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北九州市
きた き ゅ う し ゅ う し

中央
ちゅうおう

公園
こ う え ん

周辺
しゅうへん

地区

福岡
ふくおか

県
けん

　北九州
きたきゅうしゅう

市
し



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 376 ha

平成 18 年度　～ 平成 22 年度 平成 18 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

百人/年 平成16年度 平成22年度

万人/年 平成16年度 平成22年度

％ 平成17年度 平成22年度

20環境学習事業に対する参加 到津の森公園環境学習プログラム参加者数 自然保護や環境保全意識の高揚に対する指標 0

都道府県名 福岡県 北九州市
キタキュウシュウシ

中央公園周辺地区
チュウオウコウエンシュウヘン

計画期間 交付期間 22

大目標：北九州市の教育・文化・スポーツの中核地としての機能の充実を図り、市民がより自然に親しみ、健康で文化的な生活を営むことのできる環境づくりを目指す。
目標１： 自然や動物とのふれあいの場の充実を図り、自然保護や環境保全意識の高揚を図る
目標２： 多くの市民が集まり、自然や文化にふれ、スポーツに親しむことのできる憩いと安らぎの場を創出する。
目標３： 市民福祉の向上を目指し、健常者や身障者がともに安全・安心にくつろげる空間づくりを目指す。

・ 本市のほぼ中心にあり、3つの区に接する中央公園や美術の森公園は、小倉都心に近い街中にありながら、金比羅山や金比羅池など自然豊かな環境である。

・ また、動物園を兼ねた到津の森公園や総合体育館、市立美術館などの施設があり、北九州市の教育文化発信の地となっている。

・ このうち到津の森公園は、昭和９年に開園し、長い間市民に親しまれてきた民間経営の動物園遊園地であったが、経営困難から閉園されようとしていた際、約２５万人に及ぶ署名など市民の強い要望により、本市が引継ぎ再整備を行なった公園であ
る。この到津

多様化する市民ニーズに対応するための施設整備がまだまだ不十分である。
公園や施設を結ぶ周辺道路や公園園路に、狭く危険な箇所がある。
それぞれの施設の連携や教育活動を行なうシステムの構築が必要である。

公園や施設の機能充実
公園園路や施設周辺道路を安全快適に

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

38

市民の満足度調査 市政モニターによる到津の森公園に対する意識調査 来園者や市民の到津の森公園に対する意識 39 50

施設利用者数の増加 到津の森公園来園者数 公共施設 の利用度を定量的に把握するための指標 34



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

・整備方針３：日常の生活から離れ、異次元空間で楽しめるような景観整備 到津の森公園
到津の森公園動物展示施設整備事業
井堀3号線道路景観整備事業

・教育プログラムの確立・・・到津の森公園で楽しく学ぶ環境学習事業
  （小学校等と連携し、動物保護・自然保護の観点で、到津の森公園などの施設を利用した、教育活動をサポートするシステム）

・他市動物園との連携による効率的な教育活動・・・到津の森公園他市動物園ライブ映像配信事業
  （到津の森公園にはいない動物を他市動物園と連携し、現地の動物の映像をライブで配信することにより、多様な動物を効率的に紹介する）

方針に合致する主要な事業
・整備方針１：動物や自然とふれあい、遊び、学び、憩うことのできる公園施設整備 到津の森公園

到津の森公園動物展示施設整備事業
中央公園
福祉公園
祝町一丁目西公園
美術の森公園・中央緑地
美術の森公園・中央緑地サイン整備事業

・整備方針２：公園と各施設を結ぶ連絡道路や遊歩道の整備 曽根鞘ヶ谷線舗装補修事業
高見1号線歩道設置事業
東鞘ヶ谷町2号線橋梁補修事業
大蔵到津線舗装補修事業
槻田昭和1号線舗装補修事業
八王寺町2号線道路補修事業
高見3号線橋梁補修事業
西鞘ヶ谷町7号線災害防除事業
高見21号線歩道改良事業
西鞘ヶ谷町21号線歩道改良事業



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 北九州市 直 L=740m,W=20～31.5m H18 H19 H18 H19 26.0 26.0 26.0 26.0

