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北九州市中心市街地活性化基本計画（小倉地区） 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 
 

変  更  後 変  更  前 
 
４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 
の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 
（１）略 
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：勝山公園再整備事
業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：勝山通り景観整備 
 
内容：歩道部透水性カラー
舗装、照明灯、歩道柵等の
改良 
 
位置：小倉北区船場町他 
 
実施時期： 
H16～26 年度 

北九州市 商店街エリア・個店・街の魅
力づくりの施策に位置付けられ
る事業であり、北九州都市圏に
相応しい品格のある街並み形成
を目指すとともに、快適に回遊
できる歩行者空間の確保をめざ
す。 
この効果としては、小倉都心
地区の魅力を高め、滞在・回遊
性の向上を図ることができ、都
心部にふさわしい街並や都市環
境づくりに寄与し、来街者を惹
きつけることから、広域商業拠
点の賑わいの向上に必要な事業
である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画事業（小
倉都心地区）） 
 
実施時期： 
H23 年度 
 ～25 年度 

 

事業名：紫川東線の整備 
（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：都市計画道路博労
町線の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ＪＲ小倉駅北口ペ
デストリアンデッキの整
備 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：紫川親水空間整備
（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：城内大手町線の整
備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

 
４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 
の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］～［２］略 
（１）略 
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：勝山公園再整備事
業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：勝山通り景観整備 
 
内容：歩道部透水性カラー
舗装、照明灯、歩道柵等の
改良 
 
位置：小倉北区船場町他 
 
実施時期： 
H16～25 年度 

北九州市 商店街エリア・個店・街の魅
力づくりの施策に位置付けられ
る事業であり、北九州都市圏に
相応しい品格のある街並み形成
を目指すとともに、快適に回遊
できる歩行者空間の確保をめざ
す。 
この効果としては、小倉都心
地区の魅力を高め、滞在・回遊
性の向上を図ることができ、都
心部にふさわしい街並や都市環
境づくりに寄与し、来街者を惹
きつけることから、広域商業拠
点の賑わいの向上に必要な事業
である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画） 
 
実施時期： 
H22 年度 
 ～25 年度 

 

事業名：紫川東線の整備 
（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：都市計画道路博労
町線の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ＪＲ小倉駅北口ペ
デストリアンデッキの整
備 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：紫川親水空間整備
（略） 

（略） （略） （略）  

事業名：城内大手町線の整
備 
（略） 

（略） （略） （略） 
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事業名：小倉都心サイン整
備 
 
内容：歩行者用サイン整備
約 120ha 
 
位置：小倉北区城内他 
 
実施期間： 
H18～21 年度 
 

北九州市 アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
小倉都心部を訪れる市民や観光
客を対象に、周辺施設への円滑
な誘導、分かりやすい地域情報
の提供を目的として、現在様々
な所管課によって設置されてい
るサイン、案内板を一元化する
とともに、景観に配慮した歩行
者向けサインを再整備する。 
この効果としては、歩行者が快
適に都心部を回遊することがで
きるとともに、都市景観の向上
にも寄与するため、回遊性や都
心の賑わいの向上に必要な事業
である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画事業（小
倉都心地区）） 
 
実施期間： 
H21 年度 

 

事業名：浅野町線（シンボ
ルロード）整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：中心市街地内の移
動快適性向上のための道
路整備 
 
内容：既存道路の改修、道
路の整備 
 
位置：国道 199 号、市道鍛
冶町江南町 1号線外、市道
大手町金田 1号線、市道原
町金田１号線、小倉停車場
線、市道浅野 33 号線外、
市道堺町 3号線、市道浅野
29 号線 
 
実施時期： 
H18～24 年度 

北九州市 商業エリア・個店・街の魅力づ
くりに位置付けられる事業であ
り、既存道路の改修、小倉駅北
口地区や小倉駅南口東地区と幹
線道路とを結ぶ道路を整備する
ものである。 
 この効果としては、来街者の
利便性、回遊性の向上を図るこ
とができ、都心部にふさわしい
交通アクセス環境が整備される
ことから、広域商業拠点の賑わ
いの向上に必要な事業である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画事業（小
倉都心地区）） 
 
実施時期： 
H21 年度 
～24 年度 

 

事業名：旦過第一地区市街
地再開発周辺の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：紫川夜間景観整備 

（略） 
（略） （略） （略） 

 

事業名：小倉都心サイン整
備 
 
内容：歩行者用サイン整備
約 120ha 
 
位置：小倉北区城内他 
 
実施期間： 
H18～25 年度 
 

北九州市 アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
小倉都心部を訪れる市民や観光
客を対象に、周辺施設への円滑
な誘導、分かりやすい地域情報
の提供を目的として、現在様々
な所管課によって設置されてい
るサイン、案内板を一元化する
とともに、景観に配慮した歩行
者向けサインを再整備する。 
この効果としては、歩行者が快
適に都心部を回遊することがで
きるとともに、都市景観の向上
にも寄与するため、回遊性や都
心の賑わいの向上に必要な事業
である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画事業（小
倉都心地区）） 
 
実施期間： 
H21～25 年度 

 

事業名：浅野町線（シンボ
ルロード）整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：中心市街地内の移
動快適性向上のための道
路整備 
 
内容：既存道路の改修、道
路の整備 
 
位置：国道 199 号、市道鍛
冶町江南町 1号線外、市道
大手町金田 1号線、市道原
町金田１号線、小倉停車場
線、市道京町 18 号線外、
市道浅野 17 号線、市道浅
野 33 号線、市道室町 13
号線、市道堺町 3号線、市
道浅野 29 号線 
 
実施時期： 
H18～25 年度 

北九州市 商業エリア・個店・街の魅力づ
くりに位置付けられる事業であ
り、既存道路の改修、小倉駅北
口地区や小倉駅南口東地区と幹
線道路とを結ぶ道路を整備する
ものである。 
 この効果としては、来街者の
利便性、回遊性の向上を図るこ
とができ、都心部にふさわしい
交通アクセス環境が整備される
ことから、広域商業拠点の賑わ
いの向上に必要な事業である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画） 
 
実施時期： 
H21 年度 
～25 年度 

 

事業名：旦過第一地区市街
地再開発周辺の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：紫川夜間景観整備 

（略） 
（略） （略） （略） 
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事業名：小倉駅周辺交通ア
クセス環境整備 
 
内容：人工地盤、照明施設
の整備、公共連絡通路天井
パネル改修  
 
位置：小倉北区浅野一丁目
～三丁目（小倉駅新幹線口
～新幹線口） 
 
実施時期： 
H21～30 年度 
 

北九州市 アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
小倉駅の周辺では南北一体とな
った市街地整備を促進する都市
基盤施設として、駅と周辺施設
を連絡し、歩行者の主要動線と
なるペデストリアンデッキを整
備することにより、快適で魅力
的な歩行空間の創出を図る。 
この効果としては、周辺施設
の利用者に寄与できるととも
に、AIM や民間のホテル等をこ
のペデストリアンデッキで連絡
し、回遊性のある歩行者ネット
ワークが構築され、小倉駅周辺
地区の回遊性の向上が図られ
る。 
また、歩行者と自動車交通を分
離することで、歩行者の安全性
及びバリアフリー空間の創出な
ど、来街者の利便性向上が図ら
れることから、広域商業拠点の
賑わいの向上に必要な事業であ
る。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画事業（小
倉都心地区）） 
 
 
実施時期： 
H21 年度 
 ～25 年度 
 

 

事業名：室町大門線の整備 

（略） 
（略） （略） （略） 

 

事業名：大門木町線の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉駅南口東地区
市街地再開発事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：西小倉駅前第一地
区市街地再開発事業 

（略） 
（略） （略） （略） 

 

