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                      ：新規事業       ：小倉北区における独自事業 

：まちづくり団体やＮＰＯ等と協働で行っている事業 

 

 

 
 

 
 

 小倉北区役所では、勝山公園や紫川周辺、ＪＲ小倉駅周辺などにおいて、商店街、大型商業施設、

企業などと協働でにぎわいづくりを推進するとともに、地域の活性化に向けた取組を積極的に支援

します。令和４年度については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を踏まえた上で、都心

部における「若者のにぎわい」をテーマとした事業に取り組みます。 

 

 

北九州ストリートダンスプロモーション 
 
 小倉都心部における若者によるにぎわいづくり、若者文化

の薫るまちの形成、新たな都市ブランドの構築のため、スト

リートダンスを中心としたプロモーションを展開します。 

小学生の部、中学生の部、一般の部の３つのカテゴリーで、

北九州市長杯ストリートダンスコンテストを開催し、市内外

に「ダンスのまち小倉」をＰＲします。 

（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 

 日 時 ：令和４年８月～９月 

 内 容 ：北九州市長杯ストリートダンスコンテスト２０２２ 

 

 

 

こくらハロウィン 

小倉都心部のにぎわい創出、商店街の活性化、親子のふれあい

の場の提供、サブカルチャーの拠点化などを推進するため「こく

らハロウィン」を実施し、市民と一緒にまち全体を盛り上げます。

（令和２、３年度は規模縮小して開催） 

日 時 ：令和４年１０月下旬 

場 所 ：小倉都心部一帯 

内 容 ：トリックオアトリート、フォトコンテスト 等 

 

 

 

 

(ア) 街なかのにぎわいづくり 

(1) 都心としてのまちづくり 

２ 小倉北区の主要事業 

独自 

協働 

北九州市長杯ストリートダンスコンテスト２０１９ 

こくらハロウィン２０２１ 

総務企画課 企画係 ＴＥＬ：５８２－３３３５ 

協働 

協働 

【凡例】 

総務企画課 企画係 ＴＥＬ：５８２－３３３５ 
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小倉イルミネーション 

冬の小倉の夜を彩る風物詩として好評を博している小倉イル

ミネーション。地元の大型店舗、商店街、企業、そして市民の

皆様が一体となって取り組むイルミネーションの点灯やイベン

トを開催します。 

ＬＥＤイルミネーションを導入し、街なかのにぎわい創出を

図りつつ環境にもやさしい事業の展開を図ります。 

日 時 ：令和４年１０月下旬～令和５年１月上旬 
 
 
 
 
北九州ポップカルチャーフェスティバル 

ＪＲ小倉駅新幹線口エリアにおいて、あるあるＣｉｔｙとタ

イアップしたポップカルチャーの大規模イベントを実施します。 

漫画やアニメといった若い世代に人気の高いポップカルチャ

ーを切り口に、地元と連携した企画などで本市の魅力を発信し、

小倉都心部のにぎわい創出を目指します。 

（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 

 
 
 
 
TGC KITAKYUSHU 

by TOKYO GIRLS COLLECTION 

地方創生に向け、北九州市のイメージアップを図るとともに、ま

ちの活性化や魅力発信につなげることを目的として、史上最大級の

ファッションイベントである「東京ガールズコレクション」とコラ

ボレーションした「ＴＧＣ北九州」を開催しています。 

（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 

 

 
 
 

 

北九州マラソン 
令和２年２月１６日に、７回目となる北九州マラソンが開催されました。 

たくさんのボランティアによる温かい支援や、沿道の皆様

の協力、そして多くの企業協賛により、大会はおおいに盛り

上がり、マラソンを通じてまちがひとつになりました。 

市の魅力を全国に発信するとともに、“スポーツによるま

ちのにぎわいづくり”や“スポーツの振興”を目的に事業を

行っています。（令和２年度（北九州マラソン２０２１）、

令和３年度（北九州マラソン２０２２）は新型コロナウイルス感染拡大のため中止） 

総務企画課 企画係 ＴＥＬ：５８２－３３３５ 

小倉イルミネーション２０２１ 

協働 

北九州ポップカルチャーフェスティバル２０１９ 

協働 

市民文化スポーツ局 スポーツ振興課 ＴＥＬ：５８２－２８３１ 

北九州マラソン２０２０ 

協働 

産業経済局 MICE 推進課 

ＴＥＬ：５５１－８１５２ 

takagi presents TGC 

KITAKYUSHU 2019 by 

TOKYO GIRLS COLLECTION 

産業経済局 MICE 推進課 

ＴＥＬ：５５１－８１５２ 
協働 
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小倉城竹あかり 

 

