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地域住民一人ひとりが絆を結び、地域の生活課題に主体的に関わり、共に語り、共に考え、共に

行動することで、共に支えあうまちの実現を目指します。 

 

自治会加入促進運動 

 自治会・町内会は、地域の福祉・環境・防犯・防災など、個人や家庭では解決できないさまざま

な問題を住民自らが解決し、地域住民相互の連携と親睦を図るために組織された、自主的・民主的

な団体です。 

小倉北区役所では、小倉北区自治総連合会との協働により、加入促進用チラシやのぼりを作成し、

市外からの転入者や自治会未加入世帯に対し、自治会加入を促進し、自治会・町内会の活性化に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉北区地域貢献企業・団体表彰 

地域のコミュニティ活動を支援し、地域貢献活動を積

極的に行っている区内の企業・団体を各校区の推薦に基

づいて選定し、表彰します。 

＜令和３年度表彰企業・団体（敬称略）＞ 

  ・コッペリア 

  ・下川都市企画株式会社 

・岡本土木株式会社 

・株式会社サンリブ マルショク重住店 

・株式会社サンレー 中井紫雲閣 

・株式会社大阪ソーダ 小倉工場 

・小倉高田郵便局 

・小倉北消防団 第９分団 

 

 

 

(ア) 地域主体のまちづくり 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 
ＴＥＬ：５８２－３３３７ 

自治会加入促進運動 

(2) 住みよいコミュニティづくり 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係  
ＴＥＬ：５８２－３３３７ 

令和３年度地域貢献企業・団体 

協働 
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地域コミュニティ活性化推進事業 
市民に地域コミュニティの重要性の理解促進を図るとともに、活動を支える人材の育成に取り組

みます。具体的には、まちづくり協議会の役員等を対象にした研修（生涯学習課）を実施するとと

もに、「自治会・町内会情報ポータルサイト」（地域振興課）で、自治会活動の重要性や活動内容

に加え、地域や各校区の取組を紹介します。 

 

まちづくり協議会 

 まちづくり協議会は、小学校区単位を基本に、自治

会、社会福祉協議会、婦人会、老人クラブ等の地域団

体や、学校、企業、行政機関等、地域の様々な団体な

どで構成する、地域づくり団体です。地域が一体とな

った住民主体の地域づくり活動を行います。 

 具体的には、校区内の各団体のネットワークづくり、

生活安全パトロール、文化・スポーツ活動、古紙回収・

ごみ分別収集等のリサイクル活動、健康づくり・介護

予防、夏祭り、どんど焼きなど、様々な活動を行って

います。 

 小倉北区役所では、まちづくり協議会の活動を支援

しています。 

 

 

 

市民センターを拠点としたまちづくり 

 「自分たちのまちは自分たちの手で」という理念の下、地域の自主的・主体的な地域づくり・ま

ちづくり活動を育み、地域の連携を深めるため市民センターを拠点としたまちづくりを行います。 

 小倉北区役所では、この市民センターを地域づくり・まちづくりの拠点として一層機能させ、地

域の特徴を活かした「１校区１テーマ運動」を軸に諸事業の推進・支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 ＴＥＬ：５８２－３４１５ 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係  

ＴＥＬ：５８２－３４１５ 

【市民センターとは?】 

地域の自主的・主体的なまちづくり活動を育み、地域の連携を深め「自分たちの
まちは自分たちの手で」つくる各種地域活動の拠点施設 

【利用時間】                

  月～金曜日：午前９時～午後１０時   
  土 曜 日：午前９時～午後５時 

【休 館 日】 

  日曜日・祝日、年末年始（例外あり） 

【施設の紹介】 

  ①市民ホール 
  ②多目的ホール（講堂） 
  ③調理室 

④会議室（大・小） 
⑤和室（大・小） など 

 

市民文化スポーツ局 地域振興課ＴＥＬ：５８２－２１１１ 

市民文化スポーツ局 生涯学習課ＴＥＬ：５８２－２３８５ 協働 
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１校区１テーマ運動 

 小倉北区では、地域づくりを支援するため、平成 15 年度から「１校区１テーマ運動」に取り組

んでいます。この「１校区１テーマ運動」は、市民センターを活動の拠点に、地域ぐるみでそのテ

ーマに沿ったまちづくり活動を展開していこうとするものです。 

  

