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八幡東区は昭和 49 年の旧八幡区の分割により誕生しました。 

さかのぼれば、明治 34 年、この地に官営八幡製鐵所が誕生し、以来、鉄鋼を中心とした基幹産業を

背景にわが国の経済成長を支え続けてきました。 

八 幡 の 名 称 の 由 来
明治 22 年（1889 年）4月に町村制が施行され、尾倉（オグラ）村・大蔵（オオクラ）村・枝光（エダミツ）

村が合併して八幡（ヤハタ）村が誕生しました。「八幡」の由来は、三つの村とも産土神(うぶすなかみ)様と

して八幡神社を祭っていたので「八幡」と名付けたといわれています。

主 な で き ご と
明治 22. 4. 1  町村制施行（尾倉村・大蔵村・枝光村が合

併、八幡村となる） 

   33. 2.15  町制施行 

   34. 2. 5  官営八幡製鐵所東田第一高炉火入れ（操業
開始） 

大正 5. 7     遠賀郡黒崎町の一部（前田）を編入 

6. 3. 1  市制施行 

   14. 4.28  企救郡板櫃町の一部（槻田及び板櫃の一部
を編入 

   15.11. 2  遠賀郡黒崎町を編入 

昭和 2. 3.    河内貯水池完成 

   12. 5. 5  遠賀郡上津役村を編入 

   19.12. 8  遠賀郡折尾町を編入 

   20. 8. 8  空襲により八幡のまちは焦土と化す 

   30. 4. 1  遠賀郡香月町・鞍手郡木屋瀬町を編入 

   32.11.12  帆柱ケーブル開通 

   38. 2.10  北九州の五市が合併し、北九州市となる 

   38. 4. 1  政令指定により区制施行（八幡区） 

   49. 4. 1  行政区再編成により八幡区を東西に分区、
八幡東区・八幡西区を新設 

平成 2. 4.22  宇宙体験型テーマパーク「スペースワール
ド」開業 

    8. 3.27  東田第一高炉が市指定文化財（史跡）に指定

   11. 7. 2  ＪＲスペースワールド駅開設 

   12.11.21  河内温泉「あじさいの湯」オープン 

   13. 6.30  帆柱ケーブルリニューアル 

    13. 7. 2  北九州都市高速「枝光出入口」開通 

   13. 7. 4  「北九州博覧祭２００１」開幕 

   14. 4. 6  環境ミュージアムオープン 

   14.11. 3  北九州市立自然史・歴史博物館（いのちの
たび博物館）オープン 

   18.12.19  南河内橋が国の重要文化財に指定 

   19. 4.21  北九州イノベーションギャラリーオープン

   19.11.30  東田第一高炉跡や河内貯水池などが近代化
産業遺産に認定 

   19.12.28 皿倉山スロープカーと皿倉山頂展望台 
              オープン 
   20. 3. 1 ＪＲ八幡駅ビルグランドオープン 

   21. 9.18 北九州水素ステーション開設 

   22. 6. 4 アジア低炭素化センターオープン 

   22.12.15 都市計画道路「東田出入口」開通 

   23.11.29 長崎街道（東田遊歩道）整備

   24. 5.26  ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ オープン 

   26.10. 4  全国餃子祭り開催 

   27. 4. 1  帆柱ケーブルが皿倉山ケーブルカーに改称 
       （社名:皿倉登山鉄道㈱) 

   27. 7. 5  官営八幡製鐵所関連施設が「明治日本の産
業革命遺産」のひとつとして世界文化遺産
登録決定 

   28. 3.24 八幡東消防署新築移転 

   28. 4.22 八幡図書館移転オープン 

   28. 5. 2  国家戦略特区「けやきテラスプロジェ 
              クト」スタート 

   29. 3. 1  旧八幡市制 100 周年記念式典催行 

   29．7.29 まつり八幡東 in 2017 開催 

   29.12. 9  まちづくりプランシンポジウム開催 

   29.12.31 スペースワールド閉園 

   30.10．3 皿倉八景選抜総選挙において「皿倉八景」を 

決定 

   30.12.25  新八幡病院開院 

   31．2.14 皿倉山スロープカー軌道にイルミネーションを整備 

令和元.10. 5 プレミアム夜景の日（皿倉山山頂ｲﾍﾞﾝﾄ） 

   元.10.19  2019 九州ぎょうざ祭り in北九州開催 

    2. 6.19  桃園市民プールリニューアルオープン 

    2. 7. 5  官営八幡製鐵所 世界遺産登録 5周年 

    3. 2. 5  火入れ 120 周年記念 1901 東田第一高炉ライトアップ

    3. 3.31  大谷会館閉館 

    3. 8.14  東京 2020 パラリンピック聖火採火式開催 

    3.10.18  世界体操選手権大会 総合体育館で開催 

    4. 4.28  ジ アウトレット北九州オープン 

             新科学館（スペース LABO）オープン 

八 幡 東 区 の 生 い た ち 

近年、産業構造の転換、バブルの崩壊、長引く不

況といった時代の荒波を受け、八幡東区は「人口の

減少」「少子・高齢化」等の問題を抱えてはいるも

のの、各種産業分野において、技術の集積やネット

ワーク化、学術・研究分野との連携、産業支援基盤

整備の促進など、「産業・地域の活性化」にむけて

市民・企業・各種団体・行政が一体となって取り組

んでいるところです。 

大
正
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年
頃
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幡
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第３章 まちづくりの基本的な考え方 
【①まちづくりの目標】 

