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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●福岡市立母子福祉センター ホームページ 

  
○母子福祉センターとは 

 母子家庭及び寡婦の方に対して各種の相談に応ずるとともに、就業支援講習会などを行い、母

子家庭等の自立を支援する福祉施設です。一部父子家庭も対象となります。 

 

○母子福祉センター ホームページとは 

 母子福祉センターの実施する事業について周知を図るため、ネット上での情報提供を行ってい

ます。（携帯版もあり） 

 

○指定管理者制度とは 

母子福祉センターは、平成１８年度より指定管理者による運営を行っています。指定管理者制

度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の

削減等を図ることを目的とするものです。 

 

    ○現状 

     指定管理者である「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡」により福岡市立母子福祉センター

のホームページを作成し、各種相談の受付時間や講習会の案内、問い合せ先を掲載しています。 

     ２２年度にケータイ版ホームページも作成し、若い世代のひとり親家庭がよりアクセスしやす

いようにしました。 

  

○スケジュール 

 平成１８年１０月  福岡市立母子福祉センター ホームページ Ｗｅｂ版開始 

 平成２２年 ８月           〃          ケータイ版開始 

   

    ○関連ホームページアドレス 

     （Ｗｅｂ版） http://www5.ocn.ne.jp/~spc06fuk/ 

     （携帯版）  http://www5.ocn.ne.jp/~spc06fuk/index_m.html 

  

○実施主体 

 こども未来局 

携帯サイトＵＲＬ 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

＜ 福岡市母子福祉センター ホームページ＞ 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●福岡市の社会福祉法人・施設の指導監査結果の公表 

 

    ○社会福祉法人・施設の指導監査とは？ 

      福岡市内の社会福祉法人・社会福祉施設に対して、社会福祉関係法令に基づく指導監査を、

原則１年に１回行っています。指導監査において、各法人・施設に対して行った文書指摘事項

のうち、特に重要なものをホームページに掲載しています。 

 また、指導監査の対象となっている各法人・施設の概要（理事長・施設長名や所在地・電話

番号など）を掲載しています。 

 

    ○現状 

      掲載内容について、高齢者関係（特別養護老人ホーム等）、障がい者関係（障がい者支援施設

等）は保健福祉局監査指導課で掲載し、子ども関係（保育所等）はこども未来局監査指導課で

掲載しています。なお、共通部分は保健福祉局監査指導課で取りまとめています。 

 

○取組内容 

 主に下記について毎年度更新 

  ・指導監査方針 

  ・監査基準 

  ・指導監査の概要（監査結果） 

 その他通知等は随時掲載及び更新 

 

○スケジュール 

 平成２３年度 指導監査方針 更新済 

 平成２３年度 監査基準 更新済 

 平成２２年度 指導監査の概要（監査結果） 年度内更新予定 

 

○関連ホームページアドレス 

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi-kansa/html/ 

 

○実施主体 

 保健福祉局（こども未来局と共同運用、取りまとめ保健福祉局） 

 



- 278 - 

さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●みんなの！国保・医療・年金（国民健康保険課・医療年金課ホームページ） 

  
「みんなの！国保・医療・年金」は、国民健康保険課及び医療年金課が開設しているホームペ

ージです。 

医療制度等の内容が複雑で、また幅広い年齢層の方が加入する制度であるため、国民健康保険

及び国民年金等に関する情報をわかりやすく提供しています。 

 

○取組内容 

 トップページに各制度ごとの項目（入口）を

設けるなど、必要な情報を検索し易くするとと

もに、その制度に関係する申請書類等も併せて

ダウンロードできるように、利用者の目線に立

ったホームページを心がけています。 

 

 

 

○成果指標など 

ホームページ更新回数 

      現状値 約４０回 （平成２２年度実績）  

 

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/kokuho/ 

 

○実施主体 

 保健福祉局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●指定管理者の外部評価（葬祭場） 

 

