の
を
に
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Factory
Night View

全国

12大工場夜景都市

の工場景観を
める楽しみ

Ⓒ小林哲朗

福岡県 北九州市

山口県 周南市

兵庫県 尼崎市

北海道 室蘭市

〜それはまるで、近未来都市や巨大な要塞のようだ〜
10年ほど前から、工場を利用した観光として「工場夜景観賞」が取り上げられ
るようになってきました。本来、
「生産の場」である工場を「観光の場」ととらえ
ることは、これまでにはなかった観光形態であり、特に「工場萌え」と呼ばれる
独特な視点から工場の外観を観賞する愛好家がクローズアップされたことで、
より一層、工場景観を楽しむという行為が話題となってきました。
観光の一形態に「産業観光」という分野がありますが、これは、生産現場や製
造過程を見学・体験・学習することで、知識の習得、そして、知的好奇心を満た

千葉県 千葉市

すことが目的でした。
産業観光のように工場の内部機能に目を向けるのではなく、武骨で無機質で、
決してきれいとはいえないとされてきた外観に注目し、そこに重厚な構造美や機
能美を見出し、
「萌える」という感情で表現する視点は、日本独自の感覚といっ
てもよいでしょう。
全国には多くの工場地帯があり、多様な形態の製造工場、燃料タンク、コンビナ
ート等が存在しています。これらは、夜間照明で照らされることで、昼間とはまっ
たく違った姿を現します。多くの工場地帯が臨海部に立地していることから、暗
闇に浮かび上がった姿は水面に美しく反射し、さらに幻想的な様相を呈します。
それはまるで、近未来都市や巨大な要塞を想わせます。

