
☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管

① 陸の玄関口・博多駅

博多駅再整備事業 748,050 住宅都市
九州新幹線乗り入れに伴う歩行者連絡橋の整備，博多駅地区周辺の交通円滑化対策の検討等

☆ 新博多駅開業に対応した放置自転車対策【再掲】 7,068 博多区
博多駅周辺の放置自転車の即日撤去及び街頭指導員による指導を実施

② 海の玄関口・博多港

博多港長期構想検討 54,448 港湾
20～30年後の博多港の将来を展望する博多港長期構想の検討（整備計画等）

港湾計画改訂（環境関連） 64,551 港湾
港湾の開発・利用等の指針となる港湾計画の改訂に必要な調査・検討等

中央ふ頭整備事業 186,285 港湾
臨港道路中央ふ頭１号線の整備等

ふ頭間道路の整備 167,580 港湾
臨港道路須崎・東浜線（須崎ふ頭地区，博多ふ頭地区）の整備

国直轄工事費負担金(須崎ふ頭) 585,000 港湾
中央航路（－１２ｍ）の航路拡幅（２００ｍ→３００ｍ）

事業名

（１）国際ビジネス拠点の形成
○九州新幹線全線開通やクルーズ客船などによる人的ネットワークの拡大に対応するため，陸・海・

　空の玄関口の機能強化を進めます。

○訪れる人がわかりやすく円滑に回遊できる交通アクセスや，生活交通の確保など，総合交通体系の

　整備を進めます。

○アイランドシティにおける国際物流拠点の形成，健康・医療・福祉分野の研究開発・ビジネス拠点

　の形成を図ります。

○アジア，世界における「知」の拠点である九州大学学術研究都市の基盤整備を進めるとともに，産

　学連携交流センターを核とした研究開発拠点の形成を進めます。

○国際競争力を備えた都市機能の集積に向け，都心部の民間開発の誘導・支援を行うとともに，都市

　型観光の推進に向け，民と官の共働によるまちづくりを進めます。

『都市』の魅力に磨きをかけ，
活力に溢れるまちづくり
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

外国クルーズ客船受入事業 17,334 経済
外国クルーズ客船の歓迎演出，観光案内，入国審査手続きの迅速化に向けた対応やアウトバウンド支援等

◆ クルーズ客船誘致事業 6,521 港湾
クルーズ船社訪問，受入体制の充実等による寄港誘致活動

◆ ☆ 中央ふ頭地区におけるクルーズ客船への対応強化
大型クルーズ客船対応の岸壁整備 41,500 港湾

大型化するクルーズ客船に対応するため，中央ふ頭－10ｍ岸壁を整備（調査・設計）

クルーズ客船対応のための交通動線の検討 4,000 港湾
中央ふ頭におけるクルーズ客船に対応した円滑な交通動線に関する検討

中央ふ頭地区におけるクルーズ客船への対応強化 45,500千円

○大型クルーズ客船対応の岸壁整備
　　東アジアのクルーズ需要の増加に伴う船舶の大型化に

　対応するため、中央ふ頭-10m岸壁の整備を進めていく。

・中央ふ頭-10m岸壁（測量、地質調査、基本設計）

○クルーズ客船対応のための交通動線の検討
　　海の観光ゲートウェイとしてのターミナル機能の強化を

　図るため、おもてなしの観点から、人やバス等の円滑な

　移動手段・経路・施設等の検討を行う。

(-10)370m

■中央ふ頭地区における海の観光ゲートウェイづくりにより、急増するアジアクルーズに対応する。

交通動線の検討

中央ふ頭-10m岸壁

国際ターミナル

クルーズ客船誘致事業 6,521千円

○船会社訪問等による寄港誘致活動・市民PR活動
クルーズコンベンション参加や国内外の船会社への訪問、

インセンティブの活用等により寄港誘致を行う。

また市民クルーズや市民見学会等の実施により、博多港着だけでなく

博多港発のクルーズを市民にＰＲしていく。

○受入体制の充実
客船の受入体制を充実することによって、寄港の定着化を図る。

◇博多港へのクルーズ客船寄港回数の推移◇
2007年 外航4、内航11、合計15

2008年 外航29（うち中国発着23）、内航6、合計35

2009年 外航28（うち中国発着24）、内航14、合計42

2010年 外航63（うち中国発着61）、内航21、合計84

2011年（予定） 外航61(※)（うち中国発着55）、内航16、合計77

　(※)博多港発の外航クルーズ　22回を含む

■船会社訪問等による寄港誘致活動・市民PR活動等

◇博多港に寄港する外航クルーズ客船◇

レジェンド・オブ・ザ・シーズ（総定員2,074名）

コスタ・クラシカ（総定員1,766名）
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

◆ ☆ 国際・国内ROROターミナルの整備（箱崎ふ頭） 105,000 港湾
内航海運や鉄道ターミナルと円滑に接続する箱崎ふ頭における国内初の国際・国内ＲＯＲＯターミナルの整備

③ 空の玄関口・福岡空港

空港推進事業 17,629 経済

滑走路増設に関する調査結果などを踏まえ，空港能力向上のための検討を推進

国際線誘致事業 2,978 経済

外国の行政機関及び国内外航空会社へのエアポートセールス活動

④ 総合交通体系

都市交通戦略の検討 2,550 住宅都市

短・中期的な個別計画・施策を組み合わせた戦略プランの策定等

☆ 北部九州圏総合都市交通体系調査 6,200 住宅都市

港・空港・駅等での来訪者動態調査及び課題整理，交通施策の検討等

都心部における交通マネジメント施策の推進 4,000 住宅都市

市民，企業，交通事業者，行政が一体となった施策の推進，☆郊外鉄道駅でのﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ施策等の検討

☆ 生活交通条例関連調査検討 8,503 住宅都市

生活交通条例の制定に伴う，「公共交通不便地」等における調査及び支援内容の検討等

生活交通支援事業（投資） 55,504 住宅都市

公共交通空白地での代替バス運行助成（今宿姪浜線，志賀島島内線，脇山支線，☆金武橋本線）

東部地域における幹線道路計画等の検討 124,108 住宅都市

アイランドシティへの自動車専用道路導入のため，環境アセス，概略地質調査・交差点設計等の実施

東部地域における鉄道計画調査 8,500 住宅都市

地下鉄箱崎線と西鉄貝塚線の直通運転化に向けた検討

◆ ☆ 都心部とウォーターフロントとの交通アクセス強化の検討 5,000 住宅都市

都心部とウォーターフロントの交通アクセス強化のため，わかりやすい公共交通機関の検討

箱崎ふ頭における国際・国内ROROターミナルの整備 105,000千円

○野積場の再整備
野積場の再整備による港湾機能の集約・再編

■内航海運や鉄道ターミナルと円滑に接続する国内初の国際・国内ROROターミナルの整備に着手

　【国際・国内ROROターミナル】

　アジア域内の物流の拡大に対応し、環境面にも
配慮した「アジアシームレス・グリーン物流」を実現
するため、内航海運や鉄道と円滑に接続するモー
ダルシフト拠点として、国際・国内ROROターミナル
を整備し、アジアのダイナミズムを取り込む「東アジ
アに面する日本海ゲートウェイ」づくりを推進する。

半径5㎞

国内

東アジア

RORO船
コンテナ船

国内

九州縦貫自動車道
福岡IC

国際コンテナターミナル
－アイランドシティ－

RORO船

鉄道

半径半径11㎞㎞

国際RORO・国内RORO・
鉄道が集積する国内有数の
モーダルシフトの拠点づくり

機能集約・再編による
物流拠点づくり

国際・国内ROROターミナル
－箱崎ふ頭－

福岡空港

港湾機能の集約・再編港湾機能の集約・再編

国際ＲＯＲＯ

上海スーパーエクスプレス
JR貨物ターミナル
【国内輸送第5位】

内航

東京定期航路

鉄道
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

☆ 那珂川水上バス推進事業【再掲】 14,500 経済

那珂川水上バスの利用促進に向けた誘導サインの整備等や新しい船着場に関する調査

☆ 観光客が利用しやすい交通導入事業【再掲】 156,000 経済
観光客の回遊性向上等のため，観光交通の改善策等の検討や観光回遊バス（２階建てバス）の導入

◆ 西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近） 2,319,000 道路下水

西鉄天神大牟田線雑餉隈駅付近の連続立体交差化

◆ 地域における公共交通の利便性に関する調査 17,320 住宅都市

地下鉄七隈線の利用促進のため，☆沿線地域でのバスアンドライドの社会実験を実施

都心部とウォーターフロントとの交通アクセス強化の検討 ５，０００千円

【検討方針】

○来訪者（特に外国人）にも分かりやすい
○交通需要に適切に（フレキシブルに）対応できる
○福岡の魅力や活力をアピールできる（乗りたくなる）

　福岡市が九州・アジアの交流拠点都市として持続的に成
長するため、本市の成長を牽引する都心部（天神地区、博
多駅地区）と、アジアの玄関であるウォーターフロント（博多
港、コンベンションゾーン）との連携強化を目指し、来訪者に
も分かりやすい公共交通によるアクセス強化について交通事
業者等とも協議しながら検討します。

■分かりやすい公共交通によるアクセス強化について検討　》》》　九州・アジアの交流拠点都市へ

まちのシンボルとなり、都市の活力を支える
公共交通

西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近） 2,319,000千円

○用地買収
　鉄道高架橋工事で、クレーンなどの重機等を配置

するために必要な用地（将来の側道用地）の買収を

進める。

○鉄道高架橋実施設計
　平成２７年度から工事着手を計画している鉄道

高架橋の実施設計を進める。

【事業概要】
　・事業区間：福岡市博多区南八幡町～

　　　　　　　　 福岡市博多区西春町

　・事業延長：1,864m

　・取り除かれる踏切：７箇所

　・立体交差道路：11箇所 　○完成イメージ（筑紫通り付近）

■踏切での渋滞や事故を解消し、交通の円滑化を図るとともに良好な市街地を形成するため、西鉄天神
　 大牟田線の雑餉隈駅付近を高架化する。
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

地下鉄
◆ ☆ 地下鉄七隈線延伸計画調査 70,000 交通

地下鉄七隈線の天神南～博多駅間の延伸について，事業化に向け，国協議に必要な調査や環境アセスメントに着手

九大病院前地下通路整備工事 205,000 交通
平成２５年春供用開始に向け，馬出九大病院前駅から九州大学病院東門までの公共地下通路を整備

◆ 地下鉄ＩＣカード「はやかけん」の相互利用拡大 30,000 交通
平成25年春開始に向け，地下鉄ＩＣカード「はやかけん」の全国主要交通事業者との相互利用拡大の取組みを実施

◆ 地下鉄開業３０周年記念事業 5,000 交通
地下鉄開業３０周年を記念して，日頃のお客様への感謝をこめた事業等を実施

主要放射環状道路の整備 3,674,699 道路下水

福岡東環状線，長尾橋本線等の主要放射環状道路の整備

地域における公共交通の利便性に関する調査 １７，３２０千円

　　

　

　

 ・バスアンドライドの促進及び地下鉄七隈線の利用者増
 ・地域密着型の公共交通ネットワークの形成
 ・公共交通利便性向上による自動車利用の減少
　 （環境負荷の減少，都心部渋滞緩和）

