平成２８年度実施事業一覧 （まちづくりステップアップ事業）
区

団体名

事業名

概要

門司レトロ子ど
門司レトロ子どもと
門司 もと盆踊りの夕
盆踊りの夕べ
べ

昭和22年から「戦没者供養盆踊り大会」として始められたが、今
では改名され69回目の開催となる。幼稚園の参加、婦人会等の協
力を得ながら、盆踊りの他、盛大な送り火、仕掛け花火、お菓子
配布、太鼓披露などを行う。

門司港名物トロッコ
門司港トロッコ
門司
競争トロッコ列車vs
競争実行委員会
チャレンジャー

トロッコ競争のイベントを通じて人々と交流を深め、新たな門司
港の観光名所としての地域おこしを目的に、日本一速度が遅いト
ロッコ列車「潮風号」とゆるキャラを中心としたチャレンジャー
とが、門司港でしか出来ない ゆる〜い トロッコ競争や記念撮
影、ゲームなどを行う。

門司 門司料飲連盟

門司港の新たな魅力発信や賑わいづくりのため、外食店舗（バ
ル）で軽食をとるスペイン地域の習慣をイベントに取り入れ、気
軽に手頃な価格で軽食を提供する。補助２度目の今回は、フォト
コンテストなどの参加型イベントも織り込みつつ可能な限りレト
ロ地区イベントと共催する。

門司港バル

分かち合う地域社会
高齢化社会をよ
の構築のために〜
小倉北 くする北九州女
シェア・ハウジング
性の会
の研究と普及〜

近くに親類縁者もなく子育てに困難を覚える親、１人暮らしで社
会的に孤立する高齢者の増加等を踏まえ、若年世代の子育て支
援、高齢者やその家族の支援を目的に「分かち合う住まい方」と
してのシェア・ハウジングにつき、講座（視察研修、事例研究
等）やシンポジウムを実施。多様性のある住まい方を北九州の地
に創り出していく。

夢と創造の世界を〜
西南女学院大学
お菓子の家づくりで
短期大学部
異文化を知ろう〜

西欧の家庭で祭事の際に作られるミニチュアの「お菓子の家」を
研究、実際に作製し、小倉北区内の各所で「お菓子の家」展示や
デモンストレーション、「ペーパークラフトお菓子の家」紙工作
イベント等を実施。西欧の食文化を多くの方に知ってもらうとと
もに、にぎわいの場の創出、子ども達の「食育」や知育情操教育
等に寄与する。

魚町サンロードカル
魚町サンロード
チェラタンプロジェ
小倉北
商店街協同組合
クト

老朽化したアーケード・路盤の撤去、緑地の配置等を行う魚町サ
ンロード商店街の工事完了に合わせ、「子育てファミリー層」向
けのリニューアルイベント（子どもファッションショー、マル
シェ、ワークショップ）等を実施。商店街の活性化、にぎわいづ
くりとともに、将来の顧客づくりにも繋げる。

金田地域コミュ 金田地域コミュニ
小倉北 ニティ活性化委 ティ活性化プロジェ
員会
クト

地区の課題となっている「高齢者の社会的孤立」を防ぎ、住民同
士の繋がりを広げていくため、季節ごとに「生け花体験教室」や
「もちつき大会」、「クリスマス・リース作り」などを実施。地
域住民の交流促進を図る。

特定非営利活動
地域及び大学との協
法人 生活弱者
働による買い物支援
小倉北
サポートセン
事業
ター

平成22年から今町ふれ愛市場（朝市）を開催しているが、地域の
高齢化に伴い、朝市で買った物を持って帰るのにも苦労する高齢
者が増加している。これを踏まえ、学生との協働による利用者
ニーズ調査の実施、新たな買い物支援方法の検討・実践等を行
い、地域の生活利便性の向上等に寄与する。

北九州サブカル
北九州さぶかる
チャーライブ 浴衣
小倉北
ちゃ〜協会
まつり（仮題）

北九州市のサブカルチャーをポップ（メイン）カルチャーへと導
くとともに、地域の発展・活性化への寄与等を目的として、７月
に堺町公園でアニソンイベントを実施。友人と馴染めない学生等
の人間関係改善のきっかけづくり、サブカルチャーを活用した堺
町公園のイメージアップを図る。

