
※　熊本市を起点として道路を利用した場合の時間距離

（出典：国土交通省九州地方整備局　作成資料）

参考資料

九州の時間地図（熊本市起点）
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（出典：熊本県土木部　作成資料）

参考資料

九州の高規格幹線道路概要図

地理的視点

（熊本県内のみ）



（出典：国土交通省　作成資料）

参考資料経済的視点

地方空港における国際航空ネットワークの展開

2012年夏期当初計画の定期旅客便数。

便数は週当たりの往復便数。経由便の場合、経由地も１便としてカウント。

就航都市数には経由地も含む。

地方空港２２空港において

週５２４便の定期国際旅客便が就航



（出典：熊本県商工観光労働部　作成資料）

参考資料

熊本の主要産業の立地状況

主な自動車関連企業の集積状況

機械、輸送機器、化学産業
等が立地

●代表的企業
YKK、ヤマハ発動機、チッソ
etc.

半導体及び太陽電池関連企業が
集積

●代表企業
ルネサスセミコンダクタ、ソニー、
三菱電機、TEL、荏原、凸版印刷、
富士電機、ホンダソルテック、

テラダイン、ミライアル、ローツェ、

三井ハイテック、ＨＯＹＡ、
富士フイルム
etc.

経済的視点

● NOK㈱熊本事業場

● トヨタ自動車九州㈱苅田工場

日産自動車九州㈱、日産車体九州㈱

● ダイハツ九州㈱大分工場

㈱デンソー北九州製作所 ●

豊田合成㈱佐賀工場 ●

大豊工業 ㈱九州工場●
●㈱ホンダロック

㈱九州イノアック菊池工場
●

㈱フタバ伊万里 ●

● ㈱青山製作所熊本工場
愛三熊本㈱ ●

●トヨタ自動車九州㈱小倉工場

● 旭千代田工業㈱熊本工場

本田技研工業 ㈱熊本製作所

●㈱トヨタ車体研究所

トヨタ自動車九州㈱宮田工場
トヨテツ福岡㈱、トヨタ紡織九州㈱宮田工場●

トヨタ紡織九州㈱
●

● ダイハツ九州㈱久留米工場小糸九州㈱ ●

エイティー九州㈱●

武山鋳造
中央可鍛工業㈱熊本工場●

富士精工㈱熊本工場
アイシン九州㈱ ●

● ヤマハ熊本プロダクツ㈱

●ＮＯＫ ㈱熊本事業場

アイシン九州キャスティング㈱●
アーレスティー ●

●武蔵精密工業㈱



（出典：国交省「宿泊旅行統計調査」）
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（出典：厚生労働省「平成２２年医療施設調査」）
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（出典：（社）日本水道協会「水道統計」）
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（出典：独立行政法人　日本学生支援機構「平成２３年度外国人留学生在籍状況調査」）

※「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第１に定める「留学」の在留資格（いわゆる「留学
ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）及び
我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生
をいう。
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（単位：件、人）

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

開催件数 228 182 146

参加人数 108,459 89,353 57,452

（出展：コンベンション統計　（財）熊本国際観光コンベンション協会）

〔参考：政令指定都市のコンベンション開催件数〕
（単位：件）

都市名 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

札幌市 1,059 987 1,050

仙台市 513 503 449

新潟市 186 187 183

さいたま市 170 151 153

横浜市 652 656 665

静岡市 125 116 103

浜松市 117 111 97

岡山市 102 131 142

広島市 252 166 196

北九州市 131 150 152

福岡市 1,037 1,099 1,164

計 4,344 4,257 4,354

(出展：熊本市コンベンションシティ基本構想　熊本市)