■地域と鉄道駅とをつなぐ「地域循環バス等」の検討
　　　　》》》　バスアンドライドによる地下鉄七隈線の利用促進

　七隈線沿線地域のまちづくりと合わせて，地下鉄とバスとの乗り継ぎを
促進し，地域の交通利便性を向上させるため，七隈線の郊外駅にアクセ

スする地域循環バスの運行可能性についての調査を平成18年度から実
施してきており，地域に検討組織が整った橋本駅周辺で地域循環バスを
試行し，バスアンドライドの社会実験を行うとともに，バスアンドライドに向
けた課題整理やフォローアップ調査を行う。

地域主体による地域循環バスなどの地域

と鉄道駅とを結ぶバスの運行

地下鉄七隈線延伸計画調査 70,000千円
　　地下鉄七隈線の天神南～博多駅間の延伸について、事業化に向け、国との協議に必要な

調査を行い、並行して環境アセスメントに着手します。

地下鉄ＩＣカード「はやかけん」の相互利用拡大 30,000千円
　　地下鉄ＩＣカード「はやかけん」について、お客様の利便性向上と公共交通機関全体の

利用促進を図るため、平成25年春開始に向け、全国主要交通事業者との相互利用拡大に

取り組みます。

地下鉄開業３０周年記念事業 5,000千円
　地下鉄開業３０周年の記念事業として、開業記念日となる７月２６日を中心に、これまでの

地下鉄の歴史を振り返る写真展をはじめ、５年ぶりとなる姪浜車両基地の一般開放など

お客様に楽しんでいただけるイベント等を開催するとともに、地域や民間企業とのタイアップ等

様々な企画を実施し、お客様への感謝の気持ちをお伝えしながら、さらなる地下鉄の利用

促進に努めてまいります。

＜記念事業＞

○開業３０周年記念写真展

○姪浜車両基地一般開放　　など
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

公共交通支援関連道路の整備 665,000 道路下水

地下鉄駅と周辺地域を結ぶアクセス道路の整備

交通結節機能の強化 184,000 道路下水

鉄道駅の駅前広場の整備（竹下駅西口広場）

直轄工事費負担金 1,072,000 道路下水

国道３号博多バイパス等の建設に係る負担金

都市高速道路（出資金・貸付金） 675,500 道路下水

福岡都市高速道路５号線の建設工事に係る出資金〔１－５号渡線〕

⑤ アイランドシティ

◆ アイランドシティにおける臨海部物流拠点の形成 4,280,969 港湾

ヤードや道路等の整備，地盤改良，泊地浚渫等

アイランドシティ関連道路整備 2,152,000 道路下水

海の中道アイランド線，香椎アイランド線等の整備

住宅市街地総合整備事業 713,460 港湾

アイランドシティ内の都市計画道路，区画道路の整備

住宅市街地総合整備事業（アイランドシティ） 536,088 住宅都市

共同施設整備費補助（分譲315戸）等

海上遊歩道等整備（港湾環境整備事業（緑地）・単独事業） 282,635 港湾

アイランドシティと香椎地区を結ぶ海上遊歩道の整備等

先導的産業集積等推進事業 7,128 港湾

アイランドシティにおけるふくおか健康未来都市構想の推進，国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ企業集積，産業集積等

アイランドシティにおける臨海部物流拠点の形成 4,280,969千円

○臨海部物流拠点（ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ）の整備
ｴｺｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙと一体となった物流拠点の形成のため、

港湾物流の円滑な交通に寄与する臨港道路の整備

○水域施設の整備
Ｃ２ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ前面の水深15m泊地の整備

■エココンテナターミナル、水域施設及び背後の物流施設が一体となった、国際競争力のある
　 臨海部物流拠点の整備

　【アイランドシティエココンテナターミナル】

　C1及びC2コンテナターミナルにおいて、低炭素社会の実現
に貢献するため、国内初となる荷役機械（トランスファークレー
ン）の全面電動化等によるCO2の排出削減、荷役の効率化、
低コスト化を図る（平成23年度から本格稼働）。

分譲中

臨海部物流拠点
(ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ)

C2
【整備中】

C2
【供用中】

水深11m岸壁
【供用中】

水深14m岸壁
【供用中】

C１

C1
【供用中】

分譲中 分譲済

分譲済 分譲済
分譲中

水深15m泊地

水深15m岸壁
【供用中】

C2

水深15m岸壁
【計画】

D

分譲済

アイランドシティ
エココンテナターミナル
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

アイランドシティ環境共生都市づくり 6,802 環境
アイランドシティ環境配慮指針改定等の実施

アイランドシティ環境共生都市づくり推進経費 6,940 港湾

CO２ゼロ認証の仕組みづくり，環境に優しい交通施策の導入促進，NPOの環境啓発活動支援

環境関連拠点機能の導入検討経費 2,695 港湾

環境共生の取組を支援するための自然観察ｽﾍﾟｰｽやｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ等の拠点機能についてｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨへの導入を検討

☆ アイランドシティにおけるコンテンツ教育・研究・産業等形成支援 28,514 港湾

コンテンツに関する人材育成・研究開発拠点の可能性検討

☆ アイランドシティまちづくり情報発信・実証実験事業 17,735 港湾

産学官連携によるイベント・実証実験，現地情報発信

⑥ 九州大学学術研究都市

九州大学学術研究都市構想の推進 17,492 住宅都市

（財）九州大学学術研究都市推進機構への事業費補助金

研究開発拠点形成促進事業【再掲】 51,501 経済
研究開発拠点形成に向けた，第二産学連携交流ｾﾝﾀｰの実施設計等

産学連携交流センター運営【再掲】 25,662 経済
新しい産業・事業の創出，地場企業の活性化及び企業・研究機関等の立地を図る産学連携拠点の運営

移転に伴う西部地域のまちづくり 2,800 住宅都市

元岡・桑原地区の地元まちづくり活動への支援，周辺地域の交通量調査，学園通線等ｲﾝﾌﾗ整備の協議検討等

九州大学移転関連道路の整備 403,100 道路下水

九州大学移転先へのアクセス道路の整備

伊都土地区画整理事業【再掲】 2,782,880 住宅都市
事業期間：平成９～25年度　施行面積：130.4ha　造成，道路整備，移転補償等

移転跡地のまちづくり 8,560 住宅都市
六本松キャンパス跡地のまちづくり支援，箱崎キャンパス跡地のまちづくり構想素案の検討

⑦ 都心部

都心のまちづくりの推進 24,800 総企

We Love天神協議会負担金，博多まちづくり推進協議会負担金

☆ 那珂川水上バス推進事業【再掲】 14,500 経済

那珂川水上バスの利用促進に向けた誘導サインの整備等や新しい船着場に関する調査

☆ 観光客が利用しやすい交通導入事業【再掲】 156,000 経済
観光客の回遊性向上等のため，観光交通の改善策等の検討や観光回遊バス（２階建てバス）の導入

☆ 国際競争力を備えた都心のまちづくり誘導策等の検討 8,000 住宅都市
都心のまちづくりの更なる推進のため，官民連携の役割分担や誘導・支援策を検討

都心回遊促進事業（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟｳｫｰｸ推進）【再掲】 6,000 博多区

博多部の集客力向上に向けたライトアップウォーク事業の拡充
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

都心部環境街づくり誘導方策の検討【再掲】 4,500 住宅都市
都心部において環境街づくりを誘導するための，ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞへの具体的な対応策の検討等

都心部の回遊ルート等景観・環境形成 3,376 住宅都市
景観形成基準の検討（博多駅地区）

都心部の歩きやすい空間づくり事業 109,700 住宅都市
都心内の回遊機能強化を進め，都心空間の質的向上を図るための公園整備を実施（清流公園）

☆ 博多駅駐車場用地活用検討 1,250 道路下水
用途廃止後における用地の有効活用方策について検討を実施
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管

① 歴史や自然を活かした魅力ある集客都市の形成

☆ 九州各地域との交流連携 500 総企
九州各地域との共同企画の実施等による連携の強化

官と民の共働による観光マネジメントの推進 17,071 経済
ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ推進協議会を中心に，魅力づくりや回遊促進，国内外へのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝなどの集客施策を実施

◆ ☆ 那珂川水上バス推進事業 14,500 経済

那珂川水上バスの利用促進に向けた誘導サインの整備等や新しい船着場に関する調査

◆ ☆ 観光客が利用しやすい交通導入事業 156,000 経済
観光客の回遊性向上等のため，観光交通の改善策等の検討や観光回遊バス（２階建てバス）の導入

外国クルーズ客船受入事業【再掲】 17,334 経済
外国クルーズ客船の歓迎演出，観光案内，入国審査手続きの迅速化に向けた対応やアウトバウンド支援等

クルーズ客船誘致事業【再掲】 6,521 港湾
クルーズ船社訪問，受入体制の充実等による寄港誘致活動

中央ふ頭地区におけるクルーズ客船への対応強化【再掲】
☆ 大型クルーズ客船対応の岸壁整備 41,500 港湾

大型化するクルーズ客船に対応するため，中央ふ頭－10ｍ岸壁を整備（調査・設計）

☆ クルーズ客船対応のための交通動線の検討 4,000 港湾
中央ふ頭におけるクルーズ客船に対応した円滑な交通動線に関する検討

事業名

（２）集客都市づくり

○魅力ある集客都市の形成に向けて，博多部や福岡城跡・鴻臚館跡周辺の歴史・自然を観光資源として

　充実を図るとともに，食文化などによる福岡のブランドづくりに取り組みます。

○コンベンションの誘致を積極的に推進するとともに，コンベンションゾーンの機能強化の検討，水上

　バスの実現や2階建てバスの導入支援など，おもてなしの都市づくりを推進します。

那珂川水上バス推進事業  14,500千円

観光客が利用しやすい交通導入事業 156,000千円

■観光客の回遊性の向上や交通の利用しやすさの向上を図る。

　　　　》》》 国内外からの観光客の満足度向上と地域経済の活性化を目指す

○那珂川水上バスの推進
　那珂川水上バスの利用促進に向けた、誘導サインの整備等
及び新しい船着場に関する調査

※H23年春天神中央公園～ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多間等運航開始予定

○観光振興のための交通充実調査

○観光回遊バス（２階建てバス）の導入

　観光客の回遊性向上を図るため、観光地をつなぐルートや手段

など観光交通の改善策等の検討

　観光地や交通拠点を結ぶ、観光客にとってわかりやすく利用
しやすい、観光回遊バス（２階建てバス）の導入

※イメージ
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

都心部回遊拠点における案内機能の強化 2,751 経済
福岡市観光案内所（天神・博多駅）における外国人案内の機能強化

観光プロモーション事業 28,017 経済
アジアを中心に，国内外からの集客促進のためのプロモーション活動を実施

九州縦断観光交流事業 2,500 経済
アジアにおける国際集客都市・福岡の知名度を高めるため，熊本市・鹿児島市と連携した九州縦断観光交流事業を推進

着地型観光プロモーション事業 2,798 経済
福岡ならではの楽しみを体験できる体験型（着地型）観光商品「福たび」のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾂｰﾙ作成，着地型ﾂｱｰｶﾞｲﾄﾞ育成等

シティプロモーションツール関連経費 1,811 市長室
シティプロモーションに必要な写真撮影，福岡の魅力を紹介するプレスキットの更新等

シティプロモーション推進事業～アジア文化資産アーカイブの構築～ 28,974 市長室
市の２０年以上にわたるアジア文化事業を広くＰＲするため，アジア文化の価値や魅力，市の取り組みをＨＰで紹介

