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１．大分県の特性
２．九州の東の玄関口としての拠点化戦略
３．大分港を発着するＲＯＲＯ船航路

「九州の東の玄関口」大分県
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１．大分県の特性

（１）充実した海上航路

【フェリー航路】
関西（大阪・神戸）、四国（三崎・八幡浜）、中国（徳山）に８航路・４６便が発着（九州の８割以上）

【ＲＯＲＯ船航路】
関東方面へのＲＯＲＯ船が３航路・週１１便が発着 ※３１年１月時点

○瀬戸内海に面した大分県は、海上航路が充実

「九州の東の玄関口」大分県
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（２）東九州自動車道の開通

１．大分県の特性

○北九州市－宮崎市間の全線開通（28年４月）により、大分県から九州各都市への時間距
離が大幅に短縮

九州を循環する高速道路ネットワークの形成

「九州の東の玄関口」大分県
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２．九州の東の玄関口としての拠点化戦略

（１）策定の背景

【従来からの強み】
海路の強み（内航フェリー＋RORO船）

【新たな強み】
海路と陸路の結節点としての地理的特性

東九州自動車道の開通（北九州市-宮崎市）

・ＲＯＲＯ船の増便（大分－清水 30年3月）
・モーダルシフト（人手不足、労働規制の強化）

「九州の東の玄関口としての拠点化戦略」の策定（29年３月）

人・物の流れが本県を介して行われるポテンシャルが高まる

「九州の東の玄関口」大分県



5

○人流 ： 交通・観光・物販飲食業の活性化→雇用創出
○物流 ： 国内物流の幹線経路→<直接>物流業の雇用創出・立地→<間接>農林水産業・製造業の競争力強化・立地

○ハ ブ ： 人・物の流れが結節する拠点（港湾、ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ、空港、ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ、駅）
○スポーク ： 人・物が動く路線・ルート（ﾌｪﾘｰ航路、航空航路、長距離ﾊﾞｽ路線、鉄道、高速道路網）

ハブ・アンド・スポークの強化・充実

２．九州の東の玄関口としての拠点化戦略

（２）戦略の目的

【将来像】
多くの人・物が本県を介して九州内外を行き来する状況をつくることで、本県経済の活性化・雇用創出を
促進し、本県の地方創生を加速

本県が九州の東の玄関口として人・物の流れの拠点となることで、
九州さらには我が国の経済成長・アジアとの交流促進に大きく貢献

「九州の東の玄関口」大分県
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２．九州の東の玄関口としての拠点化戦略

（３）各交通モードの方向性

１）港・フェリー航路・ＲＯＲＯ船航路

○別府港を人の流れの基幹拠点・大分港大在地区を物
の流れの基幹拠点とし、機能強化を推進

○別府港のフェリーターミナルの集約整備とにぎわい空
間の整備

○臼杵港をはじめ各港の機能を強化（フェリーターミナ
ルの移設・新設、建替）
○港周辺のにぎわいづくり
○他の交通機関との乗継ぎ円滑化
○港へのアクセス道路の整備

○フェリー船舶の大型化
○航路の維持・充実に向けたフェリーの利用促進
○ＲＯＲＯ船航路の増便
○ＲＯＲＯ船航路の維持・充実に向けた集荷推進
○港湾周辺への企業誘致
○ポートセールス体制の強化

海路と陸路の結節点ハブ：港湾

スポーク：航路

「九州の東の玄関口」大分県
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○国際線の充実を踏まえた、国際線ターミナルの機能
強化（拡張）

○国内線ターミナル内のバリアフリー化（エスカレータの
設置等）

○国際線の維持・充実（韓国線）
○国内線の増便、機材の大型化

○空港道路の４車線区間の延伸
○新たなアクセス手段（海上アクセス）の検討
○県北・県南地域への空港アクセスバスの運行
○駐車場の拡張

２．九州の東の玄関口としての拠点化戦略

（３）各交通モードの方向性

２）空港・航空路線・空港アクセス

大分の空の玄関口ハブ：空港

スポーク：路線

スポーク：ｱｸｾｽ

「九州の東の玄関口」大分県
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２．九州の東の玄関口としての拠点化戦略

（３）各交通モードの方向性

３）高規格幹線道路等

○中九州横断道路の整備
○中津日田道路の整備
○東九州自動車道の４車線区間の延伸
○東九州自動車道のパーキングエリア等の建設

スポーク：道路

「九州の東の玄関口」大分県



※貨物船のため乗客定員は13人未満（ドライバー）

ランプウェイ（車輌乗降口）

シャーシだけを積み込み

低コスト・省人化が可能

船の設備だけで乗降可能
可動橋の整備が不要
ドライバーの乗船不要

トラクタヘッド
シャーシ
（種類は多数あり）

ランプウェイ

ＲＯＲＯ船とは
運転手の不足や労働環境改善、CO2排出削減など社会的課題の解決策として注目の船。

【特徴】
■貨物を積んだトラックなどをそのまま運ぶ船で、フェリーに似ているが、一般旅客は乗れない。12人以下ならドライバーは乗船可能

■船に可動式の斜路（ランプウェイ）が付いていて、車が自分で乗り（ROLL-ON）自分で降りる（ROLL-OFF）ことができるため
RORO（ローロー）船と呼ばれる。