事業名：提案型まちづくり
サポーター支援事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：中心市街地都市型
ビジネス振興事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉駅周辺交通ア
クセス環境整備 
 
内容：人工地盤、照明施設
の整備、公共連絡通路天井
パネル改修  
 
位置：小倉北区浅野一丁目
～三丁目（小倉駅北口～南
口） 
 
実施時期： 
H21～25 年度 
 

北九州市 アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
小倉駅の周辺では南北一体とな
った市街地整備を促進する都市
基盤施設として、駅と周辺施設
を連絡し、歩行者の主要動線と
なるペデストリアンデッキを整
備することにより、快適で魅力
的な歩行空間の創出を図る。 
この効果としては、周辺施設
の利用者に寄与できるととも
に、AIM や民間のホテル等をこ
のペデストリアンデッキで連絡
し、回遊性のある歩行者ネット
ワークが構築され、小倉駅周辺
地区の回遊性の向上が図られ
る。 
また、歩行者と自動車交通を分
離することで、歩行者の安全性
及びバリアフリー空間の創出な
ど、来街者の利便性向上が図ら
れることから、広域商業拠点の
賑わいの向上に必要な事業であ
る。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画） 
 
実施時期： 
H21 年度 
 ～25 年度 
 

 

事業名：室町大門線の整備 

（略） 
（略） （略） （略） 

 

事業名：大門木町線の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉駅南口東地区
市街地再開発事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：西小倉駅前第一地
区市街地再開発事業 

（略） 
（略） （略） （略） 

 

事業名：提案型まちづくり
サポーター支援事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：中心市街地都市型
ビジネス振興事業 
（略） 

（略） （略） （略）  
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事業名：九州厚生年金会館
リニューアルオープン事
業（アルモニーサンク改修
事業） 
 
内容：ホールのバリアフリ
ー化、耐震改修等 
  
位置：小倉北区大手町（勝
山公園内） 
 
実施時期： 
H20 年度～ 
 

北九州市、
SSBK 北九州
共同企業体 

芸術・文化・コンベンション
等を活用した賑わい・魅力づく
りの施策に位置付けられる事業
である。本施設は、国の年金・
健康保険施設の整理合理化計画
に伴い、（独）年金・健康保険
福祉施設整理機構による一般競
争入札での売却が予定されてい
たが、４０万人を超える市民か
らの署名や市議会からの存続要
望に応え、会館エリアを勝山公
園に編入する都市計画決定を行
い、会館を取得し、芸術・文化
の振興・コンベンション機能の
充実に寄与する施設として多く
の市民が活用できるようホール
のバリアフリー化等大規模な補
修・改修を行い、リニューアル
オープンするものである。また、
オープン後も、施設利用者の利
便性向上のため、必要な補修及
び改修を引続き行う。 
この効果としては、芸術・文
化・コンベンション施設の充実
のほか、文化の薫るまちとして
のイメージアップおよびビジタ
ーズ・インダストリーの振興な
どから、文化的で非日常的な都
心の魅力向上に必要な事業であ
る。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画事業（小
倉都心地区）） 
 
実施時期： 
H25 年度 
 
なお、H20～21
年度に都市公
園事業、住宅・
建築物安全ス
トック形成事
業を活用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）②からの移設    
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（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：勝山公園再整備事
業（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：国道１９９号砂津
バイパス 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：砂津長浜線の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：城内大手町線の整
備（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：一般国道１９９号
（砂津地区）の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：一般国道３号（砂
津拡幅）道路改築事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：大門木町線の整備
（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：紫川の整備 
 
内容：護岸整備、橋梁架替、
河床掘削、緩傾斜護岸整
備、高水敷整備 
 
位置：北九州市小倉北区浅
野～小倉北区中島（河口～
貴船橋） 
 
延長：2.2km 
 
実施時期： 
S62 年度～ 
   H35 年度 

北九州市 二級河川紫川は、市街地の中
心を流れ、商業地、工業地およ
び宅地等が密集し、著しく市街
化が進む中、依然として治水安
全度の低い紫川流域で、まちづ
くりと一体となった治水対策を
推進するものである。 
当該区間は、紫川マイタウ
ン・マイリバー整備事業として
整備を進めており、本整備によ
り北九州市の水辺空間を活かし
た潤いある都心整備を目指し、
未来を展望した快適なアメニテ
ィー空間を有する水景都市を創
造するものである。 
整備された水辺空間を活用し
て小倉都心部の魅力をより一層
高め、集客活性化を図り、高次
な都市機能の充実と、都心の賑
わいづくりを推進する。 

支援措置の内
容：社会資本総
合整備（河川整
備） 
 
実施時期： 
S62 年度 
～H35 年度 

 

 
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：勝山公園再整備事
業（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：国道１９９号砂津
バイパス 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：砂津長浜線の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：城内大手町線の整
備（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：一般国道１９９号
（砂津地区）の整備 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：一般国道３号（砂
津拡幅）道路改築事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：大門木町線の整備
（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：紫川の整備（都市
基盤河川改修事業） 
 
内容：護岸整備、橋梁架替、
河床掘削、緩傾斜護岸整
備、高水敷整備 
 
位置：北九州市小倉北区浅
野～小倉北区中島（河口～
貴船橋） 
 
延長：2.2km 
 
実施時期： 
S62 年度～ 
   H25 年度 

北九州市 二級河川紫川は、市街地の中
心を流れ、商業地、工業地およ
び宅地等が密集し、著しく市街
化が進む中、依然として治水安
全度の低い紫川流域で、まちづ
くりと一体となった治水対策を
推進するものである。 
当該区間は、紫川マイタウ
ン・マイリバー整備事業として
整備を進めており、本整備によ
り北九州市の水辺空間を活かし
た潤いある都心整備を目指し、
未来を展望した快適なアメニテ
ィー空間を有する水景都市を創
造するものである。 
整備された水辺空間を活用し
て小倉都心部の魅力をより一層
高め、集客活性化を図り、高次
な都市機能の充実と、都心の賑
わいづくりを推進する。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（河川整備） 
 
実施時期： 
S62 年度 
～H25 年度 
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（２）①に移設     

事業名：九州厚生年金会館
リニューアルオープン事
業（アルモニーサンク改修
事業） 
 
内容：ホールのバリアフリ
ー化、耐震改修等 
  
位置：小倉北区大手町（勝
山公園内） 
 
実施時期： 
H20 年度～ 
 

北九州市、
SSBK 北九州
共同企業体 

芸術・文化・コンベンション
等を活用した賑わい・魅力づく
りの施策に位置付けられる事業
である。本施設は、国の年金・
健康保険施設の整理合理化計画
に伴い、（独）年金・健康保険
福祉施設整理機構による一般競
争入札での売却が予定されてい
たが、４０万人を超える市民か
らの署名や市議会からの存続要
望に応え、会館エリアを勝山公
園に編入する都市計画決定を行
い、会館を取得し、芸術・文化
の振興・コンベンション機能の
充実に寄与する施設として多く
の市民が活用できるようホール
のバリアフリー化等大規模な補
修・改修を行い、リニューアル
オープンするものである。また、
オープン後も、施設利用者の利
便性向上のため、必要な補修及
び改修を引続き行う。 
この効果としては、芸術・文
化・コンベンション施設の充実
のほか、文化の薫るまちとして
のイメージアップおよびビジタ
ーズ・インダストリーの振興な
どから、文化的で非日常的な都
心の魅力向上に必要な事業であ
る。 

支援措置の内
容： 
都市公園事業、
住宅・建築物安
全ストック形
成事業 
 
実施時期： 
H20 年度 
 ～21 年度 
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事業名：小倉都心部自転車
通行環境整備事業 

 

内容:エリア内の主要道路
における自転車専用通行
帯の整備  

 

位置：小倉北区県道三萩野
魚町線ほか 

 