☆ どんたく５０周年記念事業 6,132 経済
「博多どんたく港まつり」の５０周年を記念した記念式典開催，記念誌発行等

観光案内ボランティアの充実強化 3,955 経済
観光案内ボランティアガイド事業の運営，新たな観光ガイドコースの開発，研修の充実等

☆ 観光戦略に資する統計情報の充実 9,219 経済
国の共通基準にあわせた観光入込客統計調査の実施及び情報提供

☆ 博多部地域企業連携事業【再掲】 3,253 博多区
企業や地域住民と連携した地域密着型の集客・まちづくり事業の展開

都心回遊促進事業（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟｳｫｰｸ推進）【再掲】 6,000 博多区

博多部の集客力向上に向けたライトアップウォーク事業の拡充

◆ ☆ おもてなしの観光情報戦略 8,900 経済
多機能携帯電話（スマートフォン）などを活用した，多言語できめ細やかな観光情報の発信機能等

☆ 無線ＬＡＮの環境整備に関する調査・検討【再掲】 11,000 総企
公衆無線ＬＡＮの環境整備に関し，現状の調査や課題の整理などを行い，今後の方針等を検討

おもてなしの観光情報戦略 8,900千円

○多機能携帯電話等を活用した観光情報発信の強化
　　近年、急速に普及率を伸ばしている多機能携帯電話

　（スマートフォン）などを活用し、多言語できめ細やかな

　観光情報の発信を行う。実施にあたっては、既存の

　アプリケーションと本市の観光案内サイト「よかなび」との

　情報連携を行い、市内主要観光施設について多言語

　での情報提供を行う。

■戦略的な考え方に沿った観光コンテンツを制作し、ビジターへの効率的かつ効果的な情報発信を推進する。

（福岡の観光情報を集約）

よかなび
【WEB発信】

ビジターズガイド
【福岡定番の観光ガイドブック】

民間媒体への情報提供

スマートフォンを活用した
観光情報発信

 （スマートフォン）
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

◆ ☆ 食の観光資源化推進事業 7,700 経済
「福岡の食」のブランド化と，統一的なＰＲを民と官で連携して実施

福岡城跡・鴻臚館跡保存活用事業
福岡城跡・鴻臚館跡活性化事業 2,704 教育

スタンプラリーやシンポジウム，櫓の公開イベント等をさくらまつりと同時期に開催

福岡城跡環境整備等 11,974 教育
福岡城跡保存管理計画策定

◆ 鴻臚館跡調査費 24,446 教育
平和台野球場北側半分の本調査，鴻臚館復元ＣＧ作成

歴史を彩る公園づくり事業 236,013 住宅都市
歴史や文化資源を活用した公園整備の実施（舞鶴公園，高宮南緑地）

歴史まちづくり事業 5,725 住宅都市
歴史的風致維持向上計画策定に向けた検討

福岡市の歴史遺産活用（鴻臚館跡の整備） ２４，４４６千円
【　事業の目的　】

【　保存整備の方法　】

【　事業内容　】

　　今後も，調査が長期に亘ることから調査中の
　　現地説明会を積極的に開催するなど、市民
　　に広く調査結果を公開しながら、整備に向け
　　た検討を行っていく。

　　鴻臚館跡基本構想策定の叩き台となる復元
　　推定図をＣＧによる ３次元モデルとして作成
　　する。

　「歴史や自然を生かした魅力ある集客都市の形成」策の一環として集客の中心となる都心部における
　　歴史・文化遺産の保存活用を図る。

食の観光資源化推進事業 7,700千円

 

■「福岡の食」のブランド化と、統一的なＰＲを民と官で連携して実施する。
　　　　》》》オール福岡での展開で、地域経済の活性化につなげる

 本市の集客拡大を図るた

め，「福岡の食」の魅力を発
信するとともに，市内での受
入環境を整備し，食の観光資
源化を推進する
  （オール福岡での展開）

○「福岡の食」のブランド化
　 本市には、全国的に有名なラーメンやもつ鍋、水炊き
のほか、歴史や文化に育まれた郷土の食材や料理、食文
化など様々なコンテンツがある。
　これらの「食」を掘り起し、育て、活き活きと輝かせ
ることで、「福岡の食」のブランド化を図る。

○観光客への「おもてなし」
　各店舗の協力により、市内全体での盛り上がりを作り、オー
ル福岡で観光客を「おもてなし」する。

○統一的なプロモーション
　食の都・福岡を国内外に広くＰＲするため、「食」に特化した
ＤＶＤやポスター等を制作し、民と官で連携し、オール福岡
体制で「福岡の食」の魅力を発信する。

地域経済
の活性化
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

吉武高木遺跡環境整備 3,572 教育
吉武高木遺跡整備区域の整備活用に関する調査検討，整備指導委員会を開催

福岡城さくらまつり事業 25,000 住宅都市
「福岡城さくらまつり」の実施

☆ 福岡城さくらまつりPR推進事業【再掲】 376 中央区
福岡城さくらまつりの広報や，期間中に開催する黒田25騎武者行列等を盛り上げるための各種PRの実施

動植物園再生事業 879,874 住宅都市
動植物園再生基本計画に基づく第Ⅰ期工事（23ｎｵﾗﾝｳｰﾀﾝ・ｱｼﾞｱ熱帯複合展示施設整備等）

② コンベンション

コンベンション推進事業（投資） 33,580 経済
経済波及効果や情報発信力の高い国内外会議の誘致と開催支援

☆ コンベンション機能強化の検討 10,000 経済
コンベンションゾーン機能強化のため，新たな展示場等について具体的に検討

拠点文化施設検討経費【再掲】 11,867 市民
市民会館の再整備等の具体的な方向性について検討

拠点体育館のあり方検討【再掲】 8,596 市民
市民体育館，九電記念体育館の老朽化等に対応するため，本市の拠点体育館のあり方を検討
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管

① アジア施策

◆ ☆ 釜山との連携を核としたアジア戦略の推進 22,000 総企
国境を越えた地域間連携を進めるため，釜山広域市などと，仕組みづくりなどを検討

◆ ☆ ソーシャルビジネス・ハブ・イン・アジアの推進 28,000 総企
アジアのソーシャルビジネスの拠点を目指すため，九大と連携し国際コンベンションの開催等を実施

事業名

（３）アジアとのネットワークの強化
  

ソーシャルビジネス・ハブ・イン・アジアの推進 ２８，０００千円

■福岡アジア文化賞、ノーベル賞受賞者のムハマド・ユヌス氏や九州大学と連携して、
　アジアにおけるソーシャルビジネスのハブ(拠点)を形成する。

○　国際コンベンションの創設等

　アジアを対象としたソーシャルビジネスの
　国際コンベンションの開催等を行う。

※　ソーシャルビジネスとは？
　　貧困や環境問題など様々な社会的課題を、
　ビジネスの手法を活用して解決する新しいビジ
　ネスモデル。

①福岡の都市ブランド化
②アジアの課題解決による福岡の存在感の向上
③アジア人材ネットワークの確立

効果

ダノン社(仏)は、グラミングループとの合
弁会社グラミンダノン社で、人口30%以
上が栄養失調のバングラディシュにて1
つ8円のヨーグルトを販売。また地域で
の生産ノウハウを開発。全世界を対象とした国際コンベンション

（独ベルリンでの開催）

ムハマド・ユヌス氏

による講演

○20年以上積み重ねてきたアジアとの交流を活かし，釜山広域市との「超広域経済圏」の形成に向け

　た協力事業に取り組みます。

○国際ビジネス機能を強化するため，国内外企業の誘致を進めるとともに，地場企業が行う国際ビジネ

　スの支援に取り組みます。

釜山との連携を核としたアジア戦略の推進 ２２，０００千円

■釜山との交流を拡大し、国境を越えた日常生活圏を形成する。
　　　》》》　文化的多様性の高い革新的で魅力に溢れる地域の形成。

○　国境を越えた地域間連携の仕組みづくりなどの検討

【背景】
・北欧のバルト海沿岸など、国境を越えた経済圏は、
　近年、世界的な競争力をつけている。
・本市の持続的な発展のためには、成長が続くアジアの
　活力を取り込んでいくことが必要。
・福岡は、アジアと国境を接する大都市であり、特に
　釜山との間では、産学官民で様々な交流が活発
　である。
【事業内容】
・釜山との国境を越えた地域間連携をさらに進め、
　日常生活圏を形成するため、釜山広域市などと、
　仕組みづくりなどを検討する。
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

☆ 日中交流プラットフォーム形成事業 11,600 総企
（財）福岡アジア都市研究所に事務局を設置し，アジア都市景観賞の運営や本市まちづくりノウハウの海外活用を検討

日韓海峡間連携事業 1,059 総企
釜山広域市との連携促進，韓国東南部へのシティプロモーション等

広州・広東省エリアとの連携促進 633 総企
広州における日本語学科学生に対するシティプロモーション及びインターンシップ支援の実施

海外主要都市へのシティプロモーション 4,375 総企
韓国・ソウルで本市のPRプロモーションを実施

国際視察・研修受入の強化 2,348 総企
東アジアなど海外からの本市への視察・研修の受入による，海外人材ネットワークづくり

☆ 在福岡外国自治体等事務所との連携事業 900 総企
市内にある外国自治体等の事務所との意見交換等を実施

福岡アジア文化賞事業 35,000 総企
福岡アジア文化賞授賞式，市民フォーラム，受賞者の学校訪問，アジア文化サロン等の実施

留学生支援・ネットワーク構築事業 15,300 総企
留学生向け奨学金，帰国留学生等ネットワークの拡充・活用，福岡県留学生サポートセンター負担金

在住外国人へのマナー紹介事業 850 総企
来福後間もない日本語学校新入生等，在住外国人を対象とした，日本での生活に必要なマナー紹介事業等の実施

在住外国人の生活環境整備事業 1,650 総企
在住外国人が暮らしやすい生活環境整備に向けた事業の検討等

アジアフォーカス・福岡国際映画祭【再掲】 69,221 市民
九州新幹線が開業することに合わせて，アジアマンス期間中に新博多駅で開催

アジア太平洋こども会議補助金 55,000 こども
アジア太平洋の国・地域の子どもたちの招聘と福岡の子どもたちの派遣による国際交流への支援

福岡・釜山健康づくり交流事業 4,500 保福
福岡・釜山健康トライアル事業の実施を通じて，両市市民の健康づくりと交流を推進

☆ 福岡・釜山クリエイター育成事業 2,000 経済
ゲーム・デザイン分野でクリエイターを目指す学生を対象にした相互インターンシップの実施

福岡・釜山経済交流事業 15,828 経済
釜山広域市との「超広域経済圏」形成に向けた地場中小企業の経済交流の支援等

上海事務所と連携した集客プロモーション事業 3,000 経済
上海事務所を活用した，中国のメディア，クルーズ船社等とのタイアップによる集客プロモーションの実施

アジア太平洋フェスティバル福岡 70,000 経済
ｱｼﾞｱﾏﾝｽの集客ｲﾍﾞﾝﾄであるｱｼﾞｱ太平洋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ福岡を主会場のﾏﾘﾝﾒｯｾ福岡に加えて博多駅前会場で実施

福岡アジアマンス委員会負担金 20,750 経済
福岡アジアマンス主要事業及び登録事業の広報宣伝の実施

福岡・釜山教育交流事業 1,889 教育
副読本「もっと知りたい福岡・釜山」の配布，中学生・教員の相互派遣など釜山広域市教育庁との教育交流
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

