


社会資本総合整備計画（広域連携事業）　事後評価書 平成３０年３月１５日

1 北部九州地域における広域的な産業物流の効率性向上

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 大分県（福岡県・佐賀県・熊本県と連携）

（H20） （H24末） （H26末） H20 H26
福岡県 8.53兆円 8.79兆円 

（1.5％増） （2.6％増）

大分県 0.73兆円 0.75兆円 

（1.3％増） （2.7％増）

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　大分県   平成３０年３月

（複数県が連携・協力して取り組む広域連携事業であるが、交付決定単位が各県ごとであり、定量的指標の設定

　も各県ごとに異なることから、県単独で事後評価を実施） 　大分県ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

①

②

　　関係県との連携の内容、進め方

佐賀県

1.98兆円 

1,109.6 百万円

　　拠点施設・重点地区

全体事業費

（連携内容）九州自動車産業振興連携会議事業、自動車産業アドバイザー設置事業、ものづくり技術アドバイザー設置事業、自動車関連産業企業力向上事業
（進め方）関係各県（福岡県・佐賀県・大分県・熊本県）の担当者が集まる会議（平成22年3月 設置）等を活用し、定期的に各県の取り組み状況に関する情報交換や今後の方針等について検討を加える

【拠点施設】自動車関連工場（トヨタ・日産・ダイハツ・ホンダの完成車メーカーや一次サプライヤー）（別紙2参照）、自動車関連・半導体関連等工業団地及び流通団地（別紙2参照）、九州新幹線新駅、
　　　　　　特定重要港湾（博多港・北九州港）、重要港湾（苅田港・三池港・伊万里港・唐津港・中津港・熊本港）、空港（福岡空港・新北九州空港・有明佐賀空港・大分空港・阿蘇くまもと空港）

熊本県

九州北部地域（福岡県、佐賀県、大分県、熊本県）の製造品出荷額等 13.00兆円 13.20兆円

1.92兆円 （大分県内の製造品出荷額等の増加率）＝（評価時点の製造品出荷額等－H20の製造品出荷額等）／（H20の製造品出荷額等）
大分県内の製造品出荷額等

（九州北部地域内の製造品出荷額等の増加率）＝（評価時点の製造品出荷額等－H20の製造品出荷額等）／（H20の製造品出荷額等） 1.82兆円 

0.73兆円

計画の名称

交付対象計画の期間
計画の目標

九州北部地域（福岡県、佐賀県、大分県、熊本県）の主力産業である自動車関連、半導体関連等の事業活動を促進するための基盤整備などを実施することにより、広域的な物流結節点（空港・港湾・
高速道路IC）との相互アクセス性や物流の効率性を高めることにより、産業経済活動の国際競争力を向上させる。

最終目標値
備考

・九州北部地域（福岡県、佐賀県、大分県、熊本県）の製造品出荷額等　約13.00兆円（H20）から約13.34兆円（H26）に増加
・大分県内の製造品出荷額等　約0.73兆円（H20）から約0.75兆円（H26）に増加

26.2 百万円 2.4%

13.34兆円

　　定量的指標の定義及び考え方 定量的指標の現況値及び目標値
中間目標値当初現況値

1.82兆円 

0.74兆円 0.75兆円

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ｃ

　　計画の成果目標（定量的指標）

1,083 百万円

　　（参考）交付対象事業に関連して実施される主な事業

交付対象事業

Ｂ

（効）自動車関連産業企業力向上事業、自動車関連産業新規参入促進事業

0 百万円

　東九州自動車道（苅田北九州空港IC～宇佐IC間）　　　　　　　　　　：（事業主体：西日本高速道路（株）、苅田北九州空港IC～行橋IC：平成25年度開通、豊前IC～宇佐IC：平成26年度開通、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎田南IC～豊前IC：平成28年度開通）
　東九州自動車道（佐伯IC～宮崎県境間）　　　　　　　　　　　　　　：（事業主体：国土交通省九州地方整備局、蒲江IC～北浦IC：平成24年度開通、佐伯IC～蒲江IC：平成26年度開通）
　西九州自動車道（福岡前原道路）・福岡都市高速道路（5号線）の連結 ：（事業主体：福岡北九州高速道路公社・国土交通省九州地方整備局、平成22年度開通）
　西九州自動車道（唐津IC～北波多IC間）　　　　　　　　　　　　　　：（事業主体：国土交通省九州地方整備局、唐津IC～唐津千々賀山田IC：平成23年度開通、唐津千々賀山田IC～北波多IC：平成24年度開通）
　九州新幹線（博多駅～新八代駅間）　　　　　　　　　　　　　　　　：（事業主体：鉄道運輸機構、平成23年3月全線開業）

