折尾の情報が満載！隠れた魅力発掘！
！

『交差（クロス）の街』折尾
❶折尾駅【日本最古の鉄道立体交差、日本最古の立体交差駅】

1891年：筑豊興業鉄道と九州鉄道が約1km離れた場所で開業。1895年：利便性向上の
ため現在の位置に2社合同の駅が開業。左右アンバランスな外観と、車窓から駅の
正面を見ることができるのが立体交差駅の証明。※新駅でも駅舎が見えるようになる。
2階部分
鹿児島本線側

1階部分
筑豊本線・直方側

日本最古・鉄道立体交差部分

1620年から掘り始めた堀川運河は、183年後に完成。
「車返しの切貫き」は硬い岩盤で一番の難所であった。
峠から川底まで約20ｍ、長さ405ｍ、川幅6.8ｍを
9年の歳月をかけて掘られた。（全長12.1km）

❹昭和レトロな飲食街
堀川運河と曲川が立体
交差（伏越工法）をして
いたが1986年に切断
された。堀川運河に水を
流す活動がされている。

堀川

×

折尾駅周辺タウンガイド

筑豊からの『石炭ロード』が
「日本近代化産業」の扉を開いた
1840年頃:筑豊地方で掘られた石炭は川ひらたに積まれ
堀川運河を通り若松へ運ばれた。

〜戦火を逃れた歴史遺産の記録〜

（制作：学園＆地域交流ネットワーク）

折尾は、交通・人がクロス(交差)する街

折尾を交通の要衝とし、遠賀の都として繁栄させ、学園
都市にした、先人達の『奇想天外な発想と不屈の精神』
情報満載の折尾駅周辺のタウンマップ。【改訂版】
http://friestar.com/sub5.html

※折尾駅舎（木造）取壊し：2013年

❷堀川運河【近代化産業遺産、川と川の立体交差】

曲川

折尾に来ちゃらんね！

※現在の堀川運河の起点（岩瀬の伏越跡）

追悼 : 高倉健 / 東筑高校卒
（黄色いハンカチ / 折尾駅東口改札横）

折尾の歴史や文化の紹介（動画含む）

車返し付近を通る川ひらた。
最盛期には13万艘を超える
川ひらたが通行した。

堀川運河、折尾駅（日本初の立体交差＆立体交差駅舎）、
西鉄電車赤煉瓦高架橋等の情報が満載。
http://friestar.com/sub11.html

1891年：石炭を、早く大量に運べる「筑豊興業鉄道」が開通。
石炭輸送は、
「川ひらた（水運）」から「鉄道（陸運）」に変わり、
1938年：川ひらたは姿を消した。

折尾のまちづくり 〜私たちの願い〜

新しくなる折尾の街への寄稿文、まち歩きやワークショップ
でのご意見やご要望等を紹介。
http://friestar.com/sub12.html

2016 年７月５日

★

祝 『世界遺産（官営八幡製鉄所・中間ポンプ場）』

ねじりまんぽ

その礎を築いた
堀川運河 と 筑豊本線

おりおねっと（協同組合折尾商連）

折尾の街の情報発信サイト。折尾の見処、イベント、お店紹介、
折尾名物・お土産などを紹介。「検索：おりおねっと」
http://orionet.info/wp/

❸旧西鉄電車・赤煉瓦アーチ高架橋【日本最大級、日本唯一】

1914年：九州電気軌道の高架橋。現存は「ねじりまんぽ」を含む3連（当初9連）
「ねじりまんぽ」が通常のトンネルと一緒に見られるのは折尾のみ。
土木史の教科書的存在（違いが一目瞭然で解る）
まん ぽ

まん ぽ

んぽ
りま
ねじ

※６連高架橋取壊し：1986年と2010年
75度

折尾総合整備事業（北九州市）

折尾駅周辺の①鉄道高架化、②街路整備、③土地区画整理の
3事業を一体的に実施。様々な折尾の開発の情報が満載。
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/business/
menu03̲00004.html

クロス

広い

広い

絵：佐藤宣勝

「ねじりまんぽ」
加重均等化のため
アーチ部分の煉瓦が
斜めに積まれている。

問合せ：
「若者と織りなす×石炭ロード」プロジェクト

「もっと折尾の魅力を知ってほしい！折尾の誇りを未来に繋いでいきたい！」と
様々な方にご協力頂きながら活動しています。《参加者・参加団体募集中！》
事務局：090-2710-6810（マキタ）「検索：折尾で語り場 」
https://www.facebook.com/oriokatariba/?fref=ts