【②基本方針】                   【④まちづくりのちから】 

 【③北九州ブランドの創造】

人と文化を育み、世界につながる、環境と技術のまち 
市民がまちに自信と誇りを持ち、住んでいる市民はもちろん訪れた人も、

「住んでみたい、住み続けたい」と思えるまちを実現していきます。 

(1) 人づくり～多様な人材が輝くまちをつくる

あらゆる世代が能力を発揮できる環境づくり、子育て・

教育､専門人材・地域づくり人材育成等

(2) 暮らしづくり～質の高い暮らしができるまちをつくる

安全・安心、福祉、健康、文化・スポーツ、地域づくり、

人権、男女共同参画、多文化共生等 

(3) 産業づくり～元気で人が集まるまちをつくる 

高付加価値化､中小企業・商店街の振興､にぎわいづく

り､若者･女性･中高年齢者の雇用等 

(4) 都市づくり～便利で快適なまちをつくる 

拠点地区の機能強化、交通・物流ネットワークの強化、

都市基盤の整備、災害に強い都市づくり等 

(1)市民のちから 
～みんなでまちをつくる 

市民と行政との協働によ

るまちづくり等 

(2)行政のちから 
～新しい市役所に変わる 

組織文化創造､公民パート

ナーシップ等

(3)連携のちから 
～まちとまちのつながり

を強める 

広域連携､アジアのゲートウェイ､

道州制等 

(4)資産のちから 
～まちの「たから」を活か

す 

制度・仕組み、基盤・施設

の保全・活用等

(5)自然のちから 
～自然の恵みを活かす 

豊かな自然環境､少ない自

然災害等 

(1) 都市ブランドの構築 

世界の環境首都 

・まちの美しさを実感できるまちづくり 

・低炭素社会の実現 

・環境国際協力の推進等 

アジアの技術首都 

・アジアの中核的なものづくり拠点 

・アジアの研究開発･人材育成 

・国際的に通用するビジネス環境等

(2) 地域の新たな魅力づくり 
・独自の「政策」としてのブランド、「モノ」や 

「場所」に着目したブランドの構築 

・偉人・先人の顕彰

まちづくりの基本 

① 北九州市基本構想・基本計画 ～「元気発進！北九州」プラン～
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第４章まちづくりの取組みの柱 

１ 人を育てる ～子育て・教育日本一と創造性あふれる人材の輩出～ 

○ 子育て・教育日本一を実感できる環境づくり 

○ アジアをリードする頭脳拠点の形成 

○ まちづくりを支える人材の育成 

２ きずなを結ぶ ～健康で安全・安心な暮らしの実現～ 

○ 信頼のきずなによる安全で安心できるまちづくり

○ 誰もが元気で安心して地域で生活できるまちづくり

○ すべての市民が人権を尊重され自分らしく暮らせるまちづくり

３ 暮らしを彩る ～快適な生活空間の創出と文化・スポーツの振興～ 

○ 快適に暮らせる身近な生活空間づくり 

○ 生活に根づき、誇れる文化・スポーツの振興 

○ 活発な市民活動を促進する環境づくり 

４ いきいきと働く ～競争力のある産業振興と豊かな雇用創出～ 

○ 高付加価値産業の創出 

○ 商業・サービス産業・農林水産業の振興 

○ 多様なニーズに対応した人材育成と就業支援の推進 

○ にぎわいづくりの推進 

５ 街を支える ～都市基盤の強化と国際物流拠点の形成～ 

○ 都市の発展を支える拠点地区の整備 

○ 交通・物流基盤の機能強化とネットワーク化 

○ 都市基盤・施設の効率的な活用・整備 

６ 環境を未来に引き継ぐ ～市民・企業・行政が共につくる「世界の環境首都」～ 

○ 世界に広がる市民環境力の発揮 

○ 地域からの低炭素社会への取組み 

○ 循環型の生活様式・産業構造への転換 

○ 豊かな自然環境と快適な生活環境の確保 

７ アジアの中で成長する ～アジア諸都市との交流・協力と広域連携～ 

○ アジアを中心とした国際戦略の推進 

○ 物流基盤を活かした国際ビジネスの振興 

○ アジアの巨大都市と連携・競争できる広域連携の推進 

【問い合わせ】 企画調整局総務課 ℡582-2158
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～ 産業と生活の新しいかたちを創造するまち ～ 