　　事業概要

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ

　　整備方針 　　整備方針に合致する主な事業

基幹事業と一体となってその効果を一層高める広報活動・調査を展開する

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

拠点施設へのアクセス時間を短縮させ、相互アクセス性や物流の効率化
を高める

（基）道路拡幅３箇所



Ａ1　広域連携事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

2-A1-2 道路 一般 大分県 直接 － 県道 改築 現道拡幅 L=1.7km 中津市 323

2-A1-3 道路 一般 大分県 直接 － 県道 改築 （一） 鍋島植野線　　　　植野工区 現道拡幅 L=0.8km 中津市 289

2-A1-4 道路 一般 大分県 直接 － 県道 改築 （主） 山香院内線　　　　且尾工区 現道拡幅 L=1.2km 宇佐市 471

小計（広域連携事業） 1,083

合計 1,083

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

2-C-1 計画 一般 大分県 直接 － 中津市他 9.4

2-C-2 計画 一般 大分県 間接
(財)大分
県産業創
造機構

中津市他 16.8

合計 26.2

番号 備考

2-C-1

2-C-2

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ定量的指標の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

　今後も自動車関連・半導体関連等の事業活動を促進するため、本整備計画の次期整備計画である「北部九州地域における産業活性化戦略（広域的な物流の効率性向上）」（平成27年度～平成31年度）に基づき、広域的な物流結節点（空港

・港湾・高速道路IC）との相互アクセス性や物流の効率性を高める事業を推進していく。

・一般県道万田四日市線の現道拡幅整備等により、幅員狭小・線形不良箇所を解消し、自動車関連企業等と広域的な物流結節点（空港・港湾・高速道路IC）とのアク
セス向上を図ることで、東九州自動車道等の部分開通と連携し、物流の効率化に寄与した。

事業者
（事業箇所）

全体事業費
（百万円）

要素となる事業名
市町村名

要素となる事業名 事業内容
省略

工種

省略
工種

市町村名
地区名

全体事業費
（百万円）

（一） 万田四日市線　　　福島工区

番号 事業者

－ 自動車関連産業新規参入促進事業

支援対象企業に対する支
援計画策定、技術指導、
発注企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ支援
など

－ 自動車関連産業企業力向上事業 企業立地マップ作成等

地場企業の自動車産業への新規参入と取引拡大に向け、地場企業に対して技術指導事業や受注獲得支援事業を行うことにより、地場自動車産業の育成と集積を図る。

13.34兆円 13.59兆円

0.75兆円 0.86兆円

一体的に実施することにより期待される効果

物流生産拠点である自動車関連工場等の活動を支援することにより、製造品出荷額の増加を図る。

九州北部地域（大
分県、福岡県、佐
賀県、熊本県）の
製造品出荷額等

効果的・効率的な事業展開により、目標値を上回ることができた。

大分県内の製造
品出荷額等

基幹事業及び効果促進事業（自動車関連産業企業力向上事業、自動車関連産業新規参入促進事業）を実施することにより、物流の
効率化や自動車関連会社の受注機会の拡大、地場企業の競争力向上が図られることにより目標を大きく達成することができた。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 最終実績値 目標と実績値に差が出た要因指標

・幅員狭小、線形不良の解消（万田四日市線　福島工区　他）



■福岡及び他県の自動車関連工場（完成車メーカー） ■福岡県内の工業団地・流通団地など ■佐賀県内の工業団地・流通団地など
連番 県 市町村 会社名 区分 内陸 団地面積 連番 工業団地名 区分

1 福岡 宮若市 トヨタ自動車九州株式会社 四輪 臨海 (千㎡) 1 唐津石志団地 分譲済
2 福岡 京都郡苅田町 日産自動車株式会社　九州工場 四輪 1 福岡 臨海 箱崎食品団地 福岡市東区箱崎ふ頭 511 2 七ツ島工業団地 分譲中
3 福岡 京都郡苅田町 日産車体九州株式会社 四輪 2 福岡 臨海 香椎パークポート 福岡市東区香椎浜 1,353 3 伊万里団地 分譲中
4 大分 中津市 ダイハツ九州株式会社 四輪 3 福岡 内陸 (仮)筑紫野流通団地 筑紫野市古賀 220 4 長浜C団地 分譲済
5 熊本 菊池郡大津町 本田技研工業株式会社　熊本製作所 二輪 4 福岡 内陸 むなかたリサーチパーク 宗像市アスティ 356 5 武雄工業団地 分譲中