堀川運河

学生が多い街、日本近代化産業を支えた

折尾の誇りを次世代に！

「まんぽ」は関西の方言でトンネルのこと 折尾一番の繁華街「本町通り」を優先し、道とトン
ネルが斜めに交差して「ねじりまんぽ」ができた。

山本作兵衛作品集より

赤煉瓦高架橋
（９連）

西鉄電車
電停

若者と織りなす ×『石炭ロード』
クロス

大正 5 年折尾駅

駅前には広場が無かった。筑豊本線と
平行に流れる堀川運河は、折尾で鹿児
島本線と交差して洞海湾へ流れる。
九州電気軌道（西鉄電車／北九州線）
の開通で、折尾駅の乗降者数が増え、
木造2階建て折尾駅舎に増築された。

『折尾の誇り』を次世代に！

折尾は、東西南北から人や物が集まる
交通の要衝。
「遠賀の都」として繁栄。
利便性の良さから、折尾駅付近は「学生
が多い街（大学9・高校5校）」になった。
だからこそ、折尾の歴史や文化、先人の
知恵や思い（誇り）を繋ぎたい。

「北九州市生きいき長寿推進協会」助成事業
【発行：2016年1月】

折尾駅

「石炭輸送の移り変わり」が
見られる貴重な場所

北九州思い出写真館 提供 :今村 元市

交通と人が交差する「折尾」で、降りて見よう！

「堀川運河」関連の歴史遺産
❺遠賀（堀川）疏水碑

堀川運河開削工事の経過と、一田久作の功績を称え
1897年に建立。碑文は黒田長成公爵の筆。
■所在地：八幡西区北鷹見町12-19（金光教の敷地内）

くぐり橋

五平太船を係留するための石の杭 。
中央に直径 5ｃｍ位の穴が貫通 。穴に綱を通して
船が流されないように停めていた 。現存3個。
■所在地：八幡西区大膳1-12-7付近（定格橋の横）

九州共立大学❼

高校・５校

❹自由ケ丘高校

❶東筑高校
❸折尾愛真高校
❹自由ケ丘高校
❺九州朝鮮高校

❾車返しの切り貫き

128年中断されていた堀川工事を再開した福岡藩
六代藩主、黒田継高を祀られている。江戸時代に描
かれた三十六歌仙絵馬、逆立ち狛犬、歴史を絵物語
で解説したタイル画等がある。
■所在地：遠賀郡水巻町吉田東3-1

❺ 九州朝鮮高校
● 丸尾郵便局

折尾駅舎（木造） ①日本最 差駅
交
（待合室の丸椅子） 立体

❻折尾愛真大学

日吉台

❽九州女子大学
赤煉瓦トンネル●
エンドレスの橋脚跡×

❾九州女子短期大学
❿産業医科大学

❹
レトロな
堀川沿い
飲食街

風のトンネル×
⓯菅原神社
(折尾隧道)
折尾愛眞大学❻
赤煉瓦トンネル×
折尾愛眞高校❸
(下駄歯工法)
旧折尾警察庁舎⓱

（学術研究都市）
⓫北九州市立大学
⓬九州工業大学
⓭早稲田大学
⓮福岡大学

三好セキ頌徳碑⓬
至 福岡

⓯救命救急九州研究所

折尾高校❷

×

堀川運河

❺遠賀(堀川)疏水碑
⓫岡山直道頌徳碑
❸赤煉瓦アーチ高架橋
★

「×」消失したもの

❿河守神社
（水巻町）

1883年:私塾岡洞校を開
くなど郷土の教育に大き
な功績。塾生は千人を超
えた。題字は黒田長成。
■八幡西区北鷹見町
（遠賀疏水碑の奥）

❾堀川の切貫き
（ノミ跡、線刻文字）

1632年：日本三大お家騒動の１つ、黒田騒動で井上
忠三郎の脱藩を助勢。最後まで自白せず、親子共に
責め殺された。その後異変が相次ぎ、村人は疋田
小三次親子の霊を鎮めるために菅原神社として
建立。元禄時代の御社。細工が優れている。
■八幡西区堀川町
（東筑軒本社の裏手の丘の上、字名が「殿敷」）