千葉県 市原市

漆黒の闇に浮かぶ工場の美しい姿は、あなたの想像力やインスピレーションを
きっと刺激してくれることでしょう。

全国

全国各地にちりばめられたこの「工場夜景」を巡る旅に出かけてみませんか？

12大

工場夜景都市
さあ、工場夜景を巡る旅に出よう。

大阪府 堺市
02

大阪府 高石市

三重県 四日市市

愛知県 東海市

静岡県 富士市

神奈川県 川崎市
03

北海道

室蘭市

Hokkaido

1

MURORAN

千葉県

市原市

観光スポット

3

ICHIHARA

観光スポット

室蘭八景
（地球岬・トッカリショ・測量山など）、
イタンキ浜、白鳥大橋

小湊鉄道沿線、養老渓谷、市原ぞうの国、
千葉こどもの国キッズダム、高滝湖、
チバニアン（田淵の地磁気逆転地層）

特産品・グルメ

特産品・グルメ

室蘭やきとり、室蘭カレーラーメン、
うずらの卵、ホタテ

いちじく、梨、姉崎だいこん

工場夜景スポット

養老川臨海公園

工場夜景スポット

測量山展望台

＜アクセス＞

＜アクセス＞
測量山展望台まで
室蘭ＩＣから車で約30分
JR室蘭駅から測量山方面へ車で約10分

千葉県市原市五井南海岸１‑12
JR「五井駅」西口よりタクシー10分
駐車場あり 209台

お問い合わせ先

お問い合わせ先
市原市経済部 観光振興課
TEL.0436 ‑23 ‑ 9755

（一社）室蘭観光協会
TEL.0143 ‑23 ‑ 0102

室蘭市は北海道でも有数の工業都市で、鉄のまち・ものづくりのまちとして北海道の工業を支えてきました。港を中心としたすり鉢状の地形になって

全国で常に上位の製造品出荷額等を誇り、その中枢を担っているのが、臨海工業地帯の石油化学コンビナート群です。このコンビナート群とともに

おり、港を取り囲むように明るく輝く工場群が立ち並び、その周りを沢に沿って市街地が形成されていて、市内には角度や高さの異なる複数の展望台

市原市は発展してきました。海づり公園もある養老川河口の養老臨海公園からは、ダイナミックな工場の風景を最も間近に見られるスポットです。広

があります。見下ろす夜景だけではなく、自分の目線にある夜景や見上げる夜景もあるのが特徴です。また、港には東日本最大のつり橋「白鳥大橋」

場に設けられたベンチからは、養老川対岸に白を基調とした煙突がそびえる風景をゆっくりと観賞することができます。また、背後を振り返って南側

が架かり、橋のイルミネーション・ライトアップは工場の明かりとあいまって、室蘭の夜をいろどります。海から夜景を眺めるナイトクルージングも好

を向くと、石油化学系の煙突・タンク・パイプなど、巨大な構造物と夜間照明が煌々と輝く景色が広がり、１か所から全く異なる２つの工場夜景を観

評です。陸上とは違う角度から見る工場群の夜景はダイナミックで迫力があります。

賞することができます。

千葉県

千葉市

Chiba

2

CHIBA

神奈川県

川崎市

Kanagawa

4

KAWASAKI

観光スポット

観光スポット

千葉ポートタワー、
ケーズハーバー（旅客船ターミナル等複合施設）
、
千葉市動物公園、千葉市美術館、稲毛海浜公園

川崎大師、生田緑地、
藤子・F・不二雄ミュージアム

特産品・グルメ

大師巻、久寿餅

特産品・グルメ

落花生、千葉さんが

工場夜景スポット

