるまちへ
　北九州市は、子どもを生み育てることの喜びを実感できるまちを目指し、医療機関や
地域団体などの関係機関と連携しながら、さまざまな取り組みを進めています。

子育て
Child-raising

安心して子育てができるまち

子どもの未来をひらく学校教育出産・育児に安心の医療体制

子ども医療費を18歳まで支援

全児童が利用できる放課後児童クラブ

保育所入所定員や保育の質の充実

　出産前後の医療では、妊娠・お産のときに生じる緊急の出来事にもスムーズに対応
できるよう、妊婦健診や通常分娩などを行う医療機関だけでなく、リスクを伴う妊娠・
お産を取り扱う医療機関がそれぞれの役割を分担しながら連携する仕組みをとって
います。また出産後のケアも充実(※)。
　小児救急医療では、24時間365日対応の病院が市内に4カ所あり、さらに夜間・休
日に看護師などが電話相談を受け付ける体制も整備しています。また、障害のある子
どもたちの療育および医療等についても、多岐にわたる支援があります。

　「第2期北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」に
基づき、「自立し、思いやりの心をもつ子ども」「新たな価
値創造に挑戦する子ども」「本市に誇りをもつ子ども」を
目指す姿として、よりよい教育環境の実現に向けた取り
組みを進めています。

　また、「新たな時代を切り拓く力」を育成するため、市
立小・中・特別支援学校および高等学校に「SDGｓ推進
校」を指定し、特色ある取り組みや実践研究など、SDG
ｓの視点を踏まえた教育を推進しています。

令和4年4月に児童文化科学
館がリニューアルオープン。
不思議な科学現象を体験・
体感しながら学べます。

令和4年4月にオープン。
国内最大級のプラネタリウ
ムや不思議な科学現象を
体験・体感できます。

　子ども医療費支給制度では、18歳（※）までを対象に市が自己負担
額を助成しています。
※18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

　放課後の児童の健全育成を図るために、おおむね小学校区ごとに放課
後児童クラブを設置しています。地域団体が中心となって運営しており、
低学年や留守家庭の児童に限らず希望する全児童が利用できます。

　北九州市では、合計特殊出生率が1.47（令和2年）と政令市第2位で
す。子どもを受け入れる保育所の受け入れ定数は、毎年の入所予定児
童数を大きく上回る環境整備がなされています。また、国基準を上回る
保育士の配置も実施済みです。（1歳児5人につき、1人の保育士）

※「こんにちは赤ちゃん！小児科訪問（ペリネイタルビジット）事業」…産前から産後間もない時期に育児についての不安等を相談できるよう、産婦人科が小児科を紹介する仕組み

子育てしやすい理由 ｜ 03

市内には子育て施設や学習施設がたくさん！
子育てしやすい理由 ｜ 02

子育てしやすい理由 ｜ 01

●小学校・中学校完全給食実施
●小中学校におけるＩＣＴ環境整備（１人１台端末）
●35人以下学級／小学校１年～中学１年まで実施
  （中学２・３年は選択制）

子育て
日本一！

北九州市の子育て環境は、令和3年度にNPO法人エガリテ大手前による「次世代育成環
境ランキング」にて政令指定都市第１位、（一社）日本子育て支援協会による「日本子育て
支援大賞」にて自治体部門初受賞をするなど、各方面から高い評価を受けています。

子育てふれあい交流プラザ「元気のもり」 到津の森公園

子ども図書館
スペースＬＡＢＯ（科学館）

環境ミュージアム

平和のまちミュージアム いのちのたび博物館

小学校3・4年生を対象に、SDGsの視点に立った地域教材
資料集「わくわく！北九州」や、中学生を対象に、地域副読本
「KITAKYUSHU SDGs Action」を学校の授業で活用。課
題を自分事として捉え、解決に向けた取り組みを考えます。

ＳＤＧｓの視点に立った地域教材資料集

▲小児救急・小児総合医療センター（市立八幡病院内）
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北九州市の
「暮らしやすさ」「住みやすさ」
　北九州市は、豊かな自然と充実した都市インフラが融合したまちです。人々の暮らしに
合わせた行政サービスも充実しており、都市の快適さと自然を感じながら、ずっと住み続
けたくなる魅力があります。