    ○指定管理者制度とは？ 

  公の施設の管理は、従来、地方公共団体が２分の１以上出資している法人や公共団体などに

限って委託することができましたが（管理委託制度）、平成１５年に地方自治法が改正され（平

成１５年６月１３日公布、同年９月２日施行）、今後は、民間事業者などの法人や団体などにつ

いても議会の議決を経て管理者に指定し、管理させることが可能となりました。 

葬祭場についても、指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を委託しています。 
 

○指定管理者の評価とは？ 

指定管理者が施設の運営、サービス、維持管理を適切に行っているかを公正に評価すること

です。 
 

○現状 

 指定管理者の外部評価については、福岡市葬祭場指定管理評価委員会により行われています。

この評価委員会において、施設利用者へのサービス、職員の配置、施設、設備の管理状況等に

ついて審議、評価されます。なお、評価委員会の委員は、外部委員８名、内部委員（市職員）

２名計１０名で構成されています。 
 

○取組内容 

 平成２０年度から福岡市葬祭場指定管理評価委員会の評価結果をホームページで公表していま

す。 
 

○目的 

福岡市葬祭場の指定管理者による運営状況評価の公表 
     

○効果 

１．評価内容公表による市民サービスの向上 

２．葬祭場運営に関する市民からの意見等の入手手段の拡大 
 

    ○スケジュール 

平成２２年度     ２１年度の評価結果のホームページでの公表 

平成２３年度     ２２年度の評価結果のホームページでの公表予定 

   今後も、評価結果公表予定 

○成果指標など 

 ホームページ更新回数 

・現状値 年１回 

・目標値 年１回 
 

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/shisetsu/tokinomori-sousai/ 

 

○実施主体 

 保健福祉局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●農林水産局ホームページの運営 

 

○事業の目的 

 福岡市は大都市でありながら、海や山、身近な緑、水辺など豊かな自然に恵まれるとともに、

多くの方々から食べ物がおいしく住みやすい都市であると評価を得ています。これら福岡市の魅

力を支えているのが農林水産業であり、安全で新鮮な食料の供給と自然環境の保全に大いに貢献

しています。 

 また、福岡市中央卸売市場は、生産者と消費者を結ぶ生鮮食料品流通の大きな要として、市民

生活に寄与しています。 

 農林水産局では、市民の皆さんにこの福岡の農林業、水産業、中央卸売市場のことをもっと知

っていただき、農林水産業に対する理解と関心を深めていただくための情報発信ツールとして、

ホームページを運営しています。 

 

○ホームページの内容 

 主なコンテンツ（平成２３年６月） 

  【農林業】 

    ■農林水産統計情報 ■農産物産地マップ ■朝市・夕市・直販所マップ 

    ■主要農畜産物の紹介 ■野菜を使ったおすすめレシピ ■市民農園の紹介 

    ■も～も～らんど油山牧場の紹介 ■農林水産百選 ■各種事業の紹介 etc 

 

  【水産業】 

    ■旬のお魚カレンダー ■玄海うまかもん食育事業レシピ集  

    ■体験漁業の紹介 ■唐泊恵比須かきを安心しておいしく食べるために 

    ■アサリを捕るときのルール etc 

 

  【中央卸売市場】 

    ■市場の歴史・主なあゆみ ■市場のしくみ ■鮮魚市場の紹介 

    ■青果市場の紹介 ■食肉市場の紹介 ■見学のお知らせ 

    ■統計情報 ■休開場日カレンダー ■市場料理教室レシピ集 etc 

 

  このほか、トップページの新着情報コーナーで農林水産業に関するお知らせや、イベント情

報コーナーで朝市・夕市の開催情報や、イベントの参加者募集などの情報発信を行っています。 

 

○スケジュール 

 平成２０年４月  旧ホームページからリニューアルオープン 

 

○成果指標など 

 アクセス数  ２１８，７６０件（平成２２年度） 

 



- 281 - 

さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

○関連ホームページアドレス 

  http://www.city.fukuoka.lg.jp/nousui/ 

 

○実施主体 

 農林水産局 

 

［農林水産局ホームページ］ 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●中央卸売市場の機能強化（鮮魚市場情報システム） 

 

    ○鮮魚市場情報システム 

  中央卸売市場における公平・公正な取引を推進するため、入荷情報や卸売販売情報等市場取

引に係る諸情報を迅速かつ的確に公表することが義務づけられており、そのための手段として

当システムを構築し運用しています。 

 

○現状や課題 

情報を提供する卸売業者への情報の提供が容易になり、卸売業者や売買参加者等にとっても

取引の判断材料が速やかに入手できるようになりました。今後もシステムの改変を行いより使

いやすいものにする必要があります。 

 

○実施主体 

 農林水産局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

   ●福岡市の都市計画ホームページの運用 

 
○都市計画ホームページとは？ 

インターネットを利用して、市民等に用途地域をはじめとする都市計画情報や都市計画案の縦

覧のお知らせ等の情報を提供するシステムです。 
 

 ○現状 

都市計画に基づく各種の制限を市民等にわかりやすく掲示・提供するため、平成１５年度から

都市計画課のホームページ上で用途地域をはじめとする地域地区の指定状況等の都市計画情報

を提供するサービスを開始しています。 

 

○目的 

 行政の効率化と市民サービスの向上 
 

○効果  

 市民等への情報提供時間の短縮 
 

○成果指標など  

 都市計画案の縦覧お知らせ掲示 

都市計画審議会開催お知らせ掲示 

都市計画決定告示後に更新  
 

○関連ホームページアドレス 

 http://www.toshikeikaku-city-fukuoka.jp/ 

 

○実施主体  

住宅都市局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●交通量調査集計ホームページの運用 

  

