
福岡市内のゴケグモ類  調査・駆除件数（令和３年８月１日～令和３年１１月３０日）

調査件数 発見なし
①

駆除件数
②

ゴケグモ
③

駆除件数
④

ゴケグモ
①＋③

駆除件数
②＋④

ゴケグモ

（件） （件） （件） （匹） （件） （匹） （件） （匹）

市管理地 133 57 76 2,870 17 107 93 2,977

それ以外 1 0 1 55 120 351 121 406

市管理地 66 35 31 356 19 121 50 477

それ以外 7 6 1 1 13 21 14 22

市管理地 12 7 5 121 12 109 17 230

それ以外 9 26 9 26

市管理地 5 5 0 0 0 0

それ以外 0 0

市管理地 11 11 0 0 1 3 1 3

それ以外 6 29 6 29

市管理地 7 7 0 0 1 2 1 2

それ以外 4 4 4 4

市管理地 12 10 2 281 4 19 6 300

それ以外 0 0

市　外 市管理地 6 1 5 172 5 172

市管理地 252 133 119 3,800 54 361 173 4,161

それ以外 8 6 2 56 152 431 154 487

260 139 121 3,856 206 792 327 4,648

中央区

合計

早良区

西　区

計

城南区

南　区

博多区

東　区

定期的・計画的な調査・駆除 発見・通報に伴う駆除 駆除合計

〔注意事項〕

・市管理地とは市が直接管理を行う場合のほか、委託、指定管理者、外郭団体等による管理を含む。

・バーナーで焼却駆除した場合等、数えられなかった場合、確認できた数だけを計上している。



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年8月3日 東区 八田4丁目 八田小 市営八田第二住宅 113 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

2 令和3年8月4日 東区 香椎浜ふ頭4丁目 香椎浜小
香椎パークポート
コンテナターミナル

82 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

3 令和3年8月4日 東区 みなと香椎1丁目 照葉北小
アイランドシティ

コンテナターミナル
42 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

4 令和3年8月6日 東区 大字西戸崎 西戸崎小 海の中道青少年海の家 14 殺虫剤で駆除
こども未来局

こども健全育成課

5 令和3年8月6日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 68 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

6 令和3年8月9日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 25 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

7 令和3年8月12日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 67 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

8 令和3年8月13日 東区 みなと香椎3丁目 照葉北小 青果市場 12 殺虫剤及び踏み潰して駆除 農林水産局青果市場

9 令和3年8月18日 東区 城浜団地 城浜小 市営城浜住宅 330 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

10 令和3年8月20日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 31 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

11 令和3年8月21日 東区 香椎浜ふ頭2丁目 香椎浜小 第２給食センター 1 殺虫剤で駆除
教育委員会

学校給食センター

12 令和3年8月23日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 35 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

13 令和3年8月27日 東区 みなと香椎3丁目 照葉北小 青果市場 25 殺虫剤及び踏み潰して駆除 農林水産局青果市場

14 令和3年8月27日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 85 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

15 令和3年8月27日 東区 香椎浜ふ頭1丁目 香椎浜小
みなと100年公園

アイランドシティ外周緑地
114 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局維持課

16 令和3年8月28日 東区 香椎浜2丁目 香椎浜小 市営香椎浜三街区住宅 62 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

17 令和3年9月1日 東区 奈多2丁目 奈多小 奈多公民館 20 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区地域支援課

18 令和3年9月3日 東区 香椎2丁目 香椎東小 香椎11号公園 3 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区維持管理課

19 令和3年9月7日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 80 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

20 令和3年9月9日 東区 香椎浜ふ頭4丁目 香椎浜小
香椎パークポート
コンテナターミナル

31 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

21 令和3年9月9日 東区 みなと香椎1丁目 照葉北小
アイランドシティ

コンテナターミナル
34 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

22 令和3年9月10日 東区 青葉6丁目 青葉小 土井団地西公園 0 東区維持管理課

23 令和3年9月10日 東区 青葉6丁目 青葉小 土井団地東公園 0 東区維持管理課

24 令和3年9月10日 東区 みどりが丘3丁目 青葉小 みどりが丘公園 2 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区維持管理課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

25 令和3年9月10日 東区 箱崎ふ頭2丁目 箱崎小 汐井公園 0 東区維持管理課

26 令和3年9月10日 東区 香椎浜3丁目 香椎浜小 香椎浜公園 2 殺虫剤で駆除 東区維持管理課

27 令和3年9月10日 東区 社領3丁目 筥松小 社領南公園 0 東区維持管理課

28 令和3年9月10日 東区 箱崎ふ頭5丁目 箱崎小 箱崎ふ頭記念公園 0 東区維持管理課

29 令和3年9月10日 東区 社領2丁目 筥松小 社領北公園 0 東区維持管理課

30 令和3年9月10日 東区 筥松新町8丁目 筥松小 筥松新町公園 0 東区維持管理課

31 令和3年9月10日 東区 箱崎2丁目 箱崎小 箱崎1号公園 1 殺虫剤で駆除 東区維持管理課

32 令和3年9月10日 東区 筥松4丁目 筥松小 筥松1号公園 0 東区維持管理課

33 令和3年9月10日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 55 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

34 令和3年9月16日 東区 みなと香椎3丁目 照葉北小 青果市場 7 殺虫剤及び踏み潰して駆除 農林水産局青果市場

35 令和3年9月16日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 40 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

36 令和3年9月17日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 17 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

37 令和3年9月22日 東区 香椎浜ふ頭2丁目 香椎浜小 第２給食センター 2 殺虫剤で駆除
教育委員会

学校給食センター

38 令和3年9月24日 東区 みなと香椎3丁目 照葉北小 青果市場 24 殺虫剤及び踏み潰して駆除 農林水産局青果市場

39 令和3年9月24日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 74 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

40 令和3年9月25日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 40 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

41 令和3年9月25日 東区 香椎浜ふ頭1丁目 香椎浜小
みなと100年公園

アイランドシティ外周緑地
100 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局維持課

42 令和3年9月30日 東区 香椎照葉2丁目 照葉小 照葉公民館 2 殺虫剤で駆除 東区地域支援課

43 令和3年10月1日 東区 城浜団地 城浜小 城浜公民館 1 殺虫剤で駆除 東区地域支援課

44 令和3年10月1日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 93 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

45 令和3年10月2日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 30 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

46 令和3年10月7日 東区 塩浜3丁目 和白小 塩浜ポンプ場 10 殺虫剤で駆除
道路下水道局

和白水処理センター

47 令和3年10月7日 東区 千早5丁目 千早小 千早北公園 13 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区維持管理課

48 令和3年10月7日 東区 千早4丁目 千早小 千早並木広場 0 東区維持管理課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

49 令和3年10月7日 東区 香椎駅前2丁目 千早小 香椎駅前西公園 25 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区維持管理課