定住・移住
Se�lement

&
Immigration

子どもも高齢者も安心して楽しく暮らせる

　「次世代育成環境ランキング」で11年連続政令指定都市
第１位（令和3年度）の評価が示すとおり、北九州市は子育
て環境が充実しています。（P9-10参照）また、女性の活躍を
推進し、仕事と子育てとの両立支援にも力を入れています。
　さらに、政令指定都市で高齢化率トップである本市
は、高齢者も生き生きと安心して暮らすことができるまち
でもあります。
　健康寿命を延伸し、高齢期に至っても、誰もが地域との
つながりをもち、住み慣れた地域で、人生の最期まで健や
かに安心して暮らせる共生のまちを目指して、「第２次北九
州市いきいき長寿プラン」に基づき、さまざまな取り組みを
進めています。また、国家戦略特区制度を活用した介護ロ
ボット導入により、安定的な介護サービスの提供に向けて
取り組むなど、医療、介護との連携強化をはじめ、高齢者が
安心して暮らすことのできる環境づくりを行っています。

　公共交通機関が充実しているため、通勤・通学、買い物など、
どこへ行くのも便利です。また、新幹線や飛行機、フェリーを使
用することができるので、国内や海外へアクセスも容易です。

　北九州市の人口10万人当たりの病床数は、政令指定都市
の中で、病院が第2位、診療所は第3位と、医療機関・病床とも
に十分確保されています。また、一刻を争う救急車での搬送
は、119番受信から病院到着までの時間が32.3分と、全国の
大都市でトップクラスの早さとなっています。

　2021年の刑法犯の認知件数は5,109件と、最も多かった
2002年の40,389件から約87％減少しています。

　北九州市の都市公園数は1,719カ所、一人当たりの都市公
園面積は12.9㎡で、政令指定都市の中では第4位。老朽化し
た身近な公園も、地域住民とワークショップ形式で再整備計
画を作り、地域ニーズに応じた公園に生まれ変わっています。

デジタルで快適・便利な幸せなまちへ
住み続けたい理由 ｜ 02

住み続けたい理由 ｜ 01

　「書かない」「待たない」「行かなくていい」市民サービス
の提供に向け、手続きのオンライン化をはじめデジタル・
トランスフォーメーション（DX）に取り組んでいます。
　また、産業の持続的発展を目指した民間企業のＤＸや、
若者・女性・高齢者など、幅広い市民の活躍の可能性を広
げるためのデジタル人材の育成・就業支援、介護分野の
DXなど、市全体でＤＸを推進していきます。

本市の「中小企業のDX支援加速化」
の取り組みは、全国の地方公共団体
を対象にした、「夏のDigi田甲子園」
において、指定都市・中核市等での実
装部門で優勝し、初代日本一として
内閣総理大臣から表彰されました。

交通手段が充実したコンパクトなまち もしものときに心強い、充実した医療体制

刑法犯認知件数はピーク時の87％減 一人当たりの都市公園面積は12.9㎡

移住者インタビュー

ウーマンワークカフェ北九州

女性の就業支援の拠点として、就職相談
やキャリアアップ、起業・創業相談、保育
サービスに関する情報提供など、ワンス
トップで総合的にサポートしています。

　北九州に移住してきたのは、40歳前後で夫婦ともに
キャリアシフトしたのがきっかけです。住まいの家賃は
2/3、広さは1.5倍となり、念願だった仕事部屋と子供部
屋ができました！北九州は時間がゆったり、空間にもゆ
とりがあるため、心のゆとりもできた気がします。
　そして、想像以上に良かったことは、子どもの遊び場が
いっぱいあること！以前は、休みの日が来る度にどこへ行
くか頭を悩ませていましたが、北九州は選択肢が豊富で
どこも施設が充実♪子ども医療費助成も手厚く、子育て
世代にもとてもオススメの場所ですよ！

中安 加織さん

移住を検討している方を対象に、本市での
暮らしを実体験してもらう事業です。最短2
泊3日から最大2週間滞在することができ
ます。移住コーディネーターによる手厚い
サポートで、本市の魅力を体感してもらい、
移住のための支援を行っています。