○交通量調査とは？ 

毎年１０月頃に、市内の主要交差点を通過する自動車の台数を午前7時から午後7時まで１時間

毎に計測し、自動車交通の動向を調査しています。 

 

 ○現状 

交通量調査結果を集計し、平成１４年度より、調査地点や調査結果（調査地点の交通量）、こ

れまでの調査結果の経年変化などの情報をホームページ上で提供しています。 

 

○目的 

交通量調査は、市内の主要交差点における自動車交通の動向を経年的に把握し、道路等交通計

画立案の基礎資料として活用するとともに、交通関係者や市民への交通データの提供を目的とし

ており、行政の効率化と市民サービスの向上を図るため、交通量調査集計ホームページの運用を

行っています。 

 

○効果 

交通関係者や市民への交通データの提供の迅速化 

 

○スケジュール 

例年１０月頃  交通量調査の実施 

     翌年 ２月頃  交通量調査結果の集計 

        ３月頃  交通量調査結果のホームページ掲載 

 

○成果指標など 

 ホームページ利用件数 

  平成２０年度  ２３，１７３件 

  平成２１年度  ２２，８９７件 

  平成２２年度  ２４，８１１件 

 

○関連ホームページアドレス 

  http://www.city.fukuoka.lg.jp/koutsu/index.html 

 

○実施主体 

 住宅都市局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

 

【 交通量調査集計ホームページ 】 

 

 

クリック 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●福岡市東区千早駅前千早並木広場ホームページ 

  

千早駅西口から国道３号線まで延びる幅約４０ｍ延長約１８０ｍに４列の高木を配した千早

並木広場を平成２１年度から２２年度に段階的に整備しました。 

現在、地域住民、企業、大学、行政等で組織する「千早並木広場活用検討協議会」において、

広場の「地域に愛される利活用のあり方」・「地域主体の持続可能な管理運営のあり方」を具体

化することを目指すことを目的に維持管理等を行っています。 

 

千早並木広場の整備状況や協議会において実施した社会実験（イベントやワークショップな

ど）について、協議会において当ホームページにて情報提供を行っています。 

 

○スケジュール 

平成１８年度  千早並木広場基本構想を策定。 

平成２０年度  千早並木広場活用検討協議会を設立。 

平成２１年度  千早並木広場ホームページ開設。 

 

○関連ホームページアドレス 

  http://www.chihaya-namiki.jp/ 

 

○実施主体 

 住宅都市局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●指定道路台帳の運用 

 

○指定道路台帳とは 

建築基準法施行規則１０条の２の規定により、指定道路の路線毎の位置、種類を明示した台

帳(指定道路図及び指定道路調書：以下、指定道路台帳という。)を整備し、建築基準法上の道

路に関する情報を公開することにより、建築確認申請等の円滑化を図るために作成されたもの

で、福岡市WEBGIS（イントラネットを活用した地理情報システム）を活用して電子化したもの

です。 

 

○指定道路とは 

      建築基準法第４２条第１項第４号・第５号、同条第２項（第３項の水平距離の指定含む）、同

条第４項、同法第６８条の７第１項の規定により、特定行政庁が指定するした道路のことです。 

 

○取組状況 

     平成２０年度：指定道路台帳の作成 

     平成２１年度：指定道路台帳の電子化及びイントラネット化（庁内関係課） 

     平成２２年度：WEBGISでの庁内閲覧開始及び指定道路台帳の電子データの精査等 

 

○今後の課題 

     指定道路台帳の新規データの追加や整合性などの維持及び管理 

 

○今後の取組内容 

平成２３～２４年度 

     ・指定道路台帳の電子データの精査等 

     ・インターネット公開の可能性検討 

   

○成果指標など 

     指定道路台帳の電子化 

     ・現状値  ８５％ 

     ・目標値 １００％ 

 

○実施主体 

 住宅都市局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●まちなみのルールづくり支援事業 

 

○まちなみのルールづくりとは？ 

  良好な居住環境の保全や形成のために、地域自らの手により、各々の地域特性に応じて、建

築物等に関する地域独自のルールを法に基づく建築協定や地区計画などの手法を活用して定め

ることをいいます。福岡市では、この「まちなみのルールづくり」を積極的に推進しています。 

   

○現状 

  福岡市開発・建築調整課では、「まちなみのルールづくり支援事業」として、下記の業務を行

っています。 

・パンフレットやチラシの配布、ホームページ等による建築協定等の周知・啓発及び協定締結

支援 

・出前講座の実施 

・建築協定の認可 

・建築協定地区の運営に係る支援（平成２３年１１月末現在：６７地区） 

 

