
★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

◆ ★ 本庁舎西広場機能拡張事業 194,465 財政
都心の賑わいを創出するため、本庁舎西広場の機能を拡張（ステージ屋根、舞台、回廊等整備）

★ 福岡フードビジネス推進事業【再掲】 12,864 経観文
安全で美味しい地元の食品を、成長するアジア市場に売り込むため、各社商品の定番化、ブランド化を推進

★ 新たな集客戦略の策定 8,000 経観文
さらなる集客産業の振興に向けて、官民一体となって取り組む新たな集客戦略を策定

ビジターズインダストリー推進協議会による観光振興 17,071 経観文
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、オール福岡での取組を活性化

観光案内ボランティアの充実強化 5,090 経観文
新たに市役所ロビーに観光案内ボランティアコーナーを設け、活動拠点を天神と博多の２箇所に拡大

着地型観光振興事業 12,220 経観文
地域の集客資源を活かした体験、交流等の着地型観光を推進するための、商品開発の支援、情報発信

◆ ★ 日本で唯一の歴史資源活性化事業 67,001 経観文
鴻臚館跡・福岡城跡における歴史的情景を体感できる仕組みの導入等

日本で唯一の歴史資源活性化事業 67,001千円

○鴻臚館跡・福岡城跡 → エリアの回遊促進

　　平成2４年春に開館する展示・休憩施設を
　回遊拠点に、デジタル技術等を活用し、
  福岡城の当時の情景を体感できるような
　新しい展示を取り入れ、観光客に楽しみながら
　散策してもらう。

○その他の歴史資源→歴史的価値の顕在化

　　元寇防塁、金印公園など、福岡市内に
 点在する歴史文化資源の、潜在的な価値を
 顕在化し、観光客が当時のスケール感や臨場感を
 体感しながら回遊出来るような、新しい魅力づくりを
 検討する。

■福岡市内に残る、重要な歴史上の史跡等を観光資源として活用する。
　　　　》》》「がっかり名所」から「感動名所」へ

　名所の
知名度

ＵＰ

市内回遊
の促進

その他の歴史資源

福岡市の
魅力・集客力向上

滞在時間
の延長

本庁舎西広場機能拡張事業 １９４，４６５千円

　★ステ－ジ用屋根、舞台スペ－ス
　　大規模なステ－ジイベントをはじめ小規模な
　　ステージイベント、アマチュアパフォ－マ－などの
　　活動に利用できるよう整備。

　★回廊
　　西広場周辺と本庁舎敷地とを人が往来できる
　　スペースとしての利用や、イベント時の小規模
　　ブースやアマチュアパフォ－マ－の活動に利用
　　できるよう整備。

■公有財産の有効活用と、それによる都心のにぎわいの創出を目指し、本庁舎西広場にステージ屋根、
　舞台、回廊等を設置し、大規模なステージイベント等の利用に柔軟に対応できる機能を整備する。
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

★ 歴史・文化遺産まち歩き 10,000 経観文
歴史・文化遺産まち歩きルートの検討・設定、ガイダンスシステム構築等 （教育）

★ 福岡検定 9,000 経観文
福岡市の歴史、史跡、建築物、自然、祭り、料理、伝統工芸、伝統芸能、方言などに関する検定を実施

★ 福岡・アジアしっとーと検定【再掲】 4,000 教育
郷土やアジアに関する知識を楽しく学習し、身につけさせるための検定

◆ ★ 福岡で「もう１泊」推進事業 19,200 経観文
食の観光ガイドブック制作、食のＰＲイベント実施、デジタル技術を活用した夜の賑わい創出

2階建てバスＰＲ事業 2,743 経観文
２階建てバスの導入に伴うプロモーション等を実施

★ 2階建てバスＰＲ（コンシェルジュ）事業 15,960 経観文
２階建てバス運行に合わせた観光地や乗降場所での観光コンシェルジュ等の配置

那珂川水上バスＰＲ事業 850 経観文
那珂川水上バスのPRプロモーションを実施

外国人向け観光情報サイトの機能強化 12,000 経観文
観光情報の提供強化を図るため、観光情報サイト（よかなび）及びスマートフォン向けの機能をさらに拡充

★ 観光業従事者外国人おもてなし向上事業 3,000 経観文
観光関連企業等の従業員を対象に、外国人の受入マナーや基礎的な語学等の研修会を実施

外国クルーズ客船受入事業 33,077 経観文
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多言語ガイドの育成

国内外観光プロモーション事業 32,362 経観文
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

上海事務所連携プロモーション事業 2,010 経観文
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

★ アジア観光市場開拓事業 25,000 経観文
テレビやインターネットを活用した観光情報発信、外国映画撮影誘致、福岡観光ファンクラブ設立

福岡で「もう１泊」推進事業 19,200千円

○食の魅力発信
 福岡の食の魅力を情報発信するため、食の観光ガイドブックの
 制作や首都圏・関西圏を中心とした街頭ビジョンでのプロモーシ
 ョン映像の放映、ＪＲ駅構内におけるポスターの掲出など、食の
 プロモーションを民と官の共働により展開。

○デジタル技術による夜の賑わい創出
 福岡城跡などの歴史文化資源とデジタル技術（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯ
 ﾋﾟﾝｸﾞ）の融合による、他都市にはない福岡独自の夜の魅力創
 出に向けた社会実験を実施。
【プロジェクションマッピングとは・・・】
 ビデオやコンピュータグラフィックスなどの映像をプロジェクター
 によってスクリーンではなく、直接建築物や車、家具、自然物な
 どに投影する表現手法

■「もう１泊したくなる街・福岡！」をテーマに、本市の持つ様々な集客資源について、魅力アップに向けたプロ
　ジェクトを展開し、市内滞在時間の延長及びリピーターの確保を図る。
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

◆ 屋外広告物のあり方検討 2,500 住宅都市
屋外広告物の規制や誘導のあり方等の検討

★ 屋外広告物システム開発等 14,957 住宅都市
屋外広告物の許可申込事務の簡素化と、指導業務の効率化に向けた電算システムの再構築

★ 屋外広告物適正化事業 6,863 住宅都市
平成２２・２３年度の現況調査を踏まえ、屋外広告物の適正化に向けて取り組む

都市景観形成地区の指定 8,805 住宅都市
都市景観形成地区指定に向けての調査・検討、景観計画策定に伴う色彩ガイドラインの作成

都市景観形成事業 5,183 住宅都市
御供所地区において、歴史的資源を活用した景観形成を図るため、寺社等の修景費用を助成

歴史を彩る公園づくり事業 190,800 住宅都市
歴史や文化資源を活用した公園整備（舞鶴公園、友泉亭公園等）

◆ ★ 多くの来訪者を迎える美しい都市づくり 56,500 住宅都市
都心部の「顔」となる、まちかどの効果的な修景のための検討・整備、福博花しるべ事業の実施

多くの来訪者を迎える美しい都市づくり ５６,５００千円

■住む人・訪れる人の心に残る美しいまちづくり(魅力の創出)の検討と花や緑のおもてなし

　○美しいまちづくり(魅力の創出)の検討

都心部の「顔」となる主要なまちかどで、花や緑、サイ
ン、彫刻等を効果的に連携させる方策と、その整備
場所や方針について検討する。

　○官民共働で取り組む花や緑のおもてなし

効果的な場所にフラワーポット等の設置を進めるととも
に、花のおもてなしの象徴的な事業として、「福博花し
るべ事業」に官民共働で取り組み、美しい都心づくりを
進める。

花や緑、サインなどをエリアマネジメント団体等と共働
で効果的に配置し、美しく印象的なまちなみを創出
する。

連携

屋外広告物のあり方検討 ２，５００千円

【課題】
　　１　全市一律の画一的な広告物の

　  規格基準
　　２　多数の無許可広告物の存在
　　３　安全性に対する懸念
　　４　景観を乱す一部の広告物

  ２．広告物行政の実効性の確保
       屋外広告物の適正化に向けて市民団体や広告関連業界との
       連携を図りながら指導等の強化に取り組む。

　３．関連業界との共働
       安全で景観に配慮された広告物の設置に向けて啓発や誘導
       など広告関連業界等と連携を図りながら共働で取り組む。
　
  ４．運用の改善
       屋外広告物の許可基準や適正化に向けた指導・誘導等のあ
       り方について、条例等の見直しを検討する。

　■「安全・安心で魅力ある広告物」や「良好な広告物景観の形成」に向けて屋外広告物の規制や誘導の
　　　あり方等の検討

課題解決に向けた方針

１．魅力ある広告物景観の形成
     景観計画との連携を図りながら、街のにぎわいや周辺との調
     和など地域特性に応じた良好な広告物景観づくりに取り組む。

42



★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

◆ 御供所地区の歴史に配慮したみちづくり
★ （仮称）辻堂口門（つじのどうぐちもん）建設事業【再掲】 78,000 博多区

（仮称）承天寺道路に、博多の歴史の「シンボル」、観光客を呼び込む「ウェルカムゲート」として（仮称）辻堂口門を建設

★ 歴史に配慮した道路整備 132,500 道路下水
歴史的に重要な地区や施設周辺における道路の高質空間整備

鴻臚館跡の整備
鴻臚館跡調査【再掲】 47,391 経観文

鴻臚館跡の全容解明のための発掘調査 （教育）

★ 鴻臚館跡整備基本構想【再掲】 5,055 経観文
国史跡鴻臚館跡の整備基本構想策定に着手 （教育）

★ 鴻臚館跡PR映像製作 832 経観文
３次元CGなどを含めた映像を編集し、鴻臚館について分かりやすく解説したビデオを制作 （教育）

鴻臚館跡・福岡城跡活性化事業 1,779 経観文
鴻臚館跡・福岡城跡の歴史的建造物の公開や「福岡城さくらまつり」でのイベント等の実施 （教育）

福岡城跡整備基本計画【再掲】 6,410 経観文
国史跡福岡城跡の整備基本計画策定に着手 （教育）

福岡城跡環境整備【再掲】 78,236 経観文
福岡城跡「上之橋御門石垣」保存修理工事、「南丸多聞櫓」復旧現地調査等 （教育）

★ 吉武高木遺跡環境整備【再掲】 77,196 経観文
国史跡吉武高木遺跡を広く市民に公開するための整備 （教育）

★ 海の民「阿曇族」を知ろう事業（区魅力）【再掲】 700 東区
古代東区の地に君臨していた海の民「阿曇族」に関する歴史読本の制作・配布

博多ライトアップウォークの推進【再掲】 10,000 博多区
博多の夜の魅力を創出し、観光客の滞在時間の延長及び宿泊拡大を図るため、「博多ライトアップウォーク」を開催

地域密着型の集客・まちづくり事業【再掲】 4,753 博多区
企業や地域住民と連携し、「来街者と地域住民の両者が潤うまちづくり」の理念のもと、集客・まちづくり事業を展開