50 令和3年10月7日 東区 香椎浜ふ頭4丁目 香椎浜小
香椎パークポート
コンテナターミナル

20 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

51 令和3年10月7日 東区 みなと香椎1丁目 照葉北小
アイランドシティ

コンテナターミナル
20 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

52 令和3年10月8日 東区 香椎照葉4丁目 照葉北小 アイランドシティ中央公園 75 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

53 令和3年10月12日 東区 香椎照葉5丁目 照葉北小 アイランドシティポンプ場 9 殺虫剤で駆除
道路下水道局

和白水処理センター

54 令和3年10月15日 東区 みなと香椎3丁目 照葉北小 青果市場 3 殺虫剤及び踏み潰して駆除 農林水産局青果市場

55 令和3年10月18日 東区 香椎浜ふ頭2丁目 香椎浜小 第２給食センター 1 殺虫剤で駆除
教育委員会

学校給食センター

56 令和3年10月21日 東区 香椎浜1丁目 千早西小 香椎浜南公園 7 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区維持管理課

57 令和3年10月21日 東区 香椎浜4丁目 香陵小 香椎浜東公園 15 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区維持管理課

58 令和3年10月22日 東区 松島6丁目 松島小 東部水処理センター 19 殺虫剤で駆除
道路下水道局

東部水処理センター

59 令和3年10月23日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 30 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

60 令和3年10月28日 東区 香椎浜ふ頭1丁目 香椎浜小
みなと100年公園

アイランドシティ外周緑地
108 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局維持課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

61 令和3年10月29日 東区 若宮2丁目 若宮小 市営若宮住宅 55 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

62 令和3年10月29日 東区 千早2丁目 千早西小 市営千早北住宅 21 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

63 令和3年11月1日 東区 千早6丁目 千早小 千早公民館 0 東区地域支援課

64 令和3年11月1日 東区 塩浜1丁目 和白小 市営塩浜住宅 72 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

65 令和3年11月1日 東区 香椎浜ふ頭4丁目 香椎浜小
香椎パークポート
コンテナターミナル

12 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

66 令和3年11月1日 東区 みなと香椎1丁目 照葉北小
アイランドシティ

コンテナターミナル
6 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局港営課

67 令和3年11月2日 東区 箱崎1丁目 箱崎小 箱崎会館 0 東区地域支援課

68 令和3年11月4日 東区 若宮3丁目 若宮小 若宮小学校 2 殺虫剤で駆除
若宮小学校

教育委員会健康教育課

69 令和3年11月4日 東区 高美台2丁目 美和台小 市営高美ヶ丘住宅 43 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

70 令和3年11月4日 東区 箱崎ふ頭4丁目 箱崎小 臨海工場 1 殺虫剤で駆除
環境局

事業系ごみ減量推進課

71 令和3年11月5日 東区 松島3丁目 松島小 松島公民館 0 東区地域支援課

72 令和3年11月5日 東区 松島1丁目 松島小 松島会館 0 東区地域支援課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

73 令和3年11月8日 東区 青葉3丁目 青葉小 青葉小学校 0
青葉小学校

教育委員会健康教育課

74 令和3年11月8日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 25 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課

75 令和3年11月8日 東区 箱崎ふ頭4丁目 箱崎小 臨海工場 5 殺虫剤で駆除 環境局臨海工場

76 令和3年11月9日 東区 箱崎1丁目 箱崎小 箱崎会館 0 東区地域支援課

77 令和3年11月9日 東区 千早3丁目 千早西小 千早西公民館 0 東区地域支援課

78 令和3年11月9日 東区 箱崎7丁目 東箱崎小 東箱崎会館 0 東区地域支援課

79 令和3年11月10日 東区 香椎照葉2丁目 照葉小 照葉公民館 1 殺虫剤で駆除 東区地域支援課

80 令和3年11月11日 東区 若宮3丁目 若宮小 若宮小学校 1 殺虫剤で駆除
若宮小学校

教育委員会健康教育課

81 令和3年11月12日 東区 香椎浜4丁目 香陵小 香陵小学校 0
香陵小学校

教育委員会健康教育課

82 令和3年11月12日 東区 箱崎7丁目 貝塚小 貝塚公園 0 東区維持管理課

83 令和3年11月12日 東区 名島5丁目 名島小 名島公園 0 東区維持管理課

84 令和3年11月12日 東区 名島4丁目 名島小 名島南公園 0 東区維持管理課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

85 令和3年11月12日 東区 松崎3丁目 名島小 松崎西公園 0 東区維持管理課

86 令和3年11月12日 東区 原田1丁目 筥松小 原田南公園 0 東区維持管理課

87 令和3年11月13日 東区 原田4丁目 松島小 箱崎公園 8 殺虫剤で駆除 東区維持管理課

88 令和3年11月14日 東区 三苫3丁目 三苫小 三苫公民館 0 東区地域支援課

89 令和3年11月15日 東区 香椎駅前2丁目 香椎小 香椎公民館 0 東区地域支援課

90 令和3年11月15日 東区 西戸崎5丁目 西戸崎小 西戸崎公民館 0 東区地域支援課

91 令和3年11月16日 東区 東浜2丁目 馬出小 食肉市場 0 農林水産局市場課

92 令和3年11月16日 東区 箱崎1丁目 箱崎小 箱崎会館 0 東区地域支援課

93 令和3年11月16日 東区 八田4丁目 八田小 市営八田第二住宅 92 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

94 令和3年11月17日 東区 大字西戸崎 西戸崎小 国営海の中道海浜公園 55 殺虫剤で駆除
国土交通省

九州地方整備局

95 令和3年11月17日 東区 西戸崎6丁目 西戸崎小 西戸崎小学校 0
西戸崎小学校

教育委員会健康教育課

96 令和3年11月17日 東区 箱崎5丁目 東箱崎小 東箱崎小学校 10 殺虫剤で駆除
東箱崎小学校

教育委員会健康教育課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

97 令和3年11月17日 東区 水谷1丁目 舞松原小 舞松原公民館 0 東区地域支援課

98 令和3年11月18日 東区 香椎浜ふ頭2丁目 香椎浜小 第２給食センター 3 殺虫剤で駆除
教育委員会

学校給食センター

99 令和3年11月18日 東区 箱崎7丁目 東箱崎小 貝塚駅 6 殺虫剤で駆除 交通局姪浜保守事務所

100 令和3年11月18日 東区 若宮3丁目 若宮小 若宮小学校 0
若宮小学校

教育委員会健康教育課

101 令和3年11月18日 東区 箱崎ふ頭4丁目 箱崎小 臨海工場 22 殺虫剤で駆除 環境局臨海工場

102 令和3年11月19日 東区 箱崎7丁目 東箱崎小 貝塚駅 0 交通局施設課

103 令和3年11月19日 東区 箱崎7丁目 東箱崎小 貝塚駅 0 交通局駅務サービス課

104 令和3年11月19日 東区 和白3丁目 和白小 和白公民館 0 東区地域支援課

105 令和3年11月19日 東区 香椎台1丁目 香椎東小 香椎東公民館 0 東区地域支援課

106 令和3年11月21日 東区 下原1丁目 香椎下原小 香椎下原公民館 0 東区地域支援課

107 令和3年11月22日 東区 箱崎7丁目 東箱崎小 貝塚駅 0 交通局姪浜保守事務所

108 令和3年11月24日 東区 香住ヶ丘1丁目 香住丘小 香住丘公民館 0 東区地域支援課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