お試し居住
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遊ぶ・観る

❶

❷

❸ ❹ ❺ ❻

小倉のシンボル「小倉城」

北九州市漫画ミュージアム

地元ゆかりの作家を顕彰「松本清張記念館」

　1602年に細川忠興公が築城。「唐造り」
の天守閣や、切石を使わない「野面積み」
の豪快な石垣が特徴です。

　戦後日本を代表する、北九州市出身の
作家・松本清張の偉大な業績を称え、そ
の生涯や作品を紹介しています。また、東
京都杉並区の自宅の書斎、応接室、書庫
の再現展示もしています。

　「見る・読む・描く」をテーマに漫画文化
を広く紹介。地元ゆかりの漫画家の作品
や、漫画の歴史、仕組みについて学ぶコー
ナーもあります。約７万冊の蔵書（漫画）
が並ぶ「閲覧（よむ）コーナー」は圧巻！定
期的に漫画を描くワークショップも開催
しています。

　明治時代より国際貿易港として栄えた門司港には、ＪＲ門司港駅や旧門司税関など数多くの歴史的建物があり、当時の面影を残して
います。カフェや雑貨店も立ち並び、夜景の名所としても親しまれています。

門司港レトロ  |  MOJIKO RETRO

小 倉  |  KOKURA

日本新三大夜景都市

北九州工場夜景若戸大橋

　2022年3月、北九州市は夜景の素晴らしい街として
「日本新三大夜景都市」に全国1位で認定されました。
認定は3年に一度あり、2018年に続き、2度目の認定と
なります。〈写真は皿倉山からの夜景〉

　日本の長大吊橋の先駆けとなっ
た、若松区と戸畑区を結ぶ深紅の
吊橋。1962年の建設当時は、「東洋
一の夢の吊橋」といわれました。
2022年2月、国重要文化財に指定。
2022年8月、日本夜景遺産に認定。

ユネスコ無形文化遺産・戸畑祇園大山笠

国重要無形民俗文化財・小倉祇園太鼓

　昼は幟山笠、夜は高さ約10ｍ
の“光のピラミッド”提灯山笠が
楽しめます。2016年にユネスコ
無形文化遺産に登録されました。
毎年7月第4土曜日を挟む前後3
日間で開催。8基の山笠が一堂に
そろう大山笠競演会は必見です。

　小倉城を築城した細川忠興公
が、京都の祇園祭を模して始めた
とされる、勇壮・優美な太鼓祇園。
にぎやかなヂャンガラ（摺り鉦）
と、全国的にも珍しい太鼓の両面
かつ歩行打ちが特長です。7月第3
土曜日を挟む前後3日間で開催。

　小倉・戸畑・八幡地区沿岸の工
業地帯では、陽が沈むと幻想的な
灯りに照らされる工場夜景を楽し
むことができます。海上から観賞で
きる「夜景観賞定期クルーズ」も行
われています。

夜 景  |  NIGHT VIEW

世界遺産「官営八幡製鐵所旧本事務所」 
眺望スペース

　2015年に世界遺産に登録された「明治日本の
産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」の構成
資産の一つ「官営八幡製鐵所旧本事務所」を眺望
スペースから見学することができます。官営八幡製
鐵所や旧本事務所について、デジタルサイネージ
やVRなどを使って分かりやすく解説しています。

文化遺産  |  HERITAGE

食べる

❶焼きカレー  ❷焼うどん  ❸寿司  ❹郷土料理「ぬか炊き」  ❺豊前海一粒かき
北九州は「食」の宝庫。海・山の幸にご当地グルメなど多種多様。北九州自慢の品々をぜひご賞味ください。

❶ ❷

❸ ❹ ❺
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北九州市の「遊ぶ」「観る」「食べる」
　大都市でありながら、長く美しい海岸線や緑豊かな山々など、豊かな自然に囲まれた
北九州市。「遊ぶ」「観る」「食べる」が、ぎっしり詰まったまちです。

観光
Sightseeing

❶JR門司港駅  ❷門司港レトロ展望室からの夜景  ❸旧門司三井倶楽部  ❹大連友好記念館  ❺旧大阪商船  ❻旧門司税関



1 5　｜　北九州市 市勢概要2022 - 2023 1 6

文化・
スポーツ

Culture & Sports

北九州市の「文化」「スポーツ」
　北九州市は、映画、文学、音楽、演劇、美術、漫画などの文化やさまざまなスポーツを誰もが
気軽に楽しむことができ、人々の交流が盛んなにぎわいのあるまちです。

sports !!