御供所地区の歴史に配慮したみちづくり 210,500千円

　歴史と文化が息づく博多部への導入路として承天寺周辺道路及び
　（仮称）辻堂口門を整備し，来訪者を呼び込む観光拠点づくりととも
　に博多部の回遊性を向上させます。

○（仮称）辻堂口門(つじのどうぐちもん)建設事業

　　博多部のウェルカムゲートとして，江戸期にあった門を
　参考にした「木造瓦ぶき門」を地域の協力を得て，承天
　寺周辺道路の博多駅側に整備する。

○承天寺周辺道路の整備（博多駅前10号線）

　　周辺環境と調和した道路空間の景観整備を行う。

■承天寺周辺において，歴史・文化を活かした道路空間の整備を行う。
　　　　》》》来訪者をもてなし福岡を楽しむ空間を提供

博
多
駅

承天寺

聖福寺

東長寺

(仮称)辻堂口門イメージ

位置図
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

中央区まちあるき推進事業【再掲】 2,230 中央区
歴史・文化等を活かした「まちあるきマップ」を作成し、都心部の回遊性を向上

福岡城さくらまつりPR推進事業【再掲】 301 中央区
福岡城さくらまつり、おおほりまつりの各種ＰＲの実施

「桧原桜賞」事業【再掲】 3,400 南区
桧原桜のエピソードをもとにした、短歌の募集

★ 観光資源の可能性検討経費【再掲】 3,000 早良区
早良区において本市の魅力を高める観光資源を検討

② コンベンション誘致・支援

スポーツコミッション事業【再掲】 2,169 市民
「ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル福岡」開催に合わせて、選手と市民との交流を実施

★ 大規模スポーツ大会開催・誘致検討【再掲】 21,934 市民
フルマラソン大会開催の検討、フィギュアスケート・グランプリファイナルの誘致

コンベンション推進事業（投資） 63,460 経観文
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

★ コンベンション推進事業（開催支援・再来福プロモーション） 35,000 経観文
大規模コンベンション開催に合わせた歓迎バナーや看板の掲出等

第２期展示場等の検討 12,000 経観文
ウォーターフロントエリアにおける第２期展示場の整備に向けた検討

③ 文化財の整備

鴻臚館跡の整備
鴻臚館跡調査 47,391 経観文

鴻臚館跡の全容解明のための発掘調査 （教育）

★ 鴻臚館跡整備基本構想 5,055 経観文
国史跡鴻臚館跡の整備基本構想策定に着手 （教育）

福岡城跡整備基本計画 6,410 経観文
国史跡福岡城跡の整備基本計画策定に着手 （教育）

福岡城跡環境整備 78,236 経観文
福岡城跡「上之橋御門石垣」保存修理工事、「南丸多聞櫓」復旧現地調査等 （教育）
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

◆ ★ 吉武高木遺跡環境整備 77,196 経観文
国史跡吉武高木遺跡を広く市民に公開するための整備 （教育）

④ 文化芸術を活かしたまちづくり

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

◆ 拠点文化施設検討経費 15,500 経観文
拠点文化施設（市民会館）の基本計画策定に向け、施設概要、運営、整備場所、事業手法などを検討 （市民）

拠点文化施設検討経費 15,500千円

■福岡市民会館を時代にふさわしい新たな拠点文化施設に再整備するため検討を行う。

■位置づけ
　○福岡市独自の文化を象徴し、牽引していく文化芸術の拠点であり、福岡市の文化政策を推進する
　　 拠点施設とする。
　○福岡市の魅力を創造する貴重な財産として 、集客や観光資源としても活かすことができる、都市戦略の
　　 推進を担う重要な拠点とする。
■役　割
　○福岡らしさの発信　　○あらゆる市民が文化芸術に触れる場　　○市民の文化活動の醸成・支援
　○交流の促進　　○人材の育成

基本構想案(平成23年度策定予定)

 基本計画策定に向け下記の検討を実施
　■機能と事業の方向性について
　■ホール及び設備の仕様や規模等について
　■運営方法等について
　■具体的な整備場所について
　■事業手法について

平成24年度の取組

福岡市民会館(昭和38開館)

吉武高木遺跡環境整備 ７７,１９６千円

■わが国のクニの形成と発展を考える上で極めて重要な国指定史跡吉武高木遺跡を、広く市民に公開する
ための整備。

Ⅱ期工事・中央広場の整備
地形の造成復元

↓
当時の風景を体験する場

整備事業の内容

Ⅰ期工事（平成24年度）
北東部分の芝生広場整備
平成25年4月一部供用開始

Ⅲ期工事・遺構ゾーンＢの整備
甕棺ロードの表示

↓
弥生人に思いを馳せる

地域における
文化財活用拠点の創造

H24年度事業予定範囲

飯盛山

吉武高木遺跡

吉武高木遺跡
◇鏡、青銅製の武器、玉類がセットで
   副葬された弥生時代前期の王墓
◇平成5年10月4日国の史跡に指定
◇出土品645点が国の重要文化財に
   指定
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

◆ ★ 創造活動支援のあり方検討事業 2,500 経観文
本市で活動する文化芸術活動者の活動支援策を検討 （市民）

まちなかアートギャラリー 5,000 経観文
美術・映像等の若手アーティストに、都心部のオープンな空間での作品発表の機会を提供 （市民）

文化芸術情報館アートリエ移転再整備 17,235 経観文
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 （市民）

ミュージアムの魅力向上経費 9,008 経観文
「福岡ミュージアムウィーク」の開催や福岡ミュージアムポータルサイトの充実等 （教育）

美術館大規模改修・リニューアル事業 81,109 経観文
美術館の大規模改修・リニューアルの基本計画・基本設計の策定、緊急修繕の実施 （教育）

博物館リニューアル 142,743 経観文
常設展示室改修のための展示コンテンツ開発・製作 （教育）

アジアフォーカス・福岡国際映画祭【再掲】 58,829 経観文
日本初公開の優れたｱｼﾞｱ映画の上映とゲストとの交流等 （市民）

★ アジアフォーカスブランド力強化等施策【再掲】 16,600 経観文
映画祭について、ｱｼﾞｱ太平洋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙと合同のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの開催及び広範囲なﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動等 （市民）

フィルムコミッション事業【再掲】 4,016 経観文
国内外の映画、テレビドラマ、ＣＭ等の撮影に対する支援・協力 （市民）

★ フィルムコミッション海外業務拡充【再掲】 4,279 経観文
海外ロケの積極誘致と、映像制作者への対応充実のため、語学力と専門的見識を有する嘱託員を配置 （市民）

西区まるごと博物館構想推進事業（区魅力）【再掲】 2,506 西区
西区の宝である自然、歴史、文化等地域資源と地域の魅力づくり活動の担い手である人的資源の保存育成

　　
　　

　
　　
　

■福岡市で活動するアーティストに対する支援策を策定し、アーティストが福岡市において活動しやすい
　 環境をつくる

○ ○
　　福岡市の文化芸術環境は、創造活動支援や
　　人材育成に関する機能が乏しいという指摘がある

　　福岡市が魅力や特性を維持、発展させていく
　　 ために、より一層若者や新たなことに挑戦する
　　人々が集い、自主的、主体的な創造活動の
　　活発な展開を促進していく必要がある

「福岡市文化芸術振興ビジョン」より

創造支援のあり方検討事業

福岡で制作された舞台芸術

2,500千円

■アーティスト活動の現状把握
　・福岡市を拠点に活動するアーティスト、文化団体、
　　NPOへのインタビューの実施

■アーティストに対する支援策の策定

具体的な取組

■アーティストへの支援のあり方を調査
　・専門家へのヒアリング
　・他都市の文化芸術に関する事業やアーティストに
　　対する支援策の調査
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管

① 知識創造型の産業の振興と国際ビジネス機能の強化

産学官民連携による国際競争力強化事業 49,700 総企
福岡地域戦略推進協議会における地域の成長戦略の推進等への負担金

★ グリーンアジア国際戦略総合特区の推進 13,000 総企
グリーンアジア国際戦略総合特区推進にかかる地域協議会の運営、政府との協議等

★ アジア人材戦略の推進 10,600 総企
アジアで活躍できる人材の育成に係る調査・検討

◆ 福岡市の「強み」を活かした国際的な貢献・展開 11,049 総企
海外から福岡市への視察・研修受け入れ等により、国際貢献、知名度の向上等に取り組む

留学生支援・ネットワーク構築事業 15,900 総企
留学生向け奨学金、帰国留学生とのネットワーク構築、福岡県留学生サポートセンター負担金等

★ 姉妹都市締結周年事業 21,999 総企
アメリカ・オークランド市との50周年、ボルドー市との30周年の姉妹都市締結記念事業を実施

★ 姉妹都市訪問事業 7,251 議会
姉妹都市との交流促進に向けた訪問団の派遣（24年度はＵＳオークランド市）

日韓海峡間連携事業 1,059 総企
インターンシップ支援などによる釜山広域市との連携促進、韓国東南部の自治体との連携等

広州・広東省エリアとの連携促進 459 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

事業名

（２）地域経済の活力ある都市づくり

○福岡市に集積する大学や企業の研究機関が持つ「知」や，デザイナー，クリエーターなどの「人材」

　を活かした知識創造型産業の振興・集積に取り組みす。

○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。

○中小企業の競争力・経営基盤の強化に向け，大都市圏への販路開拓などの中小企業支援の充実，

　商店街や伝統産業の振興に取り組みます。

○インキュベート事業や創業期を対象としたセミナーなどを実施し，創業支援を行います。

福岡市の「強み」を活かした国際的な貢献・展開 千円

１．国際視察・研修受入事業の拡大
・

・
＜既存の受入れ分野＞
上下水道，環境，高齢者福祉

都市デザイン，消防・防災

２．国際機関等を活用した国際貢献の展開
・

11,049

　★海外からの視察・研修の受入れや福岡市職員の海外派遣により，
　　 福岡市が培ってきた技術・ノウハウを海外各都市へ提供し，住み良いまちづくりをアジア，世界に広める。

福岡市だけでなく，大学，民間企業等も
含め，産官学で受入体制を強化
受入分野の拡大

国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の国際機関や
国の制度等を活用し，視察・研修の
受入れや海外派遣を実施

技
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・
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国連ハビタット
　連携

大学 民間企業 他都市

尊
敬
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れ
る

「
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ー
都
市

（
モ
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都
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）
」
を
目
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す
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

東アジア経済交流推進機構 16,500 総企
東アジア経済交流推進機構第5回総会を福岡市で開催

正社員チャレンジ応援事業 4,527 経観文
デジタルコンテンツクリエーター育成事業による正社員就職への支援を福岡県と共同で実施

★ ICTクリエーター育成事業 5,760 経観文
フリーター等を対象に情報関連産業で活躍できるアプリ開発者養成講座を開設し正社員就職を支援

ロボット関連産業振興事業 7,065 経観文
ロボット産業振興会議等によるロボット研究開発の推進、産学官連携、実証実験・市場開拓支援等

ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ関連産業の振興 2,098 経観文
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

福岡先端システムＬＳＩ開発拠点構想事業 65,908 経観文
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

自動車関連産業の振興 9,786 経観文
次世代自動車関連産業の振興に向けて、ＩＳＩＴのＩＴ技術を活用したカーｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ分野の研究開発を推進

福岡市組込みソフト開発応援団事業 10,076 経観文
地域が一体となって組織した「応援団」により、組込みソフト開発人材育成等を実施

都心部の国際競争力強化（特定都市再生緊急整備地域）【再掲】 14,329 住宅都市
九州・アジアの交流拠点である、都心部の国際競争力の強化を官民一体で推進

九州大学学術研究都市構想の推進【再掲】 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

産学連携交流センター運営 21,428 経観文
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

◆ 研究開発拠点形成促進事業（ＩＳＩＴ機能強化） 36,174 経観文
研究開発拠点の形成に向け、ＩＳＩＴの産学連携機能や有機光エレクトロニクス研究を強化

◆ 研究開発拠点形成促進事業（第二産学連携交流センター整備） 199,526 経観文
産学連携交流センターの機能・規模を拡充した第二産学連携交流センターを整備

◆ 研究開発拠点形成促進事業（有機光エレクトロニクスの実用化促進） 30,000 経観文
先端研究成果を産業界に橋渡しする有機光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ産学連携実用化基盤ｾﾝﾀｰ（仮称）の運営に参画