小倉食市食座 

小倉の冬の大型イベントとして定着している小倉食市食座。 

地元の大型店舗や商店街が関係団体と協力し、食のイベントで来場者をお

もてなしします。期間中は、お得な割引特典や限定メニューが登場。多くの

人が小倉都心部を回遊して北九州の食を楽しみ、にぎわいづくりに大きく寄

与しています。 

（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 
 
 
 
 
 
 
 

こくら de フリマ 
都心部の楽しさや回遊性の向上、にぎわいの創出、環境保護のた

めのリユース・リサイクルの推進などを目的として、勝山公園大芝

生広場等、小倉都心部において、フリーマーケットを開催していま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ミュージックファウンテン at 堺町公園 

「鍛冶町・堺町を明るくする会」と協働で、堺町周辺のイメージア

ップを目的として、地元出身者や地元で活躍するプロ・アマミュー

ジシャンなどによるコンサート「ミュージックファウンテン at 堺

町公園」を行っています。安全・安心な街のＰＲ、にぎわいの創出

に取り組んでいます。 

（令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止） 

 

 

小倉城竹あかり 
小倉城周辺を竹灯籠で灯し、幻想的な空間を創り出す小倉城竹あ

かり。市民ボランティアが、小倉南区にある放置竹林を活用して竹

灯籠を製作し、一つひとつろうそくを点火する市民参加型イベント

です。竹害の問題を市民に周知するとともに、中心市街地の回遊性

を高め、まちのにぎわい創出に繋げています 

令和３年度は、２０２１世界体操・新体操選手権北九州大会に 

あわせて９日間に拡大して実施しました。 

 

総務企画課 企画係 ＴＥＬ：５８２－３３３５ 

第２０回小倉食市食座 

ミュージックファウンテン at 堺町公園 

総務企画課 企画係 ＴＥＬ：５８２－３３３５ 

こくら de フリマ 

総務企画課 企画係  ＴＥＬ：５８２－３３３５ 

協働 

協働 

協働 

産業経済局 農林課 ＴＥＬ：５８２－２０７８ 
協働 
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紫川さくら通り 

 

小倉都心部通り名命名事業 
来街者がわかりやすく都心を回遊できる環境を整備することにより、

人を呼び込むための受け皿づくりを行い、にぎわいの創出・中心市街地

の活性化を図っています。 

We Love 小倉協議会からの提言に基づき、「勝山通り」「小文字通り」

など主要な道路への標示のほか、「紫川さくら通り」や、旧城下町の筋

名にちなんだ「京町筋」「米町筋」などの命名を行い、標示を行っていま

す。 
 
 
 

リノベーションまちづくり推進事業 

リノベーションとは、「『今あるもの』に時代に適した新しい機

能を付与すること」で、北九州市ではこの手法をまちづくりに活用

しています。 

使われていない不動産などを再生し、新しい仕事をつくり、建物

の再生を起爆剤にしてまちに雇用とにぎわいを生み出す取組を進め

ています。 

 

 

 

小倉駅周辺のライトアップ 

令和元年度から小倉駅周辺でライトアップ整備を進めています。「平

和通り」や「小倉駅新幹線口」において、完成した区域を順次点灯し、

まちの賑わいの創出や回遊性の向上に繋げていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
小倉都心地区の魅力的な夜間景観づくり 
 公民連携によるあかりを活用した夜の賑わい創出に向けて、「小倉都心地