令和４年３月末現在 

校 区 テ ー マ 概   要 

足 原 「サクラとウメの里」足原 

和気清麻呂ゆかりの妙見神社、忠霊塔・平和公園など

地域の自然を活かし安全安心を見守るまちづくり協

議会を目指す。 

足 立 

フレンドシップ「あだち」 

～友・学・健・輪 

のまちづくり～ 

人間にとって、友達・学問・健康はかけがえのない財

産。心身ともに健やかな生活を送り、足立校区皆が輪

になって楽しく活気あるまちづくりを推進する。 

泉 台 

『思い合うまち』泉台 

～安全なまちづくりを 

目指して～ 

転勤族の多い泉台では、住民の共通課題『地域防災』

を切り口に、住民のネットワークづくりに取り組む。 

到 津 
みんなにやさしい 

到津のまち 

子どもから高齢者まで、障害のある・なしに関わらず、

それぞれに応じた役割をもち、まちづくりの一員とし

て活躍できるまちを目指す。 

井 堀 
元気で仲良く 支えあい  

助け合いのまち 井堀 

身も心も健やかで、人と人とのつながりを強め、肩寄

せふれあい、笑顔溢れるまちづくりを目指す。 

今 町 

「今町っ子２１」 

～今町で育ててよかった、 

今町で育ってよかった～ 

「子ども」を接着剤に「向こう三軒両隣」の復活を目

指し、さまざまな地域課題に対処しうる「まち」づく

りを進める。 

中井校区 

北小倉 

「人情下町・北小倉」 

（みんなが顔見知りのまち 

自然と下町文化の 

伝わるまち） 

北小倉には、今なお人情に厚い気風が息づいており、

誰もが安全にかつ安心して暮らせるまちづくりや自

然と文化を伝える取組を目指す。 

貴 船 

ふれあいのまち『きふね』 

～笑顔あふれるまちづくり 

を目指して～ 

人と人が素直に触れ合うことができる環境作りを行

い地域の方が『安心で安全』にくらせるまちづくりを

目指す。 

清 水 
住んで よかった 

ホットな清水 

人と人とのつながりやふれあいを大事にしたまちづ

くりを進める。 

霧 丘 あいモードタウン霧丘 

環境に恵まれ、文化教育に熱心な霧丘校区で生活する

うえで、その地域に愛着心を持てるかということが大

切であり、校区の活動に一人でも多くの人が参加でき

る行事を企画していく。 

小倉中央 

校区 

米 町 

堺 町 

天神島 

ふれあいの「輪」を 

広げよう 

小倉中央 

北九州市の玄関口である小倉駅を中心とした地域で

あり、商業圏の町として企業と住民の共存が重要であ

る。また、少子高齢化・核家族化が進む中、三世代を

含めたふれあいの輪を広げていく。 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 ＴＥＬ：５８２－３４１５ 
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校 区 テ ー マ 概   要 

