
 

平成２４年度 中心市街地活性化関連予算案の概要 

 
 
 
  
 
 
 
 

◆平成２４年度 中心市街地活性化関連予算 

 合 計  市予算額 １５，７４０百万円（うち国費見込額 ５，８８３百万円） 

 対前年比：1,999百万円増（1４．５％増）〔平成23年度 市予算額13,741百万円〕 

   小倉地区：計 延べ６７事業、市予算額6,712百万円（うち国費見込額3,173百万円） 

   黒崎地区：計 延べ３９事業、市予算額9,498百万円（うち国費見込額2,877百万円） 

 

◆主な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20年 7月に内閣総理大臣から認定された「中心市街地活性化基本計画（小

倉地区、黒崎地区）」は、平成2４年度に最終年度を迎えます。 

平成 2４年度は、引き続き、新たな集客拠点の整備を進めるとともに、これまで

のハード整備によるストックを活用し、集客力の高いイベント等を行い、にぎわい

を創出します。また、来街者の回遊性向上を図るための取り組みを進め、基本計画

の数値目標達成を目指し、さらなる取り組みの充実を図ります。 

【 計 画 全 般 】 建 築 都 市 局 都 心 ・ 副 都 心 開 発 室 ／ 担 当 ： 柴 田 （ 5 8 2 - 2 5 0 2 ）

【 商 業 活 性 化 】 産 業 経 済 局 商 業 振 興 課 ／ 担 当 ： 垰 谷 （ 5 5 1 - 3 6 4 6 ）

小倉地区 

○新全国から大規模な集客を図るため、B級ご当地グルメの全国大会を開催する「Ｂ－

１グランプリｉｎ北九州事業」 

○新平成24年 8月にオープン予定である「（仮称）北九州市漫画ミュージアム」のオ

ープニングイベントの開催や管理運営等を行う「（仮称）北九州市漫画ミュージアム

管理運営費」等 

○新来街者の回遊促進、集客の向上、にぎわいづくりの創出が期待できる大規模コンベ

ンションの運営支援を行う「女性・若年経営者活力創出支援事業」等 

○新コミュニティサイクルの利便性を向上し、来街者の回遊性を高めるため、ステーシ

ョンの増設を行う「自転車共同利用支援事業」 

黒崎地区 

○黒崎地区の文化拠点としてホール、図書館等の着実な整備推進を図る「黒崎副都心「文

化・交流拠点地区」整備事業」（平成24年７月オープン） 

○新ひとづくり支援や広域行政サービス拠点として早期開業を目指す「コムシティ」の

着実な整備推進を図る「コムシティ改修事業」 

○拡充「文化・交流拠点地区」等への来訪者の商店街への回遊性向上を図る「中心市街

地商業活性化推進事業」 



平成２４年度 小倉地区中心市街地活性化関連予算案の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計 延べ６７事業、市予算額６，７１２百万円（うち国費見込額３，１７３百万円） 
 
 
 
 
施策別の概要 

（１）商業の活性化      ・・・ 計  ６事業、市予算額  ４３１百万円 
   
  ○ 低炭素型の街づくり事業【建設局】 
  ○ 中心市街地商業活性化推進事業【産業経済局】ほか 
 
（２）都市福利施設の整備   ・・・ 計  ４事業、市予算額  ３３６百万円 
   
○ 新（仮称）北九州市漫画ミュージアム普及事業【市民文化スポーツ局】 
○ 新（仮称）北九州市漫画ミュージアム管理運営費【市民文化スポーツ局】ほか 

 
（３）街なか居住の推進    ・・・ 計  ２事業、市予算額  ３８６百万円 
   
  ○ 優良賃貸住宅供給支援事業【建築都市局】ほか 
 
（４）市街地の整備改善    ・・・ 計  １４事業、市予算額  ４，２１２百万円 
   
  ○ 道路整備（国道199号砂津バイパス、砂津長浜線など）、紫川の整備【建設局】 
○ アルモニーサンク改修事業【市民文化スポーツ局】ほか 

 
（５）公共交通の利便増進、その他 ・・・計  ３１事業、市予算額 １，０２４百万円 
   
○ 新 B-1グランプリ in北九州事業【総務企画局】 
○ 新 女性・若年経営者活力創出支援事業【産業経済局】 
○ 新 自転車共同利用支援事業【建築都市局】 ほか 

