
議題第 297 号 

297-1 

北九州都市計画施設等の変更（北九州市決定） 

 全ての北九州都市計画（北九州市決定）名称中の「北九州都市計画」を「北九州広域

都市計画」とする。また、都市計画道路番号を改める。 

都市計画区域区分の名称を北九州広域都市計画区域区分に改める。 

都市計画用途地域の名称を北九州広域都市計画用途地域に改める。 

都市計画特別用途地区の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画特別用途地区小倉都心部小売商業振興特別用途地区 

北九州広域都市計画特別用途地区特別工業地区 

北九州広域都市計画特別用途地区スポーツ・レクリエーション地区（浅生地区） 

都市計画高度地区の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画高度地区最低限度高度地区 

北九州広域都市計画高度地区１２m高度地区 

都市計画高度利用地区の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画高度利用地区黒崎駅東地区

北九州広域都市計画高度利用地区馬借地区第一

北九州広域都市計画高度利用地区折尾駅前地区

北九州広域都市計画高度利用地区大手町地区

北九州広域都市計画高度利用地区小倉駅前東地区

北九州広域都市計画高度利用地区西小倉駅前第一地区

北九州広域都市計画高度利用地区紫川馬借地区

北九州広域都市計画高度利用地区若松Ａ地区

北九州広域都市計画高度利用地区黒崎駅西地区

北九州広域都市計画高度利用地区室町一丁目地区

北九州広域都市計画高度利用地区八幡駅前地区

都市計画都市再生特別地区の名称を北九州広域都市計画都市再生特別地区小倉駅南

口東地区に改める。 

都市計画防火地域の名称を北九州広域都市計画防火地域に改める。 
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都市計画準防火地域の名称を北九州広域都市計画準防火地域に改める。 

都市計画風致地区の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画風致地区６号足立・戸ノ上

北九州広域都市計画風致地区７号貫

北九州広域都市計画風致地区１０号養福寺

北九州広域都市計画風致地区１４号北海岸

北九州広域都市計画風致地区１号和布刈

北九州広域都市計画風致地区４号喜多久

北九州広域都市計画風致地区１３号夜宮

北九州広域都市計画風致地区１１号大池

北九州広域都市計画風致地区３号庄司

北九州広域都市計画風致地区８号徳吉

北九州広域都市計画風致地区９号皿倉

北九州広域都市計画風致地区１５号石峰山

北九州広域都市計画風致地区５号風師

北九州広域都市計画風致地区１２号金比羅

北九州広域都市計画風致地区２号部崎

都市計画駐車場整備地区の名称を次のとおり改める。 

北九州広域都市計画駐車場整備地区小倉地区 

北九州広域都市計画駐車場整備地区黒崎地区 

都市計画臨港地区の名称を北九州広域都市計画臨港地区に改める。 

都市計画特別緑地保全地区の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１３号鬼山池

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１２号若葉町

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１５号須賀

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１１号二島

北九州広域都市計画特別緑地保全地区３号八所

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１号八旗八幡

北九州広域都市計画特別緑地保全地区９号前岳

北九州広域都市計画特別緑地保全地区５号吉志
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北九州広域都市計画特別緑地保全地区４号夜宮