② 国際ビジネス機能

国際視察・研修受入の強化【再掲】 2,348 総企
東アジアなど海外からの本市への視察・研修の受入による，海外人材ネットワークづくり

福岡アジアファッション産業支援事業 7,000 経済
福岡のｱｼﾞｱにおけるﾌｧｯｼｮﾝ産業の拠点化を目指し，業界，商工会議所，行政で推進会議を設置

外国企業誘致推進事業 32,065 経済
ＩＴ・半導体・自動車・物流等の分野の外国企業に対する誘致活動，進出サポート等

海外駐在員ビジネス連携推進 5,400 経済
本市上海事務所を活用した地場中小企業支援，海外企業誘致活動およびシティプロモーション等

アジアビジネス促進・支援事業 5,000 経済
商談会の開催，ﾐｯｼｮﾝの派遣・受入等，地場中小企業の国際ビジネスを支援

☆ 産学官民連携による国際競争力強化事業 50,000 総企
産学官民連携主体による，地域成長戦略の策定・推進等

☆ ボルドー姉妹都市締結３０周年ビジネス交流事業 6,506 経済
姉妹都市締結３０周年事業の一環として，ボルドー市との経済分野における相互交流事業の実施準備
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管

① 知識創造型産業

☆ 産学官民連携による国際競争力強化事業【再掲】 50,000 総企
産学官民連携主体による，地域成長戦略の策定・推進等

九州先端科学技術研究所（ＩＳＩＴ）支援等【再掲】 287,372 経済
ＩＴ，ﾅﾉﾃｸ分野の研究開発及び新産業創出等の支援に取り組むＩＳＩＴの運営支援

研究開発拠点形成促進事業【再掲】 51,501 経済
研究開発拠点形成に向けた，第二産学連携交流ｾﾝﾀｰの実施設計等

産学連携交流センター運営【再掲】 25,662 経済
新しい産業・事業の創出，地場企業の活性化及び企業・研究機関等の立地を図る産学連携拠点の運営

ナノテクノロジー・バイオテクノロジー関連産業の振興 3,717 経済
ﾅﾉ・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ関連産業振興のため，福岡ﾅﾉﾃｸ推進会議への参画や講演会等ｲﾍﾞﾝﾄの実施

☆ ロボットによるユニバーサル社会の実現に向けた事業【再掲】 4,000 経済
ニーズ調査にもとづくサービスロボットの製品化支援及び普及促進

自動車関連産業の振興 11,513 経済
次世代自動車関連産業の振興に向けて，ＩＳＩＴと連携しカーｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ分野の研究開発を推進

◆ ☆ 「自動車・ＭＢＤ拠点」ビジョン策定事業 6,500 経済
自動車電子制御ユニットの標準化モデルベース開発拠点形成に向けたビジョン策定

事業名

「自動車・ＭＢＤ拠点」ビジョン策定事業 ６，５００千円

 ■アジアにおける次世代自動車の（設計・検証）モデルベース開発拠点を目指す。

 　　》》》モデルベース開発拠点の形成により，福岡への求心力、誘引力の向上を図る。
　　　　　→　・自動車・半導体メーカーなどの関連企業の誘致

　　　　　　→　・福岡の組込み関連企業の自動車産業界の参入支援

○「自動車・ＭＢＤ拠点」ビジョン策定事業

　　 　次世代自動車のECU（電子制御ユニット）の標準化及び設計・検証を行う
　　 モデルベース開発（MBD）拠点の形成に向けて、福岡地区に求められる
　　 具体的な機能について、内外の関係業界などを対象に調査を行う。

本市のポテンシャル

■情報関連産業の集積
■理工系大学/研究機関の集積
■九大オートモーティブサイエンス専攻の開設（H21.4）
■ISITと連携した次世代自動車の研究開発

（４）地域経済の活力ある都市づくり
○情報関連産業やゲーム関連産業，科学技術を基盤とした新産業など，知識創造型産業の振興，集積を

　図るほか，産学官民連携により，国際競争力の強化に取り組みます。

○中小企業の競争力・経営基盤の強化を図るとともに，商店街や伝統産業の振興や創業支援に取り組み

　ます。
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

福岡先端システムＬＳＩ開発拠点構想事業 65,908 経済
システムＬＳＩに関する研究開発・人材育成の支援，福岡LSI総合開発センター運営参画等

デジタルコンテンツ関連産業の振興 9,121 経済
ｹﾞｰﾑｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ等の福岡ｹﾞｰﾑ産業振興機構事業の実施，福岡ｺﾝﾃﾝﾂ産業振興会議への参画等

② 中小企業の競争力・経営基盤の強化

◆ 商工金融資金　 117,040,000 経済
中小企業への長期・低利融資，融資枠・新規貸付枠の拡大

◆ 金融対策（投資）　 2,498,315 経済
中小企業への長期・低利融資を円滑に行うための損失補償（代位弁済，保証料）等

三市連携地場企業販路拡大推進事業 4,472 経済
福岡市，熊本市，鹿児島市の三市連携による大都市圏への販路拡大推進事業の実施

新市場開拓の推進 7,128 経済
地場中小企業の受注機会拡大，新たな市場の開拓を目的とした商談会，技術講習会の開催

コミュニティビジネスの振興 6,395 経済
コミュニティビジネス振興のための啓発・支援事業（相談窓口，起業セミナー事業）等の実施

障がい者施設商品ビジネス商談会 4,780 経済
障がい者施設と小売店をマッチングする商談会開催，商品力アップのためのアドバイザー派遣

在宅ワーク促進モデル事業 230,607 経済
在宅ワークの業務開拓，受注支援を行うとともに，在宅ワーカー育成ＩＴスキル講座を拡充

中高年就業相談窓口 49,507 経済
各区の市民相談室において求職活動に合わせたアドバイスや職業紹介を実施，窓口の開設日を拡充

福岡市中高年人材活用事業 100,000 経済
「中高年就業相談窓口」を通じ，市の臨時職員に採用し，生活を支援するとともに，行政サービスを向上

保険料

中小企業への融資制度 　119,538,315千円

   経営基盤が脆弱で、信用力、担保力に乏しい中小企業の資金調

達を支援し、経営の安定を図る。

概 要

   保証協会の信用保証制度を活用し、市が金融機関に融資原資の一

部を預託することにより、中小企業に長期・低利の事業資金の融資を

行う。※ 市内の約２２，４００事業所に利用されている。

２３年度予算

○商工金融資金　　 【1,170億4,000万円】 （22年度1,130億1,800万円）

　　融資金の原資の一部となる金融機関への預託金

○金融対策費　　　　【24億9,832万円】　 （22年度18億8,147万円）

　　保証協会への代位弁済・保証料の損失補償金など

中小企業者

　　　　　損失補償
（代位弁済・保証料）

金融機関

福岡市

保証料 保証 融資

：商工金融資金

：金融対策費

預託
　　　（融資原資）

日

本

政

策

金

融

公

庫

保険金
代位弁済

融資枠等の拡大（商工金融資金） 融資制度の充実・強化

【経済対策資金】　経営安定化特別資金の創設

【政策的資金】　　ワールドビジネス振興資金の創設

　　　　　　　　　　　 災害復旧特別資金の創設

保証協会

Ｈ２２年度を上回る過去最大の十分な融資枠等に拡大

H２２ H２３ 増減

3,684 3,911 227
2,132 2,178 46
1,130 1,170 40

（単位：億円）

融資枠

新規貸付枠

予算額(預託金)

目 的
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

福岡市就活支援プラザ事業 14,651 経済
福岡商工会議所との共同による，新卒者等の求職活動及び地場中小企業の求人活動の支援と，会社合同説明会の開催

正社員チャレンジ応援事業 5,200 経済
情報処理コースの研修等を実施し，正社員就職への支援を福岡県との共同で実施

経営戦略としてのワーク・ライフ・バランスセミナー 529 経済
ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発に向け，企業の経営者向けセミナーを開催

☆ 小学生からのキャリア教育 3,000 経済
若者の「技能離れ」などの課題を踏まえ，ものづくりの専門家による体験講座を通して職業観を醸成

商店街活力アップ事業 30,400 経済
商店街が行う活力ｱｯﾌﾟ活動への助成，商店街活力アップ講座事業，商店街空き店舗等再生事業等の実施

商店街高度化支援事業 1,660 経済
商店街等が行う環境整備のための共同施設整備に関する経費の一部助成

◆ はかた伝統工芸館管理運営 32,847 経済
「はかた伝統工芸館」の指定管理者による運営

企業立地促進制度の実施 23,000 経済
国内外企業の立地促進や市内既存事業所の転出防止のための「企業立地促進交付金」を交付

③ 創業支援

インキュベート事業 165,968 経済
創業促進のため低廉な使用料の事務所を提供（百道浜12区画，博多16区画，ﾋﾞｼﾞﾈｽ創造ｾﾝﾀｰ16区画等）

福岡市創業者応援団事業 7,504 経済
地場経営者・専門家と共働し，相談会，交流会，ステップアップ助成事業等を実施

☆ 飲食業独立・開業支援事業 970 経済
廃業率の高い飲食業に対して，セミナーや開業ハンドブック等により，経営力やおもてなし度の高い独立・開業を支援

はかた伝統工芸館管理運営 32,847千円

 ■ 伝統産業の振興を図るため，はかた伝統工芸館を開設。（旧冷泉公民館を改修）

 福岡市の代表的な伝統的工芸品である博多織・博多人形等の展
示・交流施設を開設。市民や外国人を含めた観光客へ向けて伝
統的工芸品のＰＲを行い，地域活性化及び観光資源としての活用
を図る。

○　事業効果
　・　売上が低迷する伝統産業の振興

　・　市民・観光客のニーズへの対応
　・　九州新幹線の全線開業と同時期の開設によ
      る集客力・回遊性の向上
　・　「博多らしさ」の醸成による福岡市のブランド
      力の保持・向上

　○　施設機能
　　・所在地　　博多区上川端町６－１
　　・延べ床面積　　２８１㎡
　　・博多織や博多人形などの伝統工芸品を紹介
      する展示館。講演会や体験講座など実施予定。
　　　（指定管理者による管理・運営を実施）

旧冷泉公民館を
改修
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① 積極的な情報発信

☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管

◆ 広報戦略事業 631,035 市長室
市政だより，ホームページや，☆戦略的情報発信事業等により，重要施策や市の魅力を戦略的に分かりやすく発信

☆ 無線ＬＡＮの環境整備に関する調査・検討 11,000 総企
公衆無線ＬＡＮの環境整備に関し，現状の調査や課題の整理などを行い，今後の方針等を検討

☆ 博多港引揚資料の展示 6,227 保福

戦後，博多港が国内 大の引揚援護港として果たした歴史的役割や，平和の尊さを後世に伝える資料を常設展示

② 市民サービスの向上

☆ 市民からの問い合わせ対応検討調査 1,825 市長室
本庁舎及び区役所の代表電話や担当課ダイヤルインの受電量調査等

事業名

○情報発信と市民サービスの向上
○新たな動画配信や無線LANの環境整備，デジタルサイネージの活用を検討するなど積極的な情報発信
　に取り組みます。
○市民の利便性向上に努めるとともに，職員の大量退職にあわせ，効率的な市役所の実現に取り組みま
　す。

その他の重要な取組み

広報戦略事業 ６３１,０３５千円

○戦略的情報発信事業 ６１，０３７千円

　新たな手法を活用した戦略的な情報発信の推進。

＊YOUTUBE等を利用した、新たな媒体によるタイムリーな情報発信

＊民間企業のホームページや情報誌等を通して、外国人観光客、

　 在住外国人に対し生活・防災・観光情報等を提供

＊福岡市の重要施策や魅力等の認知度を上げるための契機づくり

○基本広報、シティプロモーション広報、報道機関への情報提供等 ５６９，９９８千円

＊市政だより、ホームページ、市広報テレビ等の市媒体、報道機関等との連携による幅広い情報発信の推進

■重要施策や福岡市の魅力など、市内外に対して戦略的に分かりやすい情報発信を推進する。

動画配信事業

外国人への情報提供事業

スポットＣＭ事業
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◆ ☆ 市民サービスの向上
コンビニエンスストアにおける証明書交付 53,460 市民