109 令和3年11月24日 東区 青葉3丁目 青葉小 青葉公民館 0 東区地域支援課

110 令和3年11月24日 東区 青葉3丁目 青葉小 東福岡特別支援学校 9 踏み潰して駆除
東福岡特別支援学校

教育委員会健康教育課

111 令和3年11月25日 東区 水谷1丁目 舞松原小 多々良中学校 0
舞松原小学校

教育委員会健康教育課

112 令和3年11月25日 東区 若宮3丁目 若宮小 若宮小学校 0
若宮小学校

教育委員会健康教育課

113 令和3年11月25日 東区 箱崎2丁目 箱崎小 東区役所 0 東区総務課

114 令和3年11月25日 東区 馬出1丁目 馬出小 馬出公民館 0 東区地域支援課

115 令和3年11月25日 東区 原田2丁目 筥松小 筥松会館 0 東区地域支援課

116 令和3年11月26日 東区 東浜2丁目 馬出小 水産加工センター 1 殺虫剤で駆除 農林水産局水産振興課

117 令和3年11月26日 東区 美和台1丁目 美和台小 美和台公民館 0 東区地域支援課

118 令和3年11月26日 東区 八田2丁目 八田小 八田公民館 0 東区地域支援課

119 令和3年11月26日 東区 香椎浜1丁目 香陵小 香陵公民館 0 東区地域支援課

120 令和3年11月26日 東区 青葉4丁目 青葉小 青葉公園 25 殺虫剤及び踏み潰して駆除 住宅都市局みどり運営課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

121 令和3年11月26日 東区 城浜団地 城浜小 市営城浜住宅 85 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

122 令和3年11月27日 東区 香椎浜ふ頭1丁目 香椎浜小
みなと100年公園

アイランドシティ外周緑地
76 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 港湾空港局維持課

123 令和3年11月28日 東区 舞松原3丁目 舞松原小 香椎ヶ丘2号公園 0 東区維持管理課

124 令和3年11月28日 東区 舞松原5丁目 舞松原小 舞松原東公園 0 東区維持管理課

125 令和3年11月29日 東区 香椎台1丁目 香椎東小 香椎東小学校 0
香椎東小学校

教育委員会健康教育課

126 令和3年11月29日 東区 高美台2丁目 和白東小 和白東公民館 0 東区地域支援課

127 令和3年11月29日 東区 箱崎7丁目 東箱崎小 東箱崎公民館 0 東区地域支援課

128 令和3年11月29日 東区 千早4丁目 千早小 なみきスクエア 140 殺虫剤で駆除 東区生涯学習推進課

129 令和3年11月30日 東区 箱崎1丁目 箱崎小 箱崎会館 0 東区地域支援課

130 令和3年11月30日 東区 香椎浜3丁目 香陵小 香椎浜北公園 30 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除 東区維持管理課

131 令和3年11月30日 東区 千早4丁目 千早小 千早中央公園 0 東区維持管理課

132 令和3年11月30日 東区 箱崎1丁目 箱崎小 箱崎公民館 0 東区地域支援課



【東区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

133 令和3年11月30日 東区 香椎浜2丁目 香椎浜小 香椎浜公民館 0 東区地域支援課

134 令和3年11月30日 東区 香椎照葉2丁目 照葉小 照葉公民館 0 東区地域支援課

2,925計



【博多区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年8月19日 博多区 築港本町 博多小 福岡国際センター 0
経済観光文化局

MICE推進課

2 令和3年8月23日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 3 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

3 令和3年8月24日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 21 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

4 令和3年8月25日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 4 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

5 令和3年8月25日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 東平尾公園 0 住宅都市局みどり運営課

6 令和3年8月25日 博多区 東平尾公園1丁目 席田小 博多の森テニス競技場 0 住宅都市局みどり運営課

7 令和3年8月25日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 4 殺虫剤で駆除
経済観光文化局

MICE推進課

8 令和3年8月26日 博多区 石城町 博多小 福岡国際会議場 0
経済観光文化局

MICE推進課

9 令和3年8月29日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 ベスト電器スタジアム 0 住宅都市局みどり運営課

10 令和3年8月29日 博多区 沖浜町 博多小 中央ふ頭クルーズセンター 5 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課

11 令和3年8月30日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 0
経済観光文化局

MICE推進課

12 令和3年8月30日 博多区 沖浜町 博多小 博多港国際ターミナル 53 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課



【博多区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

13 令和3年8月31日 博多区 東平尾1丁目 席田小 第１給食センター 2 殺虫剤で駆除
教育委員会

学校給食センター

14 令和3年9月2日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 8 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

15 令和3年9月12日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 1 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

16 令和3年9月16日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 ベスト電器スタジアム 0 住宅都市局みどり運営課

17 令和3年9月16日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 6 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

18 令和3年9月17日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 東平尾公園 0 住宅都市局みどり運営課

19 令和3年9月18日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 0 住宅都市局みどり運営課

20 令和3年9月19日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 4 殺虫剤で駆除
経済観光文化局

MICE推進課

21 令和3年9月20日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 7 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

22 令和3年9月21日 博多区 東平尾1丁目 席田小 第１給食センター 1 殺虫剤で駆除
教育委員会

学校給食センター

23 令和3年9月21日 博多区 東平尾公園1丁目 席田小 博多の森テニス競技場 0 住宅都市局みどり運営課

24 令和3年9月21日 博多区 築港本町 博多小 福岡国際センター 0
経済観光文化局

MICE推進課



【博多区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

25 令和3年9月24日 博多区 石城町 博多小 福岡国際会議場 0
経済観光文化局

MICE推進課

26 令和3年9月26日 博多区 沖浜町 博多小 中央ふ頭クルーズセンター 14 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課

27 令和3年9月27日 博多区 月隈3丁目 月隈小 下月隈公園 0 博多区維持管理課

28 令和3年9月27日 博多区 月隈5丁目 月隈小 上月隈中央公園 0 博多区維持管理課

29 令和3年9月27日 博多区 東月隈5丁目 月隈小 月隈公園 0 博多区維持管理課

30 令和3年9月29日 博多区 沖浜町 博多小 博多港国際ターミナル 47 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課

31 令和3年9月30日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 0
経済観光文化局

MICE推進課

32 令和3年10月1日 博多区 大井2丁目 席田小 大井中央公園 8 殺虫剤で駆除 博多区維持管理課

33 令和3年10月14日 博多区 築港本町 博多小 福岡国際センター 0
経済観光文化局

MICE推進課

34 令和3年10月19日 博多区 東平尾1丁目 席田小 第１給食センター 1 殺虫剤で駆除
教育委員会

学校給食センター

35 令和3年10月20日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 15 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

