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Ⅰ 長期計画策定の目的 

 
門司港レトロ地区は、年間 200万人を超える観光客が訪れる本市を代表する観光地へ

と成長した。 
 しかしここ数年、観光客は伸び悩んでおり、今後門司港レトロ地区の魅力をより一層

向上させるために、現状及び課題を踏まえ、将来展望を見据えた長期計画を策定するも

のである。 
 なお、今回の長期計画では、既存ストックを有効に活用した施策を展開するとともに、 

① ハード面に加え、おもてなしなどソフト事業の充実・強化を図る 
② 民間事業者の創意工夫やノウハウを活用しながら観光振興を積極的に推進する 

などの視点を新たに加えるものとする。 
 

Ⅱ 門司港レトロ地区の現状 

 

１ 観光客数 

「門司港レトロ地区」の観光客数は、平成１５年までは増加傾向を示したが、その後

若干減少している。しかし近年は下げどまり感が出ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 人口 

「門司港レトロ地区」の人口推移は北九州市の平均値に比べ減少率が高い状況である。

「レトロ中心地区」においては、近年は横ばいとなっている。 
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＜参 考＞ 

 

統計集計上、レトロ地区と門司港レトロ地区の定義は下図のとおりとする。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

門司港レトロ地区 

（２４３ha） 

レトロ中心地区 

（９１ha） 



Ⅲ 門司港レトロ地区の課題 

 
門司港レトロ地区に関する現状のデータ等をみると、観光客の誘致については一定の

成果が認められるが、観光客の滞在時間や回遊性の面では、あまり伸びていない。 
また、人口や商品販売額についても、北九州市や門司区の平均値と比較しても伸び悩

んでおり、観光振興による事業効果が地域全体の活性化に十分に繋がっていないといえ

る。 
こうした現状を踏まえ、今後、門司港レトロ地区の活性化を推進していくための課題

を、次の５点に整理した。 

 
 
 
大型観光施設の整備が一段落した平成 15年以降、観光客が伸び悩んでいる。 
民間活力を導入したハード面の推進、集客イベントの強化等により安定的で

持続的な集客を図る施策が求められる。 
 
 

 
観光客の訪れる場所が第一船だまり周辺にかたよっている。観光エリアの拡

大、滞在の長時間化を図るためにも和布刈地区や商店街への回遊性の強化が求
められる。 

 
 

 
魅力ある食の提供、ユニ－クな土産品の開発など飲食・物販・宿泊機能やサ

－ビス機能の充実を図ることにより、観光消費額の増加を図り、地域の活力を
高める必要がある。 

 
 

 
地域の歴史、文化、まちづくりのノウハウを次世代に伝承する環境づくりや、

住民参加によるホスピタリティ精神の醸成等が求められる。 
 
 

  
観光客と地域住民との交流を活性化し、観光振興と地域振興が一体となった

住みよいまちづくりを推進する必要がある。 
 
 

課題１ 観光客の増加策 

課題２ 回遊性の向上・滞在時間の長時間化 

課題３ 観光消費額の増加策 

課題４ 地域資源の発掘・伝承 

課題５ 観光と暮らしの活性化 



Ⅳ 活性化の基本方向 

 

１ 計画策定に向けての視点 

 
第一期、第二期計画では、歴史的建造物の保存活用や観光施設の整備など、多くの観

光客を迎えるためのハード整備を中心とした観光振興に取り組んできた。 

今回の長期計画では、観光振興の視点も重視しながらも、「訪れたいまち」を目指す

ためには「住みたいまち」になるべきであるとの考えから、「観光振興」「まちづくり」

双方の視点から、計画づくりを行う。 

 
 

 
 

 
 

２ 目標数値（目標年次：平成２０年度から概ね１０年間） 

 
観光振興及びまちづくりの指標として、定量・定性面で以下のように設定する。 

まず、観光客数については、５つの課題に対応したハード・ソフト両面からの施策を

推進し、過去１０年間の伸びを持続させることにより、５０％の上昇を目指す。 

観光消費額については、定期的な調査により、１人当たりの観光消費額の２０％の上

昇を目指す。 

居住人口については、全市的には減少傾向が予想される中、レトロ中心地区において、

１０％の上昇を目指す。 

商品販売額については、レトロ中心地区において２０％の上昇を目指す。 

定性的な指標については、定期的なアンケート調査により、来訪・居住の満足度を把

握することとし、各々２０％の上昇を目指す。 

 

 定量 定性 

門司港レトロ地区の観光客数 ５０％アップ 

【レトロ地区】(H18:214 万人→H29:320 万人) 