○課題 

・建築協定等のルールづくりは、良好なまちなみが守られている時点で取り組むことが効果的

ですが、実際には、建築紛争が起きるまでは、ほとんど関心を持っていただけないケースが

多いため、より一層の周知・啓発が必要な状況にあります。 

・建築協定を結んだ後は、地域の皆さん自らの手で協定運営を行う必要があり、そのためには、

行政による支援・誘導を継続的に行うことが不可欠でありますが、６０を超える全ての建築

協定地区を個別に支援することは難しい状況にあります。（そのため、現在は、協定全地区を

対象とした連絡協議会を設立し、これを通じた支援を行っています。） 

 

○取組内容 

 ホームページによる情報提供 

１．ホームページにアクセスした方に、「まちなみのルールづくり」について少しでも関心を

持っていただけるよう、制度の説明、協定地区の紹介、新着情報などを掲示しています。 

２．建築協定地区の名称や所在地（丁目まで）による検索が可能です。 

３．建築協定地区の方のためのページ「建築協定地区の広場」では、協定運営について各地区

の代表者による情報交換ができるよう、掲示板を設置しています。 

４．福岡市のホームページとリンクし、「建築協定区域」検索システムや全協定地区の協定書

全文のダウンロードなど、さらなる情報提供の拡充を図っています。 

 

○スケジュール 

平成１６年度～  ホームページ開設  

平成２０年度～  ホームページリニューアル 

    （協定地区検索機能の追加、「協定地区の広場」の追加 など） 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

○成果指標など 

 出前講座の開催 

 ・平成22年度実績 ２５回 

 ・平成23年度目標 ２５回 

建築協定の認可 

・現状値 協定地区数６７地区 

・目標値 年間認可地区数：１０地区 

  

○関連ホームページアドレス 

 http://machinamino-rule.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

○実施主体 

 住宅都市局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●ホームページの充実（道路下水道局ホームページ） 

 

○事業の概要 

      平成２３年１０月３日に道路下水道局のホームページをリニューアルしました。 

 

（ホームページアドレス） 

    http://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/ 

 

○取組内容 

道路下水道局では、「道路」と「下水道と河川」の２つのホームページを運用しておりました

が、より良い情報提供のため、２つのホームページを統合し、より見やすく分かりやすいホーム

ページにリニューアルしました。 

 

 ○実施主体 

     道路下水道局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●福岡市路線情報・基準点配点情報提供システム 

 

○路線情報とは 

      福岡市が管理する道路法上の道路のうち、路線名、 大・ 小幅員、延長、道路法上の道路の

種別（国道・県道・市道など）のことを言います。 

 

○基準点配点情報とは 

 都市基準点のうち一般に利用できるものの配点状況のことを言います。 

 

○現状 

 道路は、道路法上の道路や農道、林道、臨港道路、私道など様々な種類に分別されます。これ

らの道路のうち、福岡市が管理する道路法上の道路については、市役所や区役所に道路台帳を配

置し、市民の方が閲覧できるようにしています。 

 しかし、遠方など市役所や区役所に来庁できない方でも道路の情報を確認できるように、福岡

市路線情報・基準点配点情報提供システムを運用しています。 

 

○目的 

  市民サービスの向上 

 

○効果 

  ２４時間いつでも道路の情報を検索できます。 

 

○スケジュール 

 平成１６年度  福岡市路線情報・基準点配点情報提供システム運用開始。 

平成２３年度  福岡市路線情報・基準点配点情報提供システム再構築。 

 

○成果指標など 

 利用件数  １，０００件／月 

 

 ○関連ホームページアドレス 

 http://rosei.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

○実施主体 

     道路下水道局（路線情報） 

     財政局   （基準点配点情報） 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

【 福岡市路線情報・基準点配点情報提供システム 】 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●区ホームページの充実（城南区） 

 

○現状 

      城南区ホームページのリニューアルにともない、内容を充実させ、区に関する基本データや概

要に加えて、区政情報や地域活動情報、イベント情報など分かりやすく、より新しい情報を市民

に提供できるようにしています。 

 

○取組内容 

１．区政情報 

区の基本計画や区政運営方針を公表しているほか、この基本計画や方針に沿って行われる

事業の開催情報や結果報告をしています。 

  ・「こんにちは区長です」開催報告 

  ・「城南区役所への提案」市民の皆様の声による改善事例の紹介 

 

２．地域活動情報 

区内で活動している市民グループや大学・学生グループや各種施設の取り組みを紹介して

います。 

 

３．イベント情報 

区内で行われるイベントや教室・講座などの情報を提供しています。 

 

 ○スケジュール 

  随時  常に更新し 新の情報を提供しています。 

 

○成果指標など 

  区ホームページアクセス数 

・現状値   月平均 ８，９３３件（平成２１年度） 

・目標値   月平均１０，０００件 

  

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonan/index.html 

 

 ○実施主体 

     城南区 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●城南区キッズホームページ 

 