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１４号大谷池

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１０号小嵐山

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１７号小嶺三丁目

北九州広域都市計画特別緑地保全地区１６号小文字

北九州広域都市計画特別緑地保全地区２号徳光

北九州広域都市計画特別緑地保全地区８号たぶの木

北九州広域都市計画特別緑地保全地区７号本城

北九州広域都市計画特別緑地保全地区６号番所跡

都市計画市街地再開発促進区域の名称を北九州広域都市計画市街地再開発促進区域

紫川馬借地区に改める。 

都市計画道路の名称を次のとおり改める。 

北九州広域都市計画道路１・３・４４‐１号都市高速道路３号線

北九州広域都市計画道路１・４・４４‐１号都市高速道路１号線

北九州広域都市計画道路１・４・４４‐２号都市高速道路２号線

北九州広域都市計画道路１・４・４４‐３号都市高速道路４号線

北九州広域都市計画道路１・４・４４‐４号春の町陣原線

北九州広域都市計画道路１・４・４４‐５号枝光大谷線

北九州広域都市計画道路１・３・４４‐６号北九州豊津線

北九州広域都市計画道路１・２・４４‐７号九州縦貫自動車道長野堀越線

北九州広域都市計画道路１・４・４４‐８号響灘戸畑線

北九州広域都市計画道路１・４・４４‐９号戸畑枝光線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐１号１２号線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐２号小倉港線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐３号鋳物師町線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐４号６号線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐５号８号線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐６号５号線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐７号曽根駅前線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐８号小倉駅北口線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐９号７号線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１０号９号線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１１号門司中央線
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北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１２号黒原飛行場線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１３号南門帆柱線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１４号桃園町線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１５号新池町線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１６号西門台良線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１７号中央町西前田線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１８号３号線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１９号４号線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２０号１０号線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２１号本町川端町線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２２号吉志２号線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２３号沼吉田線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２４号浅野町愛宕線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２５号大門通り線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２６号清水到津線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２７号石田停車場線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２８号戸畑駅渡船場線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２９号尾倉町桃園町線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３０号香月直方線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３１号本町桜町線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３２号本町浜町線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３３号浜町小石線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐３４号臨港２号線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐３５号臨港３号線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３６号小倉駅北口東線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３７号八幡直方線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３８号野面木屋瀬線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐３９号飛行場南線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４０号湯川東谷線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐４１号大門木町線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４２号若園町線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４３号中津口線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４４号小倉日田線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４５号北方西線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４６号南方朽網線
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北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４７号日明渡船場線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４８号幸町牧山線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐４９号新町井ノ浦線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐５０号城山東線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐５１号上津役本城線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐５２号割子川岩屋線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐５３号石坂行正線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐５５号二島脇田線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐５７号竹並芦屋線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐５８号二島折尾線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐５９号１号線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６０号２号線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐６１号１１号線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６２号赤坂砂津線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６３号城野戸畑駅線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６４号城野湯川線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６５号曽根苅田線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６６号井堀中央町線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６７号三六槻田線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６８号枝光駅前線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐６９号黒崎本城線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７０号陣原穴生線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７１号安政町小石線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７２号小倉駅北口西線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７３号大門三六線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７４号城山西線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７６号大里伊川線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７７号寺迫横代線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７８号蒲生線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐７９号足原城野線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８０号三萩野城野線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８１号西港町線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８２号中原天籟寺線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８３号猪ノ坂町線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８４号上本町線
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北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８５号柳原二島線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８６号馬場山笹田線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８７号白山中川町線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８８号中央町穴生線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐８９号春の町線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９０号黒崎駅前線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐９２号緑行正線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９３号浜町白山線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９４号門司駅藤松線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９５号別院線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９６号藤松線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９７号植松吉田線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９８号三萩野田町線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐９９号北方石田線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１００号本城塩屋線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１０３号折尾青葉台線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１０４号鴨生田竹並線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１０５号錦町田野浦線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１０６号大里恒見線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１０７号紫川東線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１０８号室町大門線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１０９号南海岸通り線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１０号錦町氷室町線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１１号萩ヶ丘線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１２号大里山手線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１３号博労町線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１４号三萩野黒原線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１５号小倉駅大門線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１６号日明到津線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１７号井手尻線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１８号中町海岸通り線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１１９号築地元海岸通り線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１２０号沖台通り線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１２１号港町線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐１２２号八幡駅前線
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北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１２３号前田通り線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１２４号藤田中間線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１２５号田町鳴水線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１２６号本城洞北線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１２７号折尾中間線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１２８号臨港１号線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１２９号小石本村町線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１３０号諏訪町線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１３１号若松駅前線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１３２号荒生田山路線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１３３号白野江線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１３４号清見線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１３６号和布刈線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１３７号一枝夜宮線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１３８号牧山鞘ヶ谷線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１３９号清田到津線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１４０号栄盛川小石線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１４１号小糸小石線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１４２号芦屋水巻線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１４４号医大通線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１４５号高須東線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１４６号徳力南方線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１４７号徳力団地線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１４８号守恒蒲生線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１４９号南方蒲生線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１５０号南方線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１５１号志徳団地線

北九州広域都市計画道路３・６・４４‐１５２号紫川線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１５３号本城南線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１５４号香月線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１５５号船越線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１５６号笹田野面線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１５７号木屋瀬東１号線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１５８号青葉台１号線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１５９号清滝西海岸線
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北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１６０号都下到津線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１６１号八幡枝光線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１６２号枝光尾倉線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐１６３号東田大通り線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１６４号枝光八幡港線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１６５号汐井町牧山海岸線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１６６号馬借線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１６７号本城払川線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１６８号塩屋小敷線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１６９号穴生水巻線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１７０号永犬丸則松１号線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１７１号永犬丸則松２号線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１７２号永犬丸則松３号線

北九州広域都市計画道路３・２・４４‐１７３号引野永犬丸線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐１７４号小倉中央線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１７５号城内大手町線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐１７６号浅野町線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１７７号上の原線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１７８号青葉台乙丸線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１７９号砂津長浜線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１８０号曽根行橋線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐１８１号学術研究都市大通り線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１８３号塩屋南線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１８４号小敷南線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１８７号北湊町安瀬線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１８８号新池町中原線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１８９号吉志線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐１９０号門司駅北口駅前線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９１号大里本町通り線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９２号塩屋本城線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９３号塩屋北線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９４号学術研究都市北通り線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９５号小敷北線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９６号上葛原線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐１９７号朽網駅前線
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北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９８号日吉台光明線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐１９９号折尾南北線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐２００号折尾東西線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐２０１号折尾駅南口線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐２０２号東筑堀川町線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐２０３号折尾堀川町線

北九州広域都市計画道路３・５・４４‐２０６号前田熊手線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２０７号城野駅南口線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐２０８号八幡鞍手線

北九州広域都市計画道路３・１・４４‐２０９号城野駅北口線

北九州広域都市計画道路３・４・４４‐２１０号下曽根駅前線

北九州広域都市計画道路３・３・４４‐２１１号東本町田野浦線

北九州広域都市計画道路７・４・４４‐１号西新町線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３号元宮南鳥旗線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐４号金屋町線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐６号船頭町線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐７号正保寺町線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐８号谷町線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐９号都市高速道路１号線付属街路１号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐１０号都市高速道路１号線付属街路２号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐１１号都市高速道路１号線付属街路３号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐１２号都市高速道路１号線付属街路４号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐１９号都市高速道路３号線付属街路１号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐２０号都市高速道路３号線付属街路２号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐２１号都市高速道路３号線付属街路３号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐２２号養福寺三ヶ森線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐２３号京町線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐２４号永犬丸東町線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐２５号永犬丸１号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐２６号永犬丸２号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐２７号浅川１号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐２８号浅川２号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐２９号木屋瀬東２号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐３０号青葉台２号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３１号木屋瀬東３号線
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北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３２号南方１号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３３号南方２号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３４号南方３号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３５号南方４号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３６号南方５号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３７号南方６号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐３８号下上津役１号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐３９号下上津役２号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐４０号尾倉１号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐４１号尾倉２号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐４２号尾倉３号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐４３号枝光１号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐４４号枝光２号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐４５号乙丸線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐４６号都線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐４８号ＪＲ九州筑豊本線側道１号線