実施時期: 
H20～26 年度 

北九州市 アクセス利便性の向上の施策
に位置づけられる事業であり、
地球温暖化の視点からも環境負
荷の少ない交通手段として自転
車利用を促すため、自転車専用
通行帯などを整備する。 
 自転車の通行空間を歩行者空
間と分離しネットワーク化を図
ることにより、環境モデル都市
にふさわしい、安全で快適な自
転車通行環境を実現する。 
この効果としては、自転車の通
行空間を歩行者の移動空間と分
離してネットワ－ク化すること
で、自転車及び歩行者の移動快
適性を高める。 
 
 
 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（道路事業） 
 
実施時期： 
H21～26 年度 
 

 

 
（３）～（４）略 
 
 
５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 
［１］～［２］略 
 

事業名：小倉都心部自転車
通行環境整備事業 

 

内容:エリア内の主要道路  

 

位置：小倉北区県道三萩野
魚町線 

 

実施時期: 
H20 年度～ 

北九州市 アクセス利便性の向上の施策
に位置づけられる事業であり、
地球温暖化の視点からも環境負
荷の少ない交通手段として自転
車利用を促すため、自転車レー
ンを整備する。 
 自転車の通行空間を歩行者空
間と分離しネットワーク化を図
ることにより、環境モデル都市
にふさわしい、安全で快適な自
転車通行環境を実現する。 
この効果としては、自転車の通
行空間を歩行者の移動空間と分
離してネットワ－ク化すること
で、自転車及び歩行者の移動快
適性を高める。 
 
 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（道路事業） 
 
実施時期： 
H21 年度～ 
 

 

 
（３）～（４）略 
 
 
５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 
［１］～［２］略 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体
として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 
［１］～［２］略 
（１）～（２）①略 
 
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：優良賃貸住宅供給
支援事業 
 
内容：地域優良賃貸住宅
（一般型・特定優良賃貸住
宅及び高齢者型・高齢者向
け優良賃貸住宅）の供給を
支援する事業 
 
位置：一般型・特定優良賃
貸住宅―街なか(小学校区
単位131校区のうち107校
区)、高齢者型・高齢者向
け優良賃貸住宅―市内全
域 
中心市街地エリア内の物
件について優先的に認定 
 
実施時期： 
H6 年度～ 

北 九 州 市
（供給主体
は民間） 

中心市街地等への良質な賃貸
住宅の供給を促進する施策に位
置付けられる事業であり、本事
業は、人口減少や高齢化の進行
が著しく、また、良質な賃貸住
宅が不足する状況にある中心市
街地等において、ファミリー向
け賃貸住宅や高齢者向け優良賃
貸住宅の供給を支援（建設費補
助、家賃減額補助）するもので
ある。（平成 22 年度認定分から
家賃減額補助を廃止し、以後は
既認定分の家賃減額補助を実
施） 
この効果として、中心市街地
等での良質な賃貸住宅の供給
により、若年世帯の定住促進、
高齢者の居住の安定確保が見
込まれるため、都心居住や就業
を支える多様な機能が充実し
た活力あるまちの形成に必要
な事業である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（地域住宅計
画に基づく事
業） 
 
実施時期： 
H6 年度 
～26 年度 

 

事業名：住宅市街地総合整
備事業(長浜地区） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：（仮称）旧小倉ホ
テル跡地整備事業 （再掲） 

（略） 
（略） （略） （略） 

 

 
６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体
として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 
［１］～［２］略 
（１）～（２）①略 
 
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：優良賃貸住宅供給
支援事業 
 
内容：地域優良賃貸住宅
（一般型・特定優良賃貸住
宅及び高齢者型・高齢者向
け優良賃貸住宅）の供給を
支援する事業 
 
位置：一般型・特定優良賃
貸住宅―街なか(小学校区
単位131校区のうち107校
区)、高齢者型・高齢者向
け優良賃貸住宅―市内全
域 
中心市街地エリア内の物
件について優先的に認定 
 
実施時期： 
H6 年度～ 

北 九 州 市
（供給主体
は民間） 

中心市街地等への良質な賃貸
住宅の供給を促進する施策に位
置付けられる事業であり、本事
業は、人口減少や高齢化の進行
が著しく、また、良質な賃貸住
宅が不足する状況にある中心市
街地等において、ファミリー向
け賃貸住宅や高齢者向け優良賃
貸住宅の供給を支援（建設費補
助、家賃減額補助）するもので
ある。（平成 22 年度認定分から
家賃減額補助を廃止し、以後は
既認定分の家賃減額補助を実
施） 
この効果として、中心市街地
等での良質な賃貸住宅の供給
により、若年世帯の定住促進、
高齢者の居住の安定確保が見
込まれるため、都心居住や就業
を支える多様な機能が充実し
た活力あるまちの形成に必要
な事業である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（地域住宅計
画に基づく事
業） 
 
実施時期： 
H6 年度 
～24 年度 

 

事業名：住宅市街地総合整
備事業(長浜地区） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：（仮称）旧小倉ホ
テル跡地整備事業 （再掲） 

（略） 
（略） （略） （略） 
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事業名：北九州市住まい支
援事業 
 
内容：良質な住宅を購入、
建設する者に対して利子
補給金を交付 
 
位置：北九州市内の「住ま
い支援事業対象物件」に登
録された住宅・土地 

中心市街地エリ
ア内の物件につ
いて優先的に認
定 

 
実施時期： 
H17～21 年度 

北九州市 市外から市内の中心市街地等
への転入を促進する施策に位置
付けられる事業であり、市外か
ら転入して市内において良質な
住宅を購入し、又は建設する者
に対し、借入金の利子補給を行
い、住宅取得を支援するもので
ある。（新規認定は平成 21 年度
分で終了し、以後は既認定分の
利子補給を実施） 
この効果として、エンドユ

ーザーに対する住宅取得の支
援により、良質な住宅の建設
や住宅取得の促進が期待され
るため、昼間人口の拡大によ
る活力向上のために必要な事
業である。 

支援措置の内
容： 
社会資本整備
総合交付金（地
域住宅計画に
基づく事業（公
営住宅等整備
事業及び公営
住宅等ストッ
ク総合改善事
業）と一体の効
果促進事業） 
 
実施時期： 
H17～21 年度 

 

 
（３）～（４）略 
 
７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 
［１］～［２］略 
（１）略 
 
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：魚町銀天街ショッ
ピングモール化事業 
（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：北九州市住まい支
援事業 
 
内容：良質な住宅を購入、
建設する者に対して利子
補給金を交付 
 
位置：北九州市内の「住ま
い支援事業対象物件」に登
録された住宅・土地 

中心市街地エリ
ア内の物件につ
いて優先的に認
定 

 
実施時期： 
H17 年度～ 

北九州市 市外から市内の中心市街地等
への転入を促進する施策に位置
付けられる事業であり、市外か
ら転入して市内において良質な
住宅を購入し、又は建設する者
に対し、借入金の利子補給を行
い、住宅取得を支援するもので
ある。（新規認定は平成 21 年度
分で終了し、以後は既認定分の
利子補給を実施） 
この効果として、エンドユ
ーザーに対する住宅取得の支
援により、良質な住宅の建設
や住宅取得の促進が期待され
るため、昼間人口の拡大によ
る活力向上のために必要な事
業である。 

支援措置の内
容： 
社会資本整備
総合交付金（地
域住宅計画に
基づく事業（公
営住宅等整備
事業及び公営
住宅等ストッ
ク総合改善事
業）と一体の効
果促進事業） 
 
実施時期： 
H17～26 年度 

 

 
（３）～（４）略 
 
７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 
［１］～［２］略 
（１）略 
 
（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：魚町銀天街ショッ
ピングモール化事業 
（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
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事業名：小倉地区賑わい回
復イベント事業 
 