○現状 

      子どもたちが楽しみながら、城南区や区役所について学べるホームページ「城南区キッズペー

ジ ニッコりんが案内する城南区」を公開しています。 

   このホームページは城南区のシンボルキャラクター「ニッコりん」とそのライバル「ワルもん」

「ノーロン｣のイラストや区内施設の写真を多く活用し、区の特徴や区役所の業務内容を、クイ

ズ形式なども取り入れて分かりやすく紹介しています。 

 

○目的 

子どもたちに城南区の歴史、文化、各種施設などとともに区役所の業務内容を知らせることを

通して、区役所を身近に感じ、将来、地域への参画につながる意識をもってもらうことを目的と

しています。 

 

 ○スケジュール 

  平成２０年１１月～ 公開開始（以後随時更新の予定です。） 

  

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonan-kids/ 

 

 ○実施主体 

 城南区 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●情報表示ディスプレイによる行政情報の提供について 

 

○現状 

      区役所１階待合ロビーに設置した大型ディスプレイに、区役所からのお知らせやイベント情報

を流すことにより、区役所へ手続きに来られた市民の皆様の待ち時間に役立つ情報・楽しめる情

報・区のＰＲを提供しています。 

   平成２０年６月末からは同ディスプレイにて民間広告の表示も開始し、あらたな財源の確保に

活用しています。 

 

 ○スケジュール 

  平成１９年２月   情報表示ディスプレイ設置 

  平成２０年６月末 民間広告表示開始 

     随時表示内容を更新中 

 

 ○実施主体 

 城南区 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●子育てにっこりんメール（子育て応援メルマガ事業） 

 

○“子育てにっこりんメール”とは 

     子育て中のみなさんが、安心して楽しく子育てができるよう支援するための携帯向けメールマ

ガジンです。特徴は、登録された子どもの月齢（例：１歳２か月）をもとに、子どもの成長に合

わせてそのときに必要な情報を配信する点です。自分の子育てにとってタイムリーな情報を得ら

れるので、毎日の子育てに役立てられます。 

 

（配信内容）  予防接種や健診・離乳食などに関する子どもの月齢に応じた子育て情報を毎

月配信。その他、城南区で行っている子育て関連教室のスケジュールなど。 

 

（対 象 者）  城南区にお住まいの妊娠中や子育て中の方で、子どもの対象年齢は、０歳から

３歳０か月まで。 

城南区以外にお住まいの方も登録できますが、子育て関連教室のスケジュー

ル等は城南区の内容が届きます。月齢に応じた子育て情報については、城南区

以外にお住まいの方も活用できます。 

 

○現状  

現在、子育て世帯の６割が子育てに不安・負担を感じているという調査結果がありますが、そ

の原因としては、主に核家族や転入世帯の増加等による子育て中の保護者の孤立化が挙げられて

います。 

また、本市でも、児童虐待相談件数が増加し、かつ対応困難ケースが増大し、特に平成２１年

度から死亡事例等深刻な事案が頻発しています。本市では、現在、虐待防止や子育て支援のため

の様々な施策を実施していますが、その中で、今後は行政と保護者の直接的な接点をもっていく

必要があると考えています。 

そこで、平成２３年度より子育てにっこりんメールを開始しました。行政と保護者の直接的な

接点をという目的のほか、本市の様々な子育て支援の施策について、メールマガジンという新た

なツールを用いて情報を一本化するという狙いもあります。 

 

○課題 

     事前アンケートで要望の高かった情報を重点的に配信することとしていますが、今後、時期を

みて再度アンケートを実施して、 新のニーズに合った情報を配信していく必要があると考えて

います。 

 

○取組内容 

①メールマガジンの配信を平成２３年１０月より開始し、それに先駆け始めたＰＲ活動を継続

して行うことで、登録ユーザ数の増加を図ります。 

②制度改正などの情報を迅速に反映させていきます。 

 

○目的 

子育て情報や子育て支援の施策情報を市民へタイミングよくダイレクトに配信。 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

○効果 

①対象者のうち、より多くの市民が登録することで、本メールマガジンにより配信する情報が

多数の市民に行き渡るというメリットを生み出すことができ、緊急情報などの配信にも効果

を発揮できるようになります。 

 

②子育てに忙しい保護者が制度改正などの情報を漏らすことなくキャッチでき、予防接種のス

ケジューリング等に活用できる。  

 

○スケジュール 

     平成２２年度  事業計画 

     平成２３年度  市民アンケートによりニーズの調査 

             配信内容・運用方法等の詳細決定 

             メールマガジン配信開始 

 

○成果指標 

登録ユーザ数 

目標値：１７０件（平成２３年度） 

 

○関連ホームページアドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実施主体 

城南区 

＜ＰＣ版＞ 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/jonanku

/kenko/life/kosodatenikkorin.html 

    

＜携帯版＞ 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/i/jonan

ku/kenko/life/kosodatenikkorin.html 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