※各都市により異なった基準にて調査されており、統一された基準での統計ではない

※熊本市がコンベンション施設を有する政令指定都市コンベンションビューロー等に照会した結果

※千葉市、名古屋市、京都市、神戸市は未回答若しくは開催統計がないため集計していない

※近隣地区とは、コンベンション参加者が熊本市に宿泊する条件で開催が可能な地域
　（益城町のグランメッセ熊本など）

参考資料政治的視点

熊本市及び近隣地区におけるコンベンション開催件数・参加者数



県 名称 所在地

国際連合人間居住計画（ハビタット）福岡本部（アジア太平洋担当） 福岡市中央区

在福岡アメリカ合衆国領事館 福岡市中央区

福岡アメリカン・センター 福岡市中央区

カナダ政府西日本通商事務所 北九州市小倉北区

九州日仏学館 福岡市中央区

イタリア会館・福岡 福岡市中央区

在福岡大韓民国総領事館 福岡市中央区

韓国貿易センター福岡 福岡市博多区

韓国観光公社福岡支社 福岡市博多区

福岡韓国綜合教育院 福岡市東区

済州特別自治道観光弘報事務所 福岡市博多区

韓国産業人力公団駐日本代表事務所 福岡市博多区

韓国大田広域市福岡通商事務所 福岡市中央区

中華人民共和国駐福岡総領事館 福岡市中央区

大連市駐西日本経済貿易事務所 北九州市小倉北区

中国重慶技術経済福岡駐在事務所 福岡市早良区

中国江蘇省中小企業日本代表処 福岡市博多区

煙台市駐北九州経済貿易事務所 北九州市小倉北区

張家港市人民政府駐北九州経済事務連絡所 北九州市小倉北区

台北駐大阪経済文化弁事處福岡分處 福岡市中央区

台湾貿易センター福岡事務所 福岡市博多区

在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館 福岡市博多区

タイ国政府貿易センター福岡 福岡市中央区

タイ国政府観光庁福岡事務所 福岡市中央区

在福岡オーストラリア総領事館 福岡市中央区

アメリカ合衆国モンタナ州政府駐日代表事務所 熊本市中央区

大韓民国忠清南道熊本事務所 熊本市中央区

長崎県 中華人民共和国駐長崎総領事館 長崎市

鹿児島県 チェコ政府観光局日本代表部 霧島市

（出典：九州経済調査協会「図説　九州経済　2013」）

福岡県

熊本県

参考資料

九州の外国公館・外国政府関係機関一覧

政治的視点



（出典：熊本県企画振興部　作成資料）

県境連携の取組みの推進

＜九州ワイドの取組みの推進（抜粋）＞
将来の道州制を見据え、九州における拠点性を高めていくため、・・・・・・・・幹線道路の整備促進による県境を

越えた道路ネットワークの整備や、山都町と宮崎県高千穂町の連携による・・・・・・・・など、九州各県との連携によ
る九州ワイドの取組みを展開します。

２ 広域連携プロジェクト（スクラムチャレンジ）推進事業(H24.6)

■複数市町村等が主体となって市町村域や県境

を越えて連携し、各圏域に向けて取り組む事

業

に対する補助
☆予算総額：１００，０００千円（県２／３）

※隣県市町村等と連携する場合は、県３／４

■今年度の動き
・制度創設後、7月～8月にかけて九州各県を訪問し、制度
説明と意見交換を実施

・県北地域ＰＴで福岡県大牟田市等との連携検討
・県央東部地域PTで宮崎県西臼杵地域と連携検討
・県南地域ＰＴで宮崎・鹿児島の県境地域との連携検討

■今後、本県が九州におけるセッター役を果たすための施策を企画立案していくに当たって、知事自らが 観光・
医療・福祉などの各分野で県境を越えて連携して活動している団体等と意見交換を実施。

・第１回 （Ｈ24. ７：阿蘇市で開催） 「阿蘇地域と大分県竹田・宮崎県高千穂との連携」
・第２回 （Ｈ24.10：荒尾市で開催） 「荒尾玉名地域と福岡県大牟田・長崎県島原との連携」

１ 政令指定都市誕生後の県内各地域の将来像(H23.12)

参考資料政治的視点

県境連携のイメージ

３ 平成２４年度「くまもと夢トーク」の展開