■福岡及び他県の自動車関連工場（1次サプライヤー） 5 福岡 内陸 前原インターチェンジ北地区産業団地(仮称) 前原市多久､富 238 6 厳木西部団地 分譲済
連番 県 市町村 会社名 6 福岡 内陸 朝倉市平塚 朝倉市平塚 503 7 タニグチ立山六条適地 分譲済

1 福岡 北九州市 イナジー・オートモーティブ・システムズ株式会社 7 福岡 内陸 早見 宇美町宇美 332 8 多久北部工業団地 分譲中
2 福岡 北九州市 九州シロキ株式会社 8 福岡 内陸 若草 宇美町宇美 296 9 富士南部工業団地 分譲済
3 福岡 北九州市 株式会社ナミユニット 9 福岡 内陸 亀山 志免町別府 310 10 関屋工業団地 分譲済
4 福岡 北九州市 株式会社デンソー　北九州製作所 10 福岡 内陸 新原Ｂ 須恵町新原 366 11 佐賀・佐賀大和工業団地 分譲済
5 福岡 福岡市 株式会社槌屋 11 福岡 臨海 箱崎食品団地 福岡市東区箱崎ふ頭 511 12 久保泉工業団地 分譲済
6 福岡 久留米市 東プレ九州株式会社 12 筑後 内陸 大牟田テクノパーク 大牟田市四箇 663 13 西古賀工業団地 分譲済
7 福岡 飯塚市 三桜工業株式会社　九州事業所 13 筑後 内陸 久留米ビジネスパーク 久留米市宮ノ陣 329 14 諸冨家具団地 分譲済
8 福岡 田川市 日立化成オートモーティブプロダクツ株式会社 14 筑後 内陸 久留米・広川新産業団地 久留米市荒木町、広川町 295 15 千代田町東部団地 分譲済
9 福岡 田川市 株式会社ユニテクノ 15 筑後 内陸 広川中核 久留米市広川町日吉 796 16 三根西部工業団地 分譲済
10 福岡 行橋市 九州アルファ株式会社 16 筑豊 内陸 明神池 直方市上新入 224 17 三津工業団地 分譲済
11 福岡 豊前市 河村化工株式会社 17 筑豊 内陸 中泉 直方市中泉 231 18 佐賀東部中核工業団地 分譲済
12 福岡 豊前市 株式会社カワムラ九州 18 筑豊 内陸 新中泉 直方市中泉 231 19 三田川町中部工業団地 分譲済
13 福岡 豊前市 寿屋フロンテ株式会社 19 筑豊 内陸 直方 直方乖上頓野 222 20 鳥栖西部工業団地 分譲済
14 福岡 豊前市 株式会社三福 20 筑豊 内陸 後牟田 飯塚市横田 264 21 轟木工業団地 分譲済
15 福岡 小郡市 株式会社マセック 21 筑豊 内陸 グリーンヒル幸袋 飯塚市目尾 299 22 鳥栖北部丘陵新都市 分譲中
16 福岡 宮若市 株式会社中外 22 筑豊 内陸 飯塚 飯塚市平恒 1,104 23 鳥栖流通センター -
17 福岡 宮若市 豊田合成株式会社 23 筑豊 内陸 庄内 飯塚市有安 895
18 福岡 宮若市 トヨテツ福岡株式会社 24 筑豊 内陸 白鳥 田川市伊田 779
19 福岡 嘉麻市 株式会社五和製作所　九州工場 25 筑豊 内陸 宮田 宮若市有木､水原 2,145
20 福岡 朝倉市 株式会社村上開明堂九州 26 筑豊 内陸 磯光 宮若市磯光 248 ■熊本県内の工業団地・流通団地など
21 福岡 鞍手郡小竹町 小竹化成株式会社 27 筑豊 内陸 小竹 小竹町勝野 604 連番 企業名 所在地
22 福岡 鞍手郡小竹町 太平洋工業株式会社　九州工場 28 筑豊 内陸 天道 桂川町吉隈 359 1 阪和電子工業株式会社　熊本工場 玉名郡和水町板楠2840
23 福岡 京都郡苅田町 株式会社ファルテック 29 筑豊 内陸 岩鼻 川崎町池尻 251 2 冨士ダイス株式会社　熊本工場 玉名郡南関町関下1966
24 福岡 京都郡みやこ町 株式会社大井製作所　九州工場 30 北九州 内陸 北九州 北九州市小倉南区新曽根 249 3 九州テイ・エス株式会社 菊池市赤星1890
25 福岡 京都郡みやこ町 錦陵工業株式会社 31 北九州 内陸 二島 北九州市若松区二島 312 4 三重津田電器産業株式会社 菊池市森北1812-25