研究開発拠点形成促進事業 ２６５，７００千円

曲がるディスプレイ

　■アジアのグリーンイノベーション研究拠点の形成
　　　　－企業の研究部門，国等の研究機関の立地による研究開発機能の集積－
　■産学官の連携強化による雇用の創出
    　　－優秀な人材が地元で活躍できる環境づくり－

◆(財)九州先端科学技術研究所（ISIT)の機能強化
　ＩＳＩＴの有機光エレクトロニクス関連の研究及び産学連携の機能強
化により，産学連携交流センターや新たに整備される施設を 大限に
有効に活用し，アジアのグリーンイノベーション研究拠点形成を加速。

◆第二産学連携交流センター整備
　国の大型プロジェクトの展開等を活性化させ，参画
企業の研究部門等の本市進出を促進。
　　・共用分析機器の設置　・レンタルラボの拡充

◆有機光エレクトロニクスの実用化促進
　九州大学等の 先端研究成果を産業界に橋渡し
する有機光エレクトロニクス産学連携実用化基盤セ
ンター(仮称）の運営に参画。

研究開発機能の
集積を促進
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

大学のまちづくり 11,716 経観文
福岡都市圏の大学と行政・企業との連携により大学のまちづくりを推進

デジタルコンテンツ関連産業の振興 3,972 経観文
ゲームインターンシップ・ゲームコンテスト等の福岡ゲーム産業振興機構事業の実施等

◆ ★ コンテンツ・エンターテインメント都市づくり推進事業 50,927 経観文
コンテンツ産業振興のため推進体制を構築、コンテンツのまちとして内外にＰＲするための総合イベント開催

◆ ★ コンテンツ・エンターテインメント都市づくり推進事業（海外展開） 34,092 経観文
アジア・欧米ビジネスの出口戦略検討、海外に向けた戦略的な広報、外国企業等によるシンポジウムの開催等

アジアフォーカス・福岡国際映画祭 58,829 経観文
日本初公開の優れたｱｼﾞｱ映画の上映とゲストとの交流等 （市民）

★ アジアフォーカスブランド力強化等施策 16,600 経観文
映画祭について、ｱｼﾞｱ太平洋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙと合同のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの開催及び広範囲なﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動等 （市民）

フィルムコミッション事業 4,016 経観文
国内外の映画、テレビドラマ、ＣＭ等の撮影に対する支援・協力 （市民）

★ フィルムコミッション海外業務拡充 4,279 経観文
海外ロケの積極誘致と、映像制作者への対応充実のため、語学力と専門的見識を有する嘱託員を配置 （市民）

企業立地促進制度の実施 40,000 経観文
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「立地交付金」を交付

外国企業誘致推進事業 33,967 経観文
ＩＴ・半導体・デジタルコンテンツ・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

★ 福岡・釜山共同開催会議（BRIT）支援事業 3,600 経観文
過渡期の国境領域学会（BRIT）の開催に合わせて、市民参加のシンポジウム等を開催

福岡・釜山コンテンツビジネス交流事業 2,450 経観文
福岡・釜山における、ゲーム・デザイン分野でのビジネス交流、クリエーターを目指す学生を対象にした相互交流

○コンテンツ・エンターテインメント都市づくり推進事業

○海外展開イメージ

　
　コンテンツによる国際市場への展開を目指
すため、海外の企業や関連団体と交流を図
るとともに情報発信を行う。

　○アジア･欧米ビジネスの出口戦略検討
　○海外に向けた戦略的な広報
　○外国企業等によるシンポジウムの開催
　○国際地域ベンチマーク協議会への参加

■コンテンツ産業の振興と海外展開を図るとともに、コンテンツを活かしたまちの賑わいづくりを推進する。

○コンテンツ・エンターテインメント都市づくり会議（仮称）の設置
　 　映画、アニメ、ゲーム、音楽、ファッションなどコンテンツ
　 を包括的に捉え、異業種間の交流・連携を促進し、取組み
   の充実・強化を図るため、新たな推進体制を構築

○コンテンツ・フェスタ（仮称）の開催
 　　「コンテンツのまち・福岡」を内外に広くＰＲする先導的な
   事業としてコンテンツ総合イベントを開催。

○中高生等を対象としたゲームセミナーの開催

地場企業
の育成   エンター

テインメント
    都市

海外展開 企業誘致

PR・集客

雇用拡大
税収拡大

コンテンツ産業
★福岡市の成長
　 エンジンとなり
    うる産業
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

福岡ファッションブランド推進事業 17,975 経観文
福岡のファッション産業振興のため、業界、商工会議所、行政で設置した推進会議を支援

海外駐在員ビジネス連携推進 4,590 経観文
本市上海事務所を拠点としたシティプロモーション、海外企業誘致活動および地場企業支援等

アジアビジネス促進・支援事業 3,550 経観文
商談会の開催、ﾐｯｼｮﾝの派遣・受入等、地場中小企業の海外展開を支援

★ 福岡フードビジネス推進事業 8,864 経観文
安全で美味しい地元の食品を、成長するアジア市場に売り込むため、各社商品の「定番ブランド化」を推進

ボルドー姉妹都市締結３０周年ビジネス交流 18,990 経観文
姉妹都市締結３０周年を記念した、ボルドー市との経済分野における相互交流事業の実施

福岡・釜山経済交流事業 7,832 経観文
経済協力事務所の相互設置等、釜山広域市との「超広域経済圏」形成に向けた協力事業の推進

★ 日韓映画交流事業（韓流シネマ大作戦） 6,000 経観文
福岡・釜山間で日・韓映画ビジネス交流のためのテストスクリーニングを実施

★ 上下水道分野における国際貢献展開事業 7,496 道路下水
国際イベントに出展して、本市の上下水道分野の優れた技術のＰＲ及び人的ネットワークを形成 水道

② 中小企業の競争力・経営基盤の強化

商店街活力アップ事業 22,818 経観文
商店街が行う活力アップ活動への助成、商店街活力アップ講座、商店街空き店舗等再生事業等の実施

★ 商店街における魅力ある核店舗創出事業 2,798 経観文
魅力ある「核店舗」を創出し、その手法を共有することで商店街全体を活性化

コミュニティビジネスの振興 6,438 経観文
コミュニティビジネスを振興するセミナーやイベントの開催、相談窓口の設置等

商工金融資金　 121,226,000 経観文
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）　 2,544,044 経観文
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

就労相談窓口事業 55,027 経観文
各区に若者や中高年を対象とする、個別相談、セミナーの開催、求人企業の紹介を行う窓口を設置

★ ハローワーク機能の設置 3,000 経観文
「ジョブポータルふくおか」内などにハローワークの職業紹介サービスを付加し、就労支援と一体的に実施

就活支援プラザ事業 16,488 経観文
新卒者等の就職活動及び地場中小企業の求人活動の支援を福岡商工会議所との共同により実施

★ 大学就活支援キャラバン事業 9,895 経観文
地元企業の会社情報・採用情報を直接学生に届けるため大学と連携した説明会等を実施

★ 地元ゲンキ企業就職情報発信事業 6,783 経観文
地元企業の会社情報・採用情報の収集を行い、地元企業の魅力を発信

★ 中高年雇用促進事業【再掲】 87,035 経観文
企業・事業者へ奨励金を交付し、中高年求職者の雇用を促進
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

正社員チャレンジ応援事業【再掲】 4,527 経観文
デジタルコンテンツクリエーター育成事業による正社員就職への支援を福岡県との共同で実施

★ ICTクリエーター育成事業【再掲】 5,760 経観文
フリーター等を対象に情報関連産業で活躍できるアプリ開発者養成講座を開設し正社員就職を支援

③ 創業支援

インキュベート事業 147,218 経観文
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）
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管

① 陸の玄関口・博多駅

博多駅再整備事業 36,940 住宅都市
博多駅の交通結節機能の強化や回遊性の向上、駅周辺の交通円滑化の検討等

博多駅駐車場用地活用検討 1,125 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

② 海の玄関口・博多港

クルーズ客船誘致事業 26,788 港湾
クルーズ客船誘致，客船受入体制の充実（岸壁～国際ターミナル，箱崎ふ頭～天神までの連絡バス運行等）

◆ 中央ふ頭整備事業 44,000 港湾
クルーズ客船の寄港拡大に伴うターミナル機能や物流機能の再編等について検討

博多ふ頭整備事業 147,710 港湾
ベイサイドプレイス入口交差点改良工事、ウォーターフロント地区における賑わいや回遊性の向上

事業名

（３）国際ビジネス拠点の基盤整備
  ○クルーズ客船やコンテナ取扱量の急増などによる人的・物流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。
○都心部の回遊性を強化する公共交通についての検討や生活交通確保への取組みなどにより，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，健康・医療・福祉分野などの研究開発・ビジネス拠点の
　形成を図ります。
○基盤整備や第二産学連携交流センターの整備などにより，九州大学学術研究都市のアジア，世界に
　おける「知」の拠点化を進めます。
○都心部において，民間活力を引き出しながら，都市開発の誘導・支援や規制緩和を進め，国際競争力
　の強化を図ります。

中央ふ頭地区におけるクルーズ客船への対応強化の検討 44,000千円

■拡大するアジアクルーズ需要に対応し、中央ふ頭地区において海の観光ゲートウェイづくりを
   進めていく

○ターミナル機能の再編
  中央ふ頭地区において、クルーズターミナルの整備を含めた
　 受入体制の充実・強化について検討を行う。

○物流再編の検討
   クルーズ客船への受入体制の充実・強化に伴う、中央ふ頭地区
　 における物流機能の再編等について検討を行う。

アジア 大級のクルーズ客船
（ﾎﾞｲｼﾞｬｰ・ｵﾌﾞ・ｻﾞ・ｼｰｽﾞ）

新たなクルーズ客船
（ｸﾗﾌﾞ・ﾊｰﾓﾆｰ）

　 博多港においては、新たな韓国クルーズ客船の寄港（２月）や、
アジア 大級のクルーズ客船の寄港（６月）が予定されるなど、
平成２４年の外航クルーズ客船寄港数は７４回が見込まれる。
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

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

◆ 箱崎ふ頭整備事業（国際・国内ROROターミナル関係） 334,000 港湾
国際・国内ＲＯＲＯターミナルと鉄道ターミナルのアクセス向上に向けた臨港道路の整備

博多港港湾計画等検討 26,450 港湾
博多港港湾計画の変更に向けた検討、博多港景観計画の検討、経済効果調査等

★ ヨットハーバー検討委員会運営事業 6,537 港湾
外部を交えた検討委員会を設置し，今後のあり方を協議・検討

③ 空の玄関口・福岡空港

空港推進事業 13,905 経観文
平行誘導路の二重化を促進するとともに、滑走路増設に関する調査結果等を踏まえ、空港能力向上のための検討を推進

★ 航空ネットワーク企画事業 4,945 経観文
福岡空港利用圏における国内外の需要動向等調査

④ 総合交通体系の確立

都心部とウォーターフロントとの交通アクセス強化 4,500 住宅都市
都心部とウォーターフロントとのアクセス強化のため、来訪者にもわかりやすい公共交通の検討

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
都心部の交通環境の改善に向け、市民・企業・交通事業者・行政が連携した交通施策の検討