工場夜景スポット

川崎マリエン
（JR川崎駅東口からバスで約30分）

千葉ポートタワー
千葉みなと工場夜景クルーズ

東扇島東公園
（JR川崎駅東口からバスで約30分）

＜アクセス＞
・電車の場合
JR京葉線「千葉みなと駅」から徒歩約７分

04

Chiba

＜アクセス＞

・自動車の場合
京葉道路 幕張ＩＣまたは東関東自動車道
湾岸習志野ＩＣから約20分

JR川崎駅東口まで
羽田空港から京浜急行線で約15分
横浜駅からJR東海道線で約８分
東京駅からJR東海道線で約20分

お問い合わせ先

お問い合わせ先

千葉市経済農政局
経済部 観光プロモーション課
TEL.043 ‑245 ‑ 5066

川崎市経済労働局
産業振興部 観光プロモーション推進課
TEL.044 ‑200 ‑2327

千葉市の工場夜景は他では観ることのできない「琥珀色の工場夜景」。
「海から」と「空から」、二つの観賞方法があります。
「海から」観賞する場合

臨海部が京浜工業地帯に位置する川崎市は、工場夜景の発祥の地とされています。川崎の工場夜景は、工場が集積している７つの島とそれを取り囲

は、ＪＲ千葉みなと駅から徒歩約７分、ケーズハーバーに併設の千葉みなと旅客船さん橋から出航しているクルーズ船。間近に広がる大迫力の光景

む16の運河の中で訪れる方々に様々な光景を見せてくれます。陸から眺めるバスツアーでは、クライマックスの首都高速川崎線からの光の大パノラ

を目で楽しめるほか、機械音や蒸気音を耳で楽しめるなど、工場夜景の魅力を全身で体感することができます。
「空から」観賞する場合は千葉のラン

マが宇宙ステーションのようで幻想的です。さらに、屋形船クルーズでは、島と島の狭い運河を運航するため、海上から間近に仰ぎ見る大迫力の工

ドマーク千葉ポートタワー。地上113ｍからの眺めは「日本夜景遺産」にも認定されています。時期によっては工場夜景と同時に富士山頂にちょうど

場夜景を見ることができ、波の穏やかな運河の水面に映る光もとても神秘的です。どちらのツアーも定期的に運航して約10年が経過しますが、現在

夕日が重なる神秘の現象「ダイヤモンド富士」を楽しむこともできます。

も人気を博しています。
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静岡県

富士市

Shizuoka

5

FUJI

三重県

四日市 市

Mie

7

YOKKAICHI

観光スポット

観光スポット

ふじのくに田子の浦みなと公園、
田子の浦港漁協食堂、大淵笹場、道の駅富士川楽座、
富士山こどもの国、大観覧車「フジスカイビュー」、
富士バンジー、岳南電車

そらんぽ四日市、四日市港ポートビル
特産品・グルメ
萬古焼、日永うちわ、かぶせ茶、
大矢知手延そうめん、四日市とんてき

特産品・グルメ

工場夜景スポット

田子の浦しらす、富士つけナポリタン、
ゆで落花生、お茶、キウイフルーツ

ふじのくに田子の浦みなと公園、岳南電車

・四日市港ポートビル（うみてらす14）
・四日市ドーム前
・四日市コンビナート夜景クルーズ船上
・礒津突堤

＜アクセス＞

＜アクセス＞

工場夜景スポット

・ふじのくに田子の浦みなと公園
東名高速道路富士ＩCより車で15分
JR富士駅よりコミュニティバス「しおかぜ」で25分
・岳南電車
JR吉原駅より岳南電車吉原駅へ乗り換え