北九州広域都市計画道路７・６・４４‐４９号ＪＲ九州鹿児島本線側道１号線

北九州広域都市計画道路７・５・４４‐５０号ＪＲ九州鹿児島本線側道２号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐５１号ＪＲ九州鹿児島本線側道３号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐５２号ＪＲ九州筑豊本線側道２号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐５３号ＪＲ九州筑豊本線側道３号線

北九州広域都市計画道路７・７・４４‐５４号三郎丸片野新町線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐１号歩行者専用道路１号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐３号歩行者専用道路３号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐４号歩行者専用道路４号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐５号歩行者専用道路５号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐６号歩行者専用道路６号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐７号歩行者専用道路７号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐８号歩行者専用道路８号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐９号歩行者専用道路９号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐１０号歩行者専用道路１０号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐１１号歩行者専用道路１１号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐１２号歩行者専用道路１２号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐１３号歩行者専用道路１３号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐１４号歩行者専用道路１４号線
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北九州広域都市計画道路８・６・４４‐１５号自転車歩行者専用道１号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐１６号自転車歩行者専用道２号線

北九州広域都市計画道路８・６・４４‐１７号自転車歩行者専用道３号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐１８号歩行者専用道路１５号線

北九州広域都市計画道路８・７・４４‐１９号歩行者専用道路１６号線

北九州広域都市計画道路９・７・４４‐１号都市モノレール小倉線

北九州広域都市計画道路９・６・４４‐２号勝山公園地下駐車場１号線

北九州広域都市計画道路９・７・４４‐３号勝山公園地下駐車場２号線

都市計画都市高速鉄道の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画都市高速鉄道１号北九州都市高速鉄道小倉線 

北九州広域都市計画都市高速鉄道２号九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線 

北九州広域都市計画都市高速鉄道３号九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線（貨物線） 

北九州広域都市計画都市高速鉄道４号九州旅客鉄道株式会社鹿児島本線 

北九州広域都市計画都市高速鉄道５号九州旅客鉄道株式会社筑豊本線 

都市計画自動車駐車場の名称を次のとおり改める。 

北九州広域都市計画自動車駐車場１号天神島駐車場 

北九州広域都市計画自動車駐車場２号勝山公園地下駐車場 

都市計画自転車駐車場の名称を次のとおり改める。 

北九州広域都市計画自転車駐車場５号下曽根駅南口自転車駐車場 

北九州広域都市計画自転車駐車場６号東折尾駅南口自転車駐車場 

北九州広域都市計画自転車駐車場７号力丸駅前自転車駐車場 

北九州広域都市計画自転車駐車場８号朽網駅東口自転車駐車場 

北九州広域都市計画自転車駐車場９号朽網駅西口自転車駐車場 

北九州広域都市計画自転車駐車場１０号城野駅南口自転車駐車場 

北九州広域都市計画自転車駐車場１１号城野駅北口自転車駐車場 

北九州広域都市計画自転車駐車場１２号下曽根駅北口自転車駐車場 

都市計画公園の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画公園３・３・１号聖山公園

北九州広域都市計画公園３・３・２号二島西公園

北九州広域都市計画公園３・３・３号老松公園

北九州広域都市計画公園３・３・４号丸山公園
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北九州広域都市計画公園３・３・５号清滝公園

北九州広域都市計画公園３・３・６号大森公園

北九州広域都市計画公園３・３・７号萩ケ丘公園

北九州広域都市計画公園３・３・８号中原公園

北九州広域都市計画公園３・３・１０号笹尾公園

北九州広域都市計画公園３・３・１１号牧山２号公園

北九州広域都市計画公園３・４・１２号枝光公園

北九州広域都市計画公園３・３・１３号勝田公園

北九州広域都市計画公園３・３・１４号曽根公園

北九州広域都市計画公園３・３・１７号岡田公園

北九州広域都市計画公園３・３・２０号田良原公園

北九州広域都市計画公園３・３・２１号別所公園

北九州広域都市計画公園３・３・２２号大池公園

北九州広域都市計画公園３・３・２３号上保公園

北九州広域都市計画公園３・３・２４号穴生公園

北九州広域都市計画公園３・３・２５号藤の元公園

北九州広域都市計画公園３・３・２６号岬の山公園

北九州広域都市計画公園３・３・３７号迫田第２公園

北九州広域都市計画公園３・３・２８号深町公園

北九州広域都市計画公園３・３・２９号小田山公園

北九州広域都市計画公園３・３・３０号新門司公園

北九州広域都市計画公園３・３・３１号青葉台公園

北九州広域都市計画公園３・３・３２号延命寺臨海公園

北九州広域都市計画公園３・４・３３号石坂公園

北九州広域都市計画公園３・３・３６号田野浦臨海公園

北九州広域都市計画公園３・３・３７号上津役公園

北九州広域都市計画公園３・３・３８号湯川公園

北九州広域都市計画公園３・３・３９号金剛中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・４０号中の谷公園

北九州広域都市計画公園３・３・４１号日明臨海公園

北九州広域都市計画公園３・３・４２号葛原公園

北九州広域都市計画公園３・３・４３号高須公園

北九州広域都市計画公園３・３・４４号本城西公園

北九州広域都市計画公園３・３・４５号中須公園

北九州広域都市計画公園３・３・４６号香月公園
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北九州広域都市計画公園３・３・４７号本城東公園

北九州広域都市計画公園３・３・４８号馬場山公園

北九州広域都市計画公園３・３・４９号中の原東公園

北九州広域都市計画公園３・３・５０号香月東公園

北九州広域都市計画公園３・３・５１号松寿山公園

北九州広域都市計画公園３・３・５２号朽網中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・５３号大手町公園