【現状と課題】 

 八幡東区は、官営八幡製鐵所（現日本製鉄）の発祥地であり、近代日本の発展

の礎となったまちです。現在では、工場・社宅跡地などが総合的に整備され、新

しいまちづくりが進んでいます。 

しかし市内でも高齢化率が高く、山すその斜面地や高台に広がった住宅地には

老朽家屋などが目立ってきています。今後は盛んな地域コミュニティ活動の強み

を活かし、新しく整備された地区と旧市街地との一体化によるまちづくりや安

全・安心で暮らしやすいまちづくりが求められています。 

【地域資源】 

＜八幡駅前地区＞ 

 ＪＲ八幡駅前地区では、駅前の立地を活かして、 

土地の高度利用と景観整備により、住宅と商業・  

業務機能が一体となった市街地が整備されています。 

＜平野地区＞ 

平野地区では、独立行政法人国際協力機構（JICA）九州国際センターや公益財

団法人北九州国際技術協力協会（KITA）、九州国際大学などの集積により、海外か

ら多くの研修員や留学生の受入れが活発に行われています。また、音響効果の優

れた市内唯一の音楽専用の響ホールがあります。 

＜東田地区＞ 

 八幡東田地区では、アミューズメント施設や大型商業施設、さらには環境ミュ

ージアムや自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館）などの文化施設が集積し、

多くの市民や観光客でにぎわっています。また情報通信関連産業などの集積が行

われるとともに、産官学の協働による環境共生型住宅の整備や北九州スマートコ

ミュニティ推進事業の実施など環境モデル都市の先進的地区として新たなまちづ

くりが進んでいます。 

 ＜高見地区＞ 

 緑豊かな丘陵地に囲まれた板櫃川が流れる高見 

地区では、戸建・共同住宅や商業・生活関連施設 

などの一体的な整備が進み、子どもの自然体験の 

場となる「板櫃川水辺の楽校」が整備されています。 

② 八幡東区の魅力づくり ～「元気発進！北九州」プラン～

八幡駅前地区 

高見地区 
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 ＜皿倉・河内地区＞ 

              市街地の背後には、緑豊かな皿倉山がそびえ、そ

のふもとにある河内貯水池周辺は、かつて八幡の奥

座敷と称された風光明媚なたたずまいを有していま

す。 

 また、日本の産業近代化の礎となった官営八幡製鐵 

所関連施設が「明治日本の産業革命遺産」のひとつと 

して世界遺産に登録され、東田第一高炉跡や河内貯水池、 

旧百三十銀行八幡支店など他の近代化産業遺産とともに 

注目が集まっています。 

【まちづくりの方向性】 

①  既存の工業の基盤を活用し、生産活動を維持・発展させるとともに、情報

通信関連産業などの集積を図ります。 

②  地域住民によるコミュニティ活動を、継承・強 

化しながら、新たな産業と暮らしとが融和した、 

子どもから高齢者までの誰もが安全・安心で暮ら 

しやすいまちをつくります。 

③  アミューズメント施設や各種博物館等の広域観光施設や文化施設などの観

光資源を活かし、多くの人が訪れ、楽しみ、学ぶことができるまちをつくり

ます。集客拠点の東田地区と八幡駅前・中央・枝光地区などの既成市街地と

の連携強化を図り、回遊性を高めていきます。 

④  大学などの教育・文化施設や国際協力機関と連携しながら、市民の文化芸

術活動の拠点となるまちをつくります。 

⑤  河内貯水池や皿倉山などの豊かな自然を守り、 

市街地の水と緑を育み、環境共生のまちをつくり 

ます。 
河内貯水池（堰堤） 

皿倉山山頂 

東田第一高炉跡 

枝光やまさか乗合ジャンボタクシー 
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八幡東区では、「北九州市基本構想・基本計画」（平成２０年１２月策定）を踏

まえ、区政の目標・方向性を示しました。 

③ 八幡東区のまちづくりについて

まちの魅力や特色を踏まえ、 

活力あふれる暮らしやすいまち 八幡東区 目 標 

方向性 

地域住民とともに進めるまちづくり 

暮らしやすいまち 

Ⅰ．豊かな自然に恵まれた皿倉・河内、地域に伝わる芸

術・文化活動、世界文化遺産に登録された官営八幡製

鐵所関連施設や歴史的価値のある近代化産業遺産群な

どを活用したまちづくりの推進 

Ⅲ．誰もが安全で安心して暮らせるよう、地域との協働

による防災・防犯対策の推進や見守りネットワークの

充実 

Ⅳ．住民主体の地域コミュニティ活動の積極的な支援、 

子どもから高齢者までの健康づくりや子育て支援、 

高齢者等への生活支援などの推進 

Ⅴ．市民にやさしく、安心して快適に利用できるように

市民センターや身近な道路や公園などの整備 

Ⅱ．多くの人が訪れ、楽しみ学ぶことができるにぎわい

のまちづくりの推進 

活力あふれるまち 
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■ 皿倉・河内周辺の自然と親しむ 

○ 皿倉山健康ウオークの開催や集客促進のための環境整備 

○ 皿倉山関係団体や民間事業者等との連携による「にぎわいづくり」事業の実施、及び「皿 

倉八景」を用いた、市内外へのＰＲの展開 

○ ケーブルカーの夜間通年運行に伴う夜景イベントの実施等、日本新三大夜景都市ブラン

ドを活用した皿倉山山頂への集客促進

○ 天空ドームの再整備など、「皿倉山リニューアル計画」に基づく施設の整備 

■ 伝統ある祭りなど芸術・文化の振興 

 ○ 地域住民による歴史と伝統ある祇園祭や盆踊りなどの芸術・文化の振興 

 ○ スペース LABO（北九州市科学館）が新たに加わる、東田地区ミュージアムパーク創造事

業との連携・協働の推進  

■ 世界文化遺産及び近代化産業遺産群のＰＲ 

 ○ 世界文化遺産を素材にした絵手紙コンクールの実施や区内の近代化産業遺産群とあわ

せた PR の実施 

 ○ 官営八幡製鐵所旧本事務所見学バスツアーの実施 

■ まちのにぎわい創出 

○ 大型商業施設の開設により、新たな観光拠点となった、東田を起点とした市内周遊観光

創出事業の実施によるさらなる賑わいの創出 

○ 地域のにぎわいづくりを行う団体（ＫＥＹＡＫＩ ＴＥＲＲＡＣＥ ＹＡＨＡＴＡなど）

への支援 

 ○ 地域団体と連携して、「まつり起業祭八幡」・「皿倉山イルミネーション」などの地域活

性化に資する行事を開催 

■ 地域のまちづくり事業の支援

 ○ 区内で開催される、住民相互の連帯感を高めるためのまちづくり事業の支援 

○ 「八幡ぎょうざ」を活用した、まちの活性化と八幡のＰＲ 

■ 安全・安心を実感できるまちづくりの推進 

○ 地域の自主防犯活動の支援 

○ 災害時における避難情報の提供など防災対策の推進 

 ○ 災害後の生活再建や復旧工事に関する相談への対応 

 ○ 空き家に関する相談への対応 

 ○ 支援を必要とする人を地域で見守り、必要なサービスにつなげる「いのちをつなぐネッ

トワーク」事業の推進 

 ○ 災害に強くコンパクトなまちづくりを進めるための「区域区分見直し（市街化調整区域

への編入）」にかかる地域との調整 

令和４年度 八幡東区の主なまちづくりの取組み 
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■ 地域コミュニティ活動の支援 