内容：都心部の賑わいと消
費拡大をテーマとした集
客促進イベントの実施 
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H12 年度～ 

小倉中央商
業連合会 

商業エリア・個店・街の魅力
づくりのための事業であり、小
倉都心では、平成20年3月末に
小倉伊勢丹が撤退するなど、商
業機能の低下と賑わいの喪失が
懸念されている。 
そこで、当事業は、商店街や
大型商業施設等が一体となって
、年間を通して 4 月「小倉さく
らまつり」、５月「小倉大道芸
フェスティバル」、1 月「小倉
十日ゑびす祭宝恵かご道中」、2
月「小倉食市食座」等の、市民
参加型であり、賑わいと消費拡
大をテーマとした集客促進イベ
ントを実施するものである。 
この効果としては、商店街エ
リアの賑わいの向上を図り、小
倉都心部全体に効果を及ぼし一
層の集客・活性化に寄与するな
ど、広域商業拠点の賑わいの向
上に必要な事業である。 
 
※図表（略） 

支援措置の内
容：戦略的中
心市街地商業
等活性化支援
事業費補助金 
 
実施時期： 
H21～23 年度 

 

事業名：チャレンジショッ
プ事業 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：都心の公共空間活
用事業  
 
内容：室町長崎街道起点等
の整備・活用等 
 
位置：常盤橋西側たもと等 
 
実施時期： 
H21～25 年度 

北九州市 商業エリア・個店・街の魅力づ
くりの施策に位置付けられる事
業であり、常盤橋は、長崎街道
の起点であり、これまで歴史を
活かしたイベント等を実施し、
まちづくりを行ってきた。 
そこで、当事業は、常盤橋西側
の公有地を整備するとともに、
道路等の多数の公共空間を活用
する。 
この効果としては、交流、休
憩、イベントスペースの確保等
来街者の増加に寄与するなど、
広域商業拠点の賑わいの向上に
必要な事業である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画事業（小
倉都心地区）） 
 
実施時期： 
H21 年度 
 ～25 年度 

 

事業名：魚町 3丁目複合商
業施設開発事業  
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉地区賑わい回
復イベント事業 
 
内容：都心部の賑わいと消
費拡大をテーマとした集
客促進イベントの実施 
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H12 年度～ 

小倉中央商
業連合会 

商業エリア・個店・街の魅力
づくりのための事業であり、小
倉都心では、平成20年3月末に
小倉伊勢丹が撤退するなど、商
業機能の低下と賑わいの喪失が
懸念されている。 
そこで、当事業は、商店街や
大型商業施設等が一体となって
、年間を通して 4 月「小倉さく
らまつり」、５月「小倉大道芸
フェスティバル」、1 月「小倉
十日ゑびす祭宝恵かご道中」、2
月「小倉食市食座」等の、市民
参加型であり、賑わいと消費拡
大をテーマとした集客促進イベ
ントを実施するものである。 
この効果としては、商店街エ
リアの賑わいの向上を図り、小
倉都心部全体に効果を及ぼし一
層の集客・活性化に寄与するな
ど、広域商業拠点の賑わいの向
上に必要な事業である。 
 
※図表（略） 

支援措置の内
容：戦略的中
心市街地商業
等活性化支援
事業費補助金 
 
実施時期： 
H21 年度～ 

 

事業名：チャレンジショッ
プ事業 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：都心の公共空間活
用事業  
 
内容：室町長崎街道起点等
の整備・活用等 
 
位置：常盤橋西側たもと等 
 
実施時期： 
H21～23 年度 

北九州市 商業エリア・個店・街の魅力づ
くりの施策に位置付けられる事
業であり、常盤橋は、長崎街道
の起点であり、これまで歴史を
活かしたイベント等を実施し、
まちづくりを行ってきた。 
そこで、当事業は、常盤橋西側
の公有地を整備するとともに、
道路等の多数の公共空間を活用
する。 
この効果としては、交流、休
憩、イベントスペースの確保等
来街者の増加に寄与するなど、
広域商業拠点の賑わいの向上に
必要な事業である。 

支援措置の内
容：社会資本整
備総合交付金
（都市再生整
備計画） 
 
実施時期： 
H21 年度 
 ～23 年度 

 

事業名：魚町 3丁目複合商
業施設開発事業  
（略） 

（略） （略） （略） 
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事業名：堺町安全・安心セ
ンター整備事業 
 
内容：活動拠点の整備 
 
位置：小倉北区堺町 
 
実施時期： 
H19～20 年度 

北九州市 商業エリア・個店・街の魅力
づくりの施策に位置付けられる
事業であり、これまでは、繁華
街の安全・安心などを関係者が
集まって協議する場が無く、部
署ごとに問題把握や解決を行っ
ていたのが現状である。 
そこで、当事業は、暴力団犯
罪や凶悪事件などの発生によっ
て悪化した鍛冶町・堺町周辺の
繁華街のイメージや問題点を改
善し、「誰もが安心して過ごせ
る、賑わいの場」とするために
は、地域（住民・事業者）、警
察、行政が連携して、その基盤
となる「安全で安心なまちづく
り」に向けた取り組みを行い、
既存事業の統合や共同実施な
ど、より大きな相乗効果を生む
事業の検討など、総合的な対策
を検討するなど、安全・安心の
まちづくりを推進する。（H18.12
小倉北区繁華街安全・安心なま
ち推進協議会発足） 
この効果としては、魅力的な
まちづくりとしての安全で安心
なまちの形成など、市民が誇れ
る都心づくりに寄与するなど、
広域商業拠点の賑わいの向上に
必要な事業である。 

支援措置の内
容：まちづくり
交付金 
 
実施時期： 
H19 年度 
 ～20 年度 

 

事業名：小倉駅北口商業ビ
ル（ラフォーレ跡）再生事
業 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：快適に回遊できる
歩行空間創出事業 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉都心プロモー
ション事業（ＷｅＬｏｖｅ
小倉プロジェクト） 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

 
（２）②～（３）略 
 
 
 

事業名：堺町安全・安心セ
ンター整備事業 
 
内容：活動拠点の整備 
 
位置：小倉都心（繁華街） 
 
実施時期： 
H19 年度～ 

北九州市 商業エリア・個店・街の魅力
づくりの施策に位置付けられる
事業であり、これまでは、繁華
街の安全・安心などを関係者が
集まって協議する場が無く、部
署ごとに問題把握や解決を行っ
ていたのが現状である。 
そこで、当事業は、暴力団犯
罪や凶悪事件などの発生によっ
て悪化した鍛冶町・堺町周辺の
繁華街のイメージや問題点を改
善し、「誰もが安心して過ごせ
る、賑わいの場」とするために
は、地域（住民・事業者）、警
察、行政が連携して、その基盤
となる「安全で安心なまちづく
り」に向けた取り組みを行い、
既存事業の統合や共同実施な
ど、より大きな相乗効果を生む
事業の検討など、総合的な対策
を検討するなど、安全・安心の
まちづくりを推進する。（H18.12
小倉北区繁華街安全・安心なま
ち推進協議会発足） 
この効果としては、魅力的な
まちづくりとしての安全で安心
なまちの形成など、市民が誇れ
る都心づくりに寄与するなど、
広域商業拠点の賑わいの向上に
必要な事業である。 

支援措置の内
容：まちづくり
交付金 
 
実施時期： 
H19 年度 
 ～20 年度 

 

事業名：小倉駅北口商業ビ
ル（ラフォーレ跡）再生事
業 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：快適に回遊できる
歩行空間創出事業 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉都心プロモー
ション事業（ＷｅＬｏｖｅ
小倉プロジェクト） 