北九州広域都市計画公園３・３・５４号長尾公園

北九州広域都市計画公園３・３・５５号松ヶ江公園

北九州広域都市計画公園３・３・５６号日ノ峰公園

北九州広域都市計画公園３・３・５７号貫八幡公園

北九州広域都市計画公園３・３・５８号安部山公園

北九州広域都市計画公園３・３・５９号横代中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・６０号高須青葉台中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・６１号南小倉中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・６２号学園台東公園

北九州広域都市計画公園３・３・６３号葉山中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・６４号徳吉中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・６５号木屋瀬中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・６６号吉田中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・６７号竹末南公園

北九州広域都市計画公園３・３・６８号永犬丸の森公園

北九州広域都市計画公園３・３・６９号折尾南中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・７０号高見中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・７１号前田中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・７２号学研南部中央公園

北九州広域都市計画公園３・３・７３号乙丸１号公園

北九州広域都市計画公園３・３・７４号上葛原 1号公園
北九州広域都市計画公園４・４・１号光貞池公園

北九州広域都市計画公園４・４・２号香月中央公園

北九州広域都市計画公園４・４・３号志井公園

北九州広域都市計画公園４・４・４号紫川河畔公園

北九州広域都市計画公園４・４・５号小森江子供のもり公園

北九州広域都市計画公園４・４・６号竹馬川アクアパーク

北九州広域都市計画公園４・４・７号皇后崎公園
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北九州広域都市計画公園４・４・８号永犬丸則松中央公園

北九州広域都市計画公園４・３・９号浅生公園

北九州広域都市計画公園５・５・１号勝山公園

北九州広域都市計画公園５・５・２号夜宮公園

北九州広域都市計画公園５・５・３号高炉台公園

北九州広域都市計画公園５・５・４号高塔山公園

北九州広域都市計画公園５・６・５号中央公園

北九州広域都市計画公園５・５・６号都島展望公園

北九州広域都市計画公園５・５・７号文化記念公園

北九州広域都市計画公園５・５・８号曽根臨海公園

北九州広域都市計画公園６・５・１号大里公園

北九州広域都市計画公園６・５・２号三萩野公園

北九州広域都市計画公園６・５・３号桃園公園

北九州広域都市計画公園６・５・４号的場池公園

北九州広域都市計画公園６・５・５号本城公園

北九州広域都市計画公園７・６・１号和布刈公園

北九州広域都市計画公園７・５・２号手向山公園

北九州広域都市計画公園７・６・３号足立公園

北九州広域都市計画公園７・５・４号帆柱公園

北九州広域都市計画公園７・５・５号河頭山公園

北九州広域都市計画公園７・６・６号響灘緑地

北九州広域都市計画公園７・５・８号美術の森公園

北九州広域都市計画公園７・５・９号花尾城公園

北九州広域都市計画公園８・３・１号合馬竹林公園

北九州広域都市計画公園８・３・２号東田大通り公園

北九州広域都市計画公園９・６・１号山田緑地

北九州広域都市計画公園９・６・２号長野緑地

北九州広域都市計画公園２・２・１号文字ケ関公園

北九州広域都市計画公園２・２・２号畑田公園

北九州広域都市計画公園２・２・３号清見公園

北九州広域都市計画公園２・２・４号上本町公園

北九州広域都市計画公園２・２・５号門司谷町公園

北九州広域都市計画公園２・２・６号高砂町公園

北九州広域都市計画公園２・２・７号春日町公園

北九州広域都市計画公園２・２・８号下吉志公園
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北九州広域都市計画公園２・２・９号上馬寄南公園

北九州広域都市計画公園２・２・１０号上緑公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１号上馬寄公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２号上馬寄北公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３号緑谷公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４号西新町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５号東新町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６号社ノ木公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７号桃山町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８号柳原公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９号新九郎公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０号高田公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１号城山町公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２号奥田西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３号奥田公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４号永黒公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５号大里東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６号矢筈町公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７号片上公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８号葛葉百済町公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９号桐ノ木谷公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０号葛葉南公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１号貴船西公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２号貴船東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３号白木崎公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４号広石町公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５号下清滝公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６号鎮西橋公園

北九州広域都市計画公園２・２・３７号内堀川公園

北九州広域都市計画公園２・２・３８号外浜公園

北九州広域都市計画公園２・２・３９号八幡公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０号門司日ノ出町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１号新原町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２号春日町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３号大里泉ヶ丘公園
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北九州広域都市計画公園２・２・４４号門司丸山公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５号朝日ヶ丘南公園

北九州広域都市計画公園２・２・４６号角ノ林公園

北九州広域都市計画公園２・２・４７号春吉志公園

北九州広域都市計画公園２・２・４８号恒見公園

北九州広域都市計画公園２・２・４９号黒川南公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０号藤松三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１号寺内公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２号清滝東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３号葛葉東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４号風師公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５号丸山二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６号丸山吉野町公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７号広石一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８号白野江海浜公園

北九州広域都市計画公園２・２・１０２号桜ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・１０４号米町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１０５号小倉大谷公園

北九州広域都市計画公園２・２・１０６号堺町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１０８号菊ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・１０９号白藤公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１０号大畠２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１１号中津口公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１２号明和町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１３号宇佐町２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１４号大畠公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１５号足立三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１６号小倉藤松公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１７号熊本公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１８号三萩野東公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１９号古船場公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０号馬借公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１号黒原本町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２号黒原公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２３号櫨山公園
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北九州広域都市計画公園２・２・１２４号高坊公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２５号三郎丸公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２６号片野東公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２７号片野新町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２８号紫川公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２９号中島公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３０号黄金公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３１号片野本町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３２号片野西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３３号富士見公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３４号吉野公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３５号東篠崎１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３６号木町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３７号今町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３８号小熊野公園

北九州広域都市計画公園２・２・１３９号熊谷公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４０号熊ヶ南公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４１号原町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４２号下到津公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４３号真鶴公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４４号金鶏公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４５号田町街園