26 福岡 京都郡みやこ町 ユニプレス九州株式会社 32 北九州 内陸 高尾 北九州市ハ幡西区浅川、水巻町頃末 292 5 九州イノアック菊池工場 菊池市赤星2000
27 福岡 築上郡上毛町 日本プラスト株式会社　九州工場 33 北九州 内陸 新二島 北九州市若松区二島 355 6 株式会社九州ノゲデン 熊本市植木町米塚1188
28 福岡 築上郡上毛町 株式会社ユニシア九州 34 北九州 内陸 北九州臨空産業団地 北九州市小倉南区朽網 520 7 株式会社サンワハイテック 菊池郡泗水町吉富210-29
29 佐賀 佐賀市 小糸九州株式会社 35 北九州 臨海 延命寺 北九州市小倉北区赤坂海岸 300 8 不二ライトメタル株式会社 玉名郡長洲町長洲2168
30 佐賀 伊万里市 株式会社フタバ伊万里 36 北九州 臨海 日明臨海 北九州市小倉北区西巷町 2,026 9 九州柳河精機株式会社 菊池市旭志川辺1106-1
31 佐賀 神埼市 トヨタ紡織九州株式会社 37 北九州 臨海 新門司1期 北九州市門司区新門司 2,530 10 本田技研工業株式会社　熊本製作所 菊池郡大津町平河1500
32 熊本 菊池市 株式会社九州イノアック　菊池工場 38 北九州 臨海 二島 北九州市若松区二島 1,053 11 合志技研工業株式会社 合志市豊岡1280
33 熊本 菊池市 九州柳河精機株式会社 39 北九州 内陸 能徳 豊前市ハ屋 309 12 株式会社大津技研 菊池郡大津町大林1447-1
34 熊本 下益城郡城南町 アイシン九州株式会社 40 北九州 内陸 豊前東部 豊前市皆毛 234 13 上村エンタープライズ 菊池郡大津町大林1017-1
35 熊本 玉名郡南関町 エイディー九州株式会社 41 北九州 内陸 苅田臨空産業団地 苅田町苅田 256 14 株式会社テラシステム 菊池郡大津町岩坂塚ノ西3301
36 熊本 菊池郡大津町 中央可鍛工業株式会社　熊本工場 42 北九州 臨海 小波瀬 苅田町新浜町 2,026 15 株式会社熊防メタル 熊本市長嶺西1-4-15
37 大分 中津市 葵機械工業株式会社中津工場 43 北九州 臨海 苅田臨海1号地 苅田町長浜町 1,506 16 株式会社オジックテクノロジーズ 熊本市上熊本2-9-9
38 大分 中津市 株式会社キヌガワ大分 44 北九州 臨海 苅田臨海2号地 苅田町新浜町 1,662 17 株式会社アラオ 熊本市富合町釈迦堂388
39 大分 中津市 九州市光工業株式会社 45 北九州 臨海 松山 苅田町鳥越町 816 18 アイシン九州株式会社 熊本市城南町舞原字西500-1
40 大分 中津市 株式会社シーゲル 46 北九州 臨海 白石　　　　　　　　　　　　　’ 苅田町与原 265 19 熊本流通業務団地 熊本市流通団地1・2丁目
41 大分 中津市 冨双シート株式会社
42 大分 日田市 九州住電装株式会社 連番 - - 流通団地名 所在地 - ：自動車関連工場と重複する施設
43 大分 豊後高田市 株式会社浅野歯車九州 1 - - 福岡流通センター 福岡市東区 -
44 大分 豊後高田市 株式会社TRI九州
45 大分 豊後高田市 ヒロテック大分工場 ■大分県内の工業団地・流通団地など
46 大分 宇佐市 河西工業株式会社　九州事業部 ※自動車関連工場のみとする
47 大分 宇佐市 株式会社九州フセラシ
48 大分 宇佐市 株式会社CKK
49 大分 宇佐市 株式会社日工社　大分工場
50 大分 宇佐市 株式会社ヨシカワ

別紙2　自動車関連工場、工業団地・流通団地

連番 地域 工業団地名 所在地



（参考図面）社会資本総合整備計画（広域連携事業）

計画の名称 2 北部九州地域における広域的な産業物流の効率性向上

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 大分県（福岡県・佐賀県・熊本県と連携）交付対象

【大分県】

2-A1-2  
2-A1-3 

2-A1-4 