36 令和3年10月20日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 ベスト電器スタジアム 0 住宅都市局みどり運営課



【博多区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

37 令和3年10月21日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 17 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

38 令和3年10月22日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 1 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

39 令和3年10月25日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 東平尾公園 0 住宅都市局みどり運営課

40 令和3年10月25日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 5 殺虫剤で駆除
経済観光文化局

MICE推進課

41 令和3年10月25日 博多区 石城町 博多小 福岡国際会議場 0
経済観光文化局

MICE推進課

42 令和3年10月25日 博多区 沖浜町 博多小 中央ふ頭クルーズセンター 3 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課

43 令和3年10月31日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 0
経済観光文化局

MICE推進課

44 令和3年10月31日 博多区 沖浜町 博多小 博多港国際ターミナル 20 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課

45 令和3年11月2日 博多区 東月隈4丁目 東月隈小 市営月隈住宅 33 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

46 令和3年11月7日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 3 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

47 令和3年11月10日 博多区 元町3丁目 那珂南小 那珂南小学校 0
那珂南小学校

教育委員会健康教育課

48 令和3年11月11日 博多区 大字青木 席田小 福岡国際空港内 1 殺虫剤で駆除 福岡空港事業者



【博多区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

49 令和3年11月15日 博多区 井相田2丁目 板付小 板付中学校 0
板付中学校

教育委員会健康教育課

50 令和3年11月16日 博多区 立花寺2丁目 月隈小 立花寺緑地リフレッシュ農園 0 農林水産局農業振興課

51 令和3年11月16日 博多区 元町3丁目 那珂南小 那珂南小学校 0
那珂南小学校

教育委員会健康教育課

52 令和3年11月16日 博多区 麦野2丁目 板付小 板付小学校 0
板付小学校

教育委員会健康教育課

53 令和3年11月18日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 ベスト電器スタジアム 0 住宅都市局みどり運営課

54 令和3年11月24日 博多区 元町3丁目 那珂南小 那珂南小学校 0
那珂南小学校

教育委員会健康教育課

55 令和3年11月24日 博多区 東平尾公園1丁目 席田小 博多の森テニス競技場 0 住宅都市局みどり運営課

56 令和3年11月24日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 2 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

57 令和3年11月24日 博多区 沖浜町 博多小 港湾空港局庁舎 55 殺虫剤で駆除 港湾空港局維持課

58 令和3年11月25日 博多区 東平尾1丁目 席田小 第１給食センター 0
教育委員会

学校給食センター

59 令和3年11月25日 博多区 下呉服町 博多小 博多高等学園 6 殺虫剤で駆除
博多小学校

教育委員会健康教育課

60 令和3年11月25日 博多区 諸岡5丁目 三筑小 笹原駅東自転車保管所 0
博多区

自転車対策・生活環境課



【博多区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

61 令和3年11月25日 博多区 豊1丁目 吉塚小 榎田自転車保管所 0
博多区

自転車対策・生活環境課

62 令和3年11月25日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 1 殺虫剤で駆除
経済観光文化局

MICE推進課

63 令和3年11月25日 博多区 沖浜町 博多小 博多港国際ターミナル 4 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課

64 令和3年11月26日 博多区 下臼井 席田小 福岡国際空港内 0 福岡国際空港株式会社

65 令和3年11月26日 博多区 石城町 博多小 福岡国際会議場 0
経済観光文化局

MICE推進課

66 令和3年11月26日 博多区 沖浜町 博多小 中央ふ頭クルーズセンター 2 殺虫剤で駆除 港湾振興部港湾管理課

67 令和3年11月27日 博多区 上臼井 席田小 福岡国際空港内 0 福岡空港事業者

68 令和3年11月27日 博多区 上臼井 席田小 福岡国際空港内 0 福岡空港事業者

69 令和3年11月27日 博多区 下臼井 席田小 福岡国際空港内 0 福岡空港事業者

70 令和3年11月29日 博多区 下臼井 席田小 福岡国際空港内 0 福岡国際空港株式会社

71 令和3年11月29日 博多区 大字青木 席田小 福岡国際空港内 0 福岡国際空港株式会社

72 令和3年11月29日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 0 住宅都市局みどり運営課



【博多区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

73 令和3年11月30日 博多区 沖浜町 博多小 マリンメッセ福岡 0
経済観光文化局

MICE推進課

357計



【中央区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年8月23日 中央区 城内 赤坂小 舞鶴公園 18 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

2 令和3年9月22日 中央区 城内 赤坂小 舞鶴公園 14 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

3 令和3年9月27日 中央区 荒津2丁目 舞鶴小 中部水処理センター 1 殺虫剤で駆除
道路下水道局

中部水処理センター

4 令和3年10月25日 中央区 城内 赤坂小 舞鶴公園 51 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

5 令和3年11月1日 中央区 長浜3丁目 舞鶴小 鮮魚市場会館 0 農林水産局鮮魚市場

6 令和3年11月2日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（中央区施設管理事務所）

7 令和3年11月15日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜小学校 0
福浜小学校

教育委員会健康教育課

8 令和3年11月18日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（中央区施設管理事務所）

9 令和3年11月22日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（中央区施設管理事務所）

10 令和3年11月25日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（中央区施設管理事務所）

11 令和3年11月26日 中央区 城内 赤坂小 舞鶴公園 37 殺虫剤で駆除 住宅都市局みどり運営課

12 令和3年11月29日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（中央区施設管理事務所）



【中央区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

121計



【南区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年11月12日 南区 柏原7丁目 柏原小 花畑園芸公園 0 農林水産局農業振興課

2 令和3年11月12日 南区 大字柏原 柏原小 油山牧場 0 農林水産局農業振興課

3 令和3年11月16日 南区 高木3丁目 高木小 高木小学校 0
高木小学校

教育委員会健康教育課

4 令和3年11月22日 南区 桧原6丁目 西花畑小 福岡市葬祭場 0 保健福祉局生活衛生課

5 令和3年11月22日 南区 桧原6丁目 西花畑小 桧原ソフトボール場 0 保健福祉局生活衛生課

0計



【城南区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年8月24日 城南区 長尾3丁目 長尾小 長尾３丁目住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

2 令和3年8月24日 城南区 南片江2丁目 南片江小 南片江住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

3 令和3年8月24日 城南区 樋井川6丁目 堤小 樋井川住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

4 令和3年8月24日 城南区 鳥飼7丁目 鳥飼小 中浜町住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

5 令和3年8月24日 城南区 別府団地 別府小 別府住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

6 令和3年8月25日 城南区 七隈8丁目 七隈小 七隈住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

7 令和3年8月25日 城南区 梅林5丁目 七隈小 梅林第１住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

8 令和3年8月25日 城南区 梅林5丁目 七隈小 梅林第２住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

9 令和3年8月25日 城南区 樋井川4丁目 堤小 長尾住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