（略） 

（略） （略） （略）  

 
（２）②～（３）略 
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（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：チャチャタウン小
倉 2期開発事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：井筒屋リニューア
ル事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：インフォメーショ
ン事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：共通駐車券事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：こくらハローズ事
業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：おもてなしトイレ
事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：情報誌「小倉季行」
事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉まちなかいち
おし自慢運動 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ちゅうぎん通り歩
道改修事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：都心・副都心巡回
清掃事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ものづくり・歴史
の散歩道室町京町通り事
業 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：魅力ある繁華街づ
くり推進事業（ミュージッ
クファウンテン at 堺町
公園等） 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：空き店舗賃借料補
助制度の拡充 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

 
（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：チャチャタウン小
倉 2期開発事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：井筒屋リニューア
ル事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：インフォメーショ
ン事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：共通駐車券事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：こくらハローズ事
業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：おもてなしトイレ
事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：情報誌「小倉季行」
事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉まちなかいち
おし自慢運動 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ちゅうぎん通り歩
道改修事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：都心・副都心巡回
清掃事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ものづくり・歴史
の散歩道室町京町通り事
業 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：魅力ある繁華街づ
くり推進事業（ミュージッ
クファウンテン at 堺町
公園等） 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：空き店舗賃借料補
助制度の拡充 
（略） 

（略） （略） （略） 
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事業名：魚町商店街コミュ
ニティスペース建築事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：鳥町食道街アーケ
ード等改築事業  
 
内容：老朽化したアーケー
ドと共同トイレの改修 
 
位置：小倉北区魚町二丁目 
 
実施時期： 
H21～24 年度 
 

鳥町食道街
組合 

商業エリア・個店・街の魅力
づくりの施策に位置付けられる
事業であり、老朽化したアーケ
ードと共同トイレを改修し、飲
食店が建ち並ぶ鳥町ならではの
街並みづくりを行うものであ
る。 
この効果としては、来街者の
安全・安心に資するとともに街
の魅力アップに寄与し、広域商
業拠点の賑わいの向上に必要な
事業である。 

支援措置の内
容：福岡県行き
たくなる商店
街づくり事業
補助金 
 
実施時期： 
H24 年度 
 
なお、H21 年度
に福岡県顔が
見える商店街
づくり推進事
業補助金を活
用 

 

事業名：旦過第一地区市街
地再開発事業（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：都心部「通り名」
命名推進事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：九州新幹線を活用
した観光客誘致プロモー
ション事業 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：(仮)京町銀天街シ
ョッピングモール化事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：魚町銀天街ショッ
ピングモール化事業 
（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業名：魚町商店街コミュ
ニティスペース建築事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：鳥町食道街アーケ
ード等改築事業  
 
内容：老朽化したアーケー
ドと共同トイレの改修 
 
位置：小倉北区魚町二丁目 
 
実施時期： 
H21～24 年度 
 

鳥町食道街
組合 

商業エリア・個店・街の魅力
づくりの施策に位置付けられる
事業であり、老朽化したアーケ
ードと共同トイレを改修し、飲
食店が建ち並ぶ鳥町ならではの
街並みづくりを行うものであ
る。 
この効果としては、来街者の
安全・安心に資するとともに街
の魅力アップに寄与し、広域商
業拠点の賑わいの向上に必要な
事業である。 

支援措置の内
容：福岡県顔が
見える商店街
づくり推進事
業補助金 
 
実施時期： 
H21～24 年度 
 

 

事業名：旦過第一地区市街
地再開発事業（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：都心部「通り名」
命名推進事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：九州新幹線を活用
した観光客誘致プロモー
ション事業 
（略） 

（略） （略） （略） 

 

事業名：(仮)京町銀天街シ
ョッピングモール化事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：魚町銀天街ショッ
ピングモール化事業 
（再掲） 
（略） 

（略） （略） （略）  
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 
［１］～［２］略 
（１）略 
（２）①略 
 
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：(仮称)ＴＡＮＧＡ
コンプレックス新築事業 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ちょこ乗り交通 
タウンモビリティ事業（自
転車共同利用支援事業） 
 
内容：電動カートの貸出し
や買物ポーターサービス
による高齢者等に優しい
「ちょこ乗り交通事業」の
実施 
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H20 年度～ 

北九州市、
特定非営 
利活動法人 
タウン 
モービル   
ネットワー
ク北九州 

アクセス利便性の向上の施策

に位置付けられる事業であり、

小倉都心では、高齢者等が快適

に回遊できる空間づくりと公共

交通の利用促進が大きな課題と

なっている。 

そこで、当事業は、拠点とな

るモビリティセンターを設置

し、公共交通を補完する「ちょ

こ乗り交通システム」を構築す

ることにより、高齢者等に対し、

電動カートや電動自転車の貸出

しや、買物ポーターサービスを

提供するものである。 

この効果としては、高齢者等

の回遊性の向上や買物支援、公

共交通の利用促進などが見込ま

れ、都心の賑わいの向上に必要

な事業である。 

支援措置の内
容： 
社会資本整備
総合交付金（活
力創出基盤整
備事業と一体
の効果促進事
業） 
 
実施時期： 
H25 年度 

 

 
（３）略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 
［１］～［２］略 
（１）略 
（２）①略 
 
（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

支援措置の内容 
及び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：(仮称)ＴＡＮＧＡ
コンプレックス新築事業 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

（４）からの移設    

 

 
（３）略 
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（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：西鉄バスロケーシ
ョンシステム事業（にして
つバスナビ） 
 
内容：バス現在位置情報提
供サービスの拡充、H19 年
サービス開始、北九州全エ
リアに導入済 
 
位置：西鉄バス北九州が運
行している北九州地区の
全エリア 
 
実施時期： 
H19 年度～ 

西鉄バス北
九州株式会
社等 

アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
バス利用者が､減少傾向にある
なかで､IT 技術を活用した新し
いバスサービスの充実促進やお
客さまの利便性向上を図る必要
がある。 
そこで、路線バスの現在位置
情報等を提供し、お客さまが携
帯電話やパソコンから目的のバ
スの位置情報をリアルタイムに
確認できる「にしてつバスナビ
」を導入し､利便性を高めるシス
テムづくりを推進する。 
この効果としては、公共交通
機関としてのバスの利便性の向
上を図り、中心市街地への利用
者の増加を図るなど、都心の賑
わいの向上に必要な事業であ
る。 

  

事業名：ＩＣカード乗車券
システムの導入（スゴカ） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ＩＣカード事業
（ニモカ） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ノーマイカー得々
キャンペーン 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

 
（４）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 
及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他 
の事項 

事業名：西鉄バスロケーシ
ョンシステム事業（にして
つバスナビ） 
 
内容：バス現在位置情報提
供サービスの拡充、H19 年
サービス開始、H20 年３月
までに北九州全エリアに
導入予定 
 
位置：西鉄バス北九州が運
行している北九州地区の
全エリア 
 
実施時期： 
H19 年度～ 

西鉄バス北
九州株式会
社等 

アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
バス利用者が､減少傾向にある
なかで､IT 技術を活用した新し
いバスサービスの充実促進やお
客さまの利便性向上を図る必要
がある。 
そこで、路線バスの現在位置
情報等を提供し、お客さまが携
帯電話やパソコンから目的のバ
スの位置情報をリアルタイムに
確認できる「にしてつバスナビ
」を導入し､利便性を高めるシス
テムづくりを推進する。 
この効果としては、公共交通
機関としてのバスの利便性の向
上を図り、中心市街地への利用
者の増加を図るなど、都心の賑
わいの向上に必要な事業であ
る。 

  

事業名：ＩＣカード乗車券
システムの導入（スゴカ） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ＩＣカード事業
（ニモカ） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ノーマイカー得々
キャンペーン 
（略） 

（略） （略） （略） 
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事業名：都心 100 円周遊バ
ス 
 