道路 北九州市 直 L=55.5m,W=13.6m H20 H21 H20 H21 128.0 128.0 128.0 128.0

道路 北九州市 直 L=100m,W=11m H18 H18 H18 H18 20.0 20.0 20.0 20.0

道路 北九州市 直 L=1,470,W=21m H18 H20 H18 H20 63.0 63.0 63.0 63.0

道路 北九州市 直 L=1900m,W=20m H21 H22 H21 H22 112.0 112.0 112.0 112.0

道路 北九州市 直 L=700m,W=15m H22 H22 H22 H22 3.8 3.8 3.8 3.8

道路 北九州市 直 L=319m,W=5.5～8.2m H21 H22 H21 H22 31.1 31.1 31.1 31.1

道路 北九州市 直 L=21m,W=9.5m H21 H21 H21 H21 19.0 19.0 19.0 19.0

道路 北九州市 直 L=23m,W=2.3m H22 H22 H22 H22 20.0 20.0 20.0 20.0

道路 北九州市 直 L=950m,W=12m H22 H22 H22 H22 51.6 51.6 51.6 51.6

道路 北九州市 直 L=700m,W=10.0m H22 H22 H22 H22 31.5 31.5 31.5 31.5

公園 北九州市 直 A=4,000㎡ H18 H22 H22 H22 34.5 34.5 34.5 34.5

公園 北九州市 直 A=6,000㎡ H18 H21 H18 H21 147.5 147.5 147.5 147.5

公園 北九州市 直 A=1,000㎡ H18 H18 H18 H18 17.0 17.0 17.0 17.0

公園 北九州市 直 A=33.7ha H22 H22 H22 H22 11.2 11.2 11.2 11.2

公園 北九州市 直 A=10.6ha H18 H22 H18 H22 519.5 519.5 519.5 519.5

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 情報板 北九州市 直 1箇所 H22 H22 H22 H22 4.3 4.3 4.3 4.3

高質空間形成施設

高次都市施設

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 1,240.0 1,240.0 1,240.0 1,240.0 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
北九州市 直 10.6ha H18 H22 H18 H22 433.3 433.3 433.3 433.3

北九州市 直 10.6ha H18 H22 H18 H22 26.0 26.0 26.0 26.0

北九州市 直 10.6ha H18 H18 H18 H18 18.5 18.5 18.5 18.5

北九州市 直 376ha H22 H22 H22 H22 1.2 1.2 1.2 1.2

－

－

－

合計 479.0 479.0 479.0 479.0 …B
合計(A+B) 1,719.0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
北九州市 国土交通省 L=2km,W=36m ○ H9 H22 16,788.0

北九州市 国土交通省 L=5.4km ○ S63 H26 567.0

北九州市、民間事業者 国土交通省 A=45.0ha ○ ○ H8 H24 44,000.0

合計 61,355.0

西鞘ヶ谷町7号線災害防除事業

高見21号線歩道改良事業

西鞘ヶ谷町21号線歩道改良事業

中央公園

到津の森公園

交付対象事業費 1,719.0 交付限度額

事業
細項目

事業主体事業箇所名

687.6 国費率 0.4

交付期間内事業期間
規模

うち民負担分

0

（参考）事業期間
直／間

到津の森公園動物展示施設整備事業

曽根鞘ヶ谷線舗装補修事業

美術の森公園・中央緑地サイン整備事業

高見1号線歩道設置事業

福祉公園

東鞘ヶ谷町2号線橋梁補修事業

美術の森公園・中央緑地

大蔵到津線舗装補修事業

井堀3号線道路景観整備事業

祝町一丁目西公園

槻田昭和1号線舗装補修事業

高見3号線橋梁補修事業

八王寺町2号線補修事業

交付期間内事業期間
規模

到津の森公園環境学習事業
到津の森公園他市動物園ライブ映像配信事業

－

－

－

ー

地域創造
支援事業

動物展示施設整備
細項目

住宅市街地
総合整備
事業

事業

他市動物園ライブ映像配信

環境学習事業

全体事業費
事業期間（いずれかに○）

事業主体 規模

事業主体
（参考）事業期間

事後評価調査

事業箇所名

うち民負担分

事業

都市計画道路3号線街路事業

所管省庁名

直／間

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業箇所名

住宅市街地総合整備事業（八幡高見地区）

八幡東区

八幡東区

板櫃川河川環境整備事業 小倉北区～八幡東区



環境学習事業に対する参加 （百人/年） 0 （１６年度） → 20 （２２年度）

施設利用者数の増加 （万人/年） 34 （１６年度） → 38 （２２年度）

市民満足度調査 （％） 39 （１７年度） → 50 （２２年度）

中央公園周辺地区（福岡県北九州市）整備方針概要図

目標
　北九州市の教育・文化・スポーツの中核地としての機能の充実を図り、市民がよ

り自然に親しみ、健康で文化的な生活を営むことのできる環境づくりを目指す。

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

100m 500m 1,000m

○関連事業
河川環境整備事業 板櫃川

○関連事業
街路事業 都市計画道路3号線

■提案事業
事業活用調査 中央公園周辺地区

■基幹事業
橋梁補修事業東鞘ヶ谷町2号線

■基幹事業
サイン整備事業 美術の森公園・中央緑地

■基幹事業
公園整備事業 祝町一丁目西公園

■基幹事業
公園整備事業 到津の森公園

郷土の森林ゾーン整備
夜間照明整備
休憩施設等整備

□提案事業
到津の森公園 動物展示施設整備

環境学習事業
他市動物園ライブ映像配信

■基幹事業
道路舗装補修事業 槻田昭和1号線

■基幹事業
道路景観整備事業井堀3号線

■基幹事業
道路歩道改良事業 西鞘ヶ谷町21号線

■基幹事業
道路法面災害防除事業 西鞘ヶ谷町7号線

■基幹事業
公園整備事業 中央公園

■基幹事業
道路歩道改良事業 高見21号線

■基幹事業
道路舗装補修事業 曽根鞘ヶ谷線

■基幹事業
公園整備事業 美術の森公園・中央緑地

■基幹事業
公園整備事業 福祉公園

■基幹事業
橋梁補修事業 高見3号線

■基幹事業
道路歩道設置事業 高見1号線

■基幹事業
道路舗装補修事業 大蔵到津線

■基幹事業
補修事業 八王寺町2号線