箱崎ふ頭地区における「東アジア海上高速グリーン物流」の実現 334,000千円

■国際・国内ROROターミナルと鉄道ターミナルのアクセス向上に向けた臨港道路の整備

　【国際・国内ROROターミナル】

・アジア域内物流の拡大に対応し、環境面にも配慮し
た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の拠点として、国際・国内
ROROターミナルや関連する臨港道路を整備。

・また、「国際戦略総合特区」を活用した規制緩和な
どに取組み、スピーディーで低コストかつ環境負荷の
少ない物流網を構築し、「東アジア海上高速グリーン
物流」の実現を目指す。

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

JR貨物ターミナル
【国内輸送第5位】

国内RORO

東京定期航路

鉄道

上海定期航路

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

JR貨物ターミナル
【国内輸送第5位】

国内RORO

東京定期航路

鉄道

上海定期航路
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

◆ ★ 総合交通体系の検討 8,000 住宅都市
利用者（市民・来訪者）にとって分かりやすく使いやすい、公共交通体系の検討

東部地域における幹線道路計画等の検討 59,300 住宅都市
アイランドシティへの自動車専用道路の早期導入に向けた都市計画決定・環境影響評価手続き

東部地域における鉄道計画調査 7,500 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

生活交通支援事業 55,534 住宅都市
公共交通空白地での代替交通運行助成（今宿姪浜線、板屋脇山線、志賀島島内線、脇山支線、金武橋本線）

生活交通条例関連経費 2,000 住宅都市
公共交通不便地等における、地域が主体となった公共交通の検討に対する助成

地域における公共交通の利便性向上 11,500 住宅都市
外環状道路を活用したバス路線において、公共交通の利用促進を図るための広報を実施

アイランドシティ関連道路整備 2,024,000 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

★ アイランドシティへの自動車専用道路の導入 48,600 道路下水
アイランドシティへの自動車専用道路の早期導入に向けた調査・検討

西鉄天神大牟田線連続立体交差事業（雑餉隈駅付近） 2,556,237 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〔Ｈ３２高架切替予定〕

主要放射環状道路の整備 3,611,198 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

公共交通支援関連道路の整備 387,000 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 53,000 道路下水
鉄道駅の駅前広場の整備（竹下駅西口広場）

総合交通体系の検討 ８，０００千円

○公共交通を主軸とし、多様な
　 交通手段が相互に連携した
   総合交通体系の確立に向けた
   検討を行います
 

○交通事業者等と十分に連携
   し、利用者（市民・来訪者）に
   とって分かりやすく使いやすい
   公共交通体系の実現に取り
   組みます

■誰にでも分かりやすく使いやすい公共交通により、「歩いて出かけたくなるまち」を目指す

＜現状＞

＜あるべき姿のイメージ＞

・来訪者にとっても使いやすい公共交通
・公共交通相互の乗り換えが便利
・生活に身近な公共交通を確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・鉄道とバスの乗り換えが分かりにくい
・公共交通の路線の多くが都心を経由
　するネットワーク
・郊外部の公共交通が不便な地域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等の課題 ・公共交通ﾈｯﾄﾜｰｸのあるべき姿

 ・実現に向けて取り組むべき施策

「歩いて出かけたくなるまち」
を目指します

54



★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

直轄工事費負担金 689,000 道路下水
国道３号博多バイパス等の建設に係る負担金

福岡都市高速道路の整備 366,000 道路下水
5号線福重ジャンクション部の建設工事に係る出資金及び貸付金（都市高環状線誕生）

地下鉄七隈線延伸事業 397,000 交通
地下鉄七隈線の天神南～博多駅間の延伸について、早期着工に向け、調査・設計や必要な手続きの実施

九大病院前地下通路整備工事 416,000 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」の全国相互利用 505,000 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を推進

⑤ アイランドシティ

住宅市街地総合整備事業（アイランドシティ） 349,193 住宅都市
アイランドシティの良好な住宅市街地形成を促進するため、民間事業者の住宅整備に対する支援を実施

アイランドシティの基盤整備 4,515,253 港湾
アイランドシティの土地造成、道路整備、泊地浚渫等

海上遊歩道整備 148,638 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

先導的産業集積等推進事業 6,018 港湾
ふくおか健康未来都市構想の推進，産業誘致

コンテンツ教育･研究･産業等拠点形成検討経費 12,552 港湾
コンテンツに関する高度人材育成・研究開発拠点機能等の形成に向けた検討

◆ ★ アイランドシティ・まちづくり情報発信センター事業 51,561 港湾
公・民・学の連携による情報発信や地域主体のまちづくりの拠点となる「まちづくり情報発信センター」の設立・運営

アイランドシティ・まちづくり情報発信センター事業 51,561千円

【情報発信機能】 【まちづくり機能】

○地域拠点のあり方検討
　
まちづくり情報発信センター、学習や図書などの文化機能等が併設されたまちづくり拠点の設置を検
討する。

■公・民・学連携拠点の設置と組織的活動により、アイランドシティの情報発信・魅力づくりを進める。

○まちづくり情報発信センターの設立・運営
　

公・民・学が連携しながら、アイランドシティの
情報発信をおこなう拠点を設置し、魅力的な
モデル都市を形成していくための先導的取組
みを実施するもの。

【情報発信機能】
模型やパネル、映像等を利用した事業説明
等。

【まちづくり機能】
公・民・学連携による実証実験・イベントの企画・
実施、コーディネート等。
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ環境共生都市づくり推進経費 3,705 港湾
先進的な「環境共生を実感できるまち」の実現に向けた取組

スマートハウス・プロジェクトの推進【再掲】 15,988 環境
スマートハウス常設展示場（アイランドシティ中央公園内）の整備、運営（4月～一般公開開始）

★ アイランドシティ・スマートコミュニティ整備計画の策定【再掲】 5,000 環境
電気や熱などのエネルギーをアイランドシティ地区で面的に利用するシステムを構築するための計画策定

★ 野鳥公園整備検討【再掲】 5,000 環境
アイランドシティに整備予定である野鳥公園の基本計画策定に向けた検討

アイランドシティ関連道路整備【再掲】 2,024,000 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

★ アイランドシティへの自動車専用道路の導入【再掲】 48,600 道路下水
アイランドシティへの自動車専用道路の早期導入に向けた調査・検討

⑥ 九州大学学術研究都市

産学連携交流センター運営【再掲】 21,428 経観文
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

研究開発拠点形成促進事業（ＩＳＩＴ機能強化）【再掲】 36,174 経観文
研究開発拠点の形成に向け、ＩＳＩＴの産学連携機能や有機光エレクトロニクス研究を強化

研究開発拠点形成促進事業（第二産学連携交流センター整備）【再掲】 199,526 経観文
産学連携交流センターの機能・規模を拡充した第二産学連携交流センターを整備

研究開発拠点形成促進事業（有機光エレクトロニクスの実用化促進）【再掲】 30,000 経観文
先端研究成果を産業界に橋渡しする有機光ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ産学連携実用化基盤ｾﾝﾀｰ（仮称）の運営に参画

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

移転に伴う西部地域のまちづくり 2,272 住宅都市
元岡・桑原地区の地元まちづくり活動への支援、インフラ整備に係る調整・検討等

移転跡地のまちづくり 12,931 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利用に関する将来ビジョンの検討

伊都土地区画整理事業 2,408,657 住宅都市
事業期間：9～25n　施行面積：130.4ha　道路整備、物件移転補償等

九州大学移転関連道路の整備 1,193,000 道路下水
九州大学移転先へのアクセス道路の整備

⑦ 都心部のまちづくり

都心のまちづくりの推進 23,085 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

大浜地区住環境整備事業 464,932 住宅都市
大浜地区の居住環境の整備・改善を行うため、住宅地区改良事業及び住宅市街地総合整備事業を実施

住宅市街地総合整備事業（春吉二丁目） 30,971 住宅都市
春吉二丁目における、狭隘道路の拡幅や、小広場の整備等による密集住宅市街地の改善
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

◆ 都心部の国際競争力強化（特定都市再生緊急整備地域） 14,329 住宅都市
九州・アジアの交流拠点である、都心部の国際競争力の強化を官民一体で推進

都市再生の推進 16,581 住宅都市
都心部のまちづくり支援、地下鉄３号線延伸に伴う沿線まちづくりの検討等

拠点文化施設検討経費【再掲】 15,500 経観文
拠点文化施設（市民会館）の基本計画策定に向け、施設概要、運営、整備場所、事業手法などを検討 （市民）

★ 須崎公園再整備事業【再掲】 18,000 住宅都市
須崎公園や拠点文化施設等が一体となった、魅力的なまちづくりに資する再整備計画の検討

香椎駅周辺土地区画整理事業 3,900,664 住宅都市
事業期間：11～30n　施行面積：20.7ha　道路整備、物件移転補償、中心市街地活性化支援等　

都心部の国際競争力強化（特定都市再生緊急整備地域） １４，３２９千円

◎官民協議会（H24.3設置予定）★国,市･県,開発事業者等で構成

◎整備計画（H24年度策定予定）★都市再生の計画を策定

◎地域指定（H24.1指定）
　★全国7都市11地域中の１地域

　■九州・アジアをつなぐ交流拠点となる『福岡都心地域』の国際競争力強化

「特定都市再生緊急整備地域」の国指定を受けた『福岡都心地域』において、国の重点的な支援
を受けながら、民間の都市開発や拠点インフラ整備を推進し都市再生に官民一体で取り組みます。

事
業
実
施

整備計画を策定し
国際競争力強化
を官民一体で推進

官民協議会

市・県
国 民間

事業者
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管

① 効率的な市役所の実現

電子市役所の運用・拡充 78,585 総企
財務会計・庶務管理・電子申請システム等の運用、情報化に関する調査・研究

創意工夫・改善推進経費 5,238 総企
各職場での改善改革事例の情報共有、表彰、経費援助

総務事務センター運営業務委託 48,886 総企
職員の給与関係事務等の内部管理業務を民間企業等に委託

★ 大都市制度の調査検討 1,800 総企
福岡市が目指すべき大都市のあり方について基本的な方向性を調査検討

「稼ぐ都市」新規財源掘り起こし事業 7,200 財政
公有財産の有効活用など効果の高い財源確保の手法を検討・実施

★ 本庁舎警備業務民間委託 44,286 財政
本庁舎の警備業務を民間委託化

適事業手法検討経費 8,504 財政
大規模建築物の建替え等にあたり、財政負担の軽減や平準化に繋がる 適な事業手法を検討

公共工事の品質確保の推進 39,890 財政
公共工事における「総合評価方式」の推進等

電子納税システム運用開始 6,297 財政
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運用開始（24年4月予定）