区夜間景観ガイドライン」をもとに、小倉のまちの夜間景観の魅力向上を目

指しています。 

小倉あかり倶楽部では、夜間景観の魅力発信や、新たな景

観資源の発掘に繋がる市民参加型企画の実施とともに、地域

の主体的な活動の掘起し、支援を行っています。 

皆で一緒に小倉のまちを明るくしませんか？ 

ただいま小倉あかり倶楽部への入会募集中です。 

 

 

建設局 道路維持課 ＴＥＬ：５８２－２２７４ 

産業経済局 商業・サービス産業政策課   
ＴＥＬ：５８２－２０５０ 

メルカート三番街 

協働 

総務企画課 企画係 ＴＥＬ：５８２－３３３５ 
協働 

建築都市局 都市景観課 

ＴＥＬ：５８２－２５９５ 

小倉都心地区夜間景観 
ガイドライン 

協働 

独自 

小倉駅周辺のライトアップの様子 

 

小倉あかり倶楽部 HP 

（二次元バーコード） 
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紫川のオープンカフェ「Canal
カ ナ ル

 Viola
ヴ ィ オ ラ

」 

小倉城歴史の道や紫川のほとりで、ゆったり美味しい日替わりラ

ンチが楽しめます。あつあつの丼やカレー、天然酵母パン、こだ

わりホットドッグ、本格ピザ、コーヒー等のお店が日替わりで出

店しています。 

この取組は、民間団体による公共空間を活用したまちのにぎわ

いづくりとして、約１年間の社会実験を経て、平成２８年１１月

から本格実施されています。 

 

道路空間を活用したにぎわいづくり  
～北九州市国家戦略特区の取組～ 

「国家戦略特区」に指定されている北九州市では、地域団体による

道路空間を活用したにぎわいづくりが可能となり、小倉北区では、井

筒屋クロスロードや鳥町サンロードで、オープンカフェやマルシェな

ど様々な取組が行われています。 
 
 
 
 
 
公園を活用したにぎわいづくり 

～「公募設置管理制度（Park-PFI）」を活用した公園施設の導入～ 

勝山公園の 外橋のそばにある珈琲所コメダ珈琲店では、紫川の川面

を眺めながら、おいしいコーヒーやモーニングが楽しめます。 

この取組は、都市公園法の「公募設置管理制度（Park-PFI）」を全

国で初めて活用したもので、公園内に民設民営のカフェを導入し、まち

のにぎわいを創出しています。 
 
 

にぎわいと憩いの空間「船場広場」 

小倉都心部にある「船場広場」は、普段の暮らしのなかにある憩いの

広場であり、イベント等開催時にはにぎわいを創出します。広場の運営

は、北九州商工会議所が地域のまちづくり団体等と連携し、民間の創意

工夫を活かして行っています。イベント等の利用は、船場広場のホーム

ページから申し込むことができます。 
 
 
 
堺町公園における夜間の飲食屋台等出店事業 

堺町公園において、国内外観光客の取込みによる街の賑わいづく

り、繁華街における安全・安心のまちづくりの進展、周辺エリアへ

の出店促進を図ることを目的に、飲食屋台等出店事業を行います。 

また、地元団体等と連携して、小倉繁華街のにぎわい創出を目指

し、本市の魅力を発信します。 
 
 

建設局 総務課 
ＴＥＬ：５８２－２９８４ 

Canal Viola（カナル ヴィオラ） 

イベントの様子 

企画調整局 
  地方創生推進室  ＴＥＬ：５８２－２９０４ 
建設局 道路計画課 ＴＥＬ：５８２－３８８８ 

珈琲所コメダ珈琲店（北九州勝山公園店） 

建設局 緑政課       

 ＴＥＬ：５８２－２４６６ 

イベントの様子 

建築都市局 都市再生企画課      

ＴＥＬ：５８２－２５０２ 

協働 

協働 

協働 

ライトアップされた堺町公園 

産業経済局 商業・サービス産業政策課   
ＴＥＬ：５８２－２０５０ 
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北九州市総合観光案内所  