北九州広域都市計画公園２・２・１４６号西小倉公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４７号金田公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４８号御幸公園

北九州広域都市計画公園２・２・１４９号到津八幡公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０号田町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１号大門公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２号小倉高峰２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５３号井堀１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５４号井堀２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５５号錦ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５６号緑ヶ丘２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５７号緑ヶ丘１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５８号臼ヶ丘公園
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北九州広域都市計画公園２・２・１５９号中井２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６０号境川公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６１号中井１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６２号日明公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６３号鋳物師西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６４号上富野西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６５号赤坂東公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６６号赤坂桜城公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６７号片町二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６８号霧ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・１６９号熊谷４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７０号日明西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７１号上富野東公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７２号白銀公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７３号東篠崎２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７４号東篠崎西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７５号若生公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７６号片野新町２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７７号篠崎中公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７８号篠崎西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１７９号堅林公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８０号熊谷三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８１号小倉高峰北公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８２号皿山町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８３号霧ヶ丘南公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８４号南丘コミュニティ公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８５号富の台東公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８６号篠崎南公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８７号山門町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８８号昭和町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１８９号今町中公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９０号高尾一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９１号片野南公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９２号砂津二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９３号南丘一丁目公園
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北九州広域都市計画公園２・２・１９４号寿山公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９５号泉ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９６号熊谷四丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９７号新高田公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９８号下富野北公園

北九州広域都市計画公園２・２・１９９号宇佐町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１１０１号砂津三丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５３３号城野駅北１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５３４号城野駅北２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０１号若園東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０２号湯川新町一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０３号沼１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０４号沼中公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０５号湯川東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０６号下曽根公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０７号下浜公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０８号下曽根四丁目北公園

北九州広域都市計画公園２・２・２０９号田原公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１０号貫公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１１号朽網錦水公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１２号日豊１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１３号上貫南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１４号葉山公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１５号徳力山手１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１６号下徳力公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１７号北方平和公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１８号小倉八幡公園

北九州広域都市計画公園２・２・２１９号中城野公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２０号城野一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２１号沼本町一丁目南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２２号朽網北公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２３号沼南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２４号沼西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２５号北方なかよし公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２６号長行北公園
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北九州広域都市計画公園２・２・２２７号長行南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２８号横代公園

北九州広域都市計画公園２・２・２２９号長行中公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３０号下曽根中公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３１号中曽根中央公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３２号徳光公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３３号下志井公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３４号葛原高松公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３５号葛原東二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３６号上曽根公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３７号石田高松公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３８号長行西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２３９号沼緑町五丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４０号沼八重州公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４１号企救ヶ丘東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４２号重住南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４３号東沼公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４４号中吉田公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４５号上長野公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４６号貫しろはと公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４７号朽網新町公園

北九州広域都市計画公園２・２・２４９号星和台中央公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５０号企救ヶ丘南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５１号葛南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５２号日豊西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５３号長行平和公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５４号長行なかよし公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５５号志井南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５６号志井ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５７号石田緑公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５８号葛原四丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２５９号中吉田南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６０号上貫西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６１号日豊南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６２号日豊東公園
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北九州広域都市計画公園２・２・２６３号朽網南公園

北九州広域都市計画公園２・３・２６４号石田徳力公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６５号長行公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６６号長尾六丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６７号津田北公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６８号星和台東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２６９号湯川二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７０号葛原本町三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７１号上貫公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７２号横代２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７３号長行みどり公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７４号貫東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７５号石田西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７６号希望ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７７号守恒中公園

北九州広域都市計画公園２・３・２７８号吉田公園

北九州広域都市計画公園２・２・２７９号朽網東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８０号日豊みどり公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８１号守恒四丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８２号守恒四丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８３号長行桜橋公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８４号葛原東ふれあい公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８５号守恒北公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８６号徳力南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８７号津田新町二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８８号下吉田東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２８９号下吉田南公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９０号下吉田西公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９１号上葛原一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９２号中曽根東公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９３号志井桜ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９４号上石田二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９５号徳力５号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９６号徳力６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９７号津田南公園
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北九州広域都市計画公園２・２・２９８号徳力１３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・２９９号中曽根南公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２００号長行能行公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０１号横代北町二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０２号徳力団地１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０３号古川公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０４号志徳公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０５号上石田二丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０６号中曽根四丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０７号上吉田二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０８号徳力３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２０９号湯川新町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１０号朽網東みどり公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１１号南小倉１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１２号南小倉２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１３号南小倉３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１４号企救丘西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１５号南小倉５号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１６号南小倉６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１７号徳力北公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１８号徳力東公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２１９号徳力８号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２０号葛原本町二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２１号徳力１１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２２号徳力１２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２３号徳力１９号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２４号徳力２０号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２５号徳力２２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２６号下曽根２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２７号下曽根３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２８号下曽根４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２２９号津田新町４丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２３０号吉田１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２３１号吉田２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１２３２号徳力１０号公園



議題第 297 号 

297-23 

北九州広域都市計画公園２・２・３０１号原町公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０２号宮前町公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０３号迫田１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０４号棚田町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０５号栄盛川公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０６号西畑町公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０７号新大谷町北公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０８号波打町公園

北九州広域都市計画公園２・２・３０９号桜町南公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１０号浜町三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１１号浜町一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１２号浜町二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１３号洲の口公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１４号新地公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１５号正保寺公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１６号修多羅一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１７号古前東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１８号古前西公園