○ 地域コミュニティの中心的な担い手である自治会の加入促進などを支援 

○ まちづくり協議会の地域活動に対する助成を行う「校区まちづくり支援事業」などによ

る市民主体のコミュニティ活動を支援 

■ 生涯学習の推進

○ 市民センターなどにおける各種生涯学習活動の推進 

■ 健康づくり事業の推進 ～健康寿命プラス２歳を目指して～ 

 ○ 健康寿命延伸に向けての取組み（減塩高血圧対策等） 

○ 特定健診・がん検診等の重要性に関する知識の普及・啓発、健康教育の実施 

 ○ 地域における健康づくりの支援 

■ 安心して子どもを生み育てることができる環境づくり 

○ 区役所、子ども総合センター、保育所、小学校などが連携し、それぞれの立場から支援

を行っていく子育て支援関係者によるネットワークの充実 

 ○ 市民センターにおける育児相談・子育て支援講座の実施、親子交流事業の支援 

 ○ 子育てサポーター連絡協議会による地域での子育て支援 

■ 高齢者・障害者への支援の推進

 ○ 「地域包括支援センター」を中心に地域と連携した高齢者支援体制の推進 

 ○ 介護予防・生活支援サービスの推進 

  ○ 障害者・難病患者への福祉施策の充実 

  ○ 地域の支え合いの仕組みづくりへの支援 

■ 市民に身近な公園・道路整備の推進 

 ○ 市民ニーズに対応した生活環境整備の推進（公園・道路等の修繕・改修） 

 ○ バリアフリーや健康づくりに配慮した快適で利用しやすい公園・道路整備 

 ○ 蛍など、自然環境の保全に配慮した河川整備 

 ○ 国道３号黒崎バイパス及び戸畑枝光線整備による、広域道路ネットワークの強化、地域 

   間の連携・交流促進 
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（令和４年度「北九州市当初予算概要及び主要施策」から抜粋。○新 は新規事業） 

Ⅰ 人を育てる ～子育て・教育日本一と創造性あふれる人材の輩出～

１ 放課後児童クラブの管理運営   〔子ども家庭局子育て支援課 ℡582-2473〕

放課後児童クラブについて、利用を希望する児童を円滑に受け入れるととも

に、児童への対応を充実するため、放課後児童クラブアドバイザーや巡回カウ

ンセラーの派遣等を行います。 

２ 保育所運営事業                   〔子ども家庭局保育課 ℡582-2412〕

仕事と子育ての両立支援を推進するため、保育を必要とする子どもは誰でも

保育所に入所でき、多様なニーズに応えながら、子どもの健やかな育成を支援

する保育サービスの実現を図ります。

３ 一時預かり事業           〔子ども家庭局幼稚園・こども園課 ℡582-2550〕

私立幼稚園等の教育時間の前後や長期休業日等に行う預かり保育に要する

費用を助成します。併せて、保育を必要とする 2 歳児の定期的な受け入を促進

できるよう、受け入れに要する費用を拡充します。 

４ 特別保育事業及び病児保育事業     〔子ども家庭局保育課 ℡582-2412〕

多様な保育ニーズに対応するため、延長保育や一時保育、障害児保育等の運

営費の一部を助成します。 

① 延長保育事業 ●八幡東区事業箇所 ５か所 

保育時間を午後 7 時まで延長します。 

②一時保育事業  ●八幡東区事業箇所 ５か所  

家庭での保育が一時的に困難になった場合に、保育所で保育を行います。

（育児リフレッシュなどの理由でも利用可能。） 

③休日保育事業  ●八幡東区事業箇所 リアンはなお保育園 

休日に就業する保護者などを支援するため、休日に保育所を開所します。 

④病児保育事業  ●八幡東区事業箇所 大蔵病児保育室 

家庭での保育が困難な病気中、または病気やけがの回復期にある児童を一

時的に預かるための病児保育を実施します。 

５ 保育サービスコンシェルジュ事業       〔子ども家庭局保育課 ℡582-2412〕

保育を希望する保護者等の相談に応じ、認可保育所のほか、一時保育や幼稚

園預かり保育などの多様な保育サービスについての情報を提供し、待機児童削

減につなげるため、保育サービスコンシェルジュを配置します。 

令和４年度 八幡東区関連事業 
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６ 母子健康診査                〔子ども家庭局子育て支援課 ℡582-2410〕

