
第２８回 博多港地方港湾審議会

資 料

平成２５年１１月１５日

博多港港湾管理者 福岡市



○アイランドシティ整備事業等の進捗状況について

○博多港におけるクルーズ客船の動向等について
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報告事項



港湾機能の強化 先進的まちづくり

まちづくりエリアみなとづくりエリア

「生活」と「産業」の両面からの

“健康未来都市づくり”

新しい産業等の集積拠点の形成

国内トップレベルの

創エネ・省エネ型まちづくり

快適な都市空間の形成

計画面積：401.3ha
竣功面積：324.5ha （約81％）

未竣功 竣功済

港湾機能の強化

○国際コンテナ物流ゾーンの形成

○環境にやさしいみなとづくり

○災害に強い安心・安全のみなとづくり

先進的モデル都市・アイランドシティ先進的モデル都市・アイランドシティ

ＣＯ２ゼロ街区
[イメージ図]

燃料電池エネルギー使用量
などの「見える化」

次世代自動車 太陽光発電

海の中道大橋４車線化（Ｈ26春完成予定）

香椎アイランド線の整備
（Ｈ26春（暫定２車線）完成予定）

アイランドシティ１号線
６車線化（Ｈ26春完成予定）

自動車専用道路
アイランドシティ線
※今回審議案件

本市東部地域の交通体系の整備

幹線道路のネットワーク化
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Dコンテナターミナル
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満杯に近い満杯に近い

拡張中



(仮称)博多アイランドシティ
物流センター
平成26年４月 竣功予定

海の中道大橋（４車線化）
平成26年春 供用予定

平成25年10月末現在 3

アイランドシティ１号線（６車線化）
平成26年春 供用予定

香椎アイランド線（暫定２車線）
平成26年春 供用予定



主な港湾施設の整備状況主な港湾施設の整備状況

D岸壁（-15m） （計画） C2岸壁（-15m） C1岸壁（-14m） -11m

-13m
-13m -11m

アイランドシティ

平成24年10月撮影 香椎パークポート 4

Ｄコンテナターミナル アイランドシティコンテナターミナル（供用中）

国際コンテナ物流ゾーン国際コンテナ物流ゾーン
泊地（-15m）

H20～H25年度（予定）

航路（-15m）

H26年度～整備予定

C1C2

拡張整備中 平成28年度一部供用開始（予定）



みなとづくりエリアの物流施設の状況みなとづくりエリアの物流施設の状況

コンテナターミナル及びふ頭用地として稼働中

新青果市場

H27年度開場予定

H19年度分譲
H26.4月竣工予定

H24年度分譲
一部操業中

H15年度分譲
操業中

竣工済未竣工

公募中

H15年度分譲
操業中

平成26年４月 竣工予定

博多アイランドシティ物流センター(仮称)
博多アイランドシティ物流センター(仮称)
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新青果市場新青果市場

平成27年度 開場予定

みなとづくりエリア

ア
イ
ラ
ン
ド
シ
テ
ィ
1
号
線

H25年度分譲予定
H28年操業開始予定

H25年度分譲予定
H28年操業開始予定

H24年度分譲
操業中

臨海部物流拠点の形成を図る区域臨海部物流拠点の形成を図る区域

H18年度分譲
操業中

H16年度分譲
操業中

（イメージ）

（イメージ）

D岸壁（-15m） （計画） C2岸壁（-15m） C1岸壁（-14m）



博多港における外航クルーズ客船の動向博多港における外航クルーズ客船の動向
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○平成24年 外航クルーズ客船 91回寄港（日本一）
○平成25年 中国、韓国発着クルーズが減少しており、22回の見込み

○○平成平成2424年年 外航クルーズ客船外航クルーズ客船 9191回寄港（日本一）回寄港（日本一）
○平成○平成2525年年 中国、韓国発着クルーズが減少しており、中国、韓国発着クルーズが減少しており、2222回の見込み回の見込み

◆コスタ・アトランチカ
総トン数：85,619トン
乗客定員：2,680人

◆マリナー・オブ・ザ・シーズ
総トン数：138,279トン
乗客定員：3,807人

外航クルーズ客船寄港回数の推移 平成25年に入港した主なクルーズ客船

初寄港

初寄港



アジア・クルーズ市場における博多港アジア・クルーズ市場における博多港
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図 アジア・クルーズのイメージ
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○ アジア・クルーズは、アジア各地を巡るカジュアルなショート・クルーズが主流
→今後も市場の拡大に期待

○ 博多港は、アジア・クルーズにおける日本の寄港地として地理的に優位
※平成２６年の岸壁利用の予約件数は約120回（平成２５年１０月末現在）

○○ アジア・クルーズは、アジア各地を巡るカジュアルなショート・クルーズが主流アジア・クルーズは、アジア各地を巡るカジュアルなショート・クルーズが主流
→今後も市場の拡大に期待→今後も市場の拡大に期待

○○ 博多港は、アジア・クルーズにおける博多港は、アジア・クルーズにおける日本の寄港地として地理的に優位日本の寄港地として地理的に優位
※※平成２６年の岸壁利用の予約件数は約平成２６年の岸壁利用の予約件数は約120120回回（平成２５年１０月末現在）（平成２５年１０月末現在）