四日市市の中心、
近鉄四日市駅・JR四日市駅まで
名古屋駅から電車で約30分
中部国際空港セントレアから
高速バスで約100分

お問い合わせ先

お問い合わせ先

富士市産業経済部 富士山・観光課
TEL.0545 ‑ 55 ‑2777

四日市観光協会
TEL.059 ‑ 357‑ 0382

富士市は、静岡県の東部に位置し、北に富士山、南には駿河湾を望み、日本三大急流の富士川が流れる、自然と産業が共存するまちです。湧水をは

四日市の工場夜景は３つの角度から楽しむことができます。１つ目は、陸上からの観賞です。陸上からは間近で強力な光を楽しめるスポットがあり、

じめとした富士山からの豊富な恵みを受け、製紙や化学、食品、自動車部品など多様な産業が発展し、近年では環境負荷が少ない新素材であるＣＮ

プラント機能美や重厚感を味わうことができます。２つ目は、海上からの観賞です。四日市の臨海部はほぼ全域にコンビナートがあり、クルーズ船で

Ｆ（セルロースナノファイバー）に関連する産業の一大集積地を目指した取り組みを進めています。水源の近くに工場が点在するため、自然を背景に

観賞すると水面に映りこむプラントが揺れる幻想的な夜景が楽しめます。３つ目は、上空からの観賞です。地上100mにある四日市港ポートビル「う

した個々の工場を間近に見ることができ、特に富士山とのコラボレーション工場夜景は、他の工場夜景都市には真似できない富士市ならではの景色

みてらす14」からは眼下に広がるパノラマで光の絨毯のような工場夜景を観賞することができます。このように四日市の工場夜景は、
「陸・海・空」

で、富士山とともに発展してきたまちの息吹を感じることができます。

と様々な角度から立体的に楽しめることから「3D夜景」と称されています。

愛知県

東海市

Aichi

6

TOKAI

大阪府

高石市

Osaka

8

TAKAISHI

観光スポット

観光スポット

聚楽園大仏、平洲記念館、大池公園

浜寺公園

特産品・グルメ

特産品・グルメ

洋ラン、ふき、坂角総本舗「ゆかり」

カステラ

工場夜景スポット

工場夜景スポット

・金城ふ頭エリア
（JR名古屋駅よりあおなみ線金城ふ頭駅下車徒歩圏内）

堺泉北臨海工業地帯

一帯

・太田川駅北西大田川にかかる橋上
（名鉄太田川駅より徒歩圏内）
・名鉄新日鉄前駅東側の高台
（名鉄新日鉄前駅より徒歩圏内）
＜アクセス＞

06

東海市の中心・太田川駅まで
JR名古屋駅から名鉄常滑線で約20分
中部国際空港から名鉄常滑線で約20分

＜アクセス＞

お問い合わせ先

お問い合わせ先

東海市環境経済部 商工労政課 観光戦略室
TEL.0562‑ 33 ‑ 1111

高石市政策推進部 総合政策課 地域創生係
TEL.072‑275 ‑ 6138

阪神高速４号湾岸線浜寺ＩＣ
または高石ＩＣから車で約10分

東海市は、昭和30年代後半に沿岸部に鉄鋼産業が誘致されたことを契機として、昭和44年に伊勢湾に面し南北に位置する二町が合併して誕生し、

高石市の臨海部には隣接する堺市から泉大津市にかけて堺泉北臨海工業地帯が広がっています。市内には石油・化学系の工場が立地しており、臨

工業を基幹産業とする都市として発展してきました。愛知県の主要な工業地域である名古屋南部工場地帯の一角を形成しており、産業上の拠点都市

海部の工場地域が市域の約４割を占めています。そこで見られる工場夜景は、圧倒的なスケール感と阪神高速湾岸線から望む連続したパノラマが

としての役割を果たしております。令和元年度から工場夜景を観光資源として活用していくため、臨海部の鉄鋼企業の工場見学と、それらの工場を

魅力です。また、海越しに立ち並ぶ工場群とその姿が水面に映るその明かりや、間近から見ることができる複雑なパイプの配管やプラント、水路を

海側からも楽しんでいただけるツアー「工場見学＆夜景遊覧クルーズ」等をスタートしました。令和２年度では、募集開始から１分で完売となったコー

挟んで工場群と高速道路を眺められる珍しい景観など様々な姿を見ることもできます。それらのスポットを巡る地元商工会議所が主催する工場夜景

スもあるほどの人気がありました。クルーズの見どころは、伊勢湾岸自動車道の名港トリトンや、臨海部企業のスケールの大きな工場群です。

ツアーは大人気で、毎回定員を大きく上回っています。
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大阪府

堺 市

Osaka

9

SAKAI

山口県

周南市

Yamaguchi

11

SHUNAN

観光スポット

観光スポット

仁徳天皇陵古墳、堺市博物館、
さかい利晶の杜、堺伝統産業会館

徳山動物園、漢陽寺、湯野温泉、
永源山公園、大津島

特産品・グルメ

特産品・グルメ

刃物、注染、線香、自転車、和菓子、昆布

徳山ふぐ、周防はも、周南たこ、地酒、
わさび、梨、ぶどう、自然薯、鹿野高原豚

工場夜景スポット

工場夜景スポット

堺泉北港周辺
（南海本線石津川駅より車で10分）

晴海親水公園、金剛山、太華山、周南大橋、
永源山公園、三笹町、徳山港町

＜アクセス＞
南海本線石津川駅まで
関西国際空港から電車で約40分
大阪国際空港から
空港リムジンバス・電車で約60分
新大阪駅から電車で約45分
大阪駅（梅田駅）から電車で40分

＜アクセス＞
・JR博多駅からJR徳山駅まで新幹線で約44分
・JR広島駅からJR徳山駅まで新幹線で約22分
・福岡からJR徳山駅まで車で約３時間30分
・広島からJR徳山駅まで車で約１時間40分