内容：運賃 100 円で小倉駅
バスセンター～西小倉駅
～厚生年金会館～小倉北
区役所～市立医療センタ
ー～紺屋町～小倉駅バス
センター間の周遊バスの
実施 
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H12～23 年度 
 

西鉄バス北
九州株式会
社 

アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業である。
都心 100 円周遊バスは、小倉都
心地区の回遊性を高める目的で
導入したが、利用者が伸びず、
対策として西小倉駅への乗入れ
を図るなどしたが、官公庁や病
院の需要が少なく、平日の利用
は増加しなかった。一方で買い
物客の増加が見込める土曜日・
日祝日については、旦過橋クエ
スト前経由に経路変更するな
ど、一部運行ルート変更や北九
州都市圏乗り放題定期券「得パ
ス」の導入および、北九州都市
圏１日フリー乗車券をバス車内
での発売も行うといった増客対
策に取組んできたが、小倉都心
部の流動人口が少なく、利用者
の増加に繋がっていないのが現
状である。  
これまで実施してきた効果と
反省を踏まえ、バス輸送による
小倉都心地区の回遊性の向上や
公共交通機関の一層の利用増進
に寄与するなど、都心の賑わい
の向上に必要な事業である。 

  

事業名：１駅 100 円モノレ
ール事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：都心 100 円周遊バ
ス 
 
内容：運賃 100 円で小倉駅
バスセンター～西小倉駅
～厚生年金会館～小倉北
区役所～市立医療センタ
ー～紺屋町～小倉駅バス
センター間の周遊バスの
実施 
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H12 年度～ 
 

西鉄バス北
九州株式会
社 

アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業である。
都心 100 円周遊バスは、小倉都
心地区の回遊性を高める目的で
導入したが、利用者が伸びず、
対策として西小倉駅への乗入れ
を図るなどしたが、官公庁や病
院の需要が少なく、平日の利用
は増加しなかった。一方で買い
物客の増加が見込める土曜日・
日祝日については、旦過橋クエ
スト前経由に経路変更するな
ど、一部運行ルート変更や北九
州都市圏乗り放題定期券「得パ
ス」の導入および、北九州都市
圏１日フリー乗車券をバス車内
での発売も行うといった増客対
策に取組んできたが、小倉都心
部の流動人口が少なく、利用者
の増加に繋がっていないのが現
状である。  
これまで実施してきた効果と
反省を踏まえ、バス輸送による
小倉都心地区の回遊性の向上や
公共交通機関の一層の利用増進
に寄与するなど、都心の賑わい
の向上に必要な事業である。 

  

事業名：１駅 100 円モノレ
ール事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
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事業名：モビリティマネジ
メント事業 
 
内容：過度に自動車を利用
するライフスタイルから、
公共交通や自転車などを
積極的に利用するライフ
スタイルに転換を促すな
ど、個人のモビリティ（移
動）が社会的にも個人的に
も望ましい方向へ自発的
に変化するよう働きかけ
る  
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H20 年度～ 

北九州市等 アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
従来の公共交通利用促進策は、
バス専用レーンの設置やパーク
アンドライド駐車場の整備な
ど、ハード整備中心に進めてき
たものの、依然として公共交通
の利用者は減少傾向にある。 
本事業は、ハード整備に加え
て市民全般、学校、企業を対象
に、モビリティマネジメントを
推進する。 
この効果としては、公共交通
の利用促進による、交通渋滞の
解消や環境負荷の低減等に寄与
するとともに、歩いて暮らせる
まちづくりの推進など、都心の
賑わいの向上に必要な事業であ
る。 

  

事業名：広告付きバスシェ
ルター整備事業 
 
内容： 屋根、照明、防風
、広告の機能をもつバス
の上屋を整備 
 
位置：小倉都心等（平成
24 年度までに都心部で 23
ヶ所設置） 
 
実施時期： 
H19 年度～ 

西鉄バス北
九州株式会
社、 
エムシード
ゥコー株式
会社 

アクセス利便性の向上の施策

に位置付けられる事業であり、

本事業は、公共交通の要である

バス利用を促進するため、屋根

、照明、防風の機能をもったバ

スの上屋を整備することで、バ

スを待つ利用者の快適性を向上

させるものである｡設置後も徹

底した清掃・メンテナンスを行

うことで、快適かつ清潔感のあ

るバス待ち環境を維持し続ける

ことが可能となる｡ 

これにより、街並みになじん

だ落ち着いたデザインの上屋と

2週間毎に変わる上質な広告が､

都市の景観の向上に寄与すると

ともに､まちの賑わいの創出や

夜間の照明による防犯の効果も

期待できるため､都心の賑わい

の向上に必要な事業である。 

  

事業名：モビリティマネジ
メント事業 
 
内容：過度に自動車を利用
するライフスタイルから、
公共交通や自動車などを
積極的に利用するライフ
スタイルに転換を促すな
ど、個人のモビリティ（移
動）が社会的にも個人的に
も望ましい方向へ自発的
に変化するよう働きかけ
る  
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H20 年度～ 

北九州市等 アクセス利便性の向上の施策
に位置付けられる事業であり、
従来の公共交通利用促進策は、
バス専用レーンの設置やパーク
アンドライド駐車場の整備な
ど、ハード整備中心に進めてき
たものの、依然として公共交通
の利用者は減少傾向にある。 
本事業は、ハード整備に加え
て市民全般、学校、企業を対象
に、モビリティマネジメントを
推進する。 
この効果としては、公共交通
の利用促進による、交通渋滞の
解消や環境負荷の低減等に寄与
するとともに、歩いて暮らせる
まちづくりの推進など、都心の
賑わいの向上に必要な事業であ
る。 

  

事業名：広告付きバスシェ
ルター整備事業 
 
内容： 屋根、照明、防風
、広告の機能をもつバス
の上屋を整備 
 
位置：小倉都心等（平成
20年度は都心部で約30ヶ
所予定） 
 
実施時期： 
H19 年度～ 

西鉄バス北
九州株式会
社、 
エムシード
ゥコー株式
会社 

アクセス利便性の向上の施策

に位置付けられる事業であり、

本事業は、公共交通の要である

バス利用を促進するため、屋根

、照明、防風の機能をもったバ

スの上屋を整備することで、バ

スを待つ利用者の快適性を向上

させるものである｡設置後も徹

底した清掃・メンテナンスを行

うことで、快適かつ清潔感のあ

るバス待ち環境を維持し続ける

ことが可能となる｡ 

これにより、街並みになじん

だ落ち着いたデザインの上屋と

2週間毎に変わる上質な広告が､

都市の景観の向上に寄与すると

ともに､まちの賑わいの創出や

夜間の照明による防犯の効果も

期待できるため､都心の賑わい

の向上に必要な事業である。 
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（２）②に移設     

事業名：小倉城周辺観光振
興事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉城庭園企画展
事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉城庭園文化講
座開催事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉城整備事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：エコライフステー
ジ 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：北九州市立美術館
分館 企画展示事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉イルミネーシ
ョン（大乾杯大会含む）
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：松本清張記念館普
及事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ちょこ乗り交通 
タウンモビリティ事業 
 
内容：電動カートの貸出し
や買物ポーターサービス
による高齢者等に優しい
「ちょこ乗り交通事業」の
実施 
 
位置：小倉都心地区 
 
実施時期： 
H20 年度～ 

特定非営 
利活動法人 
タウン 
モービル   
ネットワー
ク北九州 

アクセス利便性の向上の施策

に位置付けられる事業であり、

小倉都心では、高齢者等が快適

に回遊できる空間づくりと公共

交通の利用促進が大きな課題と

なっている。 

そこで、当事業は、拠点とな

るモビリティセンターを設置

し、公共交通を補完する「ちょ

こ乗り交通システム」を構築す

ることにより、高齢者等に対し、

電動カートや電動自転車の貸出

しや、買物ポーターサービスを

提供するものである。 

この効果としては、高齢者等

の回遊性の向上や買物支援、公

共交通の利用促進などが見込ま

れ、都心の賑わいの向上に必要

な事業である。 

  