★ （仮称）郵送請求・照会回答センター関連経費 15,783 財政
各区で行っていた税務証明に係る郵送請求受付交付事務等を財政局に集約し、民間委託を導入

区役所窓口サービス改善事業 19,449 市民
区役所窓口における異動手続きを簡素・迅速化するためのシステム導入等

★ 区役所駐車場有効活用（西区役所） 48,339 市民
家庭動物啓発センターの敷地の一部を活用し、市民センター駐車場及び区役所駐車場を再整備

事業名

○行財政改革等
○最少の経費で最大の効果を発揮できるよう，適正な組織体制の構築，アセットマネジメントの

　推進，民間委託，民営化や官民協働による取組みを進め，効率的な市役所の実現に努めます。

○インターネットを利用した動画配信やデジタルサイネージなど，多様な広報媒体を活用し，市民の

　視点に立った分かりやすい情報の提供を進めます。

○福岡市の将来の方向性を定める新たな基本構想，基本計画を策定します。

その他の重要な取組み
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24N予算額 所管事業名

◆ コンビニエンスストアにおける証明書自動交付 21,288 市民
「住民票の写し」「印鑑登録証明書」等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運用経費等

◆ ★ 住民基本台帳カード普及キャンペーン 67,459 市民
「住民票の写し」等のコンビニ交付の利用を推進するため、住基カードの交付手数料を無料とするキャンペーンを実施

★ 総合図書館業務システム更新・機能強化 43,662 教育
図書館業務システムの更新、携帯版蔵書検索及びスマートフォン機能対応

アセットマネジメントの推進
庁舎管理営繕維持補修 257,371 財政

市庁舎の維持補修工事を実施

西部工場整備 458,633 環境
工場の寿命を２５年から３５年へ延命させるための機能維持対策工事の実施

海づり公園施設維持補修事業 19,169 農水
海づり公園施設（桟橋、床版、手摺等）の維持補修工事を実施

躯体等長寿命化工事 1,038,306 住宅都市
既設市営住宅の長寿命化を目的とした、予防保全的な維持管理や耐久性向上に資する改善等

公園再整備事業【再掲】 1,359,925 住宅都市
公園再整備計画に基づく街区公園等の再整備、大規模公園の施設更新

道路施設のアセットマネジメント推進事業 304,000 道路下水
橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁の補修及びその他道路施設の計画的な補修

河川管理施設のアセットマネジメント 335,420 道路下水
河川管理施設の計画的な点検調査及び適切な時期に修繕、更新することにより、ライフサイクルコストを削減

護岸補修整備事業 78,446 港湾
箱崎ふ頭北１号護岸が、築後38年を経過し、陥没等頻発し危険なため、土砂吸出し防止工事を実施

学校校舎等大規模改造事業【再掲】 1,920,006 教育
老朽化した校舎等の改造を実施

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自動交付 コンビニ交付利用イメージ
○住民基本台帳カード普及キャンペーン

＜対象の証明書＞
○住民票の写し
○印鑑登録証明書
○戸籍証明書
○戸籍の附票

＜無料キャンペーン期間＞
平成24年8月～平成25年1月末（予定）

　
　市民の利便性向上のため，住民票等の
コンビニエンスストアにおける証明書自動
交付を開始する。また，交付に必要な住
基カードの普及のため，交付手数料を無
料とするキャンペーンを実施する。

財団法人地方自治情報センターHPより抜粋
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24N予算額 所管事業名

② わかりやすい情報提供

★ 公衆無線ＬＡＮ環境整備【再掲】 34,792 市長室
公衆無線ＬＡＮの環境整備（地下鉄全駅、本庁舎１Ｆ・西広場など）

動画配信 13,608 市長室
YouTube等を活用した情報発信、映像コンテンツ制作

デジタルサイネージ活用推進 19,975 市長室
デジタルサイネージを活用した情報発信に向け、市政情報等コンテンツを整備

スポットＣＭ 39,354 市長室
市民に広く広報すべきテーマ等について、スポットＣＭを活用した情報発信

③ 総合計画の推進等

◆ 総合計画策定経費 27,571 総企
基本構想・基本計画の策定作業、実施計画の検討

★ 行政改革プラン 6,059 総企
次期行政改革プランの検討

★ 財政健全化プラン 3,000 財政
次期財政健全化プランの検討

総合計画策定経費 27,571千円

■新ビジョンの検討、データに基づく現状や課題などを踏まえ、将来の都市像、政策目標、施策、事業などを
　定めた、福岡市の総合計画（基本構想、基本計画、実施計画）の策定を進める。

　　　　基本構想の検討・策定

将来の都市像などを定める「基本構
想」を検討し、策定します。

　　　　基本計画の検討・策定

基本構想の実現に向け、政策目標や
施策を定めた10年計画である「基本
計画」を検討し、策定します。

　　　　　　実施計画の検討

基本計画の実現に向け、事業などを
定めた４年計画である「実施計画」を
検討します。

　　　　総合計画審議会の運営

総合計画の審議のため、行政機関や
団体の代表者、学識経験者などが委
員として参加する審議会を運営しま
す。
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管

① 東区のまちづくり

自治協議会の充実強化 200 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) 511 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、ボ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、リバ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 1,922 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 4,024 東区
交通安全、防犯、防災に関する安全安心マップの作成支援、防犯用品の購入等

地域の子育てネットワーク事業 1,187 東区
各校区毎の「子育て情報ガイド」の作成や障がいのある子と親のための地域の子育てネットワークづくり

健やかで住みやすさを実感できるまちづくり 3,106 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

◆ ★ 海の民「阿曇族」を知ろう事業（区魅力） 700 東区
古代東区の地に君臨していた海の民「阿曇族」に関する歴史読本の制作・配布

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

各区のまちづくり

海の民「阿曇族」を知ろう事業（区魅力） 700千円

○イメージ

■ミステリーとロマンあふれる海の民「阿曇族」を分かりやすく紹介した読み物を制作・配布する。
　　　》》》区民の郷土への関心と愛着を深め、東区の友好交流都市・長野県安曇野市との交流を促進する。

　※「阿曇族」とは、古代に志賀島を中心とした東区一帯の地に君臨し、大陸との交易などに活躍した一族。

阿曇族（あづみぞく）
　　　　　    　 は･･･
え～。そうなんだ。
安曇野へ行ってみたい
な。

○取り組みのねらい
　「阿曇族」は、東区にとって貴重な歴史
的遺産といえることから、広く区民に知って
もらうきっかけづくりとする。

○読み物・内容
・阿曇族は、どのような活躍をし、なぜ信州
　安曇野など全国に移り住んだのか
・小学校高学年でも理解できる挿絵入りの
　理解しやすい読み物
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

② 博多区のまちづくり

◆ 博多ライトアップウォークの推進 10,000 博多区
博多の夜の魅力を創出し、観光客の滞在時間の延長及び宿泊拡大を図るため、「博多ライトアップウォーク」を開催

地域密着型の集客・まちづくり事業 4,753 博多区
企業や地域住民と連携し、「来街者と地域住民の両者が潤うまちづくり」の理念のもと、集客・まちづくり事業を展開

★ （仮称）辻堂口門（つじのどうぐちもん）建設事業 78,000 博多区
（仮称）承天寺道路に、博多の歴史の「シンボル」、観光客を呼び込む「ウェルカムゲート」として（仮称）辻堂口門を建設

公園内の違法駐輪対策事業 8,442 博多区
区内9箇所の都市公園内における違法駐輪に対する街頭指導

放置自転車対策・駐輪場案内啓発事業 3,442 博多区
放置自転車対策として路面シートやチラシの貼付、街頭指導員による指導

博多駅周辺の放置自転車対策 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

博多区コミュニティ防犯推進事業 1,319 博多区
地域の防犯力向上に向けた、安全安心マップの作成に関する支援、防犯キャンペーンを開催

★ 博多市民センターキャリア教育講座 982 博多区
小・中学生、高校生等の勤労観・職業観を育て、健全育成を図ることを目的とした講座・講演会を実施

博多ライトアップウォーク 10,000千円

　■博多の寺社などを幻想的に照明し、魅力的な景観を演出する「博多ライトアップウォーク」を開催する。
　　 博多の夜の魅力を創出することで、観光客の滞在時間の延長及び宿泊客増を図る。

○博多ライトアップウォーク２０１２

①エリアの拡大
　寺社や商業施設等の会場を追加することにより、エリア
拡大を図り面的な広がりをつくる。

②新たな魅力の創出
　寺社を中心とした「静」のライトアップに加え、体験型の
「動」の魅力を創出し、新たな層の観光客に訴求する。

③広報活動の強化
　他都市への積極的ＰＲをするとともに、旅行会社と連携
した旅行商品開発等を検討する。

【東長寺 本堂・五重塔】

【承天寺　洗濤庭】【博多小学校　ｽﾀｰﾄﾞｰﾑ】

Ｈ２３実施状況

回遊性・集客力の向上
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

③ 中央区のまちづくり

中央区まちあるき推進事業 2,230 中央区
歴史・文化等を活かした「まちあるきマップ」を作成し、都心部の回遊性を向上

福岡城さくらまつりPR推進事業 301 中央区
福岡城さくらまつり、おおほりまつりの各種ＰＲの実施

人と自転車が共生できるまちづくり事業 14,052 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

乳幼児子育て安心事業 2,281 中央区
母子何でも相談、ちょっと気になる子の子育てサポート事業、育児力向上応援セミナーの開催等

◆ ★ ちょこっと歩いて脳活生活 446 中央区
ちょこっとウォーキングを活用した認知症予防教室の実施

★ 「美容行為による健康被害防止」啓発事業 717 中央区
まつげエクステンションによるまぶたの腫れなどの健康被害を未然に防ぐための啓発活動の実施

「食の安全・安心」推進事業 1,072 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等

地域コミュニティ活動活性化支援事業 989 中央区
地域との共働による自治協議会・町内会等の活動の活性化、広報力の充実支援

地域防犯対策事業 1,907 中央区
出前講座による防犯意識啓発、街頭犯罪防止啓発物の設置、校区防犯パトロールの支援等

ちょこっと歩いて脳活生活 446千円

■ちょこっとウォーキングを活用した認知症予防セミナーの開催
　　　　》》》自ら健康づくりに取り組み、元気に長生きできるために…

ちょこっと歩いて脳活生活

　セミナーの内容
　●知って得する　認知症予防講話
　●やって満足　運動実技
　　　　　　　　　　　　　　　など
　　＊年6回開催

中央区ウォーキング推進
マスコットキャラクター毎日の生活に取り入れて認知症を予防しましょう

認知症予防には
有酸素運動が効果あり！

ちょこっとでも運動を積み
重ねることが元気の素！

1回5分
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N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 893 南区
那珂川川下り大会の開催など、水辺を活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

南区子育て支援推進事業 411 南区
子育て世帯に対して、ハンディタイプの「南区子育て情報マップ」を作成・配布

元気っ子を育む公園整備事業 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
校区独自で取り組む地域防犯活動を支援し、安全で安心な住みよいまちづくりを推進

九大大橋キャンパスとのまちづくり事業 950 南区
九州大学と連携し、大学の持つ人材や知的財産を南区のまちづくりに活かすプロジェクトを共同研究

◆ ★ 南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業 646 南区
地域福祉ソーシャルワーカー・モデル事業と連携し、高齢者を地域全体で支えるネットワーク・支援体制づくり

「桧原桜賞」事業 3,400 南区
桧原桜のエピソードをもとにした、短歌の募集

南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業 ６４６千円

地域が自主的に取り組む高齢者支援のための取り組みを，区役所と社会福祉協議会等が連携して
　サポートし，高齢者を地域で支えるネットワークづくりを進めます。

○ 保健福祉局の「地域福祉ソーシャルワーカー・モデル
事業」と連携・協力し，区内でも高齢化率の高い２
つの校区で以下の支援を行います。

【主な支援内容】
・ワークショップ，研修会等の開催
・各種団体，協力機関等との調整
・その他必要な支援

　