【 子育てにっこりんメール 事業イメージ 】 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●ホームページによる選挙啓発事業 

 

○ホームページによる選挙啓発事業とは？ 

     ホームページで選挙制度や投票の方法などをお知らせして、選挙の啓発を行う事業です。 

 

○現状 

      福岡市選挙管理委員会ホームページ「選挙に行きましょ」を開設し、常時、選挙制度の説明

や、「明るい選挙出前授業」など啓発事業のお知らせを公開しています。 

また、選挙時には、選挙期日や投票所の情報、投開票速報などを公開するとともに、不在者

投票請求書・宣誓書のダウンロードができます。 

 

○課題 

   ホームページ作成の一部を外注しているため、急な更新・修正等の対応が難しく、近年の財

政事情により、その予算も減額されております。 

      また、若者の投票率が低いことから、子どもの頃から選挙の大切さを学ぶために、子ども向

けのページの開設も必要と考えています。 

 

 ○取組内容（ホームページの内容） 

１．常時 

選挙制度・制度改正について、明るい選挙啓発ポスターコンクール入選作品、若い世代へ

の選挙啓発、各種選挙の投票・開票結果など。 

２．選挙時                         

上記１に加え、当該選挙の特集、投開票速報、不在者投票請求書・宣誓書のダウンロード 

 

○目的 

明るい選挙の実現 

 ・積極的な投票参加（投票率の向上） 

 ・選挙が公正に行われ、国民の意思が政治に正しく反映される選挙 

 

○効果 

 投票率の向上、不在者投票等申請の利便性の向上 

 

 ○成果指標など 

  ホームページのアクセス回数 

・現状値 ２７，２９０（平成２３年６月末） 

・目標値 ３０，０００（平成２３年度） 

    ○実施主体 

   選挙管理委員会事務局  

 

○関連ホームページアドレス              

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/senkyo/ 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●ホームページ等による情報の提供（農業委員会事務局） 

 

○事業概要 

ホームページを活用し情報提供の充実を図るものです。  

 

○現状や課題 

   制度の説明、申請書のダウンロードや諸手続の説明等をホームページに掲載しています。 

平成22年度は、市長への意見書の掲載、事務所移転の周知を行いました。 

これからも、定期的に掲載内容の見直しを行い内容の充実を図ります。                

 

 ○取組内容 

委員会からのお知らせ、適時な話題や情報等も掲載していきます。 

 

○スケジュール 

 平成２３年度 毎月更新の実施、改選に伴う委員名簿の掲載、議事録掲載ページの見直し 

 

 ○成果指標など 

  ホームページの更新回数 

・現状値  年３０回（平成２２年度） 

・目標値  年１２回（平成２３年度） 

  

    ○関連ホームページアドレス 

  http://www.city.fukuoka.lg.jp/nogyo-iinkai/nogyoi/life/nougyou_iinkai/ 

 

○実施主体 

   農業委員会事務局 
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さらなる情報提供に向けた取り組み 

 

●ホームページの充実（監査事務局） 

 

○現状 

   監査事務局ホームページにおいて、監査に関する情報提供を行っています。 

 

○課題 

   公正で効率的・効果的な市政運営に対する市民の関心が高まるなか、監査の充実・強化が求

められていることから、積極的に情報提供を行う必要があります。 

 

 ○取組内容 

監査の役割についてより理解・関心を持っていただけるよう、掲載内容を充実し、監査の内

容、監査結果、監査結果に対する対応の状況などをわかりやすく掲載していきます。 

（平成２２年度 ホームページ情報更新14回） 

 

○スケジュール 

 平成２０年４月  ホームページのデザインやレイアウトの変更 

 平成２０年９月  監査結果に対する対応の状況の掲載開始 

 平成２３年度     「監査結果の概要（年度版）」の掲載開始  

随時   監査結果や監査結果に対する対応の状況の更新、掲載内容の充実 

 

○成果指標など 

  ホームページアクセス数 

・現状値  ７，２４２（平成２２年度） 

・目標値  ６，３００（平成２３年度） 

  

    ○ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/kansajimu/kansa1/shisei/kansa/index.html 

 

○実施主体 

   監査事務局 
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★コラム★福岡市発行のメールマガジン                        

 情報システム技術や社会基盤の整備が急速に進展する中、インターネットの利用者数は、平成１０

年末の１，６９４万人（人口普及率１３．４％）から平成２２年末には９，４６２万人（人口普及率 

７８．２％）と急速な伸びを見せています。また、そのうち携帯電話・ＰＨＳ・携帯情報端末及びタブ

レット型端末からのインターネット利用者は７，８７８万人と、パソコンからのインターネット利用者

８，７０６万人に迫る勢いです。（総務省 平成２２年「通信利用動向調査」より） 

そのような状況の下、福岡市は平成１４年３月からパソコン向けのメールマガジンの発行を開始。

今日まで毎週１回の発行を重ね、まもなく５００号を迎えようとしています。また、平成２０年４月か

らは携帯電話向けメールマガジンの発行も始めており、現在の総登録者は３,２００名を超えています。   

◆福岡市メールマガジン（一部抜粋）         ◆福岡市メールマガジンの内容 

      ◆福岡市メールマガジン登録ＵＲＬ 

 