北九州広域都市計画公園２・２・３１９号和田町公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２０号宮丸公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２１号赤島町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２２号赤島町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２３号今光東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２４号用勺町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２５号用勺町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２６号童子丸二丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２７号東二島三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２８号二島四丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３２９号鷺田公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３０号東二島五丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３１号若松駅前公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３２号深町一丁目北公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３３号畠田公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３４号東小石町公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３５号新大谷町南公園
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北九州広域都市計画公園２・２・３３６号東二島一丁目１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３７号小石本村町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３８号二島三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３３９号二島畠田３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４０号二島畠田４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４１号二島畠田５号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４２号二島畠田６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４３号二島畠田７号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４４号二島畠田８号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４５号二島畠田９号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４６号高須１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４７号高須３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４８号高須４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３４９号高須５号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５０号高須６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５１号高須７号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５２号高須８号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５３号新大谷町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５４号東二島公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５５号片山三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５６号東二島三丁目南公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５７号二島六丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５８号高須東三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・３５９号久岐の浜１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６０号久岐の浜２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６１号蜑住西公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６２号中畑町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６３号高須青葉台５号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６４号高須青葉台６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６５号高須青葉台２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６６号高須青葉台３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６７号東二島中公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６８号高須青葉台１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・３６９号高須青葉台４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２７号乙丸２号公園



議題第 297 号 

297-25 

北九州広域都市計画公園２・２・３７０号学研南部２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０１号枝光四丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０２号枝光三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０３号宮田町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０４号日の出一丁目西公園

九州広域都市計画公園２・２・４０５号日の出二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０６号日の出三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０７号諏訪一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０８号東田１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・４０９号山王二丁目南公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１０号上本町一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１１号大蔵一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１２号大蔵公園

北九州広域都市計画公園２・３・４１３号高見さくら公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１５号荒生田一丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１６号荒生田一丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１７号川淵町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４１９号茶屋町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２０号松尾町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２１号宮の町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２２号中畑公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２３号祝町一丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２５号大蔵二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２６号東丸山町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２７号西丸山町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２８号中央二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４２９号西丸山町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３０号春の町一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３１号天神町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３２号帆柱一丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３３号豊山公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３４号尾倉一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３５号帆柱一丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３６号帆柱二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３７号尾倉三丁目公園
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北九州広域都市計画公園２・２・４３８号小伊藤山公園

北九州広域都市計画公園２・２・４３９号尾倉公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４０号東台良町北公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４１号東台良町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４２号平野三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４４号西本町四丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４５号前田一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４６号前田二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４８号祇園三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４４９号祇園原町公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５０号西台良町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５２号前田三丁目南公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５３号前田三丁目北公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５４号荒手二丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５５号荒手二丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５６号勝山二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５７号西台良町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５８号荒手一丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・４５９号大宮町西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４６０号羽衣町南公園

北九州広域都市計画公園２・２・４６１号山路一丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・４６２号清田南公園

北九州広域都市計画公園２・２・４６３号祝町一丁目西公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０１号蛎原公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０２号下の田公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０３号西通町公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０４号船町公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０６号東浜公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０７号陣山公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０８号石畑公園

北九州広域都市計画公園２・２・５０９号長浦公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１０号辻公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１１号佐山ノ尾公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１２号掲公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１３号清納公園
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北九州広域都市計画公園２・２・５１４号紅梅公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１５号平尾公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１６号岩田公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１７号鳴水公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１８号黒ヶ畑公園

北九州広域都市計画公園２・２・５１９号西鳴水公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２０号茶屋原公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２１号上茶売公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２２号道永公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２３号割子川公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２４号熊ヶ峯公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２５号小嶺公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２６号福原公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２７号長初公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２８号宮の脇公園

北九州広域都市計画公園２・２・５２９号向江公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３０号野面２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３１号南王子公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３２号小鷺田公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３３号八幡野中公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３４号神の木公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３５号南原公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３６号上津役南公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３７号下上津役南公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３８号上津役北公園

北九州広域都市計画公園２・２・５３９号引野公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４０号的場公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４２号塔野西公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４３号黒川公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４４号高江東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４５号春日台西２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４６号相生公園

北九州広域都市計画公園２・２・５４９号西ケ峯公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５０号若葉北公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５１号西山公園
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北九州広域都市計画公園２・２・５５２号南ヶ丘北公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５３号切塞南公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５４号切塞中公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５５号切塞北公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５６号西町南公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５７号鷹の巣公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５８号竹末公園

北九州広域都市計画公園２・２・５５９号今池公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６１号宮の谷東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６２号五郎丸１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６３号御手洗公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６４号一の宮公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６５号森下公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６６号則松公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６７号萩原南公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６８号萩原北公園

北九州広域都市計画公園２・２・５６９号小山公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７０号里中公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７１号くちなしの池公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７２号左近田公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７３号鷹見公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７４号日吉１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７６号折尾西公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７７号縄手公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７８号三ツ頭公園

北九州広域都市計画公園２・２・５７９号折尾丸山公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８０号折尾東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８１号こうのす公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８２号波戸場公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８３号古川公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８４号陣原西公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８５号陣原中公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８６号陣原東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８７号三崎公園

北九州広域都市計画公園２・２・５８８号養竹公園
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北九州広域都市計画公園２・２・５８９号岩崎公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９０号星和台公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９１号藤原台東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９２号藤原台西公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９３号紺屋倉公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９４号鉄王東公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９５号鉄王西公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９６号たぶノ木公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９７号北浦公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９８号五郎丸公園

北九州広域都市計画公園２・２・５９９号鷹見台公園

北九州広域都市計画公園２・２・６００号太賀公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０１号高江西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０２号茶屋ノ原公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０３号椋枝公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０４号上津役西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０５号神津台公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０６号道ノ木公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０７号うさぎ公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０８号竜戸公園

北九州広域都市計画公園２・２・６０９号山の谷公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１０号友田公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１１号堀公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１２号鷹見台東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１３号南ヶ丘南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１４号西王子公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１５号船越南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１６号筒井公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１７号香月北公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１８号水洗公園