【和布刈地区】(H18:121 万人→H29:180 万人) 観光振興 

１人当たりの観光消費額   ２０％アップ 

来訪満足度 

２０％アップ 

レトロ中心地区の居住人口  １０％アップ 

（H18:4,637 人→H29:5,100 人） 
まちづくり 

レトロ中心地区の商品販売額 ２０％アップ 

（H16:112 億円→H29:130 億円） 

居住満足度 

２０％アップ 

観光振興の視点 まちづくりの視点 門司港レトロ地区 

の活性化 



Ⅵ 施策の展開 

 
門司港レトロの活性化に向けた５つの課題に対応するため「観光客の増加策」「回遊

性の向上・滞在時間の長時間化」「観光消費額の増加策」「地域資源の発掘･伝承」「観

光と暮らしの活性化」に取り組む。 

具体的な施策については、観光振興・まちづくり双方の視点から、下記の１５の戦略

に基づき展開していく。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ⅶ 施策の推進体制 

 
長期計画を推進していくため、民間事業者（観光事業者など）、まちづくり団体、行

政がそれぞれの役割分担に応じて、計画的に取り組むとともに、それぞれが連携を図り

ながら具体的な施策を推進していく。 

【観
光
振
興
】 

 

（１）観光客の増加策 
  ① 観光施設等の魅力向上 
  ② 集客イベントの充実 
  ③ 観光プロモーションの強化 
  ④ アジアをはじめとした海外からの 

観光客の集客・受入体制の整備 

（２）回遊性の向上・滞在時間の長時間化 
  ① 回遊環境・二次交通の充実 
  ② 関門連携の強化 

（３）観光消費額の増加策 
  ① 飲食施設の充実 
  ② 物販施設の充実 
  ③ 宿泊施設の充実 
 

（４）地域資源の発掘・伝承 
  ① 歴史的建造物の保存・活用 
  ② 魅力ある景観づくり 
  ③ 地域資源の伝承・育成 

（５）観光と暮らしの活性化 
  ① 栄町商店街周辺の活性化 
 
  ② アートや文化を活かしたまちづくり 
  ③ 快適な住環境の充実 

 

【ま
ち
づ
く
り
】 



課題 戦　略 戦略の概要 具体的な施策（主なもの）

施策の体系（その１）

まちづくり団体や観光事業者等の民間が、連携して主体的にイベントを企画・実施できる体制づくりを行う。

各施設における展示の内容や活用方法等を見直す
とともに、展示スペースの一体的な活用や施設運営
の効率化、効果的なＰＲなどに取り組む。

関門海峡ミュージアムや旧門司三井倶楽部などの観光施設の展示内容等について、必要に応じた見直しを行う。

観光施設の
魅力向上

観光施設の展示スペース等を一体的に活用し、面的な回遊性の向上とより充実した企画展等の開催が可能となる仕組みを構築する。

民間活力の導入により、施設運営の効率化や効果的なＰＲを進める

観光客の増加策

観光客をさらに増やすために、観光プロモーションを
これまで以上に強化し、戦略的なＰＲ活動や全国の
旅行業者等に対する送客に向けた取り組みを行って
いく。

全国のマスメディアに、門司港レトロの話題が、番組や記事として取り上げられるように積極的に働きかける。

観光プロモーションの
強化

大都市圏や近隣都市等、観光客の出発地を考慮するとともに、ＪＲ等の交通手段にも対応した戦略的なキャンペーンを実施する。

全国各地の旅行エージェントと門司港レトロ地区の観光事業者が、直接、商談を行える商談会等を開催する。

門司港の歴史や文化、景観、ノスタルジックな雰囲気
などを活かし、この街ならではのイベントを開催する
ことにより、観光客数の増加を図るとともに、門司港
レトロ地区の全国ブランド化を目指す。