妊婦や乳幼児の疾病等の早期発見や予防、悪化防止を図り、健康を保持増進

させるため、妊婦、乳幼児の健康診査を実施します。 

７ 子ども医療費支給事業         〔子ども家庭局子育て支援課 ℡582-2602〕

子育てに関する経済的負担を軽減し、子どもの健康の保持と健やかな育成を

図るため、１８歳（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日）までの保険診

療による医療費の自己負担額を助成します。 

８ すくすく子育て支援事業         〔子ども家庭局子育て支援課 ℡582-2410〕

安心して生み育てることができる環境づくりを推進するため、妊娠・出産・

育児期における保健事業を実施します。 

９ のびのび赤ちゃん訪問事業      〔子ども家庭局子育て支援課 ℡582-2410〕

子育ての孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図るため、保健師等

が生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、支援が必要な家庭に対

して適切な指導や支援を実施します。 

１０ 一般不妊治療費等助成事業 
〔子ども家庭局子育て支援課  ℡582-2410〕

医療保険が適用されず高額な医療費がかかる不育症検査・治療に関する費用

の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

１１ ○新 ひとり親コンシェルジュ推進事業 
〔子ども家庭局子育て支援課  ℡582-2410〕

区役所子ども・家庭相談コーナーの相談員を「ひとり親コンシェルジュ」と

して周知することにより、分かりやすく相談しやすい窓口づくりを推進すると

ともに、窓口に行けない家庭には訪問し相談に応じる等、自立に向けた支援を

実施します。 
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１２ 子どもひまわり学習塾事業 

 〔教育委員会授業づくり支援企画課 ℡582-3447〕

児童生徒の主体的な学習習慣や、基礎的・基本的な学力の確実な定着を図る

ため、放課後等を活用して学習機会を提供する「子どもひまわり学習塾」を実

施します。  

●八幡東区事業箇所 祝町小学校、枝光小学校、大蔵小学校、皿倉小学校 

高見小学校、槻田小学校、花尾小学校、ひびきが丘小学校、八幡小学校 

枝光台中学校、大蔵中学校、尾倉中学校、高見中学校、中央中学校、 

槻田中学校、花尾中学校 

１３ ○新  Kitakyushu Global Gateway 体験支援事業 
〔企画調整局総務課 ℡582-2158〕

〔教育委員会 学校教育課 ℡582-2368〕

 英語学習意欲の向上のきっかけとするため、市内の小・中・特別支援学校等

の児童生徒が、令和４年春にオープンする体験型英語教育施設「Kitakyushu 

Global Gateway」を体験できるよう支援します。 

１４ 学校における読書活動の推進  〔教育委員会子ども図書館 ℡571-0011〕 

〔教育委員会 授業づくり支援企画課 ℡582-3447〕 

「北九州市子ども読書活動推進条例」及び「北九州市子ども読書プラン」に

基づき、すべての子どもが楽しく自主的に読書活動を行うことができる環境を

整えます。 

また、学校図書館職員を全中学校区及び特別支援学校に継続して配置し、学

校における読書活動を推進する。その際、「子ども図書館」が拠点となり、学

校と市立図書館との連携を強化します。 

１４ 博物館セカンドスクール事業     〔自然史・歴史博物館普及課 ℡681-1011〕

博物館を第二の学校（教室）と位置づけ、子どもたちの体験学習など教室で

は行えない授業を行うことで博物館の教育的価値を高めます。 

１５ 小中一貫教育推進事業          〔教育委員会 学校教育課℡582-2368〕

本市の義務教育９年間を通じた教育活動を充実させ、小中一貫教育をさらに

推進するため、令和３年８月に改訂した「北九州市小中一貫・連携教育基本方

針」を踏まえ、モデル校（八幡東区中央中学校区及び尾倉中学校区）での検証

等を実施します。 
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Ⅱ きずなを結ぶ ～健康で安全・安心な暮らしの実現～ 

１ いのちをつなぐネットワーク事業   〔保健福祉局地域福祉推進課 ℡582-2060〕

地域における既存の見守り等の仕組みを結びつけ、網の目を細かくすること

により、地域全体で見守り、必要なサービスにつなげる「いのちをつなぐネッ

トワーク」を推進します。また、民間企業・団体との協力関係づくりを推進し

ます。  

２ 日本トップクラスの安全・安心なまちづくり関連事業 

〔市民文化スポーツ局安全・安心推進課 ℡582-2911〕

防犯活動の参加者拡大や刑法犯認知件数の減少など、北九州市安全・安心条

例第２次行動計画の目標を達成するため、事業者や学生等による自主防犯活動

の活性化等を図るとともに、警察や関係団体と連携し、安全・安心なまちづく

りを推進します。 

３ 子どもと女性の犯罪被害防止対策事業 

〔市民文化スポーツ局安全・安心推進課 ℡582-2911〕

子どもと女性の犯罪被害を防止するため、子どもや女性を対象とした安全セ

ミナーに加え、子どもを見守る保護者や教員等を対象とした見守りセミナー等

を開催し、防犯意識や知識の向上を図ります。 

４ 安全・安心総合相談ダイヤル事業 

〔市民文化スポーツ局安全・安心推進課 ℡582-2427〕

市民生活の身近な安全・安心に関する相談を受付ける「安全・安心総合相談

ダイヤル」を円滑に運用し、市民の相談機会の充実と不安感解消を図ります。 

５ 地域防犯対策事業     〔市民文化スポーツ局安全・安心推進課 ℡582-2911〕

誰もが安全・安心を実感できるまちを実現するため、市民の防犯意識を高め

るとともに、「地域防犯パトロール」や「ながら見守り」、「窓から見守り」とい

った地域住民の自主防犯活動を促進します。 

６ 暴力追放の推進       〔市民文化スポーツ局安全・安心推進課 ℡582-2427〕

福岡県警・県暴追センターと協力し、市民等の暴力追放意識のさらなる高揚

を図るとともに、建物等を暴力団事務所として使わせないための市民運動・住

民訴訟等の費用を補助し、社会全体での暴力団排除機運の向上を図ります。 
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７ 防災訓練の実施                 〔危機管理室危機管理課 ℡582-2110〕