北九州広域都市計画公園２・２・６１９号太賀南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２０号下上津役ひまわり公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２１号町上津役公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２２号船越北公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２３号光貞台東公園
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北九州広域都市計画公園２・２・６２４号光貞台西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２５号元村南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２６号水洗西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２７号長谷公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２８号瀬板東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６２９号殿問東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３０号水洗東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３１号日吉２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３２号折尾北公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３３号蠣渕公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３４号京良城公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３５号大平台西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３６号大平台南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３７号高江南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３８号楠橋中公園

北九州広域都市計画公園２・２・６３９号立石北公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４０号上船池公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４１号光貞台南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４２号医生ヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４３号千代ヶ崎北公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４４号力丸記念公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４５号力丸東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４６号大浦東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４７号大浦公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４８号大浦西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６４９号香月２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５０号市瀬公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５１号香月中公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５２号さつきヶ丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５３号浅川南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５４号若葉西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５５号殿問西公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５６号涼天満公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５７号小嶺北公園

北九州広域都市計画公園２・２・６５８号吉祥寺２号公園



議題第 297 号 

297-31 

北九州広域都市計画公園２・２・６５９号吉祥寺３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６０号幸神東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６１号幸神南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６２号則松西１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６３号日吉西２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６４号浅川公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６５号本城４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６６号香月南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６７号本城３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６８号若葉西２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６６９号則松西２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７０号上上津役公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７１号みどりが丘公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７２号香月団地１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７３号香月団地４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７４号香月団地６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７５号下上津役４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７６号名前谷公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７７号別当町公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７８号浅川３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６７９号赤坂池公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８０号松寿山２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８１号楠橋東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８２号真名子２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８３号香月３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８４号松寿山１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８５号松寿山４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８６号幸神二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８７号馬場山東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８８号松寿山３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６８９号本城三丁目北公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９０号本城三丁目南公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９１号美吉野公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９２号永犬丸西２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９３号香月２号公園



議題第 297 号 

297-32 

北九州広域都市計画公園２・２・６９４号小嶺大池公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９５号浅川６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９６号本城三丁目東公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９７号本城南部１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９８号中島公園

北九州広域都市計画公園２・２・６９９号下上津役二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５００号本城南部３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０１号柳原公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０２号上の原１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０３号里中１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０４号里中２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０５号三ヶ森１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０６号三ヶ森２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０７号永犬丸４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０８号永犬丸５号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５０９号沖田西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１０号学園台西公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１１号学園台中公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１２号東鳴水公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１３号学園台北公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１４号鳴水町東公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１５号木屋瀬みどり公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１６号木屋瀬あおぞら公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１７号木屋瀬ひろば公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１８号木屋瀬なかよし公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５１９号栄町公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２０号本城北公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２１号二夕迄池公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２２号大原公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２３号折尾南２号公園

北九州広域都市計画公園２・３・１５２４号折尾南１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２５号永犬丸則松１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２６号永犬丸則松２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２８号光明二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５２９号北筑二丁目公園
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北九州広域都市計画公園２・２・１５３０号北筑三丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５３１号上の原２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・１５３２号学研南部１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０１号本村公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０２号新堤公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０３号仙水公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０４号小芝公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０５号黒田公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０６号天籟寺公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０７号一枝公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０８号岩ヶ鼻北公園

北九州広域都市計画公園２・２・７０９号福柳木公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１０号鞘ヶ谷３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１１号大谷４号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１２号大谷６号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１３号大谷２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１４号大谷５号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１５号大谷１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１６号大谷３号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１７号菅原公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１８号猿渡公園

北九州広域都市計画公園２・２・７１９号戸畑高峯１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２０号戸畑高峰２号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２１号丸町公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２２号牧山１号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２３号沖台公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２４号貴船公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２５号初音公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２６号汐井公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２８号鳥旗公園

北九州広域都市計画公園２・２・７２９号大橋公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３０号本町公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３１号末広公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３２号美禄公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３３号新池公園
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北九州広域都市計画公園２・２・７３４号寿公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３５号千防公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３６号小沢見公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３７号大谷７号公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３８号椎ノ木台公園

北九州広域都市計画公園２・２・７３９号夜宮東公園

北九州広域都市計画公園２・２・７４０号牧山二丁目公園

北九州広域都市計画公園２・２・７４１号中の浜公園

都市計画緑地の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画緑地１号原町緑道

北九州広域都市計画緑地２号田野浦緑地

北九州広域都市計画緑地３号紫川緑地

北九州広域都市計画緑地４号新門司１号緑地

北九州広域都市計画緑地５号楠東緑地

北九州広域都市計画緑地６号延命寺緑地

北九州広域都市計画緑地７号光町緑地

北九州広域都市計画緑地８号熊西緑地

北九州広域都市計画緑地９号熊西緑道

北九州広域都市計画緑地１０号浅野町緑地

北九州広域都市計画緑地１１号奥洞海緑地

北九州広域都市計画緑地１２号城山緑地

北九州広域都市計画緑地１３号夕原緑地

北九州広域都市計画緑地１４号二島緑地

北九州広域都市計画緑地１５号洞北緑地

北九州広域都市計画緑地１６号本町広場公園

北九州広域都市計画緑地１７号江南町緑地

北九州広域都市計画緑地１８号小石緑地

北九州広域都市計画緑地１９号久岐の浜緑地

北九州広域都市計画緑地２０号浅川緑地

北九州広域都市計画緑地２１号日ノ峰緑道

北九州広域都市計画緑地２２号平野緑地

北九州広域都市計画緑地２３号南丘一丁目緑地

北九州広域都市計画緑地２４号小嵐山緑地

北九州広域都市計画緑地２５号二島東緑地
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北九州広域都市計画緑地２６号篠崎緑地