「海峡」や「美しい夕日」「夜景」、さらには、門司港の歴史や地形的な特色を活かしたイベントを開催する。

集客イベントの
充実

門司港をJazzが聴ける懐かしい街として、Jazzを中心とした音楽イベントを開催する。

民間事業者と連携し、駅や駐車場と主要観光地や商店街地区等とを結ぶ巡回バスや、水上バスなどの運行を検討する。

外国人観光客が快適にまち歩きができる環境を整え
るとともに、門司港レトロへのさらなる集客を図ってい
く。

外国人観光客に人気のある「歴史スポット」や「グルメ」「体験型メニュー」等を盛り込んだ、モデルルートを設定する。
アジアをはじめとした
海外からの観光客の

集客・受入体制の整備
観光案内板やマップ、パンフレット等の多言語対応や、各種サインのピクト化等を進める。

関係機関と協力して、外国語に対応可能な通訳ガイドの育成や組織化を行う。

回遊性の向上・
滞在時間の長時間化

全国から広く集客を図るため、さらに質の高い観光地
として成長させるとともに、関門エリアのブランド化に
向けた取り組みを行う。

世界でも数少ない海底人道トンネルである関門人道トンネルを、魅力ある施設となるよう、関係機関に働きかける。

関門連携の強化 関門地区の回遊性を高めるため、門司港レトロ観光列車と関門連絡船、下関側の交通機関との共通乗車券の発売等を働きかける。

旅行エージェントに対して関門海峡ブランドによる旅行商品の造成を働きかけるとともに、日本各地で観光キャンペーンを行う。

門司港レトロにある各地区を、楽しく快適に回遊でき
る環境づくりを進めるとともに、二次交通の充実によ
り、滞在の長時間化を図っていく。

域内のモデルルートを設定して案内サインや舗装等で明示したり、木陰やベンチなどを整備する。

回遊環境・二次交通の
充実

門司港地区と和布刈地区とを結ぶ臨港貨物線を活用し、関門海峡の景観や風情を満喫できる観光トロッコ列車を運行する。

「食」の魅力を発信するため、門司港ならではのグル
メを開発、支援するとともに、直販施設の設置や魅力
ある店舗を誘致するなど、非日常観光客だけでなく、
日常観光客や門司港ファンの増を図る。

焼きカレー、ハヤシライスなど門司港の風情にあったグルメのＰＲを行う。

飲食施設の充実 観光列車の沿線等、門司港レトロ地区に、関門の海の幸などの新鮮な地場産の食材を提供する直販施設の設置を働きかける。

商店街や市場の空き店舗や、地域内に点在する空き倉庫などを活用した、チャレンジショップの仕組みを検討する。

土産品等を販売する物販施設の充実を図るととも
に、個性的な雑貨やファッションの店舗を開業しやす
い環境づくりに取り組む。

門司港アートブランド「アルテジオ」等、門司港ならではの風土や素材を活かした新たな土産品の研究・開発等の取り組みを支援する。

観光消費額の増加策 物販施設の充実 新浜地区等の民間空き倉庫において、既存の港湾荷役に支障のない形で、商業機能の導入を検討する。

空き店舗や空地などの不動産物件について、民間を中心とした情報の収集や発信等の取り組みに対する支援を行う。

宿泊施設の受け入れ能力を向上させるとともに、宿
泊に関する旅行者の多様なニーズに対応した取り組
みを進める。

民間によるホテル立地が促進されるよう、臨海部の遊休地等への誘致を行う。

宿泊施設の充実 旅館や民宿について、同業者同士での情報交換の促進を図るとともに、宿泊予約のオンライン化など活性化に向けた取り組みを支援する。

外国人が利用しやすいサインや利用案内の充実など、宿泊施設の利便性の向上に向けた取り組みを支援する。



課題 戦　略 戦略の概要 具体的な施策（主なもの）

施策の体系（その２）

門司港に残された歴史的建造物を、貴重な地域資源
と位置づけ、街全体で知恵を出し合い、単に保存す
るだけでなく利活用を推進する。

旧ＪＲ九州本社ビルに、ビジターセンターをはじめとするにぎわいづくり機能を導入し、新たな魅力ある観光拠点として保存・活用する。

歴史的建造物の
保存・活用

旧大連航路上屋の保存・活用については、休憩・展望機能を基本としながら、利用方策を検討する。

三宜楼など、昭和初期～中期に建築された多くの木造建築物の保存や利活用のあり方や支援策等について検討する。

門司港まちなみづくり協議会等の地域団体と連携し
ながら、景観づくりの計画やルールづくり、及びその
実現に向けた活動を推進し、市民の財産である景観
を後世に継承する。