 
（６）その他関連事業     ・・・ 計  １０事業、市予算額  ３２４百万円 
   
○ 小倉北消防署移転新築【消防局】ほか 

 

【お問合せ先】＜基本計画全般＞ 建築都市局 都心・副都心開発室（582-2502）柴田、池田 

       ＜商業活性化＞ 産業経済局 商業振興課（551-3646）垰谷、岡村 

中心市街地活性化基本計画（小倉地区）の最終年度となる平成2４年度は、これま
で推進してきたハード整備によるストックを活用して、集客力のあるイベント等を精
力的に行い、賑わいを創出してまいります。 
具体的には、小倉の新たな魅力となる（仮称）北九州市漫画ミュージアムのオープ

ンに合わせた集客イベントや全国から多くの来訪者が期待できる B-1 グランプリ in
北九州の開催、日本青年会議所全国大会等の大規模コンベンションの開催に合わせた
おもてなしイベントの実施等に取り組み、中心市街地のさらなる集客を図ります。 
また、環境にやさしい交通であるコミュニティサイクルの利用促進を図り、来街者

の回遊性の向上や環境負荷の低減を推進するため、サイクルステーションの増設を実
施します。 
これらに加え、都市の骨格となる主要幹線道路などの基盤整備や商業活性化への支

援を継続的に実施することにより、北九州広域都市圏の顔にふさわしいまちづくりを
推進します。

公共事業：計 ４７事業、市予算額６，３７４百万円(うち国費見込額３，０４３百万円) 

民間事業：計 ２０事業、市予算額   ３３９百万円(うち国費見込額   １２９百万円) 