北九州広域都市計画緑地２７号南小倉緑地

北九州広域都市計画緑地２８号鉄竜緑地

北九州広域都市計画緑地２９号若松市民公園

北九州広域都市計画緑地３０号高見緑道

北九州広域都市計画緑地３１号旧街道緑地

都市計画墓園の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画墓園１号城山霊園 

北九州広域都市計画墓園２号本城霊園 

都市計画その他公共空地の名称を北九州広域都市計画その他公共空地１号三萩野運

動場に改める。 

都市計画下水道の名称を北九州広域都市計画下水道に改める。 

都市計画ごみ焼却場の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画ごみ焼却場日明工場 

北九州広域都市計画ごみ焼却場新門司工場 

北九州広域都市計画ごみ焼却場皇后崎工場 

都市計画地域冷暖房施設の名称を北九州広域都市計画地域冷暖房施設小倉駅周辺地

区熱供給施設に改める。 

都市計画熱供給基幹施設の名称を北九州広域都市計画熱供給基幹施設東折尾地区熱

供給基幹施設に改める。 

都市計画ごみ処理場の名称を北九州広域都市計画ごみ処理場本城かんびん資源化セ

ンターに改める。 

都市計画市場の名称を北九州広域都市計画市場北九州市中央卸売市場に改める。 

都市計画と畜場の名称を北九州広域都市計画と畜場北九州市立食肉センターに改め

る。 

都市計画学校の名称を北九州広域都市計画福岡県立戸畑工業高校に改める。 
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都市計画老人福祉施設の名称を北九州広域都市計画老人福祉施設軽費老人ホーム小

文字荘に改める。 

都市計画火葬場の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画火葬場東部斎場 

北九州広域都市計画火葬場西部斎場 

都市計画市街地再開発事業の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画市街地再開発事業八幡駅前地区第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業室町一丁目地区第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業黒崎駅西地区第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業黒崎駅東地区第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業折尾駅前地区第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業馬借地区第１第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業小倉駅前東地区第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業西小倉駅前第１地区第一種市街地再開発事業

北九州広域都市計画市街地再開発事業若松 A地区第一種市街地再開発事業 

北九州広域都市計画市街地再開発事業小倉駅南口東地区第一種市街地再開発事業 

都市計画土地区画整理事業の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画土地区画整理事業上津役土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業境川土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業大里土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業大谷第二土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業城野土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業陣原第一土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業陣原第二土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業山の手土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業引野土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業徳力土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業下上津役永犬丸地区土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業下上津役中央地区土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業東折尾土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業上の原土地区画整理事業 
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北九州広域都市計画土地区画整理事業北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業折尾土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業折尾東部土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業本城西部土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業高須土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業本城西部第二土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業二島畠田土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業本城東部土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業若松西部土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業第二浅川土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業木屋瀬東部土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業東田土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業戸畑駅南口土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業永犬丸・則松土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業大里本町土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業上葛原第二土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業下曽根駅南口土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業北九州学術・研究都市南部土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業城野駅北土地区画整理事業 

北九州広域都市計画土地区画整理事業下上津役土地区画整理事業 

都市計画地区計画の名称を次のように改める。 

北九州広域都市計画地区計画蒲生地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画泉ケ浦二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画西鉄到津ニュータウンまなづる台地区計画

北九州広域都市計画地区計画曲里地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画上吉田六丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画馬場山西地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画松寿山団地地区計画

北九州広域都市計画地区計画高須団地地区計画

北九州広域都市計画地区計画西貫二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画木屋瀬東部地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画高須青葉台ニュータウン地区計画

北九州広域都市計画地区計画古屋敷地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画長行台団地地区計画
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北九州広域都市計画地区計画風師三丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画本城東中島地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画企救丘二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画下曽根駅南口地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画千代ケ崎一丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画沼地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画津田二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画浅川日の峯三丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画青葉台サイエンスパーク地区計画

北九州広域都市計画地区計画香月西団地地区計画

北九州広域都市計画地区計画千代ニュータウン椋枝団地地区計画

北九州広域都市計画地区計画高見地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画東田東部地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画東田西部地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画三ケ森四丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画戸畑駅南口地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画蜑住団地地区計画

北九州広域都市計画地区計画泉ケ浦一丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画御開三丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画舞ケ丘地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画折尾さつき台地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画浅野地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画御開一丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画吉田パークタウン地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画鉄竜二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画永犬丸則松地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画東田中央地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画北九州学術研究都市南部地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画一枝三丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画鉄竜一丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画乙丸地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画中井二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画鉄王一丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画小鷺田町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画上葛原西地区地区計画
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北九州広域都市計画地区計画井堀三丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画陣原駅南口地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画小森地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画上葛原東地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画高見南地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画東鞘ケ谷町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画西折尾町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画船場町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画鉄王一丁目北地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画本町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画貫弥生が丘地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画吉志地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画井堀三丁目北地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画東鞘ケ谷町南地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画北九州臨空産業団地地区計画

北九州広域都市計画地区計画南二島四丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画北九州テクノパーク八幡西地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画桃園一丁目第１地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画上の原地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画吉志南地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画浅野三丁目西地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画北九州学術研究都市北部地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画大久保地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画空港北町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画若松南海岸通り地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画吉志北地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画大里本町西地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画若葉二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画足立南地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画吉田にれの木坂地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画曽根地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画黒崎駅前地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画北九州臨空産業団地西地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画朽網西二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画城内大手町地区地区計画



議題第 297 号 

297-40 

北九州広域都市計画地区計画大里本町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画桃園一丁目第２地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画湯川地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画山路松尾町地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画足立北地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画幸神・岸の浦地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画上吉田五丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画泉台地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画城野駅北地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画藤田二丁目地区地区計画

北九州広域都市計画地区計画下上津役四丁目地区地区計画