10 令和3年8月25日 城南区
神松寺3丁目
片江4丁目

片江小 片江住宅 0
住宅都市局住宅管理課

（城南区施設管理事務所）

11 令和3年11月17日 城南区 鳥飼4丁目 鳥飼小 道路 0 城南区生活環境課

0計



【早良区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年9月20日 早良区 板屋 脇山小 背振少年自然の家 0
こども未来局

こども健全育成課

2 令和3年11月15日 早良区 祖原 西新小 西新自転車保管所 0 早良区生活環境課

3 令和3年11月16日 早良区 有田5丁目 賀茂小 有田自転車保管所 0 早良区生活環境課

4 令和3年11月19日 早良区 小田部6丁目 小田部小 道路 0 早良区生活環境課

5 令和3年11月24日 早良区 昭代2丁目 高取小 道路 0 早良区生活環境課

6 令和3年11月24日 早良区 昭代3丁目 高取小 道路 0 早良区生活環境課

7 令和3年11月25日 早良区 百道2丁目 百道小 早良区役所 0 早良区総務課

0計



【西区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年8月24日 西区 今宿青木 今宿小 第３給食センター 0
教育委員会

学校給食センター

2 令和3年9月28日 西区 今宿青木 今宿小 第３給食センター 0
教育委員会

学校給食センター

3 令和3年10月26日 西区 今宿青木 今宿小 第３給食センター 0
教育委員会

学校給食センター

4 令和3年11月8日 西区 下山門4丁目 下山門小 姪浜車両工場 0 交通局姪浜車両工場

5 令和3年11月10日 西区 城の原団地 城原小 市営城の原住宅 280 バーナーでの焼却及び殺虫剤による駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

6 令和3年11月13日 西区 姪の浜2丁目 姪浜小 姪浜小学校 0 姪浜小学校

7 令和3年11月15日 西区 今宿3丁目 玄洋小 玄洋小運動場 0
玄洋小学校

教育委員会健康教育課

8 令和3年11月18日 西区 今津 今津小 今津リフレッシュ農園 0 農林水産局農業振興課

9 令和3年11月20日 西区 今宿青木 今宿小 西部リサイクルプラザ 0
環境局

家庭ごみ減量推進課

10 令和3年11月24日 西区 福重団地 福重小 福重東公園 0 西区生活環境課

11 令和3年11月30日 西区 今宿青木 今宿小 第３給食センター 0
教育委員会

学校給食センター

12 令和3年11月30日 西区 小戸2丁目 姪北小 西部水処理センター 1 殺虫剤で駆除
道路下水道局

西部水処理センター



【西区】〔市管理地、それ以外・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

281計



【市外】〔市管理地・定期〕　ゴケグモ類　定期的・計画的な駆除 実績集計表

No. 実施日 発生区 住所
実施小学

校区
実施場所

ゴケグモ
（匹数）

実施状況（対応状況）
※発見なしは空欄

担当課等

1 令和3年8月2日 市外 久山町大字山田 － 久山グラウンドゴルフ場 2 殺虫剤で駆除
環境局

クリーンパーク・東部

2 令和3年8月17日 市外 久山町大字山田 － 久山グラウンドゴルフ場 2 殺虫剤で駆除
環境局

クリーンパーク・東部

3 令和3年9月6日 市外 久山町大字山田 － 久山グラウンドゴルフ場 11 殺虫剤で駆除
環境局

クリーンパーク・東部

4 令和3年9月21日 市外 久山町大字山田 － 久山グラウンドゴルフ場 0
環境局

クリーンパーク・東部

5 令和3年10月18日 市外 久山町大字山田 － 久山グラウンドゴルフ場 31 殺虫剤で駆除
環境局

クリーンパーク・東部

6 令和3年11月15日 市外 久山町大字山田 － 久山グラウンドゴルフ場 126 殺虫剤で駆除
環境局

クリーンパーク・東部

172計



【東区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

1 令和3年8月2日 東区 雁ノ巣1丁目 奈多小 道路 電柱 3 市民が駆除 東区生活環境課

2 令和3年8月3日 東区 和白3丁目 和白小 和白公民館 花壇 1 市民が駆除 東区生活環境課

3 令和3年8月4日 東区 筥松4丁目 箱崎小 箱崎中学校 体育館 1 職員が駆除
箱崎中学校

教育委員会健康教育課

4 令和3年8月5日 東区 大字上和白 香住丘小 上和白2号公園 ガードレール 3 職員が駆除 東区生活環境課

5 令和3年8月7日 東区 唐原5丁目 香住丘小 市営唐原東住宅 駐車場 26 委託業者が駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

6 令和3年8月16日 東区 香椎照葉7丁目 照葉北小 海の中道大橋 歩道 1 市民が駆除 東区生活環境課

7 令和3年8月17日 東区 箱崎ふ頭4丁目 箱崎小 臨海工場 敷地内 1 職員が駆除 環境局環境科学課

8 令和3年8月18日 東区 多の津1丁目 多々良小 多の津公園 手洗場 1 市民が駆除 東区生活環境課

9 令和3年8月30日 東区 蒲田1丁目 多々良小 蒲田市営住宅
敷地内

2 市民が駆除 東区生活環境課

10 令和3年9月3日 東区 大岳1丁目 西戸崎小 大岳ポンプ場 建物 1 委託業者が駆除
道路下水道局

和白水処理センター

11 令和3年9月3日 東区 和白丘3丁目 美和台小 和白丘中学校 敷地内 1 職員が駆除
和白丘中学校

教育委員会健康教育課

12 令和3年9月7日 東区 大岳1丁目 西戸崎小 大岳ポンプ場 建物 1 委託業者が駆除
道路下水道局

和白水処理センター



【東区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

13 令和3年9月8日 東区 蒲田1丁目 多々良小 蒲田市営住宅 敷地内 1 市民が駆除 東区生活環境課

14 令和3年9月10日 東区 御島崎1丁目 香椎小 市営御島崎住宅 敷地内 32 委託業者が駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

15 令和3年9月13日 東区 蒲田1丁目 多々良小 市営蒲田住宅 敷地内 23 委託業者が駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

16 令和3年9月21日 東区 若宮2丁目 若宮小 若宮市営住宅 敷地内 1 市民が駆除 東区生活環境課

17 令和3年9月29日 東区 東浜1丁目 馬出小 道路 ブロック塀 8 市民が駆除 東区生活環境課

107計



【博多区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

1 令和3年8月6日 博多区 東月隈4丁目 東月隈小 市営月隈住宅 駐車場 54 委託業者が駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

2 令和3年8月31日 博多区 下呉服町 博多小 博多高等学園 花壇 1 職員が駆除
博多高等学園

教育委員会健康教育課

3 令和3年9月1日 博多区 下呉服町 博多小 博多高等学園 花壇 2 職員が駆除
博多高等学園

教育委員会健康教育課

4 令和3年9月1日 博多区 博多駅東1丁目 堅粕小 堅粕小学校 花壇 1 職員が駆除
堅粕小学校

教育委員会健康教育課

5 令和3年9月6日 博多区 元町3丁目 那珂南小 那珂南小学校 敷地内 2 職員が駆除
那珂南小学校

教育委員会健康教育課

6 令和3年9月7日 博多区 元町3丁目 那珂南小 那珂南小学校 運動場 3 職員が駆除
那珂南小学校

教育委員会健康教育課

7 令和3年9月8日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 敷地内 1 職員が駆除 住宅都市局みどり運営課