（参考資料）

　【施策別・予算事務事業一覧】

市予算事務事業名 所管局

※空き店舗賃借料補助事業 産業経済局

中心市街地商業活性化推進事業 産業経済局

区行政推進事業 小倉北区

中小企業団体共同施設等設置補助 産業経済局

（新）おもてなしクリーンアップ事業 環境局

低炭素型の街づくり事業 建設局

思永中学校改築事業 教育委員会

（仮称）北九州市漫画ミュージアム管理運営費 市民文化スポーツ局

（仮称）北九州市漫画ミュージアム普及事業 市民文化スポーツ局

（新）（仮称）北九州市漫画ミュージアムオープニングイベント経費 市民文化スポーツ局

※北九州市住まい支援事業 建築都市局

※優良賃貸住宅供給支援事業 建築都市局

※市民との協働による景観づくり 建築都市局

市街地整備（街路、道路、河川） 建設局

街づくり推進団体への助成（旦過第一地区） 建築都市局

小倉駅南口東地区市街地再開発事業 建築都市局

街路事業（単独） 建設局

道路改築（単独） 建設局

道路景観整備（単独） 建設局

活力創出基盤整備（街路） 建設局

活力創出基盤整備（道路改築） 建設局

地方特定道路整備事業（街路） 建設局

水の安全・安心基盤整備 建設局

小倉地区まちづくりサポーター支援事業 建築都市局

中心市街地都市型ビジネス振興事業 産業経済局

アルモニーサンク改修等事業 市民文化スポーツ局

ノーマイカー普及戦略事業 環境局

公共交通促進事業 建築都市局

緊急経済対策によるコンベンション開催助成金拡充事業 産業経済局

コンベンション開催助成金制度 産業経済局

コンベンション振興対策事業 産業経済局

にぎわいづくり推進事業 総務企画局

市街地整備（道路・河川景観整備） 建設局

小倉城整備事業 産業経済局

（新）小倉城整備事業（臨時） 産業経済局

小倉城庭園管理運営事業 産業経済局

小倉城庭園文化講座開催事業 産業経済局

松本清張記念館普及事業 教育委員会

美術館企画展 教育委員会

文学館普及研究費 教育委員会

商業の活性化（６事業　４３１百万円）

平成２４年度　小倉地区中心市街地活性化関連予算の概要

公共交通の利便増進ほか（３１事業　１，０２４百万円）

市街地の整備改善（１４事業　４，２１２百万円）

都市福利施設の整備（４事業　３３６百万円）

街なか居住の推進（２事業　３８６百万円）



（参考資料）

　【施策別・予算事務事業一覧】

市予算事務事業名 所管局

平成２４年度　小倉地区中心市街地活性化関連予算の概要

北九州テレワークセンター管理運営事業 産業経済局

紫川エコリバー構想推進事業 環境局

芸術文化活性化事業 企画文化局

若年者就業促進事業 産業経済局

若者ワークプラザ北九州運営事業 産業経済局

若者ワークプラザ北九州の利用時間延長、日曜日開館 産業経済局

オフィス立地促進補助金 産業経済局

芸術文化活性化・インセンティブ事業 市民文化スポーツ局

市民環境力支援事業 環境局

区行政推進事業 小倉北区

小倉都心賑わいづくり推進事業 建築都市局

（新）小倉都心部来街者回遊性向上事業 建築都市局

（新）中心市街地商業活性化推進事業 産業経済局

（新）B-1グランプリin北九州事業 総務企画局

（新）女性・若年経営者活力創出支援事業 産業経済局

（新）自転車共同利用支援事業 建築都市局

エコドライブ推進事業 環境局

※北九州定住促進支援事業 建築都市局

※中心市街地基本計画フォローアップ事業 建築都市局

※中心市街地商業活性化推進事業 産業経済局

にぎわいづくり推進事業 総務企画局

花と緑のまちづくり 建設局

障害者の自立支援ショップ運営補助事業 保健福祉局

モラル･マナーアップ関連条例推進事業 市民文化スポーツ局

小倉北消防署移転新築 消防局

（新）美しい街なか景観創出事業 建設局

市街地整備（公園） 建設局

合計（延べ６７事業、６，７１２百万円）

※印の事務事業は、市全体又は小倉・黒崎２地区分の予算額を計上している

その他関連事業（１０事業　３２４百万円）



平成２４年度 黒崎地区中心市街地活性化関連予算案の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計 延べ ３９事業、市予算額 ９，４９８百万円（うち国費見込額 ２，８７７百万円） 
 
 
 
 
施策別の概要 

  
（１）商業の活性化    ・・・ 計１０事業、市予算額    ６１百万円 
   
○ 中心市街地商業活性化推進事業【産業経済局】  
 
○ 黒崎地区中心市街地賑わい再生事業【産業経済局】 ほか 

  
（２）都市福利施設の整備 ・・・ 計 ４事業、市予算額 ８，０３３百万円 
 
○ 黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業【建築都市局】 
 
○ 新 コムシティ改修事業【建築都市局】    
 

（３）街なか居住の推進  ・・・ 計 ４事業、市予算額   ４６６百万円 
 
  ○ 中心市街地共同住宅供給事業【建築都市局】 ほか 
 
（４）市街地の整備改善  ・・・ 計 ７事業、市予算額   ５２９百万円 
 
  ○ 中心市街地の道路整備の推進（黒崎駅ペデストリアンデッキほか）【建設局】  
 
○ 黒崎二丁目地区市街地再開発推進計画作成事業【建築都市局】 ほか 

 
（５）公共交通の利便増進ほか ・・・ 計 ２事業、市予算額   ５５百万円 
   
  ○ 公共交通促進事業【建築都市局】 
   
  ○ 黒崎地区ひとづくり・まちづくり総合支援事業【建築都市局】 ほか 
 
（６）その他関連事業   ・・・ 計 １２事業、市予算額    ３５４百万円 
 
○ 拡充 中心市街地商業活性化推進事業【産業経済局】 ほか 

 
【お問合せ先】＜基本計画全般＞ 建築都市局 都心・副都心開発室（582-2502）堤、藤井 
      ＜商業活性化＞ 産業経済局 商業振興課（551-3646）垰谷、大江 