桜 丘 歴史の里 桜丘 

宮本武蔵・佐々木小次郎の碑のある手向山をはじめ、

校区には数多くの史跡がある。これらの歴史をシンボ

ルに、ふる里のすばらしさを子どもたちに伝えつつ、

ふれあいの場を増やして、人と人とのつながりを大切

にしたまちづくりを目指す。 

三郎丸 
輪と和 

ふれあいのまち 三郎丸 

校区には、メディアドームや小倉球場などスポーツ施

設が充実している。そこで、自転車の前輪、後輪のよ

うに、地域全体が輪と和、スポーツを通じ、ふれあい

を大切に「安全で安心」なまちづくりを進めていく。 

寿 山 夢を語り合うまち 寿山 

校区内に広寿山福聚寺、圓通寺など歴史的施設があ

り、文教地区であることから地域資源を活かしたまち

づくり・地域住民のコミュニケーションを大事にした

まちづくりを進めていく。 

富 野 
明るく住みよいまち とみの 

住んでよかった富野校区 

近年、独居高齢者が増え、家から出ない方が多く見ら

れる。そんな高齢者を一歩外へと促し、地域の輪を広

げて行くと共に、高齢者が多くても三世代コミュニケ

ーションで、元気なまちづくり活動を展開する。 

中 井 

なかいい 

まちの ふる里づくり 

夢づくり 

～さくらフェスティバル～ 

楽しく魅力に溢れ、みんなが安全で安心して暮らせる

地域づくりのために、住民と団体が手を携えて、「さ

くらフェスティバル」事業を推進する。 

「地域共生社会」の精神を広く住民に浸透させること

を目的とする。 

中 島 「健康なまち」中島 
～幸せのトライアングル～ 

紫川のせせらぎと国道3号線、モノレールに囲まれた

三角形の中、東西南北どこまで行っても坂道がない中

島。安全・安心な中島で、小さな子どもから高齢者ま

で三世代が健康で、幸せを感じられるまちづくりを目

指す。 

西小倉 
新しい風吹くお城のまち 

西小倉 

近年、新築マンションの建設が進み、若い世代が増え

てきた。そこで、多くの人が地域の活動に参加し、「ふ

るさと」と思えるような安全・安心なまちづくりを目

指す。 

日 明 文化のかおるまち 日明 

「鯉のぼり祭」「板櫃川川まつり」や演劇、映画など

多彩な文化的行事を、楽しみながら行うことにより、

まちづくりを進めていく。 

南 丘 

「ほたると共生するまち」 

南丘 

～人に優しい環境づくり～ 

「ほたる」という地域資源を生かし、命の尊さや自然

の大切さを意識しながら、南丘校区の地域づくり・人

づくりを考える。 

南小倉 
心のふれあい、 

福祉の町、南小倉 

できる人が、できる時に、できるだけをモットーに安

全・安心のまちづくりや健康づくりなどの事業を、地

域住民やボランティア、市民センターと一緒に進めて

いく。 
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地域に役立つ公園づくり事業 

身近な公園の再整備について、小学校区単位で開催するワークショッ

プで、校区内にある複数の公園の計画案を策定します。計画段階から地

域住民が参加することで、地域ニーズを反映した公園整備を行うととも

に、公園への愛着を高め、地域活動などでこれまで以上に利用される公

園を目指します。 

 

 

 
買い物応援ネットワーク推進事業 

高齢者などが安心して買い物できる環境づくりを進めるため、地域住民が主体となって買い物支

援を目的とした取組を行っている団体に対してシンボルマークを配布するほか、いのちをつなぐネ

ットワーク推進会議（買い物支援部会）を開催するなど、地域協働による買い物支援活動を応援す

る取組を進めます。 

 

 

 住民主体による「サロン活動」 

高齢者や障害のある方が、気軽に歩いて行ける身近な交流の場とし

て､「サロン」の設置が広がっています。小倉北区では、校(地)区社会

福祉協議会が直接支援するものだけで約８０ヶ所、まちづくり協議会

やその他の団体、個人が運営するものを含めると約１１０ヶ所のサロ

ンが開かれていて、仲間づくりや居場所づくり、健康づくり（介護予

防）など、多様な役割を担っています。 

定期的に公民館や集会所などで楽しくおしゃべりやレクリエーショ

ンなどをする場であるほか、出前市場や季節行事等を取り入れたりと

自由で様々な形のサロン活動が行われています。 

 

 

 

 

 

スポーツ・レクリエーション活動 

健康づくりや地域での親睦を図るため、小倉北区スポーツ推進委員協議会が主体となって、ディ

スコンやバッゴーなど誰でも気軽に参加できるスポーツ大会を実施しています。 

また、スポーツの普及や子どもの安全な遊び場確保のため、小学校や中学校の学校体育施設を開

放しています。 

 

 

 

コミュニティ支援課 生涯学習係 ＴＥＬ：５８２－３３２２ 

小倉北区社会福祉協議会  
ＴＥＬ：５７１－５４５２ 

建設局 みどり・公園整備課  

    ＴＥＬ：５８２－２４６０ 

ワークショップ風景 

保健福祉局 地域福祉推進課  

 ＴＥＬ：５８２－２０６０ 

ふれあいサロン 

居場所づくり・仲間づくり 
（サロン活動） 

協働 

協働 
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青少年の健全育成 

子どもたちが心豊かで健全に成長できるよう、青少年団体や地

域団体が協力し、子どもが家族などと一緒に楽しく過ごす「小倉

北区子どもまつり」を毎年開催しています。 

（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染予防のため中止） 

また、青少年の健全育成と非行防止のために、校区ごとに住民

が主体となって、夏及び年末の「夜間非行防止パトロール」、「青

少年健全育成キャンペーン」、各校区での巡回活動などを実施しています。 

 