事業名：小倉城周辺観光振
興事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉城庭園企画展
事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉城庭園文化講
座開催事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉城整備事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：エコライフステー
ジ 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：北九州市立美術館
分館 企画展示事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉イルミネーシ
ョン（大乾杯大会含む）
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：松本清張記念館普
及事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
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事業名：北九州市立文学館
普及事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：北九州芸術文化活
性化事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：こくらｄｅフリマ 
 
内容：フリーマーケットの
開催 
 
位置：小倉北区城内（市役
所南側）・浅野３丁目８番
１号（西日本総合展示場） 
 
実施時期： 
H18 年度～ 

こくらｄｅ
フリマ実行
委員会 

芸術・文化・コンベンション
等を活用した魅力づくりの施策
に位置付けられる事業であり、
小倉都心地区は、百万都市の玄
関口であると共に、商業の集積
地として多くの人で賑わう北九
州市の顔でもある。 
そこで、当事業は、小倉都心
地区の更なる賑わいづくりを推
進するため、フリーマーケット
を開催する。 
この効果としては、楽しみの

選択肢が拡充され、小倉都心地
区の賑わいづくりに寄与する
など、文化的で非日常的な都心
の魅力向上に必要な事業であ
る。 

  

事業名：コンベンション振
興事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉駅新幹線口に
ぎわいづくり事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：北九州市長杯スト
リートダンスバトル 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：にぎわいの駅・小
倉屋台村事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ナイトツアー事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：IT を活用した観
光基盤整備事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：起業支援（北九州
テレワークセンター） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：若者ワークプラザ
北九州運営事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：北九州市立文学館
普及事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：北九州芸術文化活
性化事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：こくらｄｅフリマ 
 
内容：フリーマーケットの
開催 
 
位置：小倉北区城内（市役
所南側）・浅野３丁目８番
１号（JR 小倉駅前公開空
地） 
 
実施時期： 
H18 年度～ 

こくらｄｅ
フリマ実行
委員会 

芸術・文化・コンベンション
等を活用した魅力づくりの施策
に位置付けられる事業であり、
小倉都心地区は、百万都市の玄
関口であると共に、商業の集積
地として多くの人で賑わう北九
州市の顔でもある。 
そこで、当事業は、小倉都心
地区の更なる賑わいづくりを推
進するため、フリーマーケット
を開催する。 
この効果としては、楽しみの
選択肢が拡充され、小倉都心地
区の賑わいづくりに寄与する
など、文化的で非日常的な都心
の魅力向上に必要な事業であ
る。 

  

事業名：コンベンション振
興事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：小倉駅北口にぎわ
いづくり事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：北九州市長杯スト
リートダンスバトル 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：にぎわいの駅・小
倉屋台村事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：ナイトツアー事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：IT を活用した観
光基盤整備事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：起業支援（北九州
テレワークセンター） 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

事業名：若者ワークプラザ
北九州運営事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 



20 

事業名：街なかオフィス立
地促進事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
 

 

事業名：街なかオフィス立
地促進事業 
（略） 

（略） （略） （略） 
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変更前 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 市街地の整備改善 都市福利施設の整備 街なか居住の推進 商業の活性化 公共交通・その他 ※施策区分の色分け 

・魚町銀天街ショッピングモール化事業 

・インフォメーション事業 

・チャレンジショップ事業 

・共通駐車券事業 

・魚町銀天街ＩＣポイントカードシステム事業 

・(仮)京町銀天街ショッピングモール化事業 

・こくらハローズ事業 

・おもてなしトイレ事業 

・小倉まちなかいちおし自慢運動 

・小倉地区賑わい回復イベント事業 

・アーケード内の道路空間を利用した情報発信事業 

・ちゅうぎん通り歩道改修事業 

・ものづくり・歴史の散歩道 室町京町通り事業 

・都心の公共空間活用事業 

・空き店舗賃借料補助制度の拡充 

・魚町 3丁目複合商業施設開発事業 

・魚町商店街コミュニティスペース建築事業 

・鳥町食道街アーケード等改築事業 

・ノーマイカー得々キャンペーン 

※○…優良賃貸住宅 

商店街エリアを中心とした事業 

・（仮称）小倉都心部景観づくり事業 

・クールシティ中枢街区パイロット事業（民間施設のﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策） 

・小倉都心サイン整備 

・中心市街地内の移動快適性向上のための道路整備 

・小倉駅周辺交通アクセス環境整備 

・提案型まちづくりサポーター支援事業 

・中心市街地都市型ビジネス振興事業 

・小倉都心部自転車通行環境整備事業 

・魅力ある繁華街づくり推進事業 

・堺町安全・安心センター整備事業 

・情報誌「小倉季行」事業 

・都心・副都心巡回清掃事業 

・小倉都心プロモーション事業（ＷｅＬｏｖｅ小倉プロジェクト） 

・都心部「通り名」命名推進事業 

・九州新幹線を活用した観光客誘致プロモーション事業 

・交通結節点整備事業 

・西鉄バスロケーションシステム事業（にしてつバスナビ） 

・ＩＣカード乗車券システムの導入（スゴカ） 

・ＩＣカード事業（ニモカ） 

・都心１００円周遊バス 

・モビリティマネジメント事業 

・広告付きバスシェルター整備事業 

・ちょこ乗り交通 タウンモビリティ事業 

・小倉イルミネーション（大乾杯大会含む） 

・ナイトツアー事業 

・小倉発！エコドラプロジェクト 

・紫川エコリバー構想推進事業 

・街なかオフィス立地促進事業 

 

位置の特定できない事業（全体） 

一般国道３号（砂津拡
幅）道路改築事業 

北九州市漫画ミュージアム整備事業 

中心市街地における共同住宅供給の促進 

小倉都心賑わいづくり推進事業（紫川 勝山公
園の魅力を生かした四季折々のイベント） 

松本清張記念館普及事業 

井筒屋リニューアル事業 

こくら deフリマ 

西小倉駅前第一地区市街地再開発事業 

北九州市立美術館分館企画展示事業 

北九州芸術文化活性化事業 

北九州市立思永中学校整備ＰＦＩ事業 

北九州市立文学館普及事業 

エコライフステージ 

大門木町線の整備 

勝山公園再整備事業 

城内大手町線の整備 

北九州市住まい支援事業 

優良賃貸住宅供給支援事業 

チャチャタウン小倉 2期開発事業 

小倉城周辺観光振興事業 
小倉城庭園企画展事業 

小倉城庭園文化講座開催事業 小倉駅北口商業ビル(ラフォーレ跡)再生事業 

ＩＴを活用した観光基盤整備事業 

小倉城整備事業 

一般国道１９９号 
（砂津地区）の整備 

住宅市街地総合整
備事業（長浜地区）

 