お問い合わせ先

お問い合わせ先

堺市文化観光局 観光部 観光推進課
TEL.072‑228 ‑7493

周南市地域振興部 観光交流課
TEL.0834 ‑22‑ 8372

堺市は関西の中央部に位置し、空の玄関口・関西国際空港にもほど近く、大阪や京都といった関西主要地域へのアクセスも良好。そのため、本市と高

周南市は、瀬戸内海を臨む海岸線に全国有数の石油化学コンビナートが形成されており、晴海親水公園から眺める工場夜景が日本夜景遺産の認定

石市に位置する堺泉北臨海工業地帯の工場夜景は世界中からの旅行者が最もよく目にする工場夜景と言っても過言ではありません。その魅力は大

を受けるなど、全国的にも高い評価を得ています。周南工場夜景の最大の魅力は、工場夜景をより身近で楽しむことができる点です。JR徳山駅の南

規模なプラントが密集し、同じエリアに様々な角度から工場夜景を鑑賞できるスポットがある点です。とりわけ阪神高速湾岸線から見える工場夜景

側に広がる工場夜景は、新幹線の中から楽しむことができ、市街地から近く、徒歩で気軽に向かえるビュースポットも幾つかあります。また、お好み

は、まるでＳＦ映画のワンシーンのような美しさです。本市を訪れる方には、昼は世界遺産の百舌鳥古墳群や茶の湯、伝統産業が体感できる環濠エリ

に合わせて工場夜景を満喫できるクルーズツアーやタクシーツアー、ホテルの客室から工場夜景を楽しめる宿泊プランが実施されるなど、官民が連

アなどの「歴史・文化のまち堺」、夜は「工場夜景のまち堺」と一日中お楽しみ頂くことができます。

携して夜型観光の推進に取り組んでいます。

兵庫県

尼崎市

Hyogo

10

AMAGASAKI

福岡県

北九州市

Fukuoka

12

KITAKYUSHU

観光スポット

観光スポット

尼崎城、寺町

関門海峡、門司港レトロ、
世界遺産「官営八幡製鐵所旧本事務所」、
平尾台、河内藤園、皿倉山、小倉城

特産品・グルメ
あんかけチャンポン、ヒノデ飴、
尼いも、一寸豆
工場夜景スポット
・レンゴー株式会社尼崎工場前
（阪神本線「杭瀬駅」から徒歩で４分）
・関西熱化学株式会社尼崎工場前
（阪神高速５号湾岸線 尼崎末広ＩＣから３分）

特産品・グルメ
小倉牛、合馬たけのこ、関門海峡たこ、
豊前海一粒かき、ぬか炊き、寿司、
小倉焼うどん、門司港焼きカレー
工場夜景スポット
小倉港周辺（JR小倉駅より徒 歩 圏 内）
洞海湾周辺（JR小倉駅より車で30分）

＜アクセス＞
JR尼崎駅まで
JR新大阪駅から約10分
JR三宮駅から約15分（新快速利用時）
大阪国際空港から約30分
関西国際空港からリムジンバスで約１時間

Ⓒ小林哲朗

＜アクセス＞
北九州市の中心・JR小倉駅まで
北九州空港から高速バスで約30分
福岡空港から地下鉄と新幹線で約30分

お問い合わせ先

お問い合わせ先

尼崎市総合政策局 文化振興担当
TEL.06 ‑ 6489 ‑ 6385

北九州市産業経済局 観光課
TEL.093 ‑ 551‑ 8150

「ものづくりのまち」として歩んできた尼崎市は、公害を乗り越えてきた歴史があるまちでもあります。工場夜景スポットが集中する南部地域は、発

北九州市は、1901年の官営八幡製鐵所操業以来、かつての4大工業地帯の一つ「北九州工業地帯」として、日本の近代産業を牽引してきました。関

電所や鉄鋼産業などを中心とした重化学工業地帯が形成されていきましたが、大気汚染や水質汚濁などの公害被害も同時に引き起こしました。行政

門海峡から洞海湾に続く東西約20kmの海岸線には、製鉄所をはじめ、化学工場、エネルギー基地等が立ち並び、夕暮れとともに、幻想的できらび

のみならず、市民や地元産業の長きに渡る努力の結果、尼崎市の環境は大きく改善され、平成25年３月には国から「環境モデル都市」に認定されま

やかな灯りを放ちます。海上からクルーズ船で見る工場夜景はもちろんのこと、皿倉山や高塔山から眺める大パノラマの夜景等、多彩なスポットか

した。マイナスイメージを乗り越えた結果、
「工場夜景と住宅地が近い」ことが、
「工場へのアクセスのしやすさ」に繋っており、立ち昇る蒸気や配管の

ら工場夜景を楽しめるのが北九州市の特徴です。2018年10月には、長崎市、札幌市とともに「日本新三大夜景都市」にも認定されています。

うねりなど、尼崎ならではの迫力ある工場を見ることができます。
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工場夜景の