「住民票の写し」「印鑑登録証明書」をコンビニエンスストアで発行できるようにするためのシステム開発

博多駅証明サービスコーナー経費 33,938 市民

２３年春に開業する博多駅証明サービスコーナーの運用経費等

区役所窓口ワンストップサービス検討経費 3,481 市民

区役所窓口のワンストップサービスについて研究

◆ ☆ 電子納税システム開発経費 18,190 財政
24年度に運用開始予定の法人市民税・事業所税・個人市県民税（特別徴収）の電子納税システムの開発

電子納税システムの開発経費 １８,１９０千円

■法人市民税，事業所税，個人市県民税（特別徴収）の電子納税システムを開発します。
　　　　》》》行政手続きのオンライン化の促進

「申告から納税まで」「いつでも・どこでも」
　　　電子手続で簡単便利になります！　申告から納税まで市税に関する一連の手続が電子的に行える

ようになり，納税者の利便性が向上します。

　電子納税システムにより納付された情報は，従来の納付方法と
比較して，短期間で本市税務システムへ反映できることから，窓
口での納税証明発行が早くなります。

　また，納付書等の発行が不要となり，事務コストの削減につな
がります。

※電子納税システムは全国共通の地方税ポータルシステム
（eLTAX（エルタックス）を利用しています。 電子申告

電子納税

○納税者の利便性の向上

○税務事務の高度化及び効率化

○平成24年4月から運用開始予定

市民サービスの向上 ９０，８７９千円

○コンビニエンスストアにおける証明書交付 コンビニ交付利用イメージ

　　　「住民票の写し」「印鑑登録証明書」
をコンビニエンスストアの端末機で取得
できるよう，システムの開発を行う。

○博多駅証明サービスコーナーの開設

　　　休日や夜間においても住民票等を取
得できる「博多駅証明サービスコーナー」
の運営を開始する。

○区役所窓口ワンストップサービス研究

　　　区役所窓口のワンストップサービスに
ついて研究する。

財団法人地方自治情報センターHPより抜粋
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☆ 維持管理コスト改善事業経費 5,100 財政
市有施設の契約電力の低減を目的として， 大需要電力計を設置

☆ 最適事業手法検討経費 　　　 10,002 財政
施設整備にあたり，良質な公共サービスと財政負担軽減を図る仕組みを構築

☆ 土木設計電算システム開発経費 42,234 財政
土木系の積算システムの統合に向けたシステム開発経費

品質確保経費 39,965 財政
公共工事における「総合評価方式」の推進に係る経費

◆ ☆ 本庁舎等利活用に関する調査・検討 16,000 財政
市有財産の有効活用を進めるため，本庁舎等の利活用策について検討

☆ 市民センター指定管理制度等経費 18,390 市民
平成２４年度からの市民センター指定管理導入に伴う経費

☆ 総務事務センター運営業務委託 35,229 総企
職員の給与関係事務等の内部管理業務を民間企業に委託

行政評価推進経費 2,991 総企
事業の必要性，実施主体，仕事のやり方等を公開の場で議論，評価する｢事業仕分け｣の実施

アセットマネジメント推進事業経費 5,196 財政
市有建築物保全情報システムの維持管理，市有施設の保全マニュアル等の作成

アセットマネジメントの推進 432,600 道路下水
橋梁長寿命化修繕計画に基づき，優先順位の高い橋梁を対象に補修

ＥＳＣＯ事業推進経費 3,035 財政
博物館，福岡サンパレスで実施するＥＳＣＯ事業を推進

③ 外郭団体

外郭団体経営評価経費 6,930 総企
外郭団体の経営評価を監査法人等の専門家に委託

本庁舎等利活用に関する調査・検討 １６，０００千円

■　中心部のにぎわい創出と，新たな財源確保の観点から，開かれた本庁舎のあり方について検討を行う。

○ 天神の中心部にある本庁舎につい
　て，にぎわいを創出する効果的な活
  用と財源確保の方策を検討する。

 ★本庁舎ロビー
　　執務時間外は閉鎖しているロビーについ
 　て，にぎわい創出を図る機能やその配置等

　に ついて検討を行う。

 ★「ふれあい広場」
　　敷地周辺や本庁舎との回遊性を高める
　とともに，ステージイベントの機能強化を
　図るための検討を行う。

ロビーイメージ
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管

① 東区のまちづくり

自治協議会の充実強化 242 東区
自治協議会の活動の充実強化のため，ホームページ活用講座やコミュニティ勉強会の開催等

東区食育推進事業(早寝，早起き，朝ごはん) 503 東区
子どもの朝食摂取率の向上に向けた地域での講習会等の開催

多々良川ゆめプラン 1,018 東区
市民，NPO，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等とともに多々良川の魅力を活かしたまちづくりのため，ﾘﾊﾞｰｽｸｰﾙ等の実施を支援

東区大学・地域まちづくり事業 1,920 東区
大学と地域が協力して取り組む，地域の活性化・魅力づくりを支援

東区地域防犯対策事業 1,920 東区
交通安全，防犯，防災に関する安全安心マップの作成，防犯用品の購入等

地域の子育てネットワーク事業 1,211 東区
各校区の「子育て情報ガイド」の作成，及び障がいのある子と親のためのネットワークづくり

志賀島歴史と自然のルートづくり事業 2,765 東区
NPO等との共働で実施する志賀島観光ルート整備や島内案内サイン・マップの整備

健やかで住みやすさを実感できるまちづくり 3,000 東区
「東区健康とエコを考える会」を開催し，スポーツ体験イベントやエコイベントを実施

◆ ☆ 東区道路愛称プロジェクト（区魅力） 1,044 東区
道路愛称を公募し，選定

事業名

　　　地域特性を活かした暮らしやすい
　　　　　　　　　　　　　魅力的なまちづくり

東区道路愛称プロジェクト(区魅力） 1,044千円

○今後のまちづくりに重要な役割を担う幹線道路への、道路愛称の決定
　　区役所が主体となり、今後のまちづくりに重要な役割を担う道路を選定し、公募により愛称を募集し、選考委員会で決定。

　名付けた愛称については、看板の設置や広報活動によりＰＲし、定着化を図ります。

○地域道路の愛称付けへの支援
　　地域が主体となり、自治会・町内会などが名付けた道路愛称について、ＰＲ等の支援を行います。

■区内の道路に愛称を付けることで、地域の活性化や市民生活の向上を図るとともに、道路愛護の意識を
　醸成するもの。

道路をきれいに・・・

１．○○通り

２．◆◆通り

３．△△新道

　　　　・

各区のまちづくり
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

② 博多区のまちづくり

☆ まちかど語り部ふれあい事業 3,047 博多区
まちの界隈で地域の歴史や文化を伝える語り部づくりを進めるため，地域に住んでいる方々向けの研修会等を実施

◆ ☆ 博多部地域企業連携事業 3,253 博多区
企業や地域住民と連携した地域密着型の集客・まちづくり事業の展開

☆ 中洲川端地区の放置自転車対策 2,300 博多区
中洲川端地区の自転車放置禁止区域拡大のための調査，地域活動の支援

☆ 新博多駅開業に対応した放置自転車対策 7,068 博多区
博多駅周辺の放置自転車の即日撤去及び街頭指導員による指導を実施

☆ 地域コミュニティづくり推進事業 200 博多区
自治会・町内会の運営に関する理解を深めるとともに組織の強化と活性化を図るため，研修会等を実施

都心回遊促進事業（ﾗｲﾄｱｯﾌﾟｳｫｰｸ推進） 6,000 博多区

博多部の集客力向上に向けたライトアップウォーク事業の拡充

博多部地域企業連携事業 ３，２５３千円

　

　

 ■ 福岡市の顔である博多部について、「来街者と地域住民の両方が潤うようなまちづくり」という理念のもと、
 　　博多部に在籍する企業や地域住民等と連携した地域密着型の集客・まちづくり事業を展開する。

○企業等との共働による事業展開

博多部に在籍する企業を中心に、地域との連携
による博多部のまちづくり活動支援を目的として
設立された「博多遊学プロジェクト」に参画し、
共働で地域住民等と連携した地域密着型の集
客・まちづくり事業を行う。
　事業例）灯明ウォッチングでの循環バス運行、ライト

　　　　　　　アップウォークでの寺社コンサート　など

企業

区役所

地域住民

<博多部における現状>

各々のイベントの実施主体や関係団体が集客・にぎわい創出・

地域づくり等の目的で独自に活動

連携

連携 連携
歴史と伝統のある"博多部"

仏閣
神社 食 地域イベント

祭り・気質

「博多遊学プロジェクト」を含め、各種イベントの実施主体や

関係団体が地域住民と連携することにより、歴史と伝統のある

博多部の更なる発展をめざす

来街者

来街・周遊
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

③ 中央区のまちづくり

乳幼児子育て安心事業 1,763 中央区
母子何でも相談，育児力向上応援セミナー，ちょっと気になる子の子育てサポート事業の実施

☆ 子どもへの暴力防止プログラム 563 中央区
区内の保育園・幼稚園・小学校で，子どもや保護者，教職員を対象に「子どもへの暴力防止プログラム」の実施

☆ 親支援講座 281 中央区
ステップファミリー（子どもを連れて再婚した家庭）の支援者等を対象に，子育て不安の解消に関する講座の開催

中央区歴史・文化を活かしたまちづくり 1,680 中央区
中央区にある十分に知られていない歴史・文化資源に説明板を設置し，市民や来街者に魅力を紹介

☆ 福岡城さくらまつりPR推進事業 376 中央区
福岡城さくらまつりや，期間中に開催する黒田25騎武者行列等を盛り上げるための各種PRの実施

福岡テンジン大学（NPOとの共働事業） 1,739 中央区
NPOとの共働による市民参加型の生涯学習の実施，学習を通じた新しい都市型コミュニティ形成の試み

人と自転車が共生できるまちづくり事業 14,030 中央区
We Love天神協議会等との共働による啓発活動の推進，放置自転車常習地点への街頭指導員配置等

◆ ☆ 「食の安全・安心」推進事業 729 中央区
食肉の生食による食中毒を防ぐための啓発活動の実施，食品を取り扱うイベント開催時の指導や情報提供の強化

地域コミュニティ活動活性化推進事業 569 中央区
地域と共働による自治協議会や町内会活動の活性化と広報力の充実支援

安心して住める校区づくり事業 915 中央区
各校区における交通事故多発地点や街頭犯罪の発生箇所，防災情報を盛り込んだ安全安心マップの作成

中央区犯罪のない安全で住みよいまちづくり 1,894 中央区
出前講座による防犯意識啓発，落書き消しボランティア支援，校区防犯担当者会議等の実施

 食肉の生食による食中毒予防及びバザー・イベントにおける食中毒予防 729千円

○食肉の生食による食中毒予防
　　食肉の生食の危険性を訴えるパンフレットを

　作成し、大学・専門学校生等若年層や、

　子どもの保護者に対し、講習会の開催等に

　より、正しい知識を普及・啓発する。

○バザー・イベントにおける食中毒予防
　　イベントでの食中毒の実例や食品の取扱い

　等の注意事項に関するパンフレットを作成し、

　中央区内で開催されるバザー・イベント開催

　前に実行委員会や出店者等への講習会の

　開催・パンフレット配布を実施し、食中毒等

　事故の未然防止を図る。

■食中毒事故のない「食の安全・安心」のまちづくり
　　　　》》》市民・事業者・行政の連携・共働による、食の安全・安心のまち「ふくおか」の実現

 
64



☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

④ 南区のまちづくり

ため池むすびまちづくり事業 4,039 南区
市民と共働によるため池整備ワークショップや那珂川川下り大会の開催など，水辺を生かしたまちづくりを推進

南区・大学と地域のネットワーク形成事業 740 南区
大学・短大と連携して，市民向け公開講座等の事業を行い，大学・地域との交流を推進

元気っ子を育む公園整備 11,000 南区
明るく元気に子どもが育つまちづくりを推進するため，「げんきっこマップ」掲載の公園整備を推進

南区地域安全・安心まちづくり事業 1,250 南区
校区防犯活動への支援

九大大橋キャンパスとのまちづくり事業 1,000 南区
九州大学と連携し，大学の持つ衣人材や知的財産を南区のまちづくりに生かすプロジェクトを共同研究

「桧原桜賞」事業 3,000 南区
桧原桜のエピソードをもとにした短歌・随筆の募集

◆ ☆ 九州大学ＨＭＥ等との連携による文化・芸術の振興事業 2,000 南区
行政，大学，住民等が連携し，南区発祥とされる筑前琵琶を取り入れた人形浄瑠璃の創作・公演