少子高齢化，核家族化の進行，高齢者のみの世帯の増
加，見守り・支援活動者の不足など・・・

孤独死、地域での孤
立、将来への不安

区・社会福祉
協議会等

地域住
民等

地域が抱える課題
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

⑤ 城南区のまちづくり

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり 250 城南区
認知症理解啓発講演会の開催等

油山の魅力発信・ハチクマウォッチング 922 城南区
油山の季節の情報発信や魅力カレンダーの作成、ハチクマウォッチングの開催等

大学のあるまちづくり 1,155 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・行政が連携して魅力的なまちづくりを推進

地域を支える人材発掘・育成支援事業(城南区) 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) 4,485 城南区
団塊世代等の高齢者を対象に、ボランティア活動への斡旋等を行い、生きがいづくりや地域課題解決等の支援を実施

◆ 城南区子育て応援メルマガ事業 999 城南区
乳幼児の保護者等を対象とした子育て情報携帯向けメールマガジン「子育てにっこりんメール」の配信

城南区サブウェイダイエット事業 821 城南区
若年・勤労世代への通学・通勤ウォーキング、駅構内階段利用のＰＲ

防災対策事業(城南区) 1,910 城南区
防災リーダー養成による地域防災力の向上、ハザードマップ等を活用した避難ガイドブックの作成

安全安心のまちづくり(城南区) 1,910 城南区
校区で実施する防犯対策活動の支援等

城南区振興事業(土木関連) 15,000 城南区
緊急を要する道路等の維持補修及び交通安全施設の新設等

城南区子育て応援メルマガ事業 ９９９千円

○タイムリーな子育て情報を配信
　　携帯向けメールマガジンという子育て世代に
　親しみのあるツールで、行政と保護者が直接的な
　接点をもち、子育て情報や子育て支援の施策
　情報を一本化してタイミングよくダイレクトに配信
　する。
　　核家族や転入世帯の増加等により孤立化
　している子育て世帯の不安や負担を解消する
　ことを目的としたもの。

○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、主に城南区で行っている子育て関連
　教室のスケジュール等。

　■０歳～３歳０か月の子どもの保護者を対象に、月齢に応じた子育て情報や子育て支援の施策情報を
　配信する携帯向けメールマガジン「子育てにっこりんメール」　～安心して楽しく子育てができますように～
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

⑥ 早良区のまちづくり

◆ ★ 観光資源の可能性検討経費 3,000 早良区
早良区において本市の魅力を高める観光資源を検討

魅力づくり事業 14,222 早良区
さわらの秋、室見川灯明まつり、自治協活動、自主防犯活動等の支援

校区安全・安心まちづくり推進事業 2,594 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

放置自転車対策にかかる街頭指導業務 8,754 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 1,883 早良区
発達障がいの子と親のための子育て交流サロン、虐待防止に関する講座、リーフレットの配布等

シニアのための知恵袋 1,238 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、啓発イベントの開催

働きざかりの健康づくり 778 早良区
勤労世代の健康づくりを応援する登録店舗における情報発信、地下鉄構内での啓発等

3,000千円観光資源の可能性検討

早良区南部地域の隠れた観光資源を発掘し、魅力を高めることにより地域活性化を図る。
》》》豊かな自然を都市の新たな魅力として磨き「人と環境と都市が調和のとれたまちづくり」を推進

○早良区南部地域の観光資源の調査

○観光資源の可能性検討

　　　　　　　　　　<<早良区南部地域>>

●福岡市中心部から車で３０分

●脊振山系や、野河内渓谷、花乱の滝、坊主ヶ滝な

ど豊かな自然と景勝地を有する。集客・交流プログラム

基盤整備

情報発信

経済効果

マーケティング

集客・地域活性化

　早良区南部地域の豊かな自然は、コンパクトシティ
を目指す福岡市にとって、重要な観光資源の一つで
す。地域活性化を図るため、南部の自然や隠れた地
域資源などの調査を行います。

 　集客拠点としての潜在価値が見込まれる脊振山系
や、野河内渓谷などの観光資源としての可能性の検
証、集客効果を高めるための方策の検討を行います。

付加価値化
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★：新規事業　◆：特筆事業　
24N予算額 所管事業名

⑦ 西区のまちづくり

地域防犯力の強化推進事業 3,851 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

地域の自治力強化に向けた校区支援事業 1,080 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等

市街化調整区域における活性化方策検討事業 2,067 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等の活性化策を検討・支援

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

西区まるごと博物館構想推進事業（区魅力） 2,506 西区
西区の宝である自然、歴史、文化等地域資源と地域の魅力づくり活動の担い手である人的資源の保存育成

西区食育推進事業（周知から実践への食育の推進） 2,459 西区
啓発資料作成、出前講座・料理教室の実施等、乳幼児から成人期に加え、高齢者を対象とした食育事業を実施

◆ ★ 西区子育て応援「いろんなママ集まれっ！」母子保健事業 613 西区
若年・高齢・多胎児出産や初産で産後２～３ヶ月の母親へ育児不安軽減、孤立化防止のため母子保健事業を実施

安心して生み育てられる環境づくり ６１３千円

◇ヤングゥーママ★集まれっ！
20歳前後でママになった人（妊婦さんもOK）の交流会
年4回開催（６，９，１２，３月）

◇アラフォーママの子育て教室
40歳前後でママになった人を対象とした子育て教室
年2回開催（8月、3月）

◇ふたごちゃんの集い
多胎児の母親を対象とした集い
年1回（秋頃）開催

■西区　子育て応援　”いろんなママ集まれっ！”　母子保健事業
　　　　ヤングママ、アラフォーママ、ふたごちゃんママ、ほやほやママを対象の集いや教室の開催

◎西区では多様なニーズにもとづいて若年妊産婦、高齢初産婦、多胎児の母親、産後２～３ヵ月の初産婦を対
象に母子保健事業を実施します。集いや教室を通して、育児不安の軽減や同じ悩みを持つママ同士が知り合
うきっかけづくりを行ないます。

　初めての育児は心配なことばかり。。。
そんなとき、同じ月齢のこどもを持つ母
親同士、話すだけで悩みが解決すること
も。ママ達とお話ししながら、子育てにつ
いて学んだり、相談したり出来る教室で
す。産後２～３ヵ月の初産婦と児を対象
に毎月開催します。

昨年度の試行で
参加者の約８割
が育児不安の軽
減に繋がったと回
答しています。

◇ほやほやママの子育て教室

ヤングママ

ふたごちゃん

安心して生み育てられる環境づくり
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24N予算額 所管

中高年雇用促進事業 87,035 経済
企業・事業者へ奨励金を交付し、中高年求職者の雇用を促進

公共施設障がい者アート事業 5,500 財政
障がい者に対する理解や共感を広めるため、公共施設において障がい者アートを展示

障がい児通所支援体制整備（児童福祉法改正） 24,670 こども
児童福祉法改正等に伴う障がい児通所支援の実施にあたり、相談体制の整備などを実施

重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業 1,743 保福
重度障がい者等の入院時の病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図るためコミュニケーション支援員を派遣

在宅酸素療法者に対する電気料助成事業 15,988 保福
在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障がい者等に対し、酸素濃縮器の使用にかかる電気料金の一部を助成

安心情報キット配付事業 15,853 保福
ひとり暮らし高齢者など地域での見守りや災害時に支援が必要な方へ、緊急連絡先等の情報を保管する専用キットを配付

介護支援ボランティア事業 9,669 保福
高齢者の社会参加・介護予防促進のため，介護保険施設等におけるボランティア活動への支援の仕組みづくり

市民後見人養成事業 6,822 保福
認知症高齢者等の増加に伴う成年後見人の新たな担い手として、市民後見人を養成

サービス付き高齢者向け住宅登録制度推進経費 660 住宅都市
バリアフリーなど一定の基準を満たす、サービス付き高齢者向け住宅の登録推進等

南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業【再掲】 646 南区
地域福祉ソーシャルワーカー・モデル事業と連携し、高齢者を地域全体で支えるネットワーク・支援体制づくり

市営住宅高齢者等住替え促進事業 6,360 住宅都市
上階層の高齢者世帯、低階層の若年者世帯、間取りに対して入居人数が適合していない世帯等の住替を促進

市営住宅ユニバーサルデザイン推進事業 63,424 住宅都市
既設市営住宅の共用階段への手すり設置や、屋外共用部分の段差解消等

生活道路の再整備 70,000 道路下水
バリアフリー重点整備地区など利用者の多い生活道路を再整備し、安心して利用できる道路空間を確保

ユニバーサルシティ福岡の実現に向けた公共交通支援 12,500 道路下水
バス利用者のための公共によるバス停上屋・ベンチの設置検討及びモデル事業の実施

地下鉄駅券売機の4カ国語化事業 42,000 交通
地下鉄全駅の券売機について、現行の２カ国語（日・英）対応から４カ国語（日・英・中・韓）対応に拡大

中学生のためのキャリアデザイン啓発事業 300 市民
中学生に対し、男女共同参画の必要性や将来のキャリア形成の充実に向けた出前講座（セミナー）を開催

事業名

平成24年度　新規事業
１３６事業

（１）誰もが活躍できるまちづくり １８事業
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24N予算額 所管事業名

女子学生のチャレンジ支援事業 1,000 市民
女子大生を対象に、キャリアプランの重要性を学ぶセミナーを、女子大生自らが企画・運営

だれもが活き活きと働けるダイバーシティ推進事業 4,000 こども
企業におけるダイバーシティ（多様性の受容）の土壌づくりのため，研究会の設置、優良事例の紹介等

保育士就職支援研修 764 こども
離職した保育士有資格者に対し、保育現場への再就職を支援する研修会を実施

母子保健システム導入経費 80,924 こども
乳幼児健診等様々な母子保健事業の情報を一元管理するシステムの構築及び児童相談システムとの連携

西区子育て応援「いろんなママ集まれっ！」母子保健事業【再掲】 613 西区
若年・高齢・多胎児出産や初産で産後２～３ヶ月の母親へ育児不安軽減、孤立化防止のため母子保健事業を実施

こんにちは赤ちゃんお祝い事業 10,644 こども
訪問時に赤ちゃん誕生のお祝い品を配付、及び母子手帳交付の際にマタニティマークを配付

子ども・若者活躍の場プロジェクト 2,135 こども
農業体験を通してニートなどの困難を抱える若者の立ち直り等を支援

ミニ・ふくおか 16,517 こども
小中学生を対象として、参加する子どもたちだけでまちづくりを疑似体験する「ミニ・ふくおか」を開催

中高生夢チャレンジ大学 10,781 こども
中高生の学校以外の学びや体験の場として「中高生夢チャレンジ大学」を開催

発達障がい児放課後等支援事業 20,335 こども
通常学級及び特別支援学級に通学する発達障がい児に、放課後等の活動の場を提供

博多市民センターキャリア教育講座【再掲】 982 博多区
小・中学生、高校生等の勤労観・職業観を育て、健全育成を図ることを目的とした講座・講演会を実施

子育て休日・夜間サポート事業 17,451 こども
虐待防止策強化に向けた、休日・夜間の相談支援や安全確認を行う体制の充実

障がい児通所支援体制整備（児童福祉法改正）【再掲】 24,670 こども
児童福祉法改正等に伴う障がい児通所支援の実施にあたり、相談体制の整備などを実施

福岡市らしい英語教育の推進 7,603 教育
英語によるコミュニケーション力の向上を図るため、小・中・高の児童生徒が日頃学習した英語を試す体験等の提供

グローバル　チャレンジ　イン　釜山 9,000 教育
釜山広域市の英語体験施設「釜山グローバルビレッジ」の夏期キャンプに中学生を派遣

アジア・ユース・教育フォーラム派遣事業 613 教育
釜山市で開催される「アジア・ユース・教育フォーラム」に市立高校生を派遣し、プレゼンテーション等を実施

市立高校国際教育の推進 2,803 教育
福岡女子高等学校国際教養科において、海外語学研修の機会を提供し、国際教育を推進

英語科教員等海外派遣研修 1,662 教育
英語科教員等の英語運用力・英語指導力・国際性の向上を図るため、海外派遣研修を実施

（２）健やかな子どもの育成

（３）教育力の向上

１１事業

９事業
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福岡・アジアしっとーと検定 4,000 教育
郷土やアジアに関する知識を楽しく学習し、身につけさせるための検定