スポーツ

　本市のシンボルチームである「ギラヴァンツ北九州」をはじめ、北
九州市をホームタウンとするトップスポーツチームの活躍は、地域
経済の活性化やまちのにぎわい、シビックプライドの醸成につな
がっています。

　平成26年2月に市制50周年記念事業イベントとして始まった「北九州マラソン」。市内の名所を巡る風光明媚で走りやすいコース
と、コース上で提供するご当地グルメ、ボランティアのきめ細かなおもてなしや沿道からの絶え間ない声援は、ランナーから好評を
得ています。

トップスポーツチームの支援  |  SUPPORTING TOP SPORTS TEAMS

北九州マラソン  |  KITAKYUSHU MARATHON

　市のイメージアップをはじめ、シビックプラ
イドの醸成やまちのにぎわいにつながる大規
模な国際スポーツ大会・キャンプなどを積極
的に誘致しています。令和5年2月には、パリ
五輪の追加種目に決定したブレイキンの世
界大会「WDSF Breaking for Gold World 
Series in 北九州」、同年秋には国際サイクル
レース「ツール・ド・九州2023」の開催を予定
しています。

国際スポーツ大会・事前キャンプ  |  INTERNATIONAL SPORTS COMPETITION・CAMP

culture !!

文化 ～「創造都市・北九州」に向けて～

●ギラヴァンツ北九州（Jリーグ：サッカー）
●ボルクバレット北九州（Fリーグ：フットサル）
●タカギ北九州ウォーターウェーブ
　（JDリーグ：女子ソフトボール）
●福岡北九州フェニックス（プロ野球独立リーグ）
●堺ブレイザーズ（Vリーグ：バレーボール）

本市をホームタウンとするトップスポーツチーム これまでの実績

※令和4年10月1日現在

●ITTFワールドツアー卓球ジャパンオープン荻村杯（平成30年6月）
●「ラグビーワールドカップ2019」
　ウェールズ代表チームのキャンプ実施（令和元年）
●サッカーU-24 日本代表国際親善試合（令和3年3月）
●2021世界体操・新体操選手権北九州大会を開催（令和3年10月）　
●「リポビタンDチャレンジカップ」ラグビー男子日本代表対ウルグアイ代表戦
　（令和4年6月）

　北九州市の豊かな文化土壌を生かして、アニメ・漫画の魅力発信や大規模な映画撮影など、「文化芸術」の力で輝けるまち
「創造都市・北九州」を目指しています。

北九州フィルム・コミッション
KITAKYUSHU FILM COMMISSION

北九州ポップカルチャーフェスティバル
KITAKYUSHU POP CULTURE FESTIVAL

　本市では、全国に先駆けてフィルム・コミッション事業を開
始しました。国内外の映画などの誘致・支援に取り組み、多く
の作品が本市で撮影されています。また、令和5年には「（仮称）
北九州国際映画祭」の開催を予定しています。

　九州最大級のポップカルチャーイベント。
　漫画やアニメなどのブース出展や人気声優のステージなど
例年11月下旬に開催しています。

▲ドラマ「MOZU Season1」（平成26年放送）撮影の様子
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北九州市は、1963年2月、門司、小倉、若松、八幡及び戸畑の5市対等合併により発足。
1974年4月、門司、小倉北、小倉南、若松、八幡東、八幡西及び戸畑の7区制となり、現在に至ります。

門司区
9万1,384人

小倉北区
18万1,639人

小倉南区
20万6,958人

若松区
7万9,119人

八幡東区
6万3,360人

八幡西区
24万6,977人

戸畑区
5万6,525人

■世帯数…43万8,377世帯　　■面 積…492.50㎢
※2022年1月１日現在※2022年7月１日現在
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24万4,133
（25.0）