ＪＲ小倉駅３階の北九州市総合観光案内所は、観光客の満足度向

上及び周遊の促進を図るため、令和 3 年 5 月にリニューアルしまし

た。 

在来線・新幹線の改札口からも近く、全面的にガラス張りの明る

い造りで、十分な広さと機能を備えており、利用者に寄り添って観

光情報を提供しています。 
 
 
小倉城 

１６０２年に細川忠興が築城を開始した小倉城。自然石をそのま

ま利用した「野面積み」と呼ばれる石垣は、築城当時のものが多く

残っています。 

天守閣は１９５９年に再建されており、２０１９年（平成３１年）

３月にリニューアルしました。天守閣内は細川氏や小笠原氏といっ

た小倉城に縁のある人物に焦点を当てた展示や、流鏑馬や歴史衣装

の体験ゾーンなど、多くの方に楽しんでいただける観光施設となって 

います。 
 
小倉城庭園 

小笠原氏の別邸であった下屋敷（御遊所）跡を復元した文化施設で、

大名の庭園と江戸時代の典型的な武家の書院を再現するとともに、茶

室や展示棟を備えた複合施設です。礼法や茶道など、日本文化に触れ

ることができます。 

 

 

 

ミクニワールドスタジアム北九州 

「ミクニワールドスタジアム北九州」では、Ｊリーグやラグビート

ップリーグなどの試合、小中高生のサッカー・ラグビー大会、子ども

たちへの芝生開放などに加え、人が集い、まちのにぎわいを生み出す

様々なイベントの開催等を通じ、市民に夢と感動を提供していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

小倉城        ＴＥＬ：５６１－１２１０ 
産業経済局 観光課  ＴＥＬ：５５１－８１５０ 

小倉城庭園       ＴＥＬ：５８２－２７４７ 
産業経済局 観光課  ＴＥＬ：５５１－８１５０ 

小倉城 

小倉城庭園 

北九州市総合観光案内所 ＴＥＬ：５４１－４１８９ 
産業経済局 観光課    ＴＥＬ：５５１－８１５０ 

 

独自 

北九州市総合観光案内所 

紫川親水広場 

紫川親水広場リニューアル 

紫川親水広場が新たな装いで、令和3年7月にリニューアルし

ました。都市と自然が調和する「水辺のシンボル」、子どもも

楽しめる「憩いの広場」と位置づけて再整備を実施。 

今後は、親水広場を中心とした紫川周辺の更なる魅力向上、

小倉都心部のにぎわいの創出に取り組んでいきます。 

コラム 

市民文化スポーツ局 スポーツ振興課 ＴＥＬ：５８２－２３９５ 

ミクニワールドスタジアム北九州 
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平和のまちミュージアム 

 

北九州市平和のまちミュージアム 

令和４年４月１９日、勝山公園内に開館しました。北九州市でも

八幡大空襲を始め、戦争による様々な悲劇がもたらされました。ま

た、この地にあった“小倉陸軍造兵廠”は長崎に投下された原子爆

弾の第一目標でした。ミュージアムでは、市民寄贈の実物資料のほ

か、空襲を追体験できる“360 度シアター”など最新の映像・音響

を活用した多様な展示で、戦争の悲惨さや平和の大切さ、命の尊さ

について学ぶことができます。 
 
 
北九州市立松本清張記念館 

北九州市出身の作家、松本清張の広範囲な創作活動と「人間・松本清張」

の魅力を、常設展をはじめ企画展や講演会などを通して紹介しています。

また、松本清張に関する資料を収集・整理し、清張の「人と作品」を調査・

研究しています。 
 
 
 