■海の上は渋滞がなく、他の貨物船に比べ、積み降ろし時間が大幅に短縮されることから定時性が高い。加えて、大型車を一度に運べるので、
効率も良く、使うエネルギーも少なくて済む。

■船内には電源コンセントもあるので、温度管理が必要な農産物なども安心して運べる。
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東京

御前崎

大分

苅田

博多

宇野

清水

大分港を発着するＲＯＲＯ船航路

「九州の東の玄関口」大分県

③東京－大分（博多）航路（週2便：商船三井フェリー㈱・日本通運㈱共同運航）
・東京発→九州向け
東京→大分→博多→宇野→東京

①大分（苅田）－東京航路（週3便：商船三井フェリー㈱）
・九州発→東京向け 最短時間(24h)の航路
大分→東京→御前崎→苅田→大分

②大分－清水航路（週6便：川崎近海汽船㈱）
・九州－関東を結ぶ 最短時間(20h)の航路
・週1便は、常陸那珂港にも寄港（九州⇔北関東間、九州⇔北海道に対応可能）

3航路週11便が就航中
（Ｈ３１年１月現在）

大分事務所 TEL 050-3821-1540

大分営業所 TEL 097-525-9133

日本通運㈱ 大分海運事業所 TEL 097-524-2381
※商船三井フェリー㈱は①へ
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「ＲＯＲＯ船基地」大分港

「九州の東の玄関口」大分県

佐伯IC

延岡南IC

地域高規格道路

※点線は
未整備区間

■大分港から近隣の
都市までの距離（陸路）

大 分／北九州 １３８ｋｍ
大 分／福 岡 １７８ｋｍ
大 分／鳥 栖 １５３ｋｍ
大 分／長 崎 ２７２ｋｍ
大 分／熊 本 １３２ｋｍ
大 分／延 岡 １０３ｋｍ
大 分／日 向 １２５ｋｍ
大 分／宮 崎 １９８ｋｍ
大 分／鹿児島 ２９８ｋｍ

大分宮河内IC

①

②

・九州中部に位置し、背後圏への道路網が充実
①東九州自動車道（北九州－宮崎）開通
（佐伯－延岡南間67kmは無料）

②高規格道路（無料）をさらに整備中
・中九州横断道路（大分－熊本）
・中津日田道路（中津－日田）
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岸壁周辺の様子（大分港）

宮河内ＩＣ より

（東九州自動車道）

6号線入口

交差点

川崎近海汽船㈱
シャーシ置場
【有人受付あり】

商船三井フェリー㈱・
日本通運㈱シャーシ置場

【有人受付なし】

受
付

RORO船岸壁

大在ＣＴ

「九州の東の玄関口」大分県

各シャーシ置場とも
平成２９年度に
冷凍冷蔵コンセント設置済
平成３０年度、さらに増設
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航路の充実 九州有数のＲＯＲＯ船基地へと成長

■RORO船の変遷
①東九州自動車道開通前 ⇒ １航路週 ３便
②東九州自動車道開通後（H28.4～)

H28年10月～ ⇒ ２航路週 ６便
H29年11月～ ⇒ ３航路週 ８便
H30年 3月～ ⇒ ３航路週１１便

■大分港の利便性
①最短の輸送時間
・九州発の関東向け航路で最短の航海時間。
（九州－東京24時間、九州－関東20時間）

・集荷から3日目朝イチで市場へ供給可能

②充実の航路
・関東向けの航路が複数寄港
・月～日曜日の全てで翌日到着便を用意
・東京港に加え、静岡県（御前崎港、清水港）にも寄港
・大分－苫小牧間は積み替え不要（清水航路：週1便のみ）

③充実の広域交通ネットワークを活かした輸送実績
海陸を結ぶ交通の結節点としての高い機能を活かし、

広範囲から集荷
■大分県 かぼす・焼酎・自動車部品・樹脂・ｼｮｳｹｰｽ 等
■大分自動車道
⇒ 福岡県の自動車部品、佐賀県のタマネギ 等

■東九州自動車道
⇒ 鹿児島県の茶葉・マグロ

宮崎県の焼酎・タイヤ・肉・青果物・製材 等
■中九州横断道路
⇒ 熊本県の飲料・トマト・スイカ・みかん

■フェリー航路との連携により、四国からも集荷
⇒ 愛媛県のみかん・菓子

※愛媛発関東向けは週1便のみ【松山港：RORO船】

「九州の東の玄関口」大分県
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地域高規格道路「中九州横断道路」