8 令和3年9月28日 博多区 東公園 千代小 千代小学校 側溝 2 職員が駆除
千代小学校

教育委員会健康教育課

9 令和3年9月30日 博多区 元町3丁目 那珂南小 那珂南小学校 敷地内 1 職員が駆除
那珂南小学校

教育委員会健康教育課

10 令和3年10月1日 博多区 元町3丁目 那珂南小 那珂南小学校 敷地内 2 職員が駆除
那珂南小学校

教育委員会健康教育課

11 令和3年10月1日 博多区 元町3丁目 那珂南小 市道 フェンス 5 職員が駆除 博多区維持管理課

12 令和3年10月8日 博多区 東公園 千代小 千代小学校 プランター 1 職員が駆除
千代小学校

教育委員会健康教育課



【博多区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

13 令和3年10月10日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 敷地内 1 市民，職員が駆除 住宅都市局みどり運営課

14 令和3年10月11日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 敷地内 2 職員が駆除 住宅都市局みどり運営課

15 令和3年10月13日 博多区 下呉服町 博多小 博多高等学園 花壇 6 職員が駆除
博多高等学園

教育委員会健康教育課

16 令和3年10月26日 博多区 下呉服町 博多小 博多高等学園 花壇 12 職員が駆除
博多高等学園

教育委員会健康教育課

17 令和3年10月28日 博多区 吉塚1丁目 吉塚小 市営吉塚住宅 公園 12 委託業者が駆除
住宅都市局住宅管理課
（住宅供給公社保全課）

18 令和3年11月4日 博多区 下呉服町 博多小 博多高等学園 敷地内 10 職員が駆除
博多高等学園

教育委員会健康教育課

19 令和3年11月6日 博多区 東平尾公園2丁目 席田小 博多の森陸上競技場 敷地内 3 職員が駆除 住宅都市局みどり運営課

121計



【中央区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

1 令和3年8月2日 中央区 荒津2丁目 舞鶴小 中部水処理センター 側溝 1 職員が駆除
道路下水道局

中部水処理センター

2 令和3年8月2日 中央区 唐人町3丁目 当仁小 唐人町北公園 敷地内 2 市民が駆除 中央区維持管理課

3 令和3年8月3日 中央区 荒津2丁目 舞鶴小 中部水処理センター 敷地内 4 委託業者が駆除
道路下水道局

中部水処理センター

4 令和3年8月4日 中央区 荒津2丁目 舞鶴小 中部水処理センター 側溝 5 職員が駆除
道路下水道局

中部水処理センター

5 令和3年8月4日 中央区 荒津2丁目 舞鶴小 中部水処理センター 敷地内 5 委託業者が駆除
道路下水道局

中部水処理センター

6 令和3年8月5日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜小学校 敷地内 50 委託業者が駆除
福浜小学校

教育委員会健康教育課

7 令和3年9月15日 中央区 福浜1丁目 福浜小 福浜公民館 駐輪場 6 職員が駆除 中央区地域支援課

8 令和3年9月21日 中央区 唐人町3丁目 当仁小 当仁公民館 花壇 1 職員が駆除 中央区地域支援課

9 令和3年9月29日 中央区 荒津3丁目 舞鶴小 中部水処理センター 敷地内 1 委託業者が駆除
道路下水道局

中部水処理センター

10 令和3年11月2日 中央区 荒津3丁目 舞鶴小 中部水処理センター 敷地内 5 委託業者が駆除
道路下水道局

中部水処理センター

11 令和3年11月12日 中央区 赤坂2丁目 赤坂小
中央市民センター
中央体育館　等

フェンス　等 12 職員が駆除
中央区生涯学習推進課

中央区生活環境課

12 令和3年11月15日 中央区 赤坂2丁目 赤坂小
中央市民センター
中央体育館　等

フェンス　等 17 職員が駆除
中央区生涯学習推進課

中央区生活環境課



【中央区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

109計



【城南区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

1 令和3年9月13日 城南区 鳥飼4丁目 鳥飼小 市道 側溝 3 職員が駆除 城南区生活環境課

3計



【早良区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

1 令和3年9月28日 早良区 百道浜4丁目 百道浜小 百道浜小学校 敷地内 2 職員が駆除
百道浜小学校

教育委員会健康教育課

2計



【西区】〔市管理地〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
市公共地
（施設名）

発見箇所
ゴケグモ
（匹数）

詳細（対応状況） 担当課等

1 令和3年9月16日 西区 小戸2丁目 姪北小 西部水処理センター 駐車場 10 職員が駆除
道路下水道局

西部水処理センター

2 令和3年9月27日 西区 小戸2丁目 姪北小 西部水処理センター テニスコート 3 職員が駆除
道路下水道局

西部水処理センター

3 令和3年9月29日 西区 小戸2丁目 姪北小 西部水処理センター 側溝 1 委託業者が駆除
道路下水道局

西部水処理センター

4 令和3年9月30日 西区 下山門団地 西陵小 下山門団地 側溝 5 市民，職員が駆除 西区生活環境課

19計



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

1 令和3年8月2日 東区 和白3丁目 和白小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

2 令和3年8月2日 東区 名島3丁目 名島小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

3 令和3年8月2日 東区 三苫1丁目 三苫小 事業所 10 市民が駆除 東区生活環境課

4 令和3年8月3日 東区 和白6丁目 和白小 共同住宅 2 市民が駆除 東区生活環境課

5 令和3年8月3日 東区 千早1丁目 千早小 公園 1 市民が駆除 東区生活環境課

6 令和3年8月4日 東区 松崎3丁目 名島小 事業所 18 市民が駆除 東区生活環境課

7 令和3年8月4日 東区 社領2丁目 筥松小 駐車場 1 市民が駆除 東区生活環境課

8 令和3年8月4日 東区 箱崎5丁目 東箱崎小 共同住宅 5 職員が駆除 東区生活環境課

9 令和3年8月4日 東区 東浜2丁目 馬出小 都市高速料金所 1 市民が駆除 東区生活環境課

10 令和3年8月4日 東区 和白東1丁目 和白東小 駐車場 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

11 令和3年8月5日 東区 香椎浜2丁目 香椎浜小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

12 令和3年8月5日 東区 雁ノ巣1丁目 奈多小 敷地内 6 職員が駆除 東区生活環境課

13 令和3年8月6日 東区 馬出3丁目 馬出小 事業所 2 市民が駆除 東区生活環境課

14 令和3年8月10日 東区 雁ノ巣1丁目 奈多小 民家 5 市民が駆除 東区生活環境課

15 令和3年8月10日 東区 香椎照葉6丁目 照葉北小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