北九州市立文学館  

北九州ゆかりの文学者と文芸活動に関する資料の収集、保存、調査、研究、

展示や特別企画展を実施するほか、文学館文庫の発行や文学賞の授与、コン

クールを行い、北九州市の豊かな文学的土壌を全国に発信しています。 

令和２年春に展示リニューアルし、文豪・森 外をはじめ、杉田久女・

橋本多佳子、林芙美子、火野葦平、宗左近について、貴重な資料やその生涯

をグラフィックで紹介するとともに、ジャンル別の北九州の文学のあゆみや、

現代作家についても紹介しています。 

 
北九州市立中央図書館 

周辺を公園の緑につつまれたドーム型の個性的な外観を持ち、誰もが

利用できる市立図書館の中核施設として、図書資料の貸出やレファレン

スサービス（読書や調査・研究のための資料活用に関する相談対応）な

どを提供しています。 

また、図書館ボランティアを養成する講座等も実施しています。 
 
 

北九州市立子ども図書館 

子どもの読書活動に特化した「北九州市子ども読書活動推進条例」

に基づき、市内の子どもたちから様々な意見を聞いて、ゆったりと

くつろげるように開放的な造りにした子ども向けの専門図書館です。

「世界の絵本と地図のコーナー」や「ふるさと再発見コーナー」な

どがあり、本を読むことの楽しさを知ってもらえます。 

 
 

松本清張記念館 

文学館 

市民文化スポーツ局 文学館事務局 ＴＥＬ：５７１－１５０５ 

市民文化スポーツ局 松本清張記念館 ＴＥＬ：５８２－２７６１ 

文学館 

 

中央図書館 

教育委員会 中央図書館 庶務課 ＴＥＬ：５７１－１４８１ 

 

子ども図書館 

教育委員会 中央図書館 子ども図書館 ＴＥＬ：５７１－００１１ 
 

 総務局 平和のまちミュージアム  
ＴＥＬ：５９２－９３００ 



２ 小倉北区の主要事業        

(1)都心としてのまちづくり 

(ｱ)街なかのにぎわいづくり 
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北九州市漫画ミュージアム 

本市は、松本零士氏、畑中純氏、わたせせいぞう氏、北条司氏など著名

な漫画家を数多く輩出しています。 

北九州市漫画ミュージアムは、これらの作家やその作品を地域の資源と

して、幅広い年代の人々に漫画の楽しさや魅力を伝える漫画文化の拠点施

設です。 
 
 
北九州市立美術館 分館 

北九州市立美術館の分館として多彩なジャンルの企画展を開催します。

都心の立地を活かし、市民が「気軽に親しみ・楽しめる」魅力的な都市型

美術館を目指します。 
 
 
 
 
 
 

北九州市立生涯学習総合センター 

気軽に受講できる身近なものから専門的なものまで、幅広い分野の生

涯学習機会を提供する「北九州市民カレッジ」や、生涯学習のボランテ

ィアを養成する講座等を実施しています。 

また、自主的な学習の場の提供も行い、市民の学び・交流・活動・創

造を支援する、総合的な生涯学習拠点施設です。 

 

 
 

 

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

男女共同参画社会の形成を推進するための拠点施設として、さまざまな講

演会や講座の開催、相談事業などを実施しています。また、ホールなどの施

設は、一般の方もご利用いただけます。 

毎年 7 月には開所を記念し、約 3 週間にわたって「ムーブフェスタ」を

開催しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習総合センター 

市民文化スポーツ局 生涯学習総合センター 管理運営課 
ＴＥＬ：５７１－２７３５ 

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 
ＴＥＬ：５８３－３９３９ 

総務局 男女共同参画推進課  ＴＥＬ：５８２－２４０５ 

男女共同参画センター・ムーブ 

小倉駅を中心とした「小倉都心部にぎわい創出事業」 

小倉北区役所は、JR九州小倉駅・JR小倉シティ（アミュプラザ）

とのコラボレーションにより小倉駅を中心としたにぎわい創出を

図ります。JRウォーキングやJAM広場でのイベント開催など、小

倉都心部の集客を促進し、小倉駅周辺の文化施設や商店街との回遊

性を高めます。 
「桜の樹」（2/28～4/27 設置） 

市民文化スポーツ局 漫画ミュージアム事務局 ＴＥＬ：５１２－５０７７ 

閲覧ゾーン 

市民文化スポーツ局 美術館普及課 ＴＥＬ：５６２－３２１５ 

美術館分館入口 

コラム 