 

小倉都心部クリーンアップ事業 

   小倉都心部を訪れるお客様を「おもてなしの心」で気持ちよく

お迎えしようと、自治会、企業、学校、各種団体、官公署等が協働

してお盆やお正月の帰省時期や春休みに小倉都心部の清掃活動を

行い、併せて区民のまち美化意識の高揚を図っています。 

 

子どもまつり 

コミュニティ支援課 生涯学習係 ＴＥＬ：５８２－３３２２ 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 

 ＴＥＬ：５８２－３４１５ 

クリーンアップ事業 

協働 

まち美化に向けた取組 

ごみのない清潔で美しいまちづくりを進めるため、市民やボランティア団体、企業、行政等

が連携し、様々な取組が行われています。 

■“クリーン北九州”まち美化キャンペーン 

  毎年、５月３０日（ごみゼロの日）から環境月間である６

月末日まで各区に会場を設け、市民も気軽に参加できる大規

模清掃活動「まち美化（ごみゼロ）清掃」を行っています。

小倉北区の会場は勝山公園です。このほか、ボランティア団

体等による自主的な清掃活動も行われています。 

■市民いっせいまち美化の日 

毎年１０月の第一日曜日を「市民いっせいまち美化の日」とし、この日を中心とし

た９月から１０月の間、多くの市民が地域の道路、公園、河川等の清掃を自主的に行

っています。 

 

“クリーン北九州”まち美化キャンペーン 

コラム 
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【まちづくり活動への支援】 

様々な支援事業により、住民主体の地域づくり･まちづくり活動の一層の促進を図ってい

ます。 

 

ふれあい花壇・菜園事業 

未利用市有地や公園の一部を無償で地域の自治組織に貸し出

し、花壇・菜園に活用してもらうことで、街なかの緑を増やすと

ともに、高齢者の生きがい・健康づくりや地域の多世代交流を図

ります。 

 

 

 

地域総括補助金 

 地域が一体となった、住民主体の地域づくり･まちづくりを促進するため、市各部局が事業ごと

に地域団体に交付していた補助金を可能な限り一本化し、まちづくり協議会に交付する「地域総括

補助金制度」を、平成１６年度から実施しています。令和３年度末までに２１校区が導入していま

す。 

 

 

校区まちづくり支援事業 

地域住民が一体となった、地域づくりの目標や活動計画等の策定、地域課題の解決に向けた活動

などに対して助成を行います。令和３年度末までに２１校区が導入しています。 

 

 

まちづくりステップアップ事業 

市民主体のまちづくりを推進するため、市民が主体的に取り組む地域の特性を活かした活動や、

地域の活性化につながる新たなまちづくり活動などについて、活動費の一部を補助します。 

 

 

まちづくり専門家派遣事業 

まちづくり協議会や自治会等が、地域でまちづくりの勉強会などを実施する場合、アドバイザー

や講師としてまちづくりの専門家を派遣します。 

 

 

ＮＰＯ公益活動支援事業 

ＮＰＯ法人や市民活動団体が専門性を発揮して行う意欲的で先進的な取組（特定の区や地域に限

定せず、広い区域で行われるまちづくり活動）について、活動費の一部を補助します。

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 ＴＥＬ：５８２－３４１５ 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 ＴＥＬ：５８２－３４１５ 

総務企画課 企画係 ＴＥＬ：５８２－３３３５ 

市民文化スポーツ局 地域振興課 ＴＥＬ：５８２－２１１１ 

コミュニティ支援課 ＴＥＬ：５８２－３４１５ 
まちづくり整備課  ＴＥＬ：５８２－３４７１ 

市民文化スポーツ局 市民活動推進課 ＴＥＬ：６４５－３１０１ 

今町しあわせ菜園 