私たちのちいさな友
私たちの未来環 達みぃつけた「山田
小倉北
境プロジェクト の森で虫を探してみ
よう」

「山田の森フェスタ」昆虫ブースでのクイズ実施・ポスター展示
や、山田緑地での昆虫採集講座（採集体験、採集した虫の調査
等）を実施。子どもたちに昆虫への興味・関心を持ってもらうと
ともに、同じ地球に暮らす他の生き物や環境に配慮した考え方が
できるようなキッカケづくりを行う。

小倉北
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平成２８年度実施事業一覧 （まちづくりステップアップ事業）
区

小倉北

団体名

事業名

平松町アーカイ 平松町アーカイブ〜
ブ
祭を記録する〜

福祉・健康・環境
ゆがわ春まつり
小倉南
「湯川わいわい祭
実行委員会
り」

概要
数年前から、平松町が継承してきた各行事、自治組織運営、日常
の生活風景等を記録しており、今回は市無形民俗文化財「小倉祇
園 平松の神輿」（平松御神輿祭）、平松盆踊りなど各種伝統行
事等の撮影、映像素材を用いた鑑賞ワークショップ、活動報告上
映会等を実施。地域文化の（再）発見、民俗文化・コミュニティ
の振興・継承促進、新旧住民間や世代間の交流促進等を図る。
校区の子どもたちの健全育成や体力向上を目指すとともに、住民
の健康づくり、福祉・環境活動をより充実させるため、小・中学
校PTA、PTAのOBによる「快援隊」が核となり、子どもから年長者
が楽しく集える「春まつり」を実施する。今年は環境面に配慮し
た取組を加える。

T.T.K.Fプロジェ
目白マルシェ（仮）
クト

北九州国定公園でもある平尾台、鍾乳洞への認知度の向上と動員
のため、目白鍾乳洞内及び周辺広場での壁面映像インスタレー
ション、ライブ、DJ、マルシェイベントを開催

水と緑の美化プ
昭和池の『さくら』
小倉南 ロジェクト委員
再生プロジェクト
会

昭和池の桜は「千本桜」とも呼ばれ、地元住民が子どもたちにき
れいな桜を見せたいという想いから６０年前から大切に育ててき
たが、テング巣病という病気が蔓延しつつあり、地元の美しい景
観が危機に面している。後世にこの景色を残していくため、若い
世代と協働する体制を整えながら、病気の木の伐採を地域で行う
もの。

横代校区 防犯
小倉南
安全安心まちづくり
防災委員会

マンパワーの集結、災害などの「いざという時に動ける組織」と
して、校区まちづくり協議会直轄の防犯防災委員会を立ち上げ
た。学校や保護者だけではなく、地域全体で見守りなど協力体制
を整えるため、こども１１０番の家の拡充や青パト申請を行う。

志井校区社会福 志井校区防災計画に
祉協議会
ともなう防災活動

地震の防災計画・防災活動を志井校区の課題にし、昨年度の活動
に加え、さらに多くの参加者を呼び込むことで、校区全体に防災
意識や知識を定着させる。

市場（まち）を楽し
Totoroの会 ま
もうよ！（平成２８
若松
ちづくり部会
年度版）

日に日に市場にある店の数や集客数が減少しているなか、市場の
魅力を多くの人々に知ってもらい、活用してもらえるようになる
ことを目指し、講座やフィールドワーク等を行うことで市場の魅
力を発信していく。

ひびきのBASE ①寺
特定非営利活動 子屋（学習支援）
若松 法人あそびとま ②子ども食堂（食育
活動） ③ひびきの
なび研究所
学舎

市内で最も人口流入が多く、子どもの多い地域であるひびきの地
域において、子育て支援とともに地域の活性化、子育て中の親
や、その親を支える地域の人々が学び集う機会を創ることを目的
とする事業を行う。

小倉南

小倉南

若松

チーム茶道
WASEDA

チーム茶道 ＷＡＳ
ＥＤＡ 文化体験実
行委員会

日本の伝統文化体験を組み込むことを提案し、海外からの教授・
学生が本物の 道具に触れ、日本の原点ともいえる心を込めた
「ものづくり」を体感してもらう。

若松

はなみずき会
実行委員会

第２２回歌のつどい
〜武石和主子門下生
声楽発表会〜

若松区の地域文化の振興やコーラス活動による生涯学習活動の推
進を目的に、若松区を代表する声楽家、武石和主子氏の門下生が
集まり声楽のコンサートを開催する。

八幡大谷まちづ 今を生き未来を見つ
八幡東
くり協議会
める

本事業では環境をテーマに自然体験教室やレインボー一座の芝居
を通し、「子どもやその次の世代へ続く明るく住みよい持続可能
社会を作ることの大切さ」を地域に発信し、地域に誇りを持つ子
供の育成と健康で明るい住みよいまちづくりをめざす。
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区