ユニバーサルなまち実現プロジェクト 2,722 教育
市内小中高等学校から公募により11校を指定し、ユニバーサルなまちづくりの調査、点検、実践発表会等を実施

小学生読書リーダー活動推進事業 1,300 教育
小学生読書リーダー養成講座、リーダー認定証交付式等を実施

不登校児童生徒の保護者支援のためのネットワークづくり 1,260 教育
不登校支援に関して活動している民間の組織及び行政の関連部署のﾈｯﾄﾜｰｸの構築及び相談窓口の開設等

健康づくりセンター改修事業 5,956 保福
健康づくりセンターの機能再構築に伴う施設改修の実施設計費

慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防対策事業 3,348 保福
ＣＫＤ病診連携システムの構築や健診結果でＣＫＤリスクの高い人へ受診勧奨等を実施

働く世代への大腸がん検診推進事業 71,611 保福
節目年齢（40～60歳の5歳刻み）の市民に対し無料クーポン券等を送付し、受診勧奨を実施

ちょこっと歩いて脳活生活【再掲】 446 中央区
ちょこっとウォーキングを活用した認知症予防教室の実施

大規模スポーツ大会開催・誘致検討 21,934 市民
フルマラソン大会開催の検討、フィギュアスケート・グランプリファイナルの誘致

音サッカーから始めよう！ＵＣＦ計画！ 7,904 市民
「ユニバーサルシティ福岡」の実現に向けて、音サッカー教室、音サッカーイベントを実施

大相撲九州場所支援事業 2,840 市民
広報ＰＲ、市民との交流、観戦招待等を通じて大相撲九州場所を支援

全国高等学校総合体育大会開催事業 231,641 教育
平成25年に開催される全国高等学校総合体育大会の開催に向けた準備等 住宅都市

ＮＰＯ法人認証 12,967 市民
ＮＰＯ法人の設立等の認証権限が指定都市に移譲されることに伴う経費

ＮＰＯ法人認定 5,177 市民
ＮＰＯ法人を一定の要件を満たす法人として認定する権限が指定都市に移譲されることに伴う経費

ＮＰＯ人材マッチング事業検討経費 623 市民
仕事を通じて身につけた知識・技術等を持つ人材とＮＰＯとをマッチングする事業の検討

超高齢社会対応検討経費 10,000 総企
超高齢社会に対応するための仕組みづくりの検討、超高齢社会に関する市民理解の促進

公民館地域人材発掘・育成支援事業 500 市民
団塊世代など地域における多様な人材を発掘し、コミュニティデビューを促進

（４）健康づくりとスポーツの振興

（５）多様な主体との共働と住民主体のまちづくり

８事業

５事業
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メガソーラー発電導入 29,983 環境
１MW規模の太陽光発電所の整備

新たな分散型エネルギー活用に向けた研究 8,000 環境
バイオマス資源の利用研究、ごみ発電の高効率化の研究等の実施

アイランドシティ・スマートコミュニティ整備計画の策定 5,000 環境
電気や熱などのエネルギーをアイランドシティ地区で面的に利用するシステムを構築するための計画策定

スマートコミュニティ基盤形成モデル事業 34,400 環境
スマートコミュニティの構築に向けた基盤整備として、モデル地区における３電池住宅整備への補助の実施

農業用施設再生可能エネルギー活用事業 4,000 農水
小水力発電など農業用施設を利用し生み出される自然エネルギーの活用方策の調査・研究

新青果市場大規模太陽光発電設備（メガソーラー）設置検討【再掲】 1,000 農水
新青果市場の卸売場棟大屋根へのメガソーラー設置に関する検討

再生可能エネルギーの導入検討 10,000 道路下水
未利用エネルギーやバイオマスエネルギーの有効活用について検討

新エネルギー技術導入等による新たな駅の検討 10,000 交通
地下鉄七隈線延伸区間の新駅整備について、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー技術の積極的活用などを検討

直営灯のＬＥＤ化推進事業 60,000 道路下水
既設直営灯を省エネ効果の高いＬＥＤ照明灯に交換し、省エネ化及び維持管理費を削減

防犯灯のＬＥＤ化推進事業 34,484 道路下水
地域防犯灯のＬＥＤ化を推進し、省エネを図る

駅照明のLED化推進 140,000 交通
駅施設の省エネルギー化を図るため、ホーム、コンコース照明等のＬＥＤ化を推進

事業系ごみ資源化事業者の状況調査 4,896 環境
新たな資源化ルートの構築のための調査の実施（ファンド活用）

事業系ごみ資源化技術実証研究等支援事業 16,090 環境
資源化に係る技術や採算性向上に関する研究開発、回収システムや制度構築に関する研究の支援（ファンド活用）

家庭動物啓発センター施設改善 31,959 保福
センターでの啓発事業等の実施にかかる施設改善（多目的スペースと建物内外の回遊性の確保）

環境影響評価制度の調査検討業務 8,430 環境
環境影響評価法の改正等に対応した、本市環境影響評価条例の見直し、規則及び技術指針の改定

野鳥公園整備検討 5,000 環境
アイランドシティに整備予定である野鳥公園の基本計画策定に向けた検討

須崎公園再整備事業 18,000 住宅都市
須崎公園や拠点文化施設等が一体となった、魅力的なまちづくりに資する再整備計画の検討

多くの来訪者を迎える美しい都市づくり【再掲】 56,500 住宅都市
都心部の「顔」となる、まちかどの効果的な修景のための検討・整備、福博花しるべ事業の実施

（６）環境共生型のまちづくり １８事業
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農業振興地域整備計画管理事業 18,667 農水
平成２１年の農業振興地域の整備に関する法律改正に伴い、本市農業振興地域整備計画の改定に着手

水田農業共同施設設置事業 224,981 農水
国の補助事業を活用した米の共同乾燥調製施設の整備費に対する助成

新青果市場大規模太陽光発電設備（メガソーラー）設置検討 1,000 農水
新青果市場の卸売場棟大屋根へのメガソーラー設置に関する検討

安全・安心のまちづくりに関する条例の制定検討 1,737 市民
地域、警察、市等が一体となり、犯罪防止に取り組むことを目的とした条例制定の検討、広報啓発等

街頭防犯カメラ設置補助事業 30,683 市民
防犯カメラの普及促進を図るため、地域団体等が街頭に設置する防犯カメラに対する補助制度を創設

性犯罪抑止啓発事業 6,000 市民
性犯罪抑止のための広報啓発

飲酒運転撲滅対策事業 30,005 市民
飲酒運転撲滅のため、広報啓発活動を積極的に実施

黄砂対策 9,636 環境
黄砂飛来時の健康や生活への被害を未然に防止するための本市独自の情報提供システムの構築

ため池等安全施設緊急整備事業 24,000 農水
農業用ため池等のフェンス未設置箇所について危険性の高いものから計画的に整備

公園事故ゼロアクション 48,000 住宅都市
老朽化した公園遊具の取替、改修

車道における自転車走行空間整備の推進 180,000 道路下水
全ての人が道路を安全に利用するための、車道部における自転車走行空間の整備

安全・安心を確保するための街頭指導の強化 29,213 道路下水
放置自転車の多い放置禁止区域未指定地区等で街頭指導を強化し、放置自転車を削減

直営灯のＬＥＤ化推進事業【再掲】 60,000 道路下水
既設直営灯を省エネ効果の高いＬＥＤ照明灯に交換し、省エネ化及び維持管理費を削減

防犯灯のＬＥＤ化推進事業【再掲】 34,484 道路下水
地域防犯灯のＬＥＤ化を推進し、省エネを図る

「美容行為による健康被害防止」啓発事業【再掲】 717 中央区
まつげエクステンションによるまぶたの腫れなどの健康被害を未然に防ぐための啓発活動の実施

福岡市における東京圏バックアップ調査研究・推進事業 3,328 総企
東京圏のバックアップ機能誘致に向けた調査研究及びそれを踏まえた国・企業等へのＰＲの実施

東日本大震災を踏まえた避難支援対策の充実・強化 29,935 市民
災害時要援護者の避難支援対策の充実や避難場所の標高標記のための調査、安定ヨウ素剤の備蓄等

防災教育の充実・強化 3,000 市民
防災知識の普及啓発のための事業所向け啓発冊子の作成や小・中学校向け啓発教材の作成等

（７）食と環境を支える農林水産業

（８）安全で安心な都市環境

３事業

１８事業
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安心情報キット配付事業【再掲】 15,853 保福
ひとり暮らし高齢者など地域での見守りや災害時に支援が必要な方へ、緊急連絡先等の情報を保管する専用キットを配付

地域減災支援事業 17,892 消防
市民の減災力の向上を図るためのイベントの実施、防災センターにおける津波・水害体験施設の整備等

災害救助資機材整備の強化 48,878 消防
大規模災害に対応するための資機材整備、必要資機材を効率的に災害現場へ投入するシステムの構築

公衆無線ＬＡＮ環境整備 34,792 市長室
公衆無線ＬＡＮの環境整備（地下鉄全駅、本庁舎１Ｆ・西広場など）

本庁舎西広場機能拡張事業 194,465 財政
都心の賑わいを創出するため、本庁舎西広場の機能を拡張（ステージ屋根、舞台、回廊等整備）

福岡フードビジネス推進事業【再掲】 12,864 経観文
安全で美味しい地元の食品を、成長するアジア市場に売り込むため、各社商品の定番化、ブランド化を推進

新たな集客戦略の策定 8,000 経観文
さらなる集客産業の振興に向けて、官民一体となって取り組む新たな集客戦略を策定

日本で唯一の歴史資源活性化事業 67,001 経観文
鴻臚館跡・福岡城跡における歴史的情景を体感できる仕組みの導入等

歴史・文化遺産まち歩き 10,000 経観文
歴史・文化遺産まち歩きルートの検討・設定、ガイダンスシステム構築等 （教育）

福岡検定 9,000 経観文
福岡市の歴史、史跡、建築物、自然、祭り、料理、伝統工芸、伝統芸能、方言などに関する検定を実施

福岡・アジアしっとーと検定【再掲】 4,000 教育
郷土やアジアに関する知識を楽しく学習し、身につけさせるための検定

福岡で「もう１泊」推進事業 19,200 経観文
食の観光ガイドブック制作、食のＰＲイベント実施、デジタル技術を活用した夜の賑わい創出

2階建てバスＰＲ（コンシェルジュ）事業 15,960 経観文
２階建てバス運行に合わせた観光地や乗降場所での観光コンシェルジュ等の配置

観光業従事者外国人おもてなし向上事業 3,000 経観文
観光関連企業等の従業員を対象に、外国人の受入マナーや基礎的な語学等の研修会を実施

アジア観光市場開拓事業 25,000 経観文
テレビやインターネットを活用した観光情報発信、外国映画撮影誘致、福岡観光ファンクラブ設立

屋外広告物システム開発等 14,957 住宅都市
屋外広告物の許可申込事務の簡素化と、指導業務の効率化に向けた電算システムの再構築

屋外広告物適正化事業 6,863 住宅都市
平成２２・２３年度の現況調査を踏まえ、屋外広告物の適正化に向けて取り組む

多くの来訪者を迎える美しい都市づくり 56,500 住宅都市
都心部の「顔」となる、まちかどの効果的な修景のための検討・整備、福博花しるべ事業の実施

（仮称）辻堂口門（つじのどうぐちもん）建設事業【再掲】 78,000 博多区
（仮称）承天寺道路に、博多の歴史の「シンボル」、観光客を呼び込む「ウェルカムゲート」として（仮称）辻堂口門を建設