しみ方

〜陽が落ちる間際のゴールデンタイムを狙って〜
昼間の観光に、夜の楽しみをプラスできるのが「夜景観光」の良さといえるでしょう。
各都市それぞれに趣の異なった工場夜景を楽しむことができます。その景色には、工場だけでなく、住宅や道路、鉄道など
のインフラ施設、さらには、海や川、山などの自然風景も加わり、地域特有の工場夜景を作り出しています。
完全に陽が落ちた後の漆黒の闇に浮かび上がる工場夜景ももちろん美しいのですが、おすすめのタイミングは陽が落ちる
前後の時間帯。陽が沈む直前の朱色の空を背景とした工場は、影絵のようにそのシルエットをくっきりと表します。また、陽
が沈んだ直後であれば、まだ完全には暗くならず濃い藍色をした空を背景に、夜間照明に照らされ始めた工場が幻想的に

全国工場夜景都市協議会
2011年２月、川崎市の呼びかけで開催された「第１回全国工場夜景サミット」において、工場夜景観光を核とした地域活
性化を図ろうとする室蘭市、川崎市、四日市市、北九州市の４都市が共に連携することで、全国的な大きなうねりにする
ことを誓い、
「日本四大工場夜景」を宣言しました。その後、志を共にする周南市、尼崎市、富士市、
千葉市、堺市、高石市、市原市、東海市が加わり、全12都市となりました。
今後も各都市では、地域資源に磨きをかけながら、共に工場夜景の美しさや力強さなど、その魅
力を全国に向けて発信し続けることにより、さらなる工場夜景観光の発展に尽力してまいります。
そして、観光客を誘致し、滞在型観光の推進による地域振興を図るため、相互交流と協力を推進
するとともに、工場夜景への取り組みを全国に広めるべく活動を続けてまいります。

全国工場夜景都市
協議会ホームページ

煌めきます。

2.23 工場夜景の日
工場夜景ファンをはじめ、多くの方々に工場夜景を身近に感じて頂く取り組みの一環として、２月
23日（第１回工場夜景サミット開催日）を「工場夜景の日」として、記念日申請し、2016年１月、
正式に認定・登録されました。この日は、各都市が工場夜景に関するイベント等を開催し、
「工場
夜景の日」の普及を図っています。

このゴールデンタイムに合わせて、各地で工場夜景ツアーが実施されています。バスやタクシーで夜景観賞スポット
を案内してくれるものや、海上から観賞するクルージングツアーなど、その種類も豊富です。最近では、ＳＮＳに画像
をアップすることを目的とした方々を集めた、撮影ツアーなども人気です。

全国工場夜景サミット
2011年２月23日、他都市に先駆けて工場夜景の活用に取り組んできた、室蘭市、川崎市、四日市市、北九州市の４都市
が連携して、工場夜景観光の魅力と可能性を探る「第１回全国工場夜景サミット」を川崎市にて開催しました。その後、全
都市で連携しながら、年に１回、全国工場夜景サミットを開催しています。

工場夜景ツアーの様子

2020年２月８日開催「第10回 全国工場夜景サミット in 堺・高石」の様子

＜表紙の写真：富士市の工場夜景＞ 第10回 全国工場夜景サミット in 堺・高石「フォトコンテスト」最優秀賞受賞作品
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全国

Factory
Night View

12大工場夜景都市
の
を
に

協賛企業

全日本空輸株式会社

オンライントラベル株式会社

全国工場夜景都市協議会

（令和２年度 事務局：公益財団法人 北九州観光コンベンション協会）
〒802‑ 0001 北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 AIMビル４F
TEL 093 541 4151