市民の防災意識の高揚や災害時における関係機関の連携強化を図るため、各

地域の災害特性をふまえた住民参加型訓練等を市全体及び各区で実施します。 

８ みんな de Bousai まちづくり推進事業 

〔危機管理室危機管理課 ℡582-2110〕

地域防災力の向上を目的として、小学校区や町内会、マンションなど、様々

な地域単位での地区防災計画作りを支援するとともに、大学と連携するなど地

域防災の新たな担い手の育成に取り組みます。 

９ 地域と連携した避難所開設・運営モデル事業
〔危機管理室危機管理課 ℡582-2110〕

迅速な避難所の開設や地域防災力の向上等のため、避難所の開設と運営を市

と地域住民が連携して行う事業を、市内３０か所で実施します。 

１０ 住宅防火対策の推進                  〔消防局予防課 ℡582-3836〕

住宅火災による死者の発生を防ぐため、設置から 10 年が経過した住宅用火災

警報器の交換と定期的な点検・清掃について啓発を強化するなど、高齢者世帯

等を中心とした住宅防火対策を推進します。 

１１ 地域包括支援センター運営事業 

〔保健福祉局地域福祉推進課 ℡582-2060〕

身近なところで気軽に相談できる「総合相談窓口」として、保健・医療・福

祉・介護に関する幅広いニーズに対応するとともに、多職種や地域関係者とネ

ットワークの充実を図り、地域包括ケアシステムを推進します。 

１２ あんしん通報システム         〔保健福祉局長寿社会対策課 ℡582-2407〕

〔消防局予防課 ℡582-3836〕

健康上、注意が必要な高齢者や重度の身体障害がある人等の家に火災センサ

ーやペンダント型送信機を付加した緊急通報装置を設置し、火災や救急事案に

対し、消防隊や救急隊が迅速な対応を行うとともに、緊急通報に対する民間警

備員の駆けつけや医療・福祉スタッフの通年２４時間体制の相談対応により、

高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。 
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１３ いきいき安心訪問                    〔消防局消防団課 ℡582-3819〕

介護職員初任者研修を修了した消防団員が中心となり、一人暮らし高齢者世

帯を訪問し、防火・防災や家庭内での事故防止の指導、簡単な身の回りのお世

話を行うとともに、福祉に関する相談を関係機関につなぐなど、高齢者の安全・

安心の向上を図ります。 

１４ 介護予防・生活支援サービス事業 
〔保健福祉局地域福祉推進課 ℡582-2060〕

〔保健福祉局認知症支援・介護予防センター ℡522-8765〕

要支援１・２などの方を対象とした介護予防・生活支援サービス（訪問・通

所）については、利用者の状況に応じて「生活支援型」、「予防給付型」及び「短

期集中予防型」を自立に向けて提供し、継続的な介護予防に取り組みます。 

１５ 生活支援体制整備事業       〔保健福祉局地域福祉推進課 ℡582-2060〕

住民主体の高齢者支援体制を構築するため、協議体（校区の作戦会議）を支

援する地域支援コーディネーターの配置に加え、市民センター等を拠点とした

身近なボランティア活動を支援します。 

１６ 認知症高齢者等安全確保事業 
〔保健福祉局認知症支援・介護予防センター ℡522-8765〕

行方不明になった認知症高齢者等を早期に発見・保護するため、従来のＧＰ

Ｓによる探索に加え、二次元コードなどのデジタル技術を活用した新たな仕組

みを導入します。 

１７ 医療的ケア児等コーディネーター事業
〔保健福祉局障害者支援課 ℡582-2424〕

保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービスを総合的に調整し、医

療的ケアを必要とする子どもとその家族に対して、サービスを紹介するととも

に、関係機関と医療的ケアを必要とする子どもとその家族をつなぐため、医療

的ケア児コーディネーターを配置します。 

１８ 健康診査・健康診査受診促進事業 〔保健福祉局健康推進課 ℡582-2018〕

がんなどの早期発見・早期治療を図るため、各種がん検診等を実施します。

また、一定の年齢の市民にがん検診無料クーポンを配布するとともに、企業や

保険者団体、NPO 等と協働した受診促進事業を実施します。 
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１９ 保健事業（特定健診・特定保健指導） 

〔保健福祉局健康推進課 ℡582-2018〕

 生活習慣病を予防するための特定健診の受診率向上を図るとともに、特定保

健指導を実施します。また、特定保健指導非対象者にも、保健指導を行います。 

 さらに、慢性腎臓病（CKD）予防に向けて、健診結果からかかりつけ医・専門

医とをつなぐ連携システムを継続して運用し、生活習慣病予防及び重症化予防

を進めます。 

２０ 食育の推進

〔保健福祉局健康推進課 ℡582-2018〕

第三次北九州市食育推進計画の目標達成に向けて、地域における食育推進や

食育に関する人材育成・活動支援を行います。併せて、食育に関する情報発信

の充実や関係団体等のネットワークづくりを進め、お互いの情報共有や相互連

携・協力による食育を推進します。 

２１ フレイル対策強化事業
〔保健福祉局認知症支援・介護予防センター ℡522-8765〕

高齢者の通いの場等において、地域の健康課題に基づいた健康教育や保健相

談を実施することで、疾病予防・重症化予防を図り、フレイル対策を強化しま

す。 

２２ 健康マイレージ事業              〔保健福祉局健康推進課 ℡582-2018〕

介護予防・生活習慣改善等の取組や健康診査の受診等をポイント化し、その

ポイントを特典と交換することで健康づくりの重要性を広く普及啓発するとと

もに、市民の自主的かつ積極的な健康づくりへの取組を促進します。 

２３ 健康（幸）寿命プラス 2 歳の推進   〔保健福祉局健康推進課 ℡582-2018〕

健康（幸）寿命プラス２歳に向けて、地域・行政・企業など「オール北九州」

で健康づくりに取り組むため、関係者と幅広く連携し、糖尿病や高血圧の予防・

啓発等を実施する。また、高血圧予防や重症化を未然に防止するため、スマホ

アプリを活用した血圧管理や特定健診の受診、減塩等について啓発を行います。 
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２４ 市民センターを拠点とした健康づくり事業 