 

 また、福岡市メールマガジン以外にも、①防災・緊急、②アジアとの交流・国際交流、③文化・芸術、  

④産業・ビジネス、⑤港湾、⑥環境、⑦人権・男女 

共同参画、⑧レジャー、の８ジャンル、計２４種の 

メールマガジン形式の発信をしており、行政情報か 

らごみ出し日情報まで市民生活に有益な情報をタイ 

ムリーに提供しています。  

下記のアドレスより、福岡市関連メールマガジン 

一覧をご覧いただけます。 

◆福岡市関連メールマガジン一覧ＵＲＬ 

 
 
     

 

◆福岡市関連メールマガジン一覧 

１．今週の注目情報 

２．今週の注目動画 

３．ネットで手続き 

４．週末のおでかけ情報 

５．季節の情報 

６．福岡市広報テレビ番組 

７．記者発表資料 

８．イベント情報 

９．その他の情報（新着情報など） 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/mailmag.html

http://www.city.fukuoka.lg.jp/mailmaglist.html 



- 303 - 

★コラム★ソーシャルメディア（ツイッター）の活用                
ツイッター（Twitter）とは、個々の利用者が「つぶやき」を投稿し合うことでつながるコミュニケ

ーション・サービスです 

各ユーザーは自分専用のページを持ち、140文字以内でコメントを投稿（ツイート）します。 

ツイッターの画面（自分専用のページ）には自分の投稿以外に、あらかじめ登録した（フォローした）

知人など他者の投稿もほぼリアルタイムに表示されます。 

同様に、自分を登録してくれた（フォローしてくれた）知人などへは同じように自分の投稿がほぼリ

アルタイムで、知人など他者の専用ページ画面に表示されます。さらに、その知人が、自分の投稿を見

て、その投稿を広めたいと考えたときには、知人を登録している（フォローしている）人たちに、さら

にツイートする（これをリツイートという）ことで、より一層の情報発信が可能となる機能があります。 

 

  昨今、このツイッターを代表とするソーシャルメディアは、一般的なコミュニケーション手法として

広まっており、多くの市町村において行政情報の発信ツールとして利用されています。 

福岡市におきましても、平成２３年５月よりツイッターを利用して、市政情報や緊急情報等を広く発

信しており、平成２３年９月現在においては、２，２７０人の方からフォローされています。 

 
 
 ○ソーシャルメディアとは？ 

 インターネット上で展開される情報メディアのあり

方で、個人による情報発信や個人間のコミュニケーショ

ン、人の結びつきを利用した情報流通などといった社会

的な要素を含んだメディアのこと。 

ソーシャルメディアでは、メディアの閲覧者が同時に

発信者としての資格を持ち、他の利用者に自身の責任で

自由に情報を発信することができる。また、多様な発信

主体から閲覧者自身が必要とする情報源を選択したり、

友人や同僚、同好の士などといった人間関係を利用して

情報の流通を制御したりする仕組みが用意されている

ことが多い。 

 

◆ツイッター ＵＲＬ 

http://twitter.com/Fukuokacity_pr 
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★コラム★福岡市職員厚生会ホームページ                     
 

○福岡市職員厚生会とは 

 福岡市職員の厚生制度を実施するため、地方公務員法第42条に基づき、条例により設置された機関

で、昭和28年4月1日に設立、昭和49年4月1日に財団法人化されました。 

 

   会員の生きがい、健康、仕事、家庭など様々な分野に関する支援や職場の活性化等を目的とした厚

生事業及びセミナーの開催、心身のリフレッシュや余暇活動支援など会員のニーズに応じた福利厚生

サービスや助成事業、生活基盤の安定のための支援策として各種貸付、会員が連帯して行う相互扶助

を目的とした各種保険、会員の慶弔等に対しての給付事業及び厚生施設としての食堂・売店等の運営

などを行っています。 

 なお、健康保険や年金事業等については、福岡市職員共済組合で実施しています。 

 

○職員の厚生制度 

 職員の厚生制度については、地方公務員法第４２条「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その

他厚生に関する計画を樹立し、これを実施しなければならない。」に基づき、福岡市職員厚生会条例

の制定を行い、職員厚生会を設置して、職員・職場の活性化と公務の能率的運営の確保を図るとの観

点に立ち実施しております。 

 

これら厚生会事業については、これまで社会経済情勢や他都市の取組なども参考にしながら、市民

の理解が得られるものとなるよう、事業の検討及び見直しを行っています。 

 