団体名

事業名

概要

「つながる絆！
けやきテラスプロ
八幡東 八幡」実行委員
ジェクト
会

北九州市八幡東区に位置する八幡駅前の国際通り沿いにある、広
幅員の歩道を貴重な地域資源と位置づけ、コミュニティ活動や憩
いの場、商品・サービスの提供の場として区画を使用していただ
き、八幡駅周辺地区ならではの個性を生かしたにぎわいの創出を
目指す。

青パト隊．子ど
も見守り隊．ラ 青パト隊．子ども見
八幡東 ジオ体操１０周 守り隊．ラジオ体操
年記念の実行委 １０周年記念
員会

事業発足１０周年を記念し、３団体の１０周年記念式典の実施、
小・中学生、未就学児によるステージ演技実施予定、１０周年記
念誌を発行し地域へのアピールと活動隊員の結束を図る、又、今
後活動への取組みのステップアップを計る。

バカボンド座 第６
回公演「かぶりはし
たけど、はいてはい
ない」

公演を企画制作するバカボンド座は、北九州市を本拠地として活
動する劇団であり、演劇を通して独自の「笑い」で様々な「社会
的問題」を観劇者に提供し、問題を考えてもらうことを目的とし
ている。

絵本カーニバル 旅する絵本カーニバ
実行委員会
ルｉｎ東田

絵本が架け橋となり親子、友人、家族との心の触れ合いが出来、
絵本が家族団欒のツールの一つになればと思っています。子ども
の頃に読んだ絵本の記憶は大人になっても心に残っているもので
す。一冊でも多くの絵本と触れ合って感性豊かな大人になること
を願っています。

「猪倉サテライト」
猪倉農業関連プ
八幡東
地域拠点プロジェク
ロジェクト
ト

我々がまちづくり活動を行うにあたって、拠点としている「猪倉
サテライト」を改修し、これまで『学生の地域拠点』だったもの
を、これからは『地域の方々の憩いの場としての地域拠点』へと
変化させることで気軽に集まるコミニュティの形成を図ることを
目標にしている。

日向ひょっとこ踊り
春日ひょっとこ を主とした演芸によ
八幡西
会
る地域交流とまちづ
くり

地域住民との交流や健康増進を目的としたふれあい活動の推進、
介護施設等への訪問、地域の祭りへの参加による生き甲斐の創造
など元気で明るいまちづくりへの貢献を目的とする。

夢巡ラリー実行 第６回 夢巡ラリー
委員会
ｉｎ黒崎

黒崎の街で営業する店舗が、過去５回、黒崎をもりあげるような
イベントを企画・立案し、開催している。
多くの人にもっと黒崎の店を知ってもらいたい。

（一社）福岡県
街なかインキュー
八幡西 中小企業家同友
ベータプロジェクト
会北九州支部

北九州にある中小企業が持っている技術力などを次世代の子ども
たちへ伝える場を提供することで、そのような会社で働いてみた
いという想いを醸成させ、同時に、若年層自身の創造力・技術
力・発想力を健全に育むことで、人材発掘の発展に寄与したい。

ＮＰＯ法人
ヒューマン・コ
野外活動 チャレン
八幡西 ミュニケーショ
ジ一泊キャンプ！
ン・サポート協
会

子どもが自然の中で多くの他の子どもたちや大人と一緒に作業行
い、異世代コミュニケーションを楽しむ。
自然と調和して生きていくことの大切さ、成功体験を積み上げる
ことで自信を持つこと、さらには親子で参加することで親密な家
族関係を築いていく。

子供みこし巡航とも
子供みこし実行
ちつき大会等による
八幡西
委員会
地域の活性化

子供と親が地域の行事に参加する体験を通して、地域とのつなが
りの必要性を認識することを期待するともに、町内会加入促進を
目的とする昨年のステップアップ事業の実績を踏まえ、より多数
の人達が積極的に参加できるよう改善を加える。