16 令和3年8月10日 東区 西戸崎6丁目 西戸崎小 駐車場 10 市民が駆除 東区生活環境課

17 令和3年8月10日 東区 香椎団地 千早小 事業所 5 市民が駆除 東区生活環境課

18 令和3年8月10日 東区 御島崎1丁目 香椎小 共同住宅 4 市民が駆除 東区生活環境課

19 令和3年8月10日 東区 原田3丁目 松島小 民家 5 市民が駆除 東区生活環境課

20 令和3年8月10日 東区 和白6丁目 和白小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

21 令和3年8月11日 東区 箱崎1丁目 箱崎小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

22 令和3年8月11日 東区 香椎照葉3丁目 照葉北小 駐車場 1 市民が駆除 東区生活環境課

23 令和3年8月11日 東区 香椎4丁目 香椎東小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

24 令和3年8月11日 東区 筥松新町 筥松小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

25 令和3年8月12日 東区 千早4丁目 千早小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

26 令和3年8月16日 東区 大岳1丁目 西戸崎小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

27 令和3年8月16日 東区 雁ノ巣 奈多小 事業所 7 市民が駆除 東区生活環境課

28 令和3年8月17日 東区 香椎照葉6丁目 照葉北小 公園 1 市民が駆除 東区生活環境課

29 令和3年8月18日 東区 筥松新町 筥松小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

30 令和3年8月18日 東区 箱崎ふ頭1丁目 箱崎小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

31 令和3年8月19日 東区 奈多3丁目 奈多小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

32 令和3年8月19日 東区 千早3丁目 千早西小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

33 令和3年8月19日 東区 香椎浜2丁目 香椎浜小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

34 令和3年8月19日 東区 松崎1丁目 名島小 駐車場 1 市民が駆除 東区生活環境課

35 令和3年8月19日 東区 千早3丁目 千早西小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

36 令和3年8月19日 東区 千早3丁目 千早西小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

37 令和3年8月20日 東区 八田4丁目 八田小 保育園 6 市民が駆除 東区生活環境課

38 令和3年8月20日 東区 香椎照葉6丁目 照葉北小 駐車場 6 市民が駆除 東区生活環境課

39 令和3年8月20日 東区 香住ケ丘2丁目 香住丘小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

40 令和3年8月23日 東区 香椎駅東1丁目 香椎小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

41 令和3年8月23日 東区 和白3丁目 和白小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

42 令和3年8月23日 東区 青葉7丁目 青葉小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

43 令和3年8月24日 東区 和白4丁目 香住丘小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

44 令和3年8月24日 東区 香椎4丁目 香椎東小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

45 令和3年8月25日 東区 原田4丁目 松島小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

46 令和3年8月25日 東区 和白東3丁目 和白東小 敷地内 1 市民が駆除 東区生活環境課

47 令和3年8月25日 東区 香住丘2丁目 香住丘小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

48 令和3年8月25日 東区 松田3丁目 名島小 駐輪場 1 市民が駆除 東区生活環境課

49 令和3年8月25日 東区 和白3丁目 香住丘小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

50 令和3年8月26日 東区 美和台7丁目 美和台小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

51 令和3年8月26日 東区 雁の巣2丁目 奈多小 民家 3 市民が駆除 東区生活環境課

52 令和3年8月26日 東区 青葉2丁目 青葉小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

53 令和3年8月30日 東区 三苫2丁目 三苫小 民家 8 市民が駆除 東区生活環境課

54 令和3年8月31日 東区 奈多3丁目 奈多小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

55 令和3年9月1日 東区 筥松新町 筥松小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

56 令和3年9月1日 東区 多の津4丁目 多々良小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

57 令和3年9月1日 東区 香椎照葉3丁目 照葉北小 事業所 11 市民，職員が駆除 東区生活環境課

58 令和3年9月2日 東区 香椎浜3丁目 香椎浜小 駐輪場 1 市民が駆除 東区生活環境課

59 令和3年9月2日 東区 香椎駅前1丁目 香椎小 側溝 1 市民が駆除 東区生活環境課

60 令和3年9月3日 東区 香椎駅前2丁目 香椎小 自動販売機 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

61 令和3年9月3日 東区 奈多1丁目 奈多小 事業所 4 市民が駆除 東区生活環境課

62 令和3年9月6日 東区 西戸崎6丁目 西戸崎小 側溝 3 市民が駆除 東区生活環境課

63 令和3年9月6日 東区 水谷3丁目 舞松原小 民家 2 市民，職員が駆除 東区生活環境課

64 令和3年9月6日 東区 松崎4丁目 名島小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

65 令和3年9月6日 東区 若宮4丁目 若宮小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

66 令和3年9月6日 東区 香椎浜4丁目 香陵小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

67 令和3年9月6日 東区 箱崎ふ頭5丁目 箱崎小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

68 令和3年9月6日 東区 箱崎7丁目 箱崎小 共同住宅 2 市民が駆除 東区生活環境課

69 令和3年9月6日 東区 西戸崎4丁目 西戸崎小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

70 令和3年9月7日 東区 千早4丁目 千早小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

71 令和3年9月7日 東区 御島崎1丁目 香椎小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

72 令和3年9月7日 東区 多の津1丁目 多々良小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

73 令和3年9月8日 東区 松崎1丁目 名島小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

74 令和3年9月9日 東区 香椎照葉5丁目 照葉北小 事業所 5 市民が駆除 東区生活環境課

75 令和3年9月9日 東区 多の津5丁目 多々良小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

76 令和3年9月10日 東区 香椎照葉7丁目 照葉北小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

77 令和3年9月10日 東区 松崎1丁目 名島小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

78 令和3年9月13日 東区 大岳1丁目 西戸崎小 事業所 20 市民，職員が駆除 東区生活環境課

79 令和3年9月13日 東区 三苫2丁目 三苫小 民家 3 市民が駆除 東区生活環境課

80 令和3年9月15日 東区 千早1丁目 千早西小 保育園 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

81 令和3年9月15日 東区 水谷3丁目 舞松原小 大学 15 市民が駆除 東区生活環境課

82 令和3年9月16日 東区 舞松原4丁目 舞松原小 不明 1 市民が駆除 東区生活環境課

83 令和3年9月17日 東区 美和台2丁目 美和台小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

84 令和3年9月21日 東区 多の津5丁目 多々良小 保育園 1 市民が駆除 東区生活環境課

85 令和3年9月21日 東区 美和台3丁目 美和台小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

86 令和3年9月21日 東区 香住ヶ丘1丁目 香住丘小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

87 令和3年9月22日 東区 名子3丁目 多々良小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

88 令和3年9月22日 東区 原田4丁目 松島小 保育園 1 市民が駆除 東区生活環境課

89 令和3年9月22日 東区 箱崎ふ頭4丁目 箱崎小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

90 令和3年9月27日 東区 唐原1丁目 香住丘小 民家 6 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