○ 外国船社における日本のホームポート化など、アウトバウンド（日本発着）
クルーズが拡大

※プリンセス･クルーズ社は、平成25年4月より横浜港を母港に日本発着クルーズ開始

平成25年は7コース9航海、平成26年は4コース21航海を実施予定

→ 国内のクルーズ人口（20万人規模）は、10万人規模で増加の見込み

○○ 外国船社における日本のホームポート化など、外国船社における日本のホームポート化など、アウトバウンド（日本発着）アウトバウンド（日本発着）
クルーズが拡大クルーズが拡大

※※プリンセス･クルーズ社は、平成プリンセス･クルーズ社は、平成2525年年44月より横浜港を母港に日本発着クルーズ開始月より横浜港を母港に日本発着クルーズ開始

平成平成2525年は年は77コースコース99航海、平成航海、平成2626年は年は44コースコース2121航海を実施予定航海を実施予定

→→ 国内のクルーズ人口（国内のクルーズ人口（2020万人規模）は、万人規模）は、1010万人規模で増加万人規模で増加の見込みの見込み

サン・プリンセス（プリンセス・クルーズ(米国)）

総トン数：77,441トン
全長 ：261m
乗客定員：2,250名

平成２５年５月 「サン・プリンセス」が博多港に初寄港

新たなクルーズ需要の拡大新たなクルーズ需要の拡大
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船内の様子



博多港港湾計画の変更について
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審議事項



本市東部地域の円滑な交通体系整備に寄与するため，アイランドシティ地区等において
港湾計画の一部変更を行うとともに，国際旅客機能の充実・強化を図るため，中央ふ頭地区
において港湾計画の軽易な変更を行うもの。

港湾港湾計画計画変更変更の概要の概要についてについて

■港湾計画変更箇所図
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港湾港湾計画計画変更変更の概要の概要についてについて

地方港湾審議会一部変更以外の変更計画（改訂を除く）軽易な変更

地方港湾審議会

↓

交通政策審議会

港湾分科会(国)

一定規模以上の変更計画

（例：水深12ｍ以上の係留施設に係る主要な臨港

交通施設計画，20ha以上の土地利用計画など）

一部変更

手続き内 容変更区分

【参考】港湾計画の変更区分
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議案第１号

博多港港湾計画の一部変更（案）について

12



港湾計画変更の目的港湾計画変更の目的

○今後，アイランドシティ整備事業の進捗や港湾物流の増加などに伴い，広域的な交通需要
がさらに増加する見込み

●幹線道路のネットワーク化による東部地域全体の交通の円滑化の取組み
⇒ 自動車専用道路アイランドシティ線を都市計画決定（平成２５年７月）
⇒ 円滑な整備推進を図っていくため，今回，臨港道路として港湾計画に位置づけ

交通需要への適切な対応
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アイランドシティ地区

香椎パークポート地区

福岡都市高速道路（九州縦貫自動車道、西九州自動車道と直結）

自動車専用道路
（臨港道路アイランドシティ３号線）



【【参考参考】】都市計画決定の概要・経緯について都市計画決定の概要・経緯について

＝概要＝ ＝主な経緯＝

○名 称：都市計画道路自動車専用道路アイランドシティ線 ○平成２４年３月～５月 都市計画案の縦覧（3/30～5/1）

○延 長：約２．５ｋｍ ○平成２５年５月８日 福岡市都市計画審議会

○車線数：４車線 ○平成２５年６月３日 福岡県都市計画審議会

○平成２５年７月９日 都市計画決定の告示

福岡市都市計画審議会資料より 14



港湾計画の変更内容（港湾計画の変更内容（変更前変更前））

 凡  例 

交通機能用地 

将来構想（自動車専用道路）将来構想（自動車専用道路）

既定計画既定計画
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港湾計画変更の内容（港湾計画変更の内容（変更後変更後））

 凡  例 

交通機能用地 

今回計画今回計画

臨港道路［新規計画］臨港道路［新規計画］
○名○名 称：臨港道路アイランドシティ３号線称：臨港道路アイランドシティ３号線
○車線数：４車線○車線数：４車線

交通機能用地（交通機能用地（4.9ha4.9ha））

16



議案第２号

博多港港湾計画の軽易な変更（案）について
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○近年，アジアを中心としたクルーズ需要が拡大する中，中央ふ頭地区は，アジアの海
の玄関口としての役割が高まっている

今回変更箇所

ターミナル機能の充実・強化を図るため，今回，港湾計画を変更するもの

○一方で，クルーズ客船の受入環境としては，バスの乗降スペースの不足等が課題に

港湾計画変更の目的港湾計画変更の目的
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○大型クルーズ客船に対応するバスの乗降スペースが不足

⇒乗り換えに際し，物流交通と人流交通が輻輳し，旅客者の利便性や快適性等が十分に
確保できていない

② 旅客者が移動している様子

ク
ル
ー
ズ
客
船

ク
ル
ー
ズ
客
船

②

①

① 物流交通と人流交通の混在状況位置図（航空写真）

クルーズ受入環境の課題クルーズ受入環境の課題
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今回変更箇所



既定計画既定計画

港湾計画の変更内容港湾計画の変更内容
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今回計画今回計画

港湾関連港湾関連用地用地((０．６０．６ha)ha)

→→ 交通機能交通機能用地用地

ふ頭ふ頭用地用地((０．６０．６ha)ha)

→→ 交通機能交通機能用地用地

：変更箇所：変更箇所