60万4,487
（61.9）

12万8,290
（13.1）

25万3,357
（25.7）

60万4,390
（61.3）

12万8,233
（13.0）

27万155
（27.6）

58万1,750
（59.5）

12万5,547
（12.8）

28万2,276
（29.2）

56万2,144
（58.1）

12万2,725
（12.7）

28万8,661
（30.2）

54万8,596
（57.4）

11万9,241
（12.5）

29万1,486
（30.8）

53万8,127
（56.9）

11万5,837
（12.3）

26万1,235
（26.6）

59万4,151
（60.5）

12万6,929
（12.9）

27万6,674
（28.5）

57万1,240
（58.8）

12万4,273
（12.8）

28万5,913
（29.7）

55万4,785
（57.7）

12万851
（12.6）

29万62
（30.5）

54万3,500
（57.1）

11万7,482
（12.4）

29万1,740
（31.1）

53万2,567
（56.8）

11万3,665
（12.1）

令和4年度当初予算

人　口

交通アクセス

市税
1,780億円
（29.3％）

保健福祉費
1,692億円
（27.8％）

扶助費
1,525億円
（25.1％）

人件費
1,106億円
（18.2％）

義務的
経費

3,290億円
（54.1％）

投資的経費
468億円（7.7％）

その他の
経費

2,324億円
（38.2％）

公債費
659億円
（10.8％）

普通建設
事業費
468億円
（7.7％）

貸付金
759億円
（12.5％）

物件費
646億円
（10.6％）

繰出金
484億円
（7.9％）

補助費等
298億円（4.9％）

その他(維持補修費等)
137億円（2.3％）

産業経済費
881億円
（14.5％）

諸支出金
752億円
（12.4％）

子ども家庭費
709億円
（11.6％）

教育費
701億円
（11.5％）

総務費
455億円
（7.5％）

国庫支出金
1,142億円
（18.8％）

県支出金
312億円（5.1％）

地方消費税交付金
221億円（3.6％）

土木費
351億円（5.8％）

環境費
182億円（3.0％）

消防費 123億円（2.0％）
その他 236億円（3.9％）

繰入金 165億円（2.7％）

財産収入
32億円（0.5％）

その他
134億円（2.2％）

使用料及び手数料
162億円（2.7％）

軽油引取税交付金
55億円（0.9％）

地方交付税
675億円
（11.1％）

諸収入
936億円
（15.4％）

市債
468億円
（7.7％） 歳入総額

6,082億円
（100％）

歳出総額
6,082億円
（100％）

総数･･･92万5,962人

北九州空港を利用するとフェリーを利用するとJR（新幹線・特急）を利用すると

歳入の内訳 歳出の内訳（目的別） 歳出の内訳（性質別）

年齢3区分別人口の推移

歳出総額
6,082億円
（100％）

羽田空港

小
倉
駅

徳島→東京（有明）　約32時間
（オーシャン東九フェリー）

神戸　約12時間30分
（阪九フェリー）

横須賀　約21時間
（東京九州フェリー）

泉大津　約12時間30分
（阪九フェリー）

大阪南港　約12時間30分
（名門大洋フェリー）

松山　約7時間
（松山・小倉フェリー）

新
門
司

小
倉

（
浅
野
）

北九州市の「データ」 北九州市の「あゆみ」

明治 32年 【1899年】
明治 33年 【1900年】
明治 34年 【1901年】
大正  3年 【1914年】
大正  6年 【1917年】
大正 13年 【1924年】
昭和 17年 【1942年】
昭和 37年 【1962年】
昭和 38年 【1963年】

昭和 39年 【1964年】
昭和 45年 【1970年】
昭和 54年 【1979年】
昭和 60年 【1985年】
昭和 63年 【1988年】
平成  2年 【1990年】
平成  7年 【1995年】
平成  9年 【1997年】
平成 12年 【2000年】
平成 13年 【2001年】