 　九州大学HME等との連携による文化・芸術の振興事業 ２，０００千円

■南区役所と九州大学ホールマネジメントエンジニア育成ユニット（HME)、地域住民などが連携し、
　文化・芸術の振興を目的とした事業を実施する。

◎ 事業の目的
南区の貴重な文化財産を活かした伝統文化の再発見と、

新たな地域文化の振興を図る。

　
◎ 事業の概要

南区と九州大学芸術工学府ホールマネジメントエンジニア

育成ユニット（HME)、地域住民などとの共働により、南区が

発祥の地とされる筑前琵琶を取り入れた人形浄瑠璃の制作・上演を行う。
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

⑤ 城南区のまちづくり

地域を支える人材発掘・育成支援事業 533 城南区
自治協議会等の活動を担う人材不足の解消，新たな人材の発掘・育成を目的とした各種講座・研修を実施

シニアアシスト城南（元気高齢者活動支援事業） 5,119 城南区
団塊世代等のシニア世代を対象として，ボランティア活動への斡旋等を行い，生きがいづくり・地域課題の解決等を支援

☆ 城南区サブウェイダイエット事業 876 城南区
交通局と共働で健康づくりの情報提供及び，中村学園大学と共働でマップ作成

☆ 子育て応援メルマガ事業 966 城南区
乳幼児の保護者等を対象にメルマガを活用し，その子どもの月齢にあわせた情報発信を実施

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり 246 城南区
認知症予防啓発講座の開催等

油山の魅力発信ハチクマウォッチング 922 城南区
油山の季節の魅力ポスター作成，ハチクマウォッチングの開催等

防災対策事業 601 城南区
自主防災組織等を対象とする研修の実施や地域住民が実施する防災訓練への支援等

安全安心のまちづくり 1,986 城南区
校区で実施する防犯対策活動の支援等

◆ 大学のあるまちづくり 2,329 城南区
大学の持つ高い教育・研究機能や学生の活力を生かし，地域・大学・行政とが連携して魅力的なまちづくりを推進

大学のあるまちづくり ２，３２９千円

○区の特色を生かしたまちづくり
○　大学や学生と地域を結びつけるツールとして「大学生の地域活動

○支援情報紙」の作成、大学や学生のもつ専門的な知識などを活用

○するワークショップなどを開催します。

○　また、大学、地域、行政で構成する「地域連携推進協議会」にお

○いて、魅力あるまちづくりについての協議･検討を行います。

○歴史文化を生かしたまちづくり
○　福岡大学と地域が共働しながら、自分たちが住むまちの歴史を調

○査し、地域の歴史、民話や文化遺産などを掘り起こすことで、地域

○への愛着を深めてもらうとともに、地域の魅力づくり活動へつなげます。

大学の持つ高い教育・研究機能や学生の活力を生かし、
地域・大学・行政とが連携して魅力的なまちづくりを推進します。

大学・学生

地域

行政
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

⑥ 早良区のまちづくり

校区安全安心まちづくり推進事業 2,625 早良区
校区安全安心マップづくり，地域防犯パトロール活動への支援等

 駐輪マナー向上のための放置自転車対策事業 1,442 早良区
路面標示，表示板の設置等

放置自転車対策にかかる街頭指導業務 8,890 早良区
街頭における放置自転車防止のための街頭指導員の配置

さわらっ子育て応援事業 4,991 早良区
発達障がい相談，発達障がいの子と親のための子育て交流サロン，子育て交流サロンサポーター養成講座等

◆ シニアのための智恵袋 966 早良区
シニア世代に対して各種制度の周知を図るリーフレットの作成と，そのリーフレットを活用した講座の実施

働きざかり健康づくり 778 早良区
勤労世代の健康づくりを応援する店舗の登録と健康情報の発信，地下鉄駅のフロア広告の掲出

シニアのための智恵袋 ９６６千円

○「シニアのための智恵袋」パンフレットの配布

○「シニアのための智恵袋講座」の開催

■シニア世代に対して，必要な各種制度をパンフレットや講座で分かりやすく伝え，定年後の生活の不安解消と積
極的な社会参加を推進する。》》》　シニア世代がいきいきと元気に暮らせる社会へ

　定年を控えたシニア世代向けに，定年後に必
要な年金・税金・健康保険などの手続きや，生
きがいづくり・健康づくり・介護保険制度などの
役立つ情報を，ぎゅぎゅっと一冊にまとめたお役
立ちパンフレットを配布します。

　「シニアのための智恵袋」パンフレットを用い
て、市民向けに職員が分かりやすく各種制度な
どを説明する「シニアのための智恵袋講座」を開
催します。

定年後の疑問や不安…

生きがいってなんだ

ろう。

ボラ ンティア活動を

やってみようかな！

定年後の税金や健

康保険はどうなる

の？

【課題】

①各制度の専門書はあるが，難しい。

②窓口がそれぞれあって，総合的な情報

提供がされていない。

分かりやすい総合パンフレット

や講座で情報提供！！
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☆：新規事業　◆：特筆事業　
２３N予算額 所管事業名

⑦ 西区のまちづくり

◆ 市街化調整区域における活性化方策検討事業 3,542 西区
人口減少・高齢化等が顕著な市街化調整区域を有する校区の地域特性・課題等を抽出し，活性化策を検討

地域の自治力強化に向けた校区支援事業 1,828 西区
地域活動の担い手となる人材発掘・育成，自治協議会の組織強化支援，公民館職員研修等

西区食育推進事業（ライフステージに応じた食育推進） 1,701 西区
啓発資料作成，出前講座・料理教室の実施等，乳幼児から成人期までﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた食育事業を実施

西区環境をまもる人づくり地域づくり事業 3,002 西区
環境サポーター等の人材育成と地域の自主活動を支援

大学と地域の連携・交流促進事業 1,952 西区
伊都キャンパスへ移転した九州大学と地域住民との連携・交流事業の実施

西区防犯対策事業 3,132 西区
安全安心マップの更新，自主防犯パトロール立ち上げ・拡充支援等

地域自主防災組織支援事業 646 西区
研修，情報交換，訓練の実施等による地域自主防災組織の支援

市街化調整区域における活性化方策検討事業 3,542千円

■市街化調整区域における地域特性・課題等を抽出し、今後の活性化に向け、その課題等について、住民主体の
ワークショップを開催し、住民と共にその活性化方策を検討していく。

○「西部６校区まちづくりプラン」の作成について

「西区西部６校区（玄洋・今宿・今津・元岡・周船寺・北崎校区）」という広いエリアを対象とし、これまで収集してきた
市街化調整区域に関する分析データを活用しながら、住民主体のワークショップを開催し、地域自らが意見を出し
合い、「西部６校区まちづくりプラン」を作成する。
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２３N予算額 所管

新ビジョン検討経費 30,000 総企
市民フォーラムの開催，各種団体との意見交換会等により，まちづくりのビジョンを検討

産学官民連携による国際競争力強化事業【再掲】 50,000 総企
産学官民連携主体による，地域成長戦略の策定・推進等

国際競争力を備えた都心のまちづくり誘導策等の検討【再掲】 8,000 住宅都市
都心のまちづくりの更なる推進のため，官民連携の役割分担や誘導・支援策を検討

新世代環境都市ビジョン（仮称）の策定【再掲】 15,000 環境
｢環境｣｢社会｣｢経済｣の価値の融合により，環境都市づくりの分野で新しい価値の創造をめざす。

ロボットによるユニバーサル社会の実現に向けた事業【再掲】 4,000 経済
ニーズ調査にもとづくサービスロボットの製品化支援及び普及促進

産学官民連携による国際競争力強化事業【再掲】 50,000 総企
産学官民連携主体による，地域成長戦略の策定・推進等

福岡・釜山クリエイター育成事業【再掲】 2,000 経済
ゲーム・デザイン分野でクリエイターを目指す学生を対象にした相互インターンシップの実施

文化芸術情報館アートリエ移転整備 13,283 市民
文化芸術情報館「アートリエ」を福岡アジア美術館内に移転するため整備

九州大学ＨＭＥ等との連携による文化・芸術の振興事業【再掲】 2,000 南区
行政，大学，住民等が連携し，南区発祥とされる筑前琵琶を取り入れた人形浄瑠璃の創作・公演