景観法に基づく景観計画により、門司港地区を景観重点整備地区に指定し、歴史や風土に根ざした良好な街並みの景観形成を推進する。

地域資源の
発掘・伝承

魅力ある景観づくり 観光客を受け入れるための美化運動を実施している団体の活動をサポートし、住民団体や観光事業者等による美化活動を推進する。

通り沿いになど人目につく場所に景観を阻害するものを置かないようにする啓発活動を、住民や観光事業者等と共同で実施する。

地域資源の魅力をさらに高め、地域資源を伝承する
ため、将来にわたってまちづくりを担う人材の継続的
な育成等に取り組む。

祭りやイベントへの参画を通じて、多くの住民に門司港の歴史や文化を体感してもらい、住民意識や地域愛の醸成を図る。

地域資源の伝承・育成 幼稚園・保育所、小学校などと連携し、子供のころから門司港を知り、好きになる仕組みをつくる。

住民がすすんで観光客を案内できるような、門司港の歴史や施設等に関するセミナー（勉強会）を開催する。

商店街周辺の生活感溢れる魅力を高め、情報発信
することで、栄町商店街周辺地域の活性化を図る。

店舗ごとに「舶来の一品」「歴史の一品」「海峡の一品」など、話題性豊かな商品を扱う取り組みを進める。

栄町商店街周辺の
活性化

夜市やワゴンセール等、商店街を訪れる方々をおもてなしの心で迎える多彩なイベントの実施など、観光客獲得に向けた取り組みを支援する。

商店主等を対象に「魅力ある店舗づくり」、「おもてなしの心づくり」等をテーマとしたセミナーなどを開催する。

門司港の持つ優れた景観や古い街並み、港町の風
情は、アートなどの創作活動の場として、アーチスト
に極めて高いポテンシャルを与えている。
そこで、門司港ならではの、アートや文化を生かした
まちづくりを推進する。

質の高い作品を展示・鑑賞する本格的なアートギャラリーの設置を検討する。

観光と暮らしの
活性化

アートや文化を
活かしたまちづくり

門司港アート村等が企画、実施する、アートやデザインに関連するイベントやコンベンションを積極的に支援する。

デザイン･建築など、門司港レトロのコンセプトにあった分野の学びの場をつくるなど、交流人口を増加させる。

門司港の活性化のためには、定住人口の底上げが
必要であるとの観点から、住環境のさらなる向上や、
門司港に住みたいと思う人の受け入れ態勢の充実な
どに、積極的に取り組んでいく。

中心市街地を活性化するため、栄町商店街周辺の老朽建物があるエリアを住宅地として更新するなど、まちなか居住を推進する。

快適な住環境の充実 既存の港湾荷役に支障のない形で、臨海部の遊休地を有効活用した住居機能の導入のあり方について検討する。

設計やデザインなど、門司港のまちづくりの方向性に合致したクリエイティブビジネスの振興を図る。



 
 
 

臨海部への住居機能の導入の検討 

人道トンネルの

観光的演出 

和布刈塩水プールの活用 

レトロ観光列車の運行 

■具体的な施策（和布刈地区） 

レールパーク構想の推進 

水上バスの導入を検討 

第二船だまり方面への 
散策道の整備 

アートを体験できる 
空き倉庫等の施設の活用 

地場産品直販施設の設置 

第二船だまり 

和布刈地区の魅力向上 
和布刈公園を関門海峡の歴史や眺望を生かした公園として再整備 
飲食・物販・宿泊温浴施設など、民間活力を活かした観光施設の整備を推進 

ノーフォーク広場の充実 

展望台等からの眺望の確保 食糧倉庫の保存・活用 

和布刈地区の回遊性の向上 
観潮遊歩道やサイクリングロード 
サイクリングターミナル、展望広場等の整備 

めかり地区周遊バスの運行 

臨海部への住居機能の導入の検討 

下関（長府）へ 



 

新たな個性ある飲食店舗の誘致 

店舗物件情報の収集・発信、新規店舗の誘致 

旧 JR 九州本社 
ビルの活用 

レトロ観光列車の運行 

鎮西橋公園の再整備 

 

歴史的な木造建築物の保存・活用の検討（三宜楼）

鉄道記念館への歩行者アクセスの改善 

臨海部への住居機能の導入の検討 

老松公園の再整備 

■具体的な施策（レトロ地区） 

旧関門連絡船 
地下通路の再整備 

日韓フェリーの就航 

第二船だまり方面への散策道の整備 

船溜踏切の歩道拡幅 

都市型ホテルの誘致

都市型ホテルの誘致

多目的広場隣接地の活用の検討 

電線類の地中化 

西海岸地区から清滝方面へのアクセス向上 
 旧大連航路上屋から清滝跨線橋方面へのアクセス向上 
清滝跨線橋東側にミニ展望施設の整備 

西海岸地区への新たな魅力施設の設置 
ファミリーで楽しめる遊具の設置 

商店街地区への回遊性向上 
域内の商店等で使用できるクーポン券の発行 
商店街や老松公園などで開催されるイベントを支援 

新浜地区の再整備の検討

商店街地区へ観光バスが立ち寄れる環境の整備 

街歩きしたい環境づくり 
域内のモデルルートを設定し案内サインや舗装等で明示 
木陰やベンチなどの整備 
主要な通りに愛称をつける 
周遊ルート上へ魅力ある店舗を誘致 

歴史的建造物の保存・活用 

域内巡回バスの導入を検討 

旧大連航路上屋の活用 

水上バスの導入を検討

レトロプロムナードの再整備の検討

下関との連携強化 

緑地の整備 