歴史に配慮した道路整備 132,500 道路下水
歴史的に重要な地区や施設周辺における道路の高質空間整備

（９）観光・集客都市づくり ２７事業
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鴻臚館跡PR映像製作 832 経観文
３次元CGなどを含めた映像を編集し、鴻臚館について分かりやすく解説したビデオを制作 （教育）

海の民「阿曇族」を知ろう事業（区魅力）【再掲】 700 東区
古代東区の地に君臨していた海の民「阿曇族」に関する歴史読本の制作・配布

観光資源の可能性検討経費【再掲】 3,000 早良区
早良区において本市の魅力を高める観光資源を検討

大規模スポーツ大会開催・誘致検討【再掲】 21,934 市民
フルマラソン大会開催の検討、フィギュアスケート・グランプリファイナルの誘致

コンベンション推進事業（開催支援・再来福プロモーション） 35,000 経観文
大規模コンベンション開催に合わせた歓迎バナーや看板の掲出等

鴻臚館跡整備基本構想 5,055 経観文
国史跡鴻臚館跡の整備基本構想策定に着手 （教育）

吉武高木遺跡環境整備 77,196 経観文
国史跡吉武高木遺跡を広く市民に公開するための整備 （教育）

創造活動支援のあり方検討事業 2,500 経観文
本市で活動する文化芸術活動者の活動支援策を検討 （市民）

アジアフォーカスブランド力強化等施策【再掲】 16,600 経観文
映画祭について、ｱｼﾞｱ太平洋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙと合同のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの開催及び広範囲なﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動等 （市民）

フィルムコミッション海外業務拡充【再掲】 4,279 経観文
海外ロケの積極誘致と、映像制作者への対応充実のため、語学力と専門的見識を有する嘱託員を配置 （市民）

グリーンアジア国際戦略総合特区の推進 13,000 総企
グリーンアジア国際戦略総合特区推進にかかる地域協議会の運営、政府との協議等

アジア人材戦略の推進 10,600 総企
アジアで活躍できる人材の育成に係る調査・検討

姉妹都市締結周年事業 21,999 総企
アメリカ・オークランド市との50周年、ボルドー市との30周年の姉妹都市締結記念事業を実施

姉妹都市訪問事業 7,251 議会
姉妹都市との交流促進に向けた訪問団の派遣（24年度はＵＳオークランド市）

ICTクリエーター育成事業 5,760 経観文
フリーター等を対象に情報関連産業で活躍できるアプリ開発者養成講座を開設し正社員就職を支援

コンテンツ・エンターテインメント都市づくり推進事業 50,927 経観文
コンテンツ産業振興のため推進体制を構築、コンテンツのまちとして内外にＰＲするための総合イベント開催

コンテンツ・エンターテインメント都市づくり推進事業（海外展開） 34,092 経観文
アジア・欧米ビジネスの出口戦略検討、海外に向けた戦略的な広報、外国企業等によるシンポジウムの開催等

アジアフォーカスブランド力強化等施策 16,600 経観文
映画祭について、ｱｼﾞｱ太平洋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙと合同のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄの開催及び広範囲なﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動等 （市民）

フィルムコミッション海外業務拡充 4,279 経観文
海外ロケの積極誘致と、映像制作者への対応充実のため、語学力と専門的見識を有する嘱託員を配置 （市民）

（10）地域経済の活力ある都市づくり １８事業
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24N予算額 所管事業名

福岡・釜山共同開催会議（BRIT）支援事業 3,600 経観文
過渡期の国境領域学会（BRIT）の開催に合わせて、市民参加のシンポジウム等を開催

福岡フードビジネス推進事業 12,864 経観文
安全で美味しい地元の食品を、成長するアジア市場に売り込むため、各社商品の定番化、ブランド化を推進

日韓映画交流事業（韓流シネマ大作戦） 6,000 経観文
福岡・釜山間で日・韓映画ビジネス交流のためのテストスクリーニングを実施

上下水道分野における国際貢献展開事業 7,496 道路下水
国際イベントに出展して、本市の上下水道分野の優れた技術のＰＲ及び人的ネットワークを形成 水道

商店街における魅力ある核店舗創出事業 2,798 経観文
魅力ある「核店舗」を創出し、その手法を共有することで商店街全体を活性化

ハローワーク機能の設置 3,000 経観文
「ジョブポータルふくおか」内などにハローワークの職業紹介サービスを付加し、就労支援と一体的に実施

大学就活支援キャラバン事業 9,895 経観文
地元企業の会社情報・採用情報を直接学生に届けるため大学と連携した説明会等を実施

地元ゲンキ企業就職情報発信事業 6,783 経観文
地元企業の会社情報・採用情報の収集を行い、地元企業の魅力を発信

中高年雇用促進事業【再掲】 87,035 経観文
企業・事業者へ奨励金を交付し、中高年求職者の雇用を促進

ヨットハーバー検討委員会運営事業 6,537 港湾
外部を交えた検討委員会を設置し，今後のあり方を協議・検討

航空ネットワーク企画事業 4,945 経観文
福岡空港利用圏における国内外の需要動向等調査

総合交通体系の検討 8,000 住宅都市
利用者（市民・来訪者）にとって分かりやすく使いやすい、公共交通体系の検討

アイランドシティへの自動車専用道路の導入 48,600 道路下水
アイランドシティへの自動車専用道路の早期導入に向けた調査・検討

アイランドシティ・まちづくり情報発信センター事業 51,561 港湾
公・民・学の連携による情報発信や地域主体のまちづくりの拠点となる「まちづくり情報発信センター」の設立・運営

アイランドシティ・スマートコミュニティ整備計画の策定【再掲】 5,000 環境
電気や熱などのエネルギーをアイランドシティ地区で面的に利用するシステムを構築するための計画策定

野鳥公園整備検討【再掲】 5,000 環境
アイランドシティに整備予定である野鳥公園の基本計画策定に向けた検討

須崎公園再整備事業【再掲】 18,000 住宅都市
須崎公園や拠点文化施設等が一体となった、魅力的なまちづくりに資する再整備計画の検討

本庁舎警備業務民間委託 44,286 財政
本庁舎の警備業務を民間委託化

（11）国際ビジネス拠点の基盤整備

（12）行財政改革等 ９事業

８事業
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24N予算額 所管事業名

（仮称）郵送請求・照会回答センター関連経費 15,783 財政
各区で行っていた税務証明に係る郵送請求受付交付事務等を財政局に集約し、民間委託を導入

区役所駐車場有効活用（西区役所） 48,339 市民
家庭動物啓発センターの敷地の一部を活用し、市民センター駐車場及び区役所駐車場を再整備

住民基本台帳カード普及キャンペーン 67,459 市民
「住民票の写し」等のコンビニ交付の利用を推進するため、住基カードの交付手数料を無料とするキャンペーンを実施

総合図書館業務システム更新・機能強化 43,662 教育
図書館業務システムの更新、携帯版蔵書検索及びスマートフォン機能対応

公衆無線ＬＡＮ環境整備【再掲】 34,792 市長室
公衆無線ＬＡＮの環境整備（地下鉄全駅、本庁舎１Ｆ・西広場など）

大都市制度の調査検討 1,800 総企
福岡市が目指すべき大都市のあり方について基本的な方向性を調査検討

行政改革プラン 6,059 総企
次期行政改革プランの検討

財政健全化プラン 3,000 財政
次期財政健全化プランの検討

海の民「阿曇族」を知ろう事業（区魅力） 700 東区
古代東区の地に君臨していた海の民「阿曇族」に関する歴史読本の制作・配布

（仮称）辻堂口門（つじのどうぐちもん）建設事業 78,000 博多区
（仮称）承天寺道路に、博多の歴史の「シンボル」、観光客を呼び込む「ウェルカムゲート」として（仮称）辻堂口門を建設

博多市民センターキャリア教育講座 982 博多区
小・中学生、高校生等の勤労観・職業観を育て、健全育成を図ることを目的とした講座・講演会を実施

ちょこっと歩いて脳活生活 446 中央区
ちょこっとウォーキングを活用した認知症予防教室の実施

「美容行為による健康被害防止」啓発事業 717 中央区
まつげエクステンションによるまぶたの腫れなどの健康被害を未然に防ぐための啓発活動の実施

南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業 646 南区
地域福祉ソーシャルワーカー・モデル事業と連携し、高齢者を地域全体で支えるネットワーク・支援体制づくり

観光資源の可能性検討経費 3,000 早良区
早良区において本市の魅力を高める観光資源を検討

西区子育て応援「いろんなママ集まれっ！」母子保健事業 613 西区
若年・高齢・多胎児出産や初産で産後２～３ヶ月の母親へ育児不安軽減、孤立化防止のため母子保健事業を実施

○地域特性を活かした暮らしやすい魅力的なまちづくり
８事業
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総事業費 24N予算額 所管

市民センター指定管理制度等経費 22,413 4,023 市民
市民センター指定管理導入に伴う経費

文化芸術情報館アートリエ移転再整備 30,518 17,235 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 （経観文）

基盤整備促進事業（金武西地区） 172,568 1,849 農水
西区金武西地区における、ほ場整備(平成20～24年度；約5.8ha）

かなたけの里公園整備事業 3,362,400 653,577住宅都市
かなたけの里公園の整備、用地費償還（H24.6月 一部を除き開園、H25.9月 全面開園）

警固公園再整備事業 389,113 368,600住宅都市
警固公園における安全安心のための再整備

博多駅地区緊急浸水対策事業（雨水整備レインボープラン博多） 35,696,000 878,900 道路下水

博多駅周辺の管渠・ポンプ場等の整備（博多駅北ポンプ場の完成により主要施設が全て供用開始）

福岡都市高速道路の整備 864,657,000 366,000 道路下水

5号線福重ジャンクション部の建設工事に係る出資金及び貸付金（都市高環状線誕生）

海上遊歩道整備 1,170,561 148,638 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

九大病院前地下通路整備工事 632,604 416,000 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」の全国相互利用 535,000 505,000 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を推進

ＮＰＯとの共働事業・児童生徒のメンタルサポート 11,258 3,688 教育
学校以外の居場所づくり「ここりーと」の運営、スクールメンタルサポーター学校派遣、「こころの授業」の実施

事業名

平成24年度　完了事業
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