砂津長浜線の整備 

起業支援（北九州テレワークセンター） 

若者ワークプラザ北九州運営事業 

コンベンション振興事業 

紫川東線の整備 

都市計画道路博労町線の整備 

ＪＲ小倉駅北口ペデストリアンデッキの整備 

紫川親水空間整備 

紫川の整備 

国道１９９号砂津バイパス 

浅野町線（シンボルロード）整備 

小倉中央市民センターバリアフリー化事業 

紫川夜間景観整備 

（仮称）浅野複合老健施設新築事業 

モノレール旦過駅 

モノレール平和通り駅 

北
九
州
モ
ノ
レ
ー
ル 

チャチャタウン小倉 

商店街 

ＴＯＴＯ 

新小倉病院 

小倉北消防署 

JR 西小倉駅 

中島小学校 

西小倉小学校 

国際会議場 

消防本部庁舎 

子育てふれあい交流プラザ 

紫
川 

小倉城 

九州厚生年金会館 

西日本総合展示場 

小倉北区役所 

北九州市役所 

小倉井筒屋 

福岡地方裁判所小倉支部 

小倉中央小学校 

小倉第二合同庁舎 

小倉税務署 健和会大手町病院 

北九州中央病院 
モノレール香春口三萩野駅 

市立医療センター 
アシスト 21 

北九州市立文学館 

中央図書館 
勝山公園 

松本清張記念館 

北九州市立美術館（分館） 

北九州芸術劇場 

リバーウォーク北九州 JR 小倉駅 

（コンベンション施設） 

水環境館 

商
店
街
エ
リ
ア 

旦過第一地区市街地再開発事業 

１駅１００円モノレール事業 
旦過第一地区市街地再開発周辺の整備 

道路景観整備事業（国道１９９号勝山通り整備） 

小倉駅南口東地区市街地再開発事業 

（仮称）旧小倉ホテル跡地整備事業 

小倉記念病院新築移転事業 

(仮称)小倉駅北口西駐車場整備 

室町大門線の整備 

九州厚生年金会館リニューアルオープン事業 
（アルモニーサンク改修事業） 

（仮称）ＴＡＮＧＡコンプレックス新築事業 

快適に回遊できる歩行空間創出事業 

変更前 

セントシティ北九州 
（小倉伊勢丹(現ｺﾚｯﾄ)） 

にぎわいの駅・小倉屋台村事業 

小倉駅新幹線口にぎわいづくり事業 

北九州市長杯ストリートダンスバトル 
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変更前 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 市街地の整備改善 都市福利施設の整備 街なか居住の推進 商業の活性化 公共交通・その他 ※施策区分の色分け 

・魚町銀天街ショッピングモール化事業 

・インフォメーション事業 

・チャレンジショップ事業 

・共通駐車券事業 

・魚町銀天街ＩＣポイントカードシステム事業 

・(仮)京町銀天街ショッピングモール化事業 

・こくらハローズ事業 

・おもてなしトイレ事業 

・小倉まちなかいちおし自慢運動 

・小倉地区賑わい回復イベント事業 

・アーケード内の道路空間を利用した情報発信事業 

・ちゅうぎん通り歩道改修事業 

・ものづくり・歴史の散歩道 室町京町通り事業 

・都心の公共空間活用事業 

・空き店舗賃借料補助制度の拡充 

・魚町 3丁目複合商業施設開発事業 

・魚町商店街コミュニティスペース建築事業 

・鳥町食道街アーケード等改築事業 

・ノーマイカー得々キャンペーン 

※○…優良賃貸住宅 

商店街エリアを中心とした事業 

・（仮称）小倉都心部景観づくり事業 

・クールシティ中枢街区パイロット事業（民間施設のﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策） 

・小倉都心サイン整備 

・中心市街地内の移動快適性向上のための道路整備 

・小倉駅周辺交通アクセス環境整備 

・提案型まちづくりサポーター支援事業 

・中心市街地都市型ビジネス振興事業 

・小倉都心部自転車通行環境整備事業 

・魅力ある繁華街づくり推進事業 

・堺町安全・安心センター整備事業 

・情報誌「小倉季行」事業 

・都心・副都心巡回清掃事業 

・小倉都心プロモーション事業（ＷｅＬｏｖｅ小倉プロジェクト） 

・都心部「通り名」命名推進事業 

・九州新幹線を活用した観光客誘致プロモーション事業 

・交通結節点整備事業 

・西鉄バスロケーションシステム事業（にしてつバスナビ） 

・ＩＣカード乗車券システムの導入（スゴカ） 

・ＩＣカード事業（ニモカ） 

・都心１００円周遊バス 

・モビリティマネジメント事業 

・広告付きバスシェルター整備事業 

・ちょこ乗り交通 タウンモビリティ事業（自転車共同利用支援事業） 

・小倉イルミネーション（大乾杯大会含む） 

・ナイトツアー事業 

・小倉発！エコドラプロジェクト 

・紫川エコリバー構想推進事業 

・街なかオフィス立地促進事業 

 

位置の特定できない事業（全体） 

一般国道３号（砂津拡
幅）道路改築事業 

北九州市漫画ミュージアム整備事業 

中心市街地における共同住宅供給の促進 

小倉都心賑わいづくり推進事業（紫川 勝山公
園の魅力を生かした四季折々のイベント） 

松本清張記念館普及事業 

井筒屋リニューアル事業 

こくら deフリマ 

西小倉駅前第一地区市街地再開発事業 

北九州市立美術館分館企画展示事業 

北九州芸術文化活性化事業 

北九州市立思永中学校整備ＰＦＩ事業 

北九州市立文学館普及事業 

エコライフステージ 

大門木町線の整備 

勝山公園再整備事業 

城内大手町線の整備 

北九州市住まい支援事業 

優良賃貸住宅供給支援事業 

チャチャタウン小倉 2期開発事業 

小倉城周辺観光振興事業 
小倉城庭園企画展事業 

小倉城庭園文化講座開催事業 小倉駅北口商業ビル(ラフォーレ跡)再生事業 

ＩＴを活用した観光基盤整備事業 

小倉城整備事業 

一般国道１９９号 
（砂津地区）の整備 

住宅市街地総合整
備事業（長浜地区）

 

砂津長浜線の整備 

起業支援（北九州テレワークセンター） 

若者ワークプラザ北九州運営事業 

コンベンション振興事業 

紫川東線の整備 

都市計画道路博労町線の整備 

ＪＲ小倉駅北口ペデストリアンデッキの整備 

紫川親水空間整備 

紫川の整備 

国道１９９号砂津バイパス 

浅野町線（シンボルロード）整備 

小倉中央市民センターバリアフリー化事業 

紫川夜間景観整備 

（仮称）浅野複合老健施設新築事業 

モノレール旦過駅 

モノレール平和通り駅 

北
九
州
モ
ノ
レ
ー
ル 

チャチャタウン小倉 

商店街 

ＴＯＴＯ 

新小倉病院 

小倉北消防署 

JR 西小倉駅 

中島小学校 

西小倉小学校 

国際会議場 

消防本部庁舎 

子育てふれあい交流プラザ 

紫
川 

小倉城 

九州厚生年金会館 

西日本総合展示場 

小倉北区役所 

北九州市役所 

小倉井筒屋 

福岡地方裁判所小倉支部 

小倉中央小学校 

小倉第二合同庁舎 

小倉税務署 健和会大手町病院 

北九州中央病院 
モノレール香春口三萩野駅 

市立医療センター 
アシスト 21 

北九州市立文学館 

中央図書館 
勝山公園 

松本清張記念館 

北九州市立美術館（分館） 

北九州芸術劇場 

リバーウォーク北九州 JR 小倉駅 

（コンベンション施設） 

水環境館 

商
店
街
エ
リ
ア 

旦過第一地区市街地再開発事業 

１駅１００円モノレール事業 
旦過第一地区市街地再開発周辺の整備 

道路景観整備事業（国道１９９号勝山通り整備） 

小倉駅南口東地区市街地再開発事業 

（仮称）旧小倉ホテル跡地整備事業 

小倉記念病院新築移転事業 

(仮称)小倉駅北口西駐車場整備 

室町大門線の整備 

九州厚生年金会館リニューアルオープン事業 
（アルモニーサンク改修事業） 

（仮称）ＴＡＮＧＡコンプレックス新築事業 

快適に回遊できる歩行空間創出事業 

変更後 

セントシティ北九州 
（小倉伊勢丹(現ｺﾚｯﾄ)） 

にぎわいの駅・小倉屋台村事業 

小倉駅新幹線口にぎわいづくり事業 

北九州市長杯ストリートダンスバトル 