美術館大規模改修基本構想及び基本計画策定 13,171 教育
美術館の大規模改修・リニューアルの基本構想及び基本計画の策定

美術館科学研究 8,015 教育
独立行政法人日本学術振興会からの補助金を受けての，美術館学芸員の専門分野における研究活動

元気ッズ！プロジェクト 1,114 市民
子どものスポーツ・外遊びの促進を図るため，関係局が連携・共働して全市的な啓発キャンペーンを実施

男女共同参画地域づくり事業 2,000 市民
市独自の男女共同参画の日又は週間を創設，コーディネーターを派遣し，地域の男女共同参画推進活動を支援

「い～な」ふくおかワーク・ライフ・バランスネットワーク形成事業 8,000 こども
ワーク・ライフ・バランス推進研究会の設置，ネットワークの形成等

事業名

平成23年度　新規事業
１２０事業

（１）新しい発想や才能が溢れるまちづくり

○ 福岡市の価値を高める｢将来ビジョン｣の策定

１０事業

４事業
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２３N予算額 所管事業名

東区道路愛称プロジェクト（区魅力）【再掲】 1,044 東区
道路愛称を公募し，選定

まちかど語り部ふれあい事業【再掲】 3,047 博多区
まちの界隈で地域の歴史や文化を伝える語り部づくりを進めるため，地域に住んでいる方々向けの研修会等を実施

地域コミュニティづくり推進事業【再掲】 200 博多区
自治会・町内会の運営に関する理解を深めるとともに組織の強化と活性化を図るため，研修会等を実施

子ども情報HPのリニューアル 4,500 こども
HP「ふくおか・子ども情報」のリニューアル，携帯サイトの充実を実施

子ども・若者育成支援推進事業 1,500 こども
子ども・若者支援地域協議会(仮称)を設置し，若者に関する実態調査や課題の整理を実施

ひとり親家庭実態調査 8,526 こども
母子家庭，父子家庭の実態調査を実施

子育て応援メルマガ事業【再掲】 966 城南区
乳幼児の保護者等を対象にメルマガを活用し，その子どもの月齢にあわせた情報発信を実施

元気ッズ！プロジェクト【再掲】 1,114 市民
子どものスポーツ・外遊びの促進を図るため，関係局が連携・共働して全市的な啓発キャンペーンを実施

親支援講座【再掲】 281 中央区
ステップファミリー（子どもを連れて再婚した家庭）の支援者等を対象に，子育て不安の解消に関する講座を開催

特定不妊治療費助成事業（投資） 27,397 こども
体外受精，顕微授精等の不妊治療を受けた夫婦に対し，治療費の一部を助成する制度の拡充

子ども虐待防止活動推進委員会 4,200 こども
シンポジウム・街頭キャンペーン等虐待防止に向けた啓発事業の実施

虐待防止に向けた情報の一元化の検討 1,000 こども
児童虐待防止を推進するため，子どもに関する情報の一元化を検討

子どもへの暴力防止プログラム【再掲】 563 中央区
区内の保育園・幼稚園・小学校で，子どもや保護者，教職員を対象に「子どもへの暴力防止プログラム」の実施

子どもとメディアのよい関係づくり事業 700 教育
保護者の学習会への講師の派遣等を行い，子どもが過度にメディアに依存しないよう意識啓発を実施

私立幼稚園障がい児支援事業 2,709 こども
障がい児が通園する幼稚園に対して，訪問，助言などの支援を実施

東部療育センターの開所【再掲】 357,884 こども
就学前障がい児支援の拠点である東部療育センター（東区青葉）の開所，運営費等

障がい児の地域参加の促進【再掲】 1,458 こども
障がい児の地域参加を促進するため，障がい児の地域行事への参加や地域の支援活動を広く紹介

（２）共働と地域主体のまちづくり

（３）健やかな子どもの育成

３事業

１４事業

 
70



２３N予算額 所管事業名

小学生からのキャリア教育事業【再掲】 3,000 経済
若者の「技能離れ」などの課題を踏まえ，ものづくりの専門家による体験講座を通して職業観を醸成

生活習慣・学習等定着度調査 7,402 教育
学力や生活の状況についての本市独自の調査を実施

学校の防犯カメラの設置【再掲】 20,000 教育

侵入者，器物損壊等の発生を抑制するため，防犯カメラを設置

東部療育センターの開所 357,884 こども
就学前障がい児支援の拠点である東部療育センター（東区青葉）の開所，運営費等

障がい児の地域参加の促進 1,458 こども
障がい児の地域参加を促進するため，障がい児の地域行事への参加や地域の支援活動を広く紹介

私立幼稚園障がい児支援事業【再掲】 2,709 こども
障がい児が通園する幼稚園に対して，専門機関による訪問，助言などの支援を実施

地域福祉ソーシャルワーカー・モデル事業 19,175 保福
民生委員など地域で見守り活動を行う組織の相談・支援を行う地域福祉ソーシャルワーカーをモデル的に配置

いきいきセンターふくおか充実検討経費 1,260 保福
いきいきセンターふくおかの今後のあり方や方向性等を検討

福岡市健康づくりチャレンジ事業 10,593 保福
企業等と連携した健康関係イベントの集中実施及び複合的な広報による健康づくり活動の促進

スマイルドック＆ヘルシースクール 19,568 保福
定期健康診断の受診機会がない30歳代の方を対象とした生活習慣病予防のための健診，健康相談会の実施

城南区サブウェイダイエット事業【再掲】 876 城南区
交通局と共働で健康づくりの情報提供及び，中村学園大学と共働でマップ作成

健康福祉のまちづくりシンポジウム 497 南区
地域全体で高齢者福祉や子育て支援に取り組む方法や体制について，市民と一緒に考えるシンポジウムを開催

被保険者証の個人カード化（国保） 41,471 保福
世帯単位で交付している国保世帯の保険証を個人カード化するためのシステム改修等

パーソナルサポート事業 103,114 保福
ホームレス等が安定的な社会的自立・就労を実現できるよう，伴走型支援を個別・継続的に実施

生活交通条例関連調査検討【再掲】 8,503 住宅都市

生活交通条例の制定に伴う，「公共交通不便地」等における調査及び支援内容の検討等

ユニバーサルシティ福岡の推進 13,500 総企
ユニバーサルデザイン推進協議会を設置し，ユニバーサルデザイン指針の作成やフォーラムを開催

（４）教育力の向上

（５）高齢者も障がい者も住みやすいまちづくり

（６）「ユニバーサルシティ福岡」の実現

３事業

１１事業

４事業
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２３N予算額 所管事業名

ユニバーサル教育推進事業 4,088 教育
各小学校に車いすを整備し，総合的な学習の時間などで車いすを活用した福祉体験を実施

ロボットによるユニバーサル社会の実現に向けた事業 4,000 経済
ニーズ調査にもとづくサービスロボットの製品化支援及び普及促進

市民・事業者の温暖化対策促進
家庭部門の温暖化対策 2,420 環境

家庭の省エネ対策推進のため，市民カーボンクレジット事業の実施

業務部門の温暖化対策 7,087 環境
事業所の省エネ対策推進のため，事業所ソフトESCO導入支援事業の実施

地球温暖化対策に係る計画等の策定 15,000 環境
新世代環境都市ビジョン（仮称）の策定

道路照明灯の省エネ化推進 12,301 道路下水
直営灯・防犯灯の省エネ化を推進

事業所ごみ減量再資源化指導 9,515 環境
ごみ処理手数料改定及びごみ減量・資源化についての周知・啓発の実施

事業系ごみ資源化推進ファンド 52,886 環境
事業系ごみの資源化の取組を推進するためのファンドの設置及び積立

事業系ごみ資源化推進事業 10,707 環境
事業系ごみの減量を促進するため，民間事業者が主体となった資源化の取組についての支援を実施

わくわくエコ教室 4,926 環境
幼児向け環境教育を充実するため，出前講座，自然観察会等の実施

生き物のにぎわい創造事業 5,616 環境
里海保全再生活動の実施

都心の憩い・交流公園づくり事業【再掲】 24,000 住宅都市
警固公園において，ボランティア団体等と協力した安全・安心確保のための整備を実施

博多湾藻場再生モデル事業【再掲】 3,000 農水
従来よりも低コストの手法（母藻投入等）による藻場造成モデル事業

博多湾アサリ再生事業【再掲】 2,000 農水
室見川河口域，能古島のアサリ再生に向けた放流等

めざせ新規就農！応援事業 3,245 農水
新規就農支援のための相談窓口の充実，農地お見合い事業，耕作放棄地活用推進・再生支援

「花育（はないく）」推進事業 1,642 農水
市内小中学校での花育体験校モデル事業の実施，フラワースクールの開催

漁商工連携による未利用魚等活用推進事業 1,000 農水
漁商工連携による未利用魚等を活用した新たな加工品開発や販路開拓

（７）低炭素型のまちづくり

（８）水と緑のまちづくり

（９）食と環境を支える農林水産業

８事業

４事業

１０事業
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２３N予算額 所管事業名

博多の名産魚介復活推進事業 1,200 農水
かつて博多の名産と言われたハマグリ，アカガイ，ヒラメ等の試験放流等

博多湾藻場再生モデル事業 3,000 農水
従来よりも低コストの手法（母藻投入等）による藻場造成モデル事業

博多湾アサリ再生事業 2,000 農水
室見川河口域，能古島のアサリ再生に向けた放流等

経営体育成交付金事業 4,000 農水
経営体育成交付金（国事業）を活用した新規就農者に対する機械等導入への助成

農業水利施設保全対策事業 300 農水
農業水利施設（西区太郎丸排水機場）の長寿命化を図るための施設改良事業

地域の魅力発信事業 929 農水
農漁村地域（志賀島地区，北崎地区）の財産（魅力）を都心部に発信する活性化支援

離島振興計画策定経費 2,000 総企
第７次福岡市離島振興計画策定に向けた予備調査の実施

暴力団排除推進事業 4,529 市民
市の事務事業からの暴力団排除の推進，市民等への広報啓発や暴排活動支援

安全安心のまちづくり対策
自転車安全利用推進事業 12,743 市民

自転車教室の実施，自転車安全利用の手引き等の作成，条例制定の検討

防犯施策推進事業 1,103 市民

平成２４年度から５カ年間の新たな取組みを定めた「防犯推進プラン」（仮称）の策定

都心の憩い・交流公園づくり事業 24,000 住宅都市
警固公園において，ボランティア団体等と協力した安全・安心確保のための整備を実施

東部動物管理センターの施設整備 32,528 保福

東部動物管理センターを動物の適正飼育の普及啓発等の拠点とするため，必要な施設整備を実施

車道部における自転車走行空間の社会実験 10,000 道路下水

走行空間設置の試行 等

天神自転車駐車場社会実験 8,300 道路下水

２４時間営業及び料金傾斜化について試行

中洲地区街頭指導（緊急雇用創出事業） 5,156 道路下水

中洲地区における放置自転車の街頭指導

中洲川端地区の放置自転車対策【再掲】 2,300 博多区

中洲川端地区の自転車放置禁止区域拡大のための調査，地域活動の支援

学校の防犯カメラの設置 20,000 教育

侵入者，器物損壊等の発生を抑制するため，防犯カメラを設置

「食の安全・安心」推進事業【再掲】 729 中央区
食肉の生食による食中毒を防ぐための啓発活動の実施，食品を取り扱うイベント開催時の指導や情報提供の強化

（10）安全で安心な都市環境 １８事業
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２３N予算額 所管事業名

雨水貯留施設整備事業 20,000 道路下水
那珂川，樋井川流域における既存治水池について，貯留能力拡充に向けた検討を実施

災害対応支援システムの充実・強化 8,500 市民
災害時に迅速かつ円滑に災害対応を行うためのシステム改修経費

各区防災体制の強化 1,879 市民
災害応急活動体制の強化を図るため，インターネットＦＡＸ等を各区に導入

画像伝送システム更新事業 3,045 消防
画像伝送システム整備の基本設計委託経費

防火対象物安全対策経費（緊急雇用創出事業） 37,433 消防
立入検査支援員を各署に配置し，建物調査等火災予防業務を支援

小規模社会福祉施設への防火・安全推進 1,560 消防
グループホーム関係者の防火意識高揚と入所者の防火安全推進のため，防火推進マークを交付

予防救急啓発事業 509 消防
医療機関，消防団，ボランティア等との共働による啓発用DVD作成経費等

中央ふ頭地区におけるクルーズ客船への対応強化
大型クルーズ客船対応の岸壁整備 41,500 港湾

大型化するクルーズ客船に対応するため，中央ふ頭－10ｍ岸壁を整備（調査・設計）

クルーズ客船対応のための交通動線の検討 4,000 港湾
中央ふ頭におけるクルーズ客船に対応した円滑な交通動線に関する検討

国際・国内ROROターミナルの整備（箱崎ふ頭） 105,000 港湾

内航海運や鉄道ターミナルと円滑に接続する箱崎ふ頭における国内初の国際・国内ＲＯＲＯターミナルの整備

北部九州圏総合都市交通体系調査 6,200 住宅都市

港・空港・駅等での来訪者動態調査及び課題整理，交通施策の検討等

生活交通条例関連調査検討 8,503 住宅都市

生活交通条例の制定に伴う，「公共交通不便地」等における調査及び支援内容の検討等

都心部とウォーターフロントとの交通アクセス強化の検討 5,000 住宅都市

都心部とウォーターフロントの交通アクセス強化のため，わかりやすい公共交通機関の検討

那珂川水上バス推進事業【再掲】 14,500 経済

那珂川水上バスの利用促進に向けた誘導サインの整備等や新しい船着場に関する調査

観光客が利用しやすい交通導入事業【再掲】 156,000 経済
観光客の回遊性向上等のため，観光交通の改善策等の検討や観光回遊バス（２階建てバス）の導入

地下鉄七隈線延伸計画調査 70,000 交通
地下鉄七隈線の天神南～博多駅間の延伸について，事業化に向け，国協議に必要な調査や環境アセスメントに着手

アイランドシティにおけるコンテンツ教育・研究・産業等形成支援 28,514 港湾

コンテンツに関する人材育成・研究開発拠点の可能性検討

アイランドシティまちづくり情報発信・実証実験事業 17,735 港湾

産学官連携によるイベント・実証実験，現地情報発信

国際競争力を備えた都心のまちづくり誘導策等の検討 8,000 住宅都市
都心のまちづくりの更なる推進のため，官民連携の役割分担や誘導・支援策を検討

（11）国際ビジネス拠点の形成 １４事業
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２３N予算額 所管事業名