平成 14年 【2002年】
平成 15年 【2003年】

平成 17年 【2005年】
平成 18年 【2006年】

平成 19年 【2007年】
平成 20年 【2008年】
平成 21年 【2009年】
平成 22年 【2010年】

平成 23年 【2011年】

平成 24年 【2012年】
平成 25年 【2013年】

平成 26年 【2014年】
平成 27年 【2015年】

平成 28年 【2016年】

平成 29年 【2017年】

平成 30年 【2018年】

平成 31年 【2019年】
令和 2年 【2020年】
令和 3年 【2021年】

令和 4年 【2022年】

 4月  門司市制施行
 4月  小倉市制施行
 11月  官営八幡製鐵所作業開始式
 4月  若松市制施行
 3月  八幡市制施行
 9月  戸畑市制施行
 7月  関門鉄道トンネル開通
 9月  若戸大橋開通
 2月 10日 北九州市発足（門司・小倉・若松・八幡・戸畑の5市が対等合併）
 4月 1日 政令指定都市となる
 4月 19日 世界初の5市対等合併調査のため国連調査団が来市
 4月 1日 北九州市公害防止条例公布
 11月  太刀浦コンテナターミナル供用開始
 1月 9日 北九州都市モノレール開業
 7月 29日 第1回わっしょい百万夏まつり開催（～31日）
 10月 6日 北九州国際会議場開設
 3月 25日 門司港レトログランドオープン
 7月 10日 国のエコタウン事業承認地域に決定
 8月 31日 アジア・太平洋環境大臣会議in北九州開催（～9月5日）
 1月 1日 北九州市環境基本条例施行
 7月 4日 ジャパンエキスポ「北九州博覧祭2001」開催（～11月4日）
 8月 23日 世界車椅子バスケットボール選手権大会「北九州ゴールドカップ」開催（～9月1日）
 4月 1日 早稲田大学大学院情報生産システム研究科と北九州市立大学大学院国際環境工学研究科が
   北九州学術研究都市に開設
 4月 1日 ひびきコンテナターミナル供用開始
 2月 26日 東九州自動車道（北九州JCT～苅田北九州空港IC）開通
 3月 16日 新・北九州空港開港
 6月 1日 紫川マイタウン・マイリバー整備地区が都市景観大賞「美しいまちなみ大賞」受賞
 7月 22日 「環境モデル都市」に国が認定
 9月 18日 八幡東区東田に「北九州水素ステーション」が完成
 2月 10日 北九州市非核平和都市宣言
 4月 2日 「次世代エネルギー・社会システム実証地域」に国が選定
 7月 1日 北九州市暴力団排除条例を施行
 10月 1日 北九州市自治基本条例を施行
 3月 9日 初の海外水ビジネスをカンボジア・シェムリアップ市で受注
 6月 17日 経済協力開発機構（OECD）からグリーンシティプログラムのグリーン成長都市に認定
 12月 22日 環境未来都市、国際戦略総合特区に選定
 9月 15日 新若戸道路（若戸トンネル）が開通
 5月 5日 日中韓三ヵ国環境大臣会合開催（～6日）
 5月 23日 OECDグリーンシティ・プログラムの北九州レポートが発行
 2月 9日 市制50周年記念 北九州マラソン2014を開催
 3月 17日 「洋上風力発電モデル地域」採択
 7月 8日 「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が世界文化遺産に登録
 1月 29日 国家戦略特区に指定
 4月 24日 東九州自動車道（北九州市～宮崎市間）が全線開通
 5月 1・2日 Ｇ7北九州エネルギー大臣会合開催
 12月 1日 戸畑祇園大山笠行事のユネスコ無形文化遺産登録（現地時間11月30日）
 4月 28日 日本遺産「関門“ノスタルジック”海峡」認定
 12月 26日 第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞
 4月 18日 OECDが「SDGs推進に向けた世界のモデル都市」に北九州市を選定
 6月 15日 「SDGs未来都市」に選定
 8月 8日 「東アジア文化都市」2020年国内開催地に選定
 3月 28日 「小倉祇園祭の小倉祇園太鼓」が国重要無形民俗文化財に指定
 3月 28日 東アジア文化都市北九州2020▶21を開催（～令和3年12月31日）
 7月 2日 地方創生のための都市ブランド「New U」を発表
 10月 18日 2021世界体操・新体操選手権北九州大会を開催（～31日）
 3月 25日 「日本新三大夜景都市」にランキング1位で再認定
 4月 26日 「脱炭素先行地域」に選定

年　　　表