中心市街地活性化基本計画（黒崎地区）の最終年度となる平成 24 年度は、地

区の文化拠点として本年7月にオープンする「文化・交流拠点地区」や、ひとづ

くり支援や広域行政サービス拠点として早期開業を目指す「コムシティ」につい

て、着実な整備推進を図ります。 

また、文化・交流拠点地区やコムシティのオープンを端緒に、商店街を中心と

する多様な団体が実施する「中心市街地の回遊性を向上させる取組み」を積極的

に支援し、地域が一丸となった魅力的なまちづくりを進めます。 

公共事業：計３３事業、市予算額 ９，４７１百万円(うち国費見込額 ２，８７２百万円)

民間事業：計 ６事業、市予算額    ２７百万円(うち国費見込額     ５百万円)



【施策別・予算事務事業一覧】

市予算事務事業名 所管局

商業の活性化（計　１０事業、６１百万円）

黒崎副都心賑わいづくり推進事業 建築都市局

黒崎地区中心市街地賑わい再生事業 産業経済局

商店街賑わいづくりスタート支援事業 産業経済局

商店街活性化計画づくり支援事業 産業経済局

中心市街地商業活性化推進事業 産業経済局

黒崎地区商業ベンチャー育成事業 産業経済局

区行政推進事業 八幡西区

※空き店舗賃借料補助事業 産業経済局

おもてなしクリーンアップ事業 環境局

中小企業団体共同施設等設置補助 産業経済局

都市福利施設の整備（計　４事業、８，０３３百万円）

黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 建築都市局

黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業（図書館） 教育委員会

黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業（ホール） 市民文化スポーツ局

コムシティ改修事業 建築都市局

街なか居住の推進（計　４事業、４６６百万円）

中心市街地共同住宅供給事業 建築都市局

※優良賃貸住宅供給支援事業 建築都市局

※北九州市住まい支援事業 建築都市局

優良建築物等整備事業 建築都市局

市街地の整備改善（計　７事業、５２９百万円）

市街地整備（街路、道路景観） 建設局

低炭素の街づくり事業（道路景観） 建設局

単独（街路、道路景観） 建設局

水の安全・安心基盤整備（補助） 建設局

市街地整備（河川） 建設局

黒崎二丁目地区市街地再開発推進計画作成事業 建築都市局

街づくり推進団体への助成 建築都市局

公共交通の利便増進ほか（計　２事業、５５百万円）

公共交通促進事業 建築都市局

黒崎地区ひとづくり・まちづくり総合支援事業 建築都市局

その他関連事業（計　１２事業、３５４百万円）

※中心市街地活性化基本計画フォローアップ事業 建築都市局

※中心市街地商業活性化推進事業
（基本計画フォローアップ事業、協議会運営事業）

産業経済局

市街地整備（街路，街路債務） 建設局

地方特定道路整備事業（街路，街路債務） 建設局

花と緑のまちづくり 建設局

市街地整備（都市公園等） 建設局

美しい街なか景観創出事業 建設局

※市民との協働による景観づくり 建築都市局

※北九州市定住促進支援事業 建築都市局

モラル・マナーアップ関連条例推進事業 市民文化スポーツ局

岡田公園整備事業 建設局

（新）中心市街地商業活性化推進事業 産業経済局

合計（延べ３９事業、９，４９８百万円）

※印の事務事業は、市全体又は小倉・黒崎２地区分の予算額を計上している

平成２４年度 黒崎地区中心市街地活性化関連予算の概要