91 令和3年9月27日 東区 千早2丁目 千早西小 共同住宅 4 市民が駆除 東区生活環境課

92 令和3年9月29日 東区 西戸崎4丁目 西戸崎小 保育園 4 市民が駆除 東区生活環境課

93 令和3年9月29日 東区 香椎駅東1丁目 香椎小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

94 令和3年9月30日 東区 香椎団地 千早小 駐車場 11 市民が駆除 東区生活環境課

95 令和3年9月30日 東区 香椎6丁目 香椎東小 民家 3 市民が駆除 東区生活環境課

96 令和3年10月1日 東区 千早2丁目 千早西小 共同住宅 5 市民が駆除 東区生活環境課

97 令和3年10月4日 東区 西戸崎2丁目 西戸崎小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

98 令和3年10月5日 東区 二又瀬新町 筥松小 自動販売機 1 市民が駆除 東区生活環境課

99 令和3年10月5日 東区 多々良1丁目 多々良小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

100 令和3年10月6日 東区 香椎照葉6丁目 照葉北小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

101 令和3年10月7日 東区 和白東1丁目 和白小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

102 令和3年10月8日 東区 青葉2丁目 青葉小 共同住宅 4 市民が駆除 東区生活環境課

103 令和3年10月8日 東区 香椎駅前2丁目 香椎小 駅構内 4 市民が駆除 東区生活環境課

104 令和3年10月8日 東区 みなと香椎3丁目 照葉北小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

105 令和3年10月12日 東区 香椎照葉6丁目 照葉北小 共同住宅 2 市民が駆除 東区生活環境課

106 令和3年10月12日 東区 香住ヶ丘1丁目 香住丘小 事業所 2 市民が駆除 東区生活環境課

107 令和3年10月13日 東区 青葉3丁目 青葉小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

108 令和3年10月13日 東区 青葉1～7丁目 青葉小 道路 50 市民が駆除 東区生活環境課

109 令和3年10月15日 東区 香住ヶ丘1丁目 香住丘小 事業所 2 市民が駆除 東区生活環境課

110 令和3年10月21日 東区 社領2丁目 筥松小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

111 令和3年10月22日 東区 美和台1丁目 美和台小 民家 4 市民が駆除 東区生活環境課

112 令和3年10月28日 東区 東浜1丁目 馬出小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

113 令和3年10月29日 東区 香椎照葉3丁目 照葉北小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

114 令和3年10月29日 東区 香椎照葉3丁目 照葉北小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

115 令和3年11月2日 東区 青葉2丁目 青葉小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

116 令和3年11月2日 東区 三苫1丁目 三苫小 民家 1 市民が駆除 東区生活環境課

117 令和3年11月2日 東区 名島4丁目 名島小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課

118 令和3年11月8日 東区 三苫7丁目 三苫小 事業所 2 市民が駆除 東区生活環境課

119 令和3年11月22日 東区 高美台2丁目 和白東小 事業所 1 市民が駆除 東区生活環境課

120 令和3年11月29日 東区 水谷1丁目 舞松原小 共同住宅 1 市民が駆除 東区生活環境課



【東区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

351計



【博多区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

1 令和3年8月5日 博多区 東公園 千代小 事業所 2 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

2 令和3年8月19日 博多区 寿町1丁目 那珂南小 事業所 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

3 令和3年8月19日 博多区 上牟田1丁目 東光小 駐車場 4 市民，職員が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

4 令和3年8月24日 博多区 千代4丁目 千代小 駐車場 1 職員が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

5 令和3年8月30日 博多区 板付7丁目 板付小 共同住宅 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

6 令和3年8月30日 博多区 東光寺町1丁目 那珂小 共同住宅 3 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

7 令和3年9月16日 博多区 千代6丁目 千代小 道路 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

8 令和3年9月18日 博多区 吉塚7丁目 東吉塚小 事業所 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

9 令和3年10月1日 博多区 寿町1丁目 那珂南小 民家 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

10 令和3年10月1日 博多区 住吉4丁目 住吉小 事業所 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課



【博多区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

11 令和3年10月5日 博多区 板付7丁目 板付小 共同住宅 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

12 令和3年10月29日 博多区 立花寺2丁目 月隈小 民家 3 市民，職員が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

13 令和3年11月29日 博多区 博多駅中央街 堅粕小 駐車場 1 市民が駆除
博多区

自転車対策・生活環境課

21計



【中央区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

1 令和3年8月5日 中央区 福浜1丁目 福浜小 保育園 2 市民が駆除 中央区生活環境課

2 令和3年8月19日 中央区 福浜1丁目 福浜小 公園 5 市民，職員が駆除 中央区生活環境課

3 令和3年9月1日 中央区 長浜3丁目 舞鶴小 港 2 市民が駆除 中央区生活環境課

4 令和3年9月6日 中央区 地行浜2丁目 南当仁小 事業所 6 市民が駆除 中央区生活環境課

5 令和3年9月17日 中央区 薬院4丁目 平尾小 道路 1 市民が駆除 中央区生活環境課

6 令和3年10月5日 中央区 福浜1丁目 福浜小 幼稚園 1 市民が駆除 中央区生活環境課

7 令和3年10月8日 中央区 平和5丁目 小笹小 共同住宅 1 市民が駆除 中央区生活環境課

8 令和3年10月12日 中央区 六本松4丁目 草ヶ江小 事業所 7 市民，職員が駆除 中央区生活環境課

9 令和3年11月13日 中央区 福浜1丁目 福浜小 駐車場 1 市民，職員が駆除 中央区生活環境課

26計



【城南区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

1 令和3年9月13日 城南区 堤1丁目 堤丘小 敷地内 1 市民が駆除 城南区生活環境課

2 令和3年9月13日 城南区 鳥飼4丁目 鳥飼小 駐車場 5 職員が駆除 城南区生活環境課

3 令和3年9月16日 城南区 鳥飼4丁目 鳥飼小 駐車場 2 市民が駆除 城南区生活環境課

4 令和3年10月13日 城南区 友丘6丁目 金山小 民家 13 市民，職員が駆除 城南区生活環境課

5 令和3年11月25日 城南区 金山団地 金山小 駐輪場 7 市民，職員が駆除 城南区生活環境課

6 令和3年11月29日 城南区 鳥飼6丁目 鳥飼小 共同住宅 1 職員が駆除 城南区生活環境課

29計



【早良区】〔民地等（市管理地以外）〕　ゴケグモ類　発見・通報に伴う駆除 情報集計表

No. 発見日 発生区 住所
発見小学

校区
発見箇所

ゴケグモ
（匹数）

対応状況 担当課等

1 令和3年8月2日 早良区 百道浜2丁目 百道浜小 事業所 1 市民が駆除 早良区生活環境課

2 令和3年8月23日 早良区 室住団地 有住小 共同住宅 1 市民が駆除 早良区生活環境課

3 令和3年9月4日 早良区 賀茂4丁目 賀茂小 共同住宅 1 市民が駆除 早良区生活環境課

4 令和3年9月8日 早良区 西新2丁目 西新小 共同住宅 1 市民が駆除 早良区生活環境課

4計
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