⓰疋田小三次親子の墓 ■所在地：西区東筑2-8（正願寺裏）

⓱折尾警察署旧庁舎

1909年建築：初代「折尾警察署」
1940年：折尾愛真学園に解体移築し、旧本館として
使用。現在は再移築され部室等として活用。
■所在地：八幡西区堀川町12-15

則松

⓭体当たり勇士の碑

705年：熊野権現を勧請。1630年：疋田小三次らに
より現在地に創建。1930年：折尾村の村社となる。
※日露戦争で使用された日本帝国海軍の機雷。
第二次大戦中、鉄金属の軍への供出を免れた。
■所在地：八幡西区鷹見町10-56

⓯菅原神社

鹿児島本線

至 黒崎

逆立ちの狛犬
至 直方

至 黒崎

国道3号線

川ひらた❽
宝暦水跡●

●折尾警察署

⓮鷹見神社
⓳宮原酒店（角打ち）
❶東筑高校
⓰疋田小三次の墓
⓲ 高橋酒店（角打ち）

❼もやい石

⓮鷹見神社

光明

※現存は「ねじりまんぼ」含む3連 ⓫岡山直道頌徳碑

❻くぐり橋

1944年8月20日、80余機のB29が八幡を襲撃。空の要塞
といわれた大型爆撃機B29を体当たりで撃墜した第一号。
「神風特別攻撃隊」誕生の2ヶ月前。
空中戦の様子は多くの人に目撃され映像も残る。町人が玉
砂利を運び、手作りで忠魂碑を建立。毎年8月第1日曜日
に清掃活動が行われ、折尾神楽が慰霊奉納されている。
■所在地：八幡西区大膳1-13（小高い丘の上）

教育に貢献

折尾

古の

大学・９校

【その他】

筑豊本線

「おりお〜
！
（おりろ〜
）
」
の
駅のアナウ
ンスで
乗客が降り
たとか

日本最古の立
体交差の
﹁折尾駅﹂も
見に来てね！

❿河守神社

国

線
折尾中間

無数のモミ跡、線刻文字、
棹を差した穴が残る

のみ
堀川開削の一番の難所。
つち
ノミとツチで岩を砕く幻の
「とひ切り技法」によって開削。
硬い岩盤であったため、長さ405ｍ、川幅6.8ｍ、
深さは車返しの峠から川底まで約20ｍを9年の
歳月をかけ、1759年に完成。
■所在地：折尾高校下付近〜河守神社

99
道1

❷堀川運河

浅瀬の多い遠賀川や堀川運河での運送に便利なよ
うに、船底は平たく喫水も浅く造られていた。
掘川運河では棹や櫂を使って船を進め、空船の時は
陸上から綱で引くこともあった。
■所在地：八幡西区大膳2-23-1 県立折尾高校内
【県指定有形民俗文化財】

号線

大浦

九州女子短期大学❾
九州女子大学❽

❷折尾高校

❼九州共立大学

❽川艜（かわひらた）
・五平太船

産業医科大学❿
救命救急九州研究所⓯

⓭体当たり勇士の碑

機雷

❼舫石（もやいいし）

（最寄駅が折尾駅）

り
大通
学園

上流へ向かう時、船曳の綱を
船に返さなくていいよう、
石橋の下に道が造られた。
■所在地：東筑橋上流の橋

折尾駅周辺の学校

至 若松

線
北
南
尾
折

❻くぐり橋

橋くぐり跡

至 学術研究都市⓫⓬⓭⓮

戦火を免れた折尾の歴史遺産

❸赤煉瓦アーチ高架橋

⓬三好セキ頌徳碑
1918年: 三好炭鉱の坑主
徳松氏の妻、セキ女史が、
女子に教育が必要と私財
で折尾高等女学校創立。
碑文は廣田弘毅。
■八幡西区大膳2-23-1
（折尾高校正門付近）

⓲高橋酒店

大正7年創業。壁に
堀川洪水跡が残る。
■西区堀川町2-10
（東筑橋付近）

★
ねじりまんぽ

⓳宮原酒店

創業約160年。
中庭や畳の間
がある。
■西区東筑
（本町通り） 1-11-3