〔保健福祉局健康推進課 ℡582-2018〕

市民センター等を拠点として、市民が主体となって地域の健康課題について 

話し合い、目標設定、計画づくり、実践、事業評価を一つのサイクルとした健

康づくり事業を、まちづくり協議会が健康づくり推進員の会、食生活改善推進

員協議会と連携し、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、行政（保健師

等）などの協力により行います。 

２５ ○新 ヤングケアラー相談支援事業 
〔子ども家庭局子育て支援課 ℡582-2410〕

大人が担うような家族の介護や、きょうだいの世話などを行っているヤング

ケアラーを早期発見するため、相談窓口を設置し、適切な支援につなげるとと

もに、ヤングケアラーの心のケアや関係機関との連携による支援を実施します。 
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Ⅲ 暮らしを彩る ～快適な生活空間の創出と文化・スポーツの振興～

１ 空き家等活用推進事業       〔建築都市局空き家活用推進課 ℡582-2777〕

空き家に関するセミナー・相談会の開催をはじめ、空き家の適正管理の啓発

や流通促進、有効活用など、総合的に空き家活用の取組を推進します。 

２ 老朽空き家等対策推進事業   〔建築都市局空き家活用推進課 ℡582-2777〕

「北九州市空き家等の適切な管理等に関する条例」及び「北九州市空家等対

策計画」に基づき、老朽空き家等対策の推進に係る啓発等を実施します。 

３ 老朽空き家等除却促進事業   〔建築都市局空き家活用推進課 ℡582-2777〕

倒壊や部材の落下のおそれがあるなど危険な空き家等の除却を促進するため、

建築物の除却に要する費用の一部を補助します。 

４ 空き家等の面的対策推進事業

〔建築都市局空き家活用推進課 ℡582-2777〕

個々の空き家のみではなく複数のまとまった空き家を一体的に再整備するた

め、住宅事業者や地元からの空き家情報を基に、市が空き家所有者と住宅事業

者をつなぎ、建替えやリノベーションを推進します。 

５ 買い物応援ネットワーク推進事業 〔保健福祉局地域福祉推進課 ℡582-2060〕

高齢者などが安心して買い物できる環境づくりを進めるため、地域住民が主

体となった買い物支援活動の立ち上げ及び継続支援に取り組み、地域協働によ

る買い物支援のネットワークの構築を図ります。 

６ 住むなら北九州 定住・移住推進の取組み 

〔建築都市局住宅計画課 ℡582-2592〕

本市への定住・移住を推進するため、市外から移住する世帯等に対し、一定

の要件を満たす街なかの住宅を取得又は賃借する費用の一部を補助します。令

和４年度は、親と同居又は近居する子育て世帯の住宅取得に係る募集枠の拡大

や賃貸の上限額を最大３０万円に引き上げ、支援を更に強化します。 

17



７ ボランティアネットワーク（道路サポーター・公園愛護会・河川愛護団体） 

の推進 

〔建設局道路計画課 ℡582-3888、公園管理課 ℡582-2464、水環境課 ℡582-2491〕

道路・公園・河川の清掃や花壇の手入れ、草刈などのボランティア活動を行

う地域の団体を支援し、市民と協働で道路環境の向上、美しい公園づくり、河

川環境の保全に努めます。 

８ ○新都市再生整備計画（公園、道路）    〔建設局道路計画課 ℡582-3888〕

〔建設局緑政課 ℡582-2466〕

 スペース LABO(北九州市科学館)や大型商業施設がオープンする東田地区に

さらなる賑わいを創出するため、東田大通り公園の整備およびスペースワール

ド駅周辺 EV・ES 改修を行います。 

９ バリアフリーのまちづくり               〔建設局道路計画課 ℡582-3888〕

安全に移動できる環境を整えるため、歩道の新設や拡幅、段差や勾配の改善

など、人にやさしいバリアフリーのまちづくりを推進します。 

１０ 世界遺産集客にぎわい創造事業      〔企画調整局総務課 ℡582-2922〕

 世界遺産価値の普及やシビックプライドの醸成を図るため、世界遺産関連施

設等を巡るバスツアーを実施します。 

１１ ○新世界遺産改修事業              〔企画調整局総務課 ℡582-2922〕

 世界遺産の構成資産である旧鍛冶工場について、保全のための外観整備や耐

震工事に伴う詳細設計を行います。 

１２ ○新博物館開館２０周年記念展示リニューアル事業 
〔自然史・歴史博物館普及課 ℡681-1011〕

 開館２０周年を記念して、常設展示のリニューアルにより魅力アップを図り

ます。

１３ 北九州市東田ミュージアムパーク関連事業 

〔市民文化スポーツ局文化企画課 ℡582-2391〕

いのちのたび博物館を中核に、文化施設や商業施設等が連携し、施設の魅力

向上のほか、東田地区を中心とした地域の活性化や観光客の誘客に向けた取組

を実施します。 
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１４ 北九州マラソン開催事業 〔市民文化スポーツ局スポーツ振興課 ℡582-2831〕

スポーツの振興やまちのにぎわいづくりなどを図るとともに、本市の魅力を

全国に発信するため、北九州マラソンを開催します。 

１５ 地域総括補助金          〔市民文化スポーツ局地域振興課 ℡582-2111〕

地域が一体となった地域づくりを促進するため、各地域団体に交付していた

補助金を一本化した地域総括補助金を、まちづくり協議会に交付します。 

１６ 自治会・町内会活性化の促進 

〔市民文化スポーツ局地域振興課 ℡582-2111〕

自治会と連携しながら、自治会活動の幅広い情報発信や啓発活動等の取組を

引き続き進める。また、自治会活動支援に向けたアプリを開発・試験導入し、

自治会役員の負担軽減を図るとともに、若い世代の自治会加入促進を図ります。 

１７ ＳＤＧｓ未来人財創造事業           〔企画調整局企画課 ℡582-2302〕

ＳＤＧｓの浸透及び取組を推進する人材の育成を図るため、市民や団体等へ

の取組支援や表彰による成功モデルの普及、高校生が探究学習を通じて行った

活動の発表の場を提供します。 

１８ ○新北九州空港連絡バスの運行    〔港湾空港局空港企画課 ℡582-2308〕

ジ アウトレット北九州を核とし、岡垣町と北九州空港とを結ぶ連絡バスが運

行されます。空港までは最速 40 分となり、空港アクセス利便性が高まるととも

に国内外からのお客様に、本市の魅力ある観光地である八幡東区をご案内しま

す。 
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Ⅳ いきいきと働く ～競争力のある産業振興と豊かな雇用創出～ 