   平成１８年度より、ホームページを作成し公開しています。 

   ＜掲示内容＞ 

   ・設立目的  ・設立年月日  ・設立根拠規程  ・会員数  ・代表者  ・組織概要 

   ・事業概要（一般会計、互助事業特別会計、貸付事業特別会計、福利事業特別会計） 

   ・予算概要（当年度：会計別）  ・決算概要（前年度：会計別） 

 

   平成１８年度 

  ホームページ公開開始 

   平成１９年度～ 毎年度更新 

 

【ＵＲＬ】http://www.fukuokacity-kouseikai.or.jp/
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★コラム★行政の枠を超えた「福岡の魅力」発信                  
 

 福岡市では、多くの学術機関や企業、団体と協力して、アジア各国との交流、文化芸術の振興、観

光事業の促進等の事業を展開しています。 

 

 これら事業におきましても、ホームページ等のＩＴ技術を活用し、国内外を問わず、多くの人に「福

岡の魅力」をお伝えしています。 

 

 

 

 

 

福岡アジア文化賞 ホームページ 

アジアの固有かつ多様な文化の保存と創造に顕著な業績をあげた個人又は団体を顕彰するこ

とにより、アジアの文化の価値を認識し、その文化を守り育てるとともに、アジアの人々が相互

に学び合いながら、幅広く交流する基盤をつくることに貢献することを目的とします。 

ＵＲＬ http://www.asianmonth.com/prize/ 

実施主体 福岡アジア文化賞委員会事務局 

Ａｊｉａ Ｇａｔｅｗａｙ Ｋｏｒｅａ ～ Ｊａｐａｎ ＷＥＢサイト 

若者たちを主なターゲットに、両都市が持つエネルギー、交流の様子を動画、写真などでリア

ルに切り取り、発信しています。また、ブログ機能とも連動させてインターネット上での交流を

促進するとともに、オフラインでの交流も促進していきます。 

ＵＲＬ http://busan.asiagw.com/jp/start.asp 

実施主体 福岡市、西日本新聞社、【 韓国 】釜山市、釜山日報 

福岡アジアマンス ホームページ 

「福岡アジアマンス」は、１９８９年に開催された「アジア太平洋博覧会～よかトピア」で培

われた友情と交流の輪をさらに広げることを目的に、その翌年の１９９０年にスタートしまし

た。 

毎年９月をメインに、数多くの団体や企業などの協力を得て、福岡市内各所でアジアの文化・

芸術・学術などを中心とした、多彩な事業を展開しています。 

福岡アジアマンスホームページでは、福岡アジアマンス事業の紹介や 新情報の発信、メール

マガジンの登録申込み、主要事業のホームページへのリンク等を提供しています。 

ＵＲＬ http://www.asianmonth.com/ 

実施主体 福岡アジアマンス委員会 

アジアフォーカス・福岡国際映画祭 ホームページ 

毎年９月に開催しているアジアフォーカス・福岡国際映画祭の広報用としてホームページを日

本語及び英語で開設しています。また、フェイスブック・ツィッターを組み込む等のＳＮＳを活

用した情報発信に取り組んでいます。 

メールマガジン及び事前申し込みが必要な事業については、ホームページから申込む事ができ

ます。 

アクセス数 ２２万件（平成２２年度） 

ＵＲＬ http://www.focus-on-asia.com/ 

実施主体 アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会 



- 306 - 

 

 

 

福岡フィルムコミッション ホームページ 

フィルムコミッション事業のＰＲや映像制作者へロケ地等の情報提供等を行なっており、これ

までに５，６６７名（Ｈ２３．８月末現在）の市民会員が登録されています。 

また、機材レンタル、ロケーションコーディネート、弁当仕出し等の撮影関連事業者の募集や

魅力的なロケーションの投稿を呼びかけています。 

ＵＲＬ http://www.fukuoka-film.com 

実施主体 福岡フィルムコミッション事務局 

御供所・冷泉ライトアップウォーク 

博多の長い歴史を語り継ぐ寺や神社が立ち並ぶ博多地区で2006年度から開催されているイベ

ントです。寺社の建物や庭園をライトアップすることで、市民や観光客の皆さまに昼間とは違う

博多地区の魅力を発見していただき、歴史的な景観により親しんでいただくための秋の夜の祭典

です。 開催期間は10月下旬～11月上旬の３～６日間で、期間中は特別公開やクラシックコンサ

ートなどの関連イベントも実施されます。 

御供所・冷泉ライトアップウォークの魅力や関連イベントなどについて、情報を発信していま

す。 

ＵＲＬ http://gokusho-light.jp/ 

実施主体 御供所・冷泉ライトアップウォーク実行委員会 

（平成２３年度より、博多ライトアップウォーク実行委員会） 