博多駅駐車場用地活用検討 1,250 道路下水
用途廃止後における用地の有効活用方策について検討を実施

新博多駅開業に対応した放置自転車対策【再掲】 7,068 博多区
博多駅周辺の放置自転車の即日撤去及び街頭指導員による指導を実施

那珂川水上バス推進事業 14,500 経済

那珂川水上バスの利用促進に向けた誘導サインの整備等や新しい船着場に関する調査

観光客が利用しやすい交通導入事業 156,000 経済
観光客の回遊性向上等のため，観光交通の改善策等の検討や観光回遊バス（２階建てバス）の導入

中央ふ頭地区におけるクルーズ客船への対応強化【再掲】
大型クルーズ客船対応の岸壁整備 41,500 港湾

大型化するクルーズ客船に対応するため，中央ふ頭－10ｍ岸壁を整備（調査・設計）

クルーズ客船対応のための交通動線の検討 4,000 港湾
中央ふ頭におけるクルーズ客船に対応した円滑な交通動線に関する検討

おもてなしの観光情報戦略 8,900 経済
多機能携帯電話（スマートフォン）などを活用した，多言語できめ細やかな観光情報の発信機能等

無線ＬＡＮの環境整備に関する調査・検討【再掲】 11,000 総企
公衆無線ＬＡＮの環境整備に関し，現状の調査や課題の整理などを行い，今後の方針等を検討

食の観光資源化推進事業 7,700 経済
「福岡の食」のブランド化と，統一的なＰＲを民と官で連携して実施

どんたく５０周年記念事業 6,132 経済
「博多どんたく港まつり」の５０周年を記念した記念式典開催，記念誌発行等

観光戦略に資する統計情報の充実 9,219 経済
国の共通基準にあわせた観光入込客統計調査の実施及び情報提供

九州各地域との交流連携 500 総企
九州各地域との共同企画の実施等による連携の強化

博多部地域企業連携事業【再掲】 3,253 博多区
企業や地域住民と連携した地域密着型の集客・まちづくり事業の展開

福岡城さくらまつりPR推進事業【再掲】 376 中央区
福岡城さくらまつりや，期間中に開催する黒田25騎武者行列等を盛り上げるための各種PRの実施

コンベンション機能強化の検討 10,000 経済
コンベンションゾーン機能強化のため，新たな展示場等について具体的に検討

釜山との連携を核としたアジア戦略の推進 22,000 総企
国境を越えた地域間連携を進めるため，釜山広域市などと，仕組みづくりなどを検討

ソーシャルビジネス・ハブ・イン・アジアの推進 28,000 総企
アジアのソーシャルビジネスの拠点を目指すため，九大と連携し国際コンベンションの開催等を実施

日中交流プラットフォーム形成事業 11,600 総企
（財）福岡アジア都市研究所に事務局を設置し，アジア都市景観賞の運営や本市まちづくりノウハウの海外活用を検討

福岡・釜山クリエイター育成事業 2,000 経済
ゲーム・デザイン分野でクリエーターを目指す学生を対象にした相互インターンシップの実施

（12）集客都市づくり

（13）アジアとのネットワークの強化

１３事業

８事業
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２３N予算額 所管事業名

在福岡外国自治体等事務所との連携事業 900 総企
市内にある外国自治体等の事務所との意見交換等を実施

ボルドー姉妹都市締結３０周年ビジネス交流事業 6,506 経済
姉妹都市締結３０周年事業の一環として，ボルドー市との経済分野における相互交流事業の実施準備

アジア美術館と友好館との交流推進経費 888 教育
シンガポール国立美術ギャラリー等海外の友好館との，所蔵品の交換，展覧会の共同企画，人的交流等

産学官民連携による国際競争力強化事業 50,000 総企
産学官民連携主体による，地域成長戦略の策定・推進等

産学官民連携による国際競争力強化事業【再掲】 50,000 総企
産学官民連携主体による，地域成長戦略の策定・推進等

ロボットによるユニバーサル社会の実現に向けた事業【再掲】 4,000 経済
ニーズ調査にもとづくサービスロボットの製品化支援及び普及促進

「自動車・ＭＢＤ拠点」ビジョン策定事業 6,500 経済
自動車電子制御ユニットの標準化モデルベース開発拠点形成に向けたビジョン策定

小学生からのキャリア教育 3,000 経済
若者の「技能離れ」などの課題を踏まえ，ものづくりの専門家による体験講座を通して職業観を醸成

飲食業独立・開業支援事業 970 経済
廃業率の高い飲食業に対して，セミナーや開業ハンドブック等により，経営力やおもてなし度の高い独立・開業を支援

戦略的情報発信事業 61,037 市長室
インターネットを活用した動画配信，外国人への情報提供，スポットCMによる情報発信

無線ＬＡＮの環境整備に関する調査・検討 11,000 総企
公衆無線ＬＡＮの環境整備に関し，現状の調査や課題の整理などを行い，今後の方針等を検討

博多港引揚資料の展示 6,227 保福

戦後，博多港が国内 大の引揚援護港として果たした歴史的役割や，平和の尊さを後世に伝える資料を常設展示

市民サービスの向上
コンビニエンスストアにおける証明書交付 53,460 市民

「住民票の写し」「印鑑登録証明書」をコンビニエンスストアで発行できるようにするためのシステム開発

博多駅証明サービスコーナー経費 33,938 市民

２３年春に開業する博多駅証明サービスコーナーの運用経費等

区役所窓口ワンストップサービス検討経費 3,481 市民

区役所窓口のワンストップサービスについて研究

市民からの問い合わせ対応検討調査 1,825 市長室
本庁舎及び区役所の代表電話や担当課ダイヤルインの受電量調査等

総務事務センター運営業務委託 35,229 総企
職員の給与関係事務等の内部管理業務を民間企業に委託

維持管理コスト改善事業経費 5,100 財政
市有施設の契約電力の低減を目的として， 大需要電力計を設置

（14）地域経済の活力ある都市づくり

○ 情報発信と市民サービスの向上

５事業

１４事業
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２３N予算額 所管事業名

最適事業手法検討経費 　　　 10,002 財政
施設整備にあたり，良質な公共サービスと財政負担軽減を図る仕組みを構築

土木設計電算システム開発経費 42,234 財政
土木系の積算システムの統合に向けたシステム開発経費

電子納税システム開発経費 18,190 財政
24年度に運用開始予定の法人市民税・事業所税・個人市県民税（特別徴収）の電子納税システムの開発

本庁舎等利活用に関する調査・検討 16,000 財政
市有財産の有効活用を進めるため，本庁舎等の利活用策について検討

市民センター指定管理制度等経費 18,390 市民
平成２４年度からの市民センター指定管理導入に伴う経費

東区道路愛称プロジェクト（区魅力） 1,044 東区
道路愛称を公募し，選定

まちかど語り部ふれあい事業 3,047 博多区
まちの界隈で地域の歴史や文化を伝える語り部づくりを進めるため，地域に住んでいる方々向けの研修会等を実施

博多部地域企業連携事業 3,253 博多区
企業や地域住民と連携した地域密着型の集客・まちづくり事業の展開

中洲川端地区の放置自転車対策 2,300 博多区
中洲川端地区の自転車放置禁止区域拡大のための調査，地域活動の支援

新博多駅開業に対応した放置自転車対策 7,068 博多区
博多駅周辺の放置自転車の即日撤去及び街頭指導員による指導を実施

地域コミュニティづくり推進事業 200 博多区
自治会・町内会の運営に関する理解を深めるとともに組織の強化と活性化を図るため，研修会等を実施

子どもへの暴力防止プログラム 563 中央区
区内の保育園・幼稚園・小学校で，子どもや保護者，教職員を対象に「子どもへの暴力防止プログラム」の実施

親支援講座 281 中央区
ステップファミリー（子どもを連れて再婚した家庭）の支援者等を対象に，子育て不安の解消に関する講座の開催

福岡城さくらまつりPR推進事業 376 中央区
福岡城さくらまつりや，期間中に開催する黒田25騎武者行列等を盛り上げるための各種PRの実施

「食の安全・安心」推進事業 729 中央区
食肉の生食による食中毒を防ぐための啓発活動の実施，食品を取り扱うイベント開催時の指導や情報提供の強化

九州大学ＨＭＥ等との連携による文化・芸術の振興事業 2,000 南区
行政，大学，住民等が連携し，南区発祥とされる筑前琵琶を取り入れた人形浄瑠璃の創作・公演

城南区サブウェイダイエット事業 876 城南区
交通局と共働で健康づくりの情報提供及び，中村学園大学と共働でマップ作成

子育て応援メルマガ事業 966 城南区
乳幼児の保護者等を対象にメルマガを活用し，その子どもの月齢にあわせた情報発信を実施

○地域特性を活かした暮らしやすい魅力的なまちづくり

１３事業
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総事業費 ２３N予算額 所管

香椎副都心土地区画整理事業 66,750,000 833,563 住宅都市

事業期間：平成５年～23年度　施行面積：66.3ha　施行者：都市再生機構　道路整備，移転補償等

耐震対策 20,631,126 4,051,762 教育
学校校舎の耐震改修

児童養護施設耐震化整備 546,521 159,246 こども
和白青松園の耐震化整備に対する助成

特別養護老人ホーム等の建設費助成 2,312,667 2,099,307 保福
社会福祉法人が行う特別養護老人ホーム建設等に対する助成等（特養２件22n～23ｎ）

消防艇「飛龍」の更新整備費 314,454 307,454 消防
消防艇の老朽化に伴う更新整備 （22N設計，23N建造）

浸水ハザードマップ 40,721 19,368 市民
平成22年度に作成した，河川のはん濫区域に内水被害も含めた，避難行動等を支援するマップの印刷・全世帯への配布

公民館コミュニティ支援事業 9,527 3,600 市民
校区担当職員，自治協議会，公民館が一体となり，地域課題の解決に向けた講座等を開催

キッズルーム設置 5,176 997 市民
体育施設へのキッズルーム設置

今津干潟保全対策の推進 7,658 1,660 環境
カブトガニ産卵場の整備

事業名

平成23年度　完了事業
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