１ 商店街活性化支援事業

〔産業経済局商業・サービス産業政策課 ℡582-2050〕

商店街における空き店舗の有効利用促進や、新たな事業への補助、活性化計

画作りを支援することにより、商店街及び小売市場の活性化を促進します。 

２ 「ｗｉｔｈコロナ」商店街にぎわい応援事業

〔産業経済局商業・サービス産業政策課 ℡582-2050〕

東田地区の集客を周辺エリアのにぎわい創出につなげるため、市内のグルメ

や、見どころエリアの情報発信、街なかのにぎわいイベント等を実施します。 

３ 有害野生鳥獣被害対策事業    〔産業経済局鳥獣被害対策課 ℡582-2269〕

イノシシなどの野生鳥獣による市街地出没や農作物被害、さらに近年、市民

への被害が急増しているハナレザル対策として、わなによる捕獲や追払いなど

の現地対応、市民啓発等を実施します。 

４ 観光振興推進事業                  〔産業経済局観光課 ℡551-8150〕

エージェント等へのセールスや観光プロモーションの実施により、観光地と

しての認知度の向上や、滞在時間・宿泊数の増加による消費の拡大を図ります。 

５ インバウンド誘致強化事業             〔産業経済局観光課 ℡551-8150〕

 外国人観光客の受入再開に向けて、周辺自治体等と連携してオンライン商談

会などのデジタルを活用した各種プロモーションを実施するとともに、広報物

多言語化などの受入環境整備を行います。また、受入再開後は、現地旅行社へ

のセールス等を実施します。 

６ ○新日本新三大夜景都市ブランドを活用した夜型観光促進事業 
〔産業経済局観光課 ℡551-8150〕

 夜景都市としての本市のブランドを活かした旅行会社向けプロモーションや

観光客向けイベント等を実施し、本市の夜型観光を促進します。 
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７ ○新八幡東田発！市内周遊観光創出事業 
〔産業経済局観光課 ℡551-8150〕

 令和４年春に大型複合施設のオープンに伴い多くの来訪者が見込まれる八幡

東田地区への来訪者の調査分析や、観光案内による情報発信や周遊モデル事業

を実施します。 
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Ⅴ 街を支える ～都市基盤の強化と国際物流拠点の形成～

１ 住宅市街地総合整備事業         〔建築都市局事業推進課 ℡582-2469〕

既成市街地にある低・未利用地等を活用し、快適な居住環境の創出及び都市

機能の更新等を図りながら、良好な市街地住宅の供給を促進することで、街な

か居住の推進及び地域活力の高揚を図ります。 

２ 災害に強くコンパクトなまちづくり推進事業 

〔建築都市局都市計画課 ℡582-2451〕

市街化区域の斜面地住宅地や、住宅地等となりうる市街化調整区域において、

適切な土地利用の誘導を促進するため、市街化区域と市街化調整区域との区分

の見直し等を推進します。 

３ 立地適正化計画見直し事業 〔建築都市局都市計画課 ℡582-2451〕

都市再生特別措置法に基づき、北九州市立地適正化計画について概ね５年毎

に分析・評価を行い、施策の見直しや防災指針を検討します。 

４ 小倉・黒崎・東田地区まちづくり推進事業 

〔建築都市局都市再生企画課 ℡582-2502〕

「２０５０まちづくりビジョン」を実現するため、地元関係者や民間事業者

等とまちの将来の姿を共有、意見交換する場を設け、まちづくりへの投資意欲

を喚起させるとともに、具体的な施策の検討や事業の掘り起こしを行います。 

５ 東田地区魅力向上事業 〔建築都市局都市再生企画課 ℡582-2502〕

観光交流拠点として位置付けている東田地区の魅力を高め、更なる来訪者の

増加を図るため、地域のまちづくり団体と連携しながら、居心地がよく歩きた

くなる公共空間づくりを検討します。 

６ 主要な道路の整備                   〔建設局道路計画課 ℡582-3888〕

市内の渋滞対策、物流ネットワークの強化、地域間の連携・交流を促進する

ため、主要な街路・道路を重点的かつ速やかに整備します。 

●八幡東区事業箇所：戸畑枝光線、国道 3 号黒崎バイパス 
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７ 環境首都総合交通戦略の推進 

（地域の生活交通を確保する「おでかけ交通支援事業」）

〔建築都市局都市交通政策課 ℡582-2518〕

公共交通空白地域における生活交通を確保するため、おでかけ交通を運行す

るタクシー事業者及び車両の小型化により路線を維持するバス事業者への運行

支援等を実施します。 

●八幡東区事業箇所 

おでかけ交通 ：枝光地区、大蔵地区、田代・河内地区 

バス小型化路線：八幡東ニュータウン～七条線【55 番】、 

鳴水（八幡駅）線【73 番】 

８ 桃園公園等施設再配置推進事業         〔建設局緑政課 ℡582-2466〕

桃園公園等施設再配置計画に基づき、武道場、駐車場ゲートを整備します。 

９ 世界遺産維持活用保全事業          〔企画調整局総務課 ℡582-2922〕

 世界遺産のある自治体として、保全と理解増進に関する取組を実施します。 
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