「九州の東の玄関口」大分県

大分県内
延長 約60km

熊本県内
延長 約60km

大野竹田道路 → 平成30年度開通

出典資料：国土交通省
佐伯河川国道事務所HP
熊本河川国道事務所HP

移動にかかる所要時間が短縮し、地域間移動の利便性が向上します
。

時間短縮効果
約83分

国道57号線も整備中

中九州横断道路の
一部です
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RORO船利用促進協議会
■大分県RORO船利用促進協議会の設置

・国内物流（バラ貨物、RORO船）に関するポートセールス組織が未設置の大分港において、官民一体組織を設置。

・企業訪問時に情報を引き出しやすい官と、アピール力（価格提示）が強い民が連携。

・協議会のメンバーは、行政、業界団体、荷主、船社等で構成。取組内容を踏まえ、必要に応じてメンバーを追加・拡大。

・静岡県RORO船利用促進協議会（大分県はオブザーバー参加）との連携を推進。

メンバー（3月2日設立総会開催）
役職 属性 会社名等

1 会長 行政 大分県土木建築部港湾課
2 事務局長 行政 大分県土木建築部港湾課
3 会員 団体 大分県港運協会
4 （公社）大分県トラック協会
5 荷主 大分県漁業協同組合
6 大分県木材協同組合連合会
7 大分コンビナート企業協議会物流分科会

8 全国農業協同組合連合会
9 荷役会社 大分海陸運輸㈱

10 鶴崎海陸運輸㈱
11 船社 川崎近海汽船㈱
12 商船三井フェリー㈱
13 日本通運㈱
14 行政 大分市商工労働観光部創業経営支援課
15 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所

16 九州運輸局大分運輸支局
17 静岡県 静岡県交通基盤部港湾局港湾企画課経営推進室

18 企画振興部交通政策課
19 商工労働部工業振興課
20 商工労働部産業集積推進室
21 農林水産部おおいたブランド推進課

オブ
ザーバー

国

県

「九州の東の玄関口」大分県
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RORO船利用促進セミナー開催状況
■セミナーの内容
（１）県からの説明
・ 大分港の概要及びＲＯＲＯ船トライアル助成制度説明
・ 静岡県の港湾の概要と静岡県ＲＯＲＯ船利用促進協議会の取組

（２）定期ＲＯＲＯ船航路の提供サービスについて
・ 商船三井フェリー株式会社
・ 川崎近海汽船株式会社
・ 日本通運株式会社

（３）物流産業の現状と推進すべき対応策について
・ 九州運輸局

■平成30年度の取組
２航路において相手港となる静岡県に加え、ＲＯＲＯ船の

利用者（荷主・物流事業者）を抱える関係機関との連携を強化

・九州運輸局とのタイアップ（ドライバー不足、働き方改革
への対応のためモーダルシフトを推進）

・九州農政局、九州経済産業局に対し、関係先への呼びかけ
を要請

・九州各県の商工部局、農政部局等を訪問し、協力を要請

県外セミナー

・ 8月23日（木） 鹿児島県（マリンパレス鹿児島）

・ 8月30日（木） 福岡県（福岡商工会議所ビル）

・ 9月 5日（水） 宮崎県（ホテルニューウェルシティ宮崎）

・ 9月27日（木） 熊本県（ホテル熊本テルサ）

・10月10日（水） 佐賀県（サンメッセ鳥栖）

・10月11日（木） 長崎県（諫早商工会議所）

物流効率化シンポジウム in 大分

・ 1月22日（火） 大分県（県庁正庁ホール）

「九州の東の玄関口」大分県
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自動車運送事業の課題

「九州の東の玄関口」大分県

■労働環境の悪化により、
ドライバー不足に拍車がかかると・・・？

・届ける 範囲 が、狭まる
・届ける 頻度 が、少なくなる
・届ける 時間 が、長くなる
・届ける コストが、高くなる

→ 物流関係者だけの問題ではなく、
生産者、消費者にとっても大問題

人的課題：ドライバー不足、高齢化等
法的課題：労働基準等の改正・施行、罰則強化等

■（公社）大分県トラック協会実施
平成29年度 労働環境実態調査結果抜粋

「県内事業所における現在の車両1台あたり
の運転者数0.86人であり退職者数を加味す
ると5年後には0.79人前後になると推測され
る。これは一人あたりの仕事量が1.1倍とな
り、増加した仕事量のしわ寄せが恒常的な
長時間労働を増長させ、労働環境は更に悪
化するものと考えられる」