八幡西 楠北自治区会

地域住民の作品や庭園、その他の作品を広く、人目に触れるよう
に外部に掲示するなど、共有の道路（通り）を媒体とし「通りの
文化祭」を開催。これにより、自治区会の美化・文化・防犯活動
の推進を図る。

八幡東 バカボンド座

八幡東

八幡西

通りの文化祭
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区

団体名

事業名

みつさだキッズ
みつさだキッズサ
八幡西 サマーフェスタ
マーフェスタ
実行委員会

概要
市民センター近隣の小・中学校及び特別支援学校の子どもたちに
遊びを通して、地域交流とバリアフリーの考え方を学んでもらう
とともに夏休み最後のひとときを大人と他の子どもと交流するこ
とで地域の連携を深める。

黒崎・地域ブラ 黒崎BEERでフード
ンドつくろう会 ファイッ！２０１６

オリジナルビールのお披露目と黒崎周辺飲食店が出店する飲食イ
ベントを開催。黒崎に無かった地域ブランドとしてのオリジナル
ビールを作り、黒崎の若い店主たちが運営主体となることで、街
のにぎわいや地域交流を深め、コミュニティの活性化につなげ
る。

障がい児のためのス
ポーツ余暇教室及び
学習支援

知的や発達に障害がある子供の明日への活力となる余暇活動を作
りあげる。また学習支援教室を開き、運動面と学習面のサポート
活動を目指す。
また、障害のある子どもの生き生きとした様子がボランティアと
して参加する区民の皆さんへの活力につながるような活動を構築
していく。

おさんぽ黒崎実 おさんぽ黒崎〜シュ
行委員会
ガーロード物語〜

黒崎地区でパンやスイーツを扱う魅力的な店舗を集結させ、販
売・集客型のイベントを企画・実施することで黒崎の賑いつく
り、魅力発信の場とする。さらに地域内の既存団体ではない新し
いグループによって運営されることで、新しいリーダーや実践市
民を創出することも期待される。

２０１６黒崎と
２０１６黒崎とこと
八幡西 ことこ実行委員
こバル
会

全国各地で展開されている食べ歩きイベント（バル形式）を開催
することで、黒崎近隣に住むファミリー層や女性客、学生へ黒崎
商店街魅力を発信し、街のにぎわいづくり、新規顧客の創出を目
指す。イベント終了後、月に一度程度、開催する事を目標に各店
舗と協力しあい、環境を作っていく。

地域住民交流のため
の熊手カラオケ大会

カラオケ大会を開催することで高齢者の参加を促し、引きこもり
等の解消を図る。子供の健全育成、子育て世代同士の交流、イベ
ント参加者と商店側と交流の機会を作る。各商店に「地域の担い
手」としての自覚を促し、郊外店にはない商店街独自の魅力の創
出を図る。商店街のスラム化や治安悪化を防止する。

タウンドシップ 黒崎ｄａｋａｒａま
スクール
ちごと寺小屋

黒崎にある既存の地域資源、専門性の高いスキルや技術をもった
人財を活かし、まちづくり・ひとづくり・コミュニティーづくり
の講座を黒崎にて開催し、街への愛着を深める。街全体が学び合
い高めあう場とすることで地域との関わり方がわからない人に対
する市民活動参加への入口として機能を果たすことが期待でき
る。

文化の薫る戸畑サ
西戸畑まちづく マーコンサート〜あ
戸畑
りがとうの気持ちを
り協議会
大切に〜

響ホール室内合奏団及び、雅楽団を招いての演奏会、子ども達の
雅楽器体験を通じて参加者が文化的な時間を共有することで人と
人とのつながりを育むきっかけをつくり、子ども達に戸畑区民で
あることの意識を醸成するとともに、地域を支える人材が育つ兆
しが感じられた。

自然の活動体験から
沢見まちづくり
私のまちの未来を考
戸畑
協議会
えよう！

地域の小学生を対象に、学習会や郊外学習を通じて、自分達が住
むまちの環境について考え、感じたこと・学んだことを「沢見ま
つり」で展示発表することにより、環境に対する意識を向上させ
るとともに、郊外学習等を通じて地域（年長者等）との多世代交
流を行った。

八幡西

八幡西

八幡西

ちゃれんじス
ポーツおりお

八幡西 熊手銀天街組合

八幡西
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