6

ＲＯＲＯ船を活用した働き方改革の可能性

「九州の東の玄関口」大分県

→ ドライバーが毎日自宅に帰れる環境を実現可能

【集荷例：鹿児島往復】
運転7.5時間＋休憩1時間

東京 1,200km
鹿児島 298km
平均80km/hで試算

■課題解決・輸送効率化へのステップ

①ＲＯＲＯ船の利用を検討
↓
②大分県トライアル助成（別掲）で試験輸送
↓
③物流効率化計画を策定
↓
④国の補助事業を活用（別途説明）
・モーダルシフト等推進事業
・エネルギー特別会計

業務内容の転換
■ＲＯＲＯ船活用への課題

・対岸側でのパートナー探し
・往復貨物の確保
・資機材（ヘッド・トレーラー）の準備
・輸送品質の確認
・荒天時の対応

【輸送業務例】ワンマン運転での大分－東京往復輸送
・所要時間（運転・休息等を含む）は往復で60時間程度
・基準上（週44時間)、1週間で1.5往復程度が限界
・週6日間出荷するなら、4人必要（日帰り不可能）

【集荷業務例】大分－鹿児島間の往復集荷
・大分－東京間をＲＯＲＯ船に切り替え
・所要時間（運転・休息等を含む）は往復で8.5時間程度
・基準上（週44時間)、1週間で5.5往復程度可能
・週6日間出荷するなら、4人必要（両港2名ずつ：日帰り）
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ＲＯＲＯ船利用助成事業（トライアル助成）

「九州の東の玄関口」大分県

１．助成の必要性

輸送ルートを変更する際は、改めてリスクの再評価等を行う必要。
陸送から海運へと切り替える場合は輸送手段が変わることから、特
に慎重に。

輸送試験（トライアル）※にかかる船賃の一部を助成し、輸送手段
切り替え（モーダルシフト）を検討されているみなさんを支援し、モー
ダルシフトを促進。

※県内港（フェリー利用）からルート変更する場合は事業の対象外

トライアル輸送助成金

対象者 荷主

対象経費

・大分港大在地区を発する定期RORO
船航路(清水港航路、東京港航路）
で、荷主がシャーシによるトライアル輸
送を行う場合の運航経費（大分港着は
除く）
※ただし、他の助成を受けるもの及び
県内他港利用からの切り替えは除く

補助単価

シャーシ1台あたり
実運航経費（船賃）

又は
定額70,000円
のいずれか低い方

金額上限 1事業者840千円(12台)まで

九州の東の玄関口として、ますます充実する大分港の定期ＲＯＲＯ船航路
九州発 → 東京・関東向け 最短の航海時間でみなさんの大事な荷物をお届けします。

２．想定される活用のパターン

（１）1カ月試験（週3便利用） １台／日 × 週3便 × 4週間 ＝ １2台

（２）四半期（3カ月）試験（週1回利用） １台／日 × 週1便 × 12週間 ＝ 12台

※上記は一例です。上限12台ですので、一度に複数台利用も可能です。
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ＲＯＲＯ船トライアル利用助成事業費補助金交付の流れ

ＲＯＲＯ船（大分港発）を利用した輸送試験実施

申 請
（申請者→県）

利
用
開
始
前
の
手
続
き

審査
（県）

交付決定
（県→申請者）

【提出様式：5種類】
第1号様式 交付申請書
第2号様式 事業計画書
第3号様式 収支予算書
第4号様式 輸送試験予定証明書
誓約書

【審査の主な視点】
①書類の不備
②助成対象者・経費の確認
③事業計画内容
・利用転換の内容
・反復継続性の有無

【交付決定の内容】
以下について、第7号様式により決定通知
①補助対象経費
②補助金の交付額（枠）
③補助条件

実績報告
（申請者→県）

利
用
後
の
手
続
き

審査
（県）

額の確定
（県→申請者）

請求
（申請者→県）

【提出様式：4種類】
第 9号様式 実績報告書
第10号様式 事業実績書
第11号様式 収支精算書
第12号様式 輸送試験

実績証明書

【審査の主な視点】
①書類の不備
②事業計画内容
・利用転換の内容
・試験結果の評価
③助成対象経費の確認

【額の確定の内容】
以下について、第13号様式
により確定通知
①助成金の額を確定

【提出様式：1種類】
第8号様式 交付請求書
（振込先口座等を記載）

支払
（県→申請者）

【支払方法】
交付請求書に記
載の口座へ振込

「九州の東の玄関口」大分県
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九州の東の玄関口としての拠点化戦略
「ポートセールスの推進（P29）」より抜粋

集積が集積を呼ぶ正のスパイラル

「九州の東の玄関口」大分県
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ご清聴ありがとうございました。

「九州の東の玄関口」大分県


