


〔中央区〕 

 
 
 

 
 
＜取組みの方向性＞ 

1 自然、歴史、地域の魅力を生かした、にぎわいのあるまち 

・ 福岡市の活力の源である都心部において、地域の住民や企業と共働して、若い

女性が多いことなどを生かしながら、活気あふれるまちのにぎわいづくりや、景

観・環境美化活動に取り組むとともに、博多駅地区との回遊性の向上など、都市

の価値や魅力を高めるまちづくりを進めます。 
・ また、九州大学六本松キャンパス跡地においても、地域拠点にふさわしいまち

づくりを進めます。 
・ さらに、市民の憩いの場である舞鶴公園については、鴻臚館跡や福岡城跡の貴

重な史跡をランドマークとした魅力づくりを進めるとともに、そのほかの歴史、

文化、食など、地域の魅力ある資源を、観光資源として十分に活用するなど、人

をひきつけるまちづくりを進めます。 
 

2 思いやりの心で人がつながり、元気に暮らせるまち 

・ 地域の人々がお互いに支え合い、助け合いながら、行政やコミュニティ・ＮＰ

Ｏ・ボランティアなどとの共働を通じて、主体的に地域づくりに取り組めるよう

な活動支援を進めます。 
・ また、地域での子どもの見守りを充実させ、安心して子どもを生み育てること

ができる環境づくりを進めるとともに、個性や価値観などの違いを理解し、誰も

がいきいきと元気に暮らせる取組みを進めます。 
 

3 誰もが安心して暮らせるまち 

・ 自転車の放置や事故件数の多い天神地区などにおいて、地域住民、事業者など

と共働して、自転車の放置防止や適正利用を推進し、「乗りやすい・とめやすい・

歩きやすい」人と自転車が共生できるまちづくりを進めるとともに、公共交通を

主軸とした交通体系の構築など、都心部の交通円滑化に向けた取組みを進めます。 
・ また、地域住民の防犯意識の高揚と地域の自主防犯活動に対する支援を行い、

犯罪が起こりにくい環境づくりを進めるとともに、災害時に備えた地域自主防災

組織＊１の活動の支援など災害対策の取組みを進めます。 
・ さらに、市民生活の基本である食と暮らしの安全・安心を確保するための取組

みを進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1）自主防災組織：Ｐ４０の脚注参照 

人が集い、人が輝き、人がやさしいまち「中央区」 

～にぎわい ・ 元気 ・ 安心がつながるまちをめざして～ 
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〔中央区〕 〔中央区〕

施策事業体系 ★ ： 新規事業、　◆・太字・斜体 ： 区事業　／　太字 ： 重点事業、　その他 ： 主要事業

【経済観光文化局】

ユニバーサル都市・福岡の推進 【総務企画局】

【区役所、経済観光文化局】
【総務企画局、区役所】

九州大学移転跡地のまちづくり（六本松地区）

都心のまちづくりの推進（都心のエリアマネジメントの推進）

【住宅都市局】

◆ 都心部まちめぐり推進事業

【道路下水道局、区役所】

【住宅都市局、経済観光文化局、
 道路下水道局、区役所】

【住宅都市局】
【区役所、市民局】

★快適で高質な都心回遊空間の創出事業（にぎわい創出空間検討等）

来訪者をもてなす道づくり（都市サインの整備、道路緑化等）
中央区花いっぱい運動

鮮魚市場活性化事業

都市再生の推進

【経済観光文化局】

【農林水産局】

【区役所、市民局】
●歴史・文化、地域の魅力ある資源の活用

◆ 中央区歴史・文化を生かしたまちづくり推進事業

１　自然、歴史、地域の魅力を生かした、にぎわいのあるまち
●都市の価値や魅力の向上

【総務企画局】共助の仕組みづくり（超高齢社会に対応する施策の検討）

【区役所、市民局】

みんなの公民館づくり
〔★地域・公民館の情報発信の強化、★住民の活動の場づくりの充実〕

活力あるまちづくり支援事業

【市民局、区役所】★地域住民が意思決定に参画する区役所事業の実施（地域参画予算）

【市民局、区役所】

【市民局、区役所】

【総務企画局】

【教育委員会】

【こども未来局、区役所】

【こども未来局】

【こども未来局】

【保健福祉局、区役所】

中央児童会館等建替え整備

●生き生きと元気に暮らせる施策の推進

★公民館こころ輝くまちふくおか推進事業

アクティブエイジングの推進

まち歩き観光ガイド・史跡めぐりの充実強化

動植物園再生事業 【住宅都市局】
美術館大規模改修・リニューアル事業 【経済観光文化局】

【区役所、市民局】

★セントラルパーク構想推進事業
日本で唯一の歴史資源活性化事業（鴻臚館・福岡城）

★自治協議会の運営基盤強化に向けた支援事業

中央区市民の祭り充実・強化事業

コミュニティ活動市民参加促進事業

鴻臚館・福岡城の整備〔鴻臚館跡整備基本構想事業、福岡城跡整備基本計画事業〕

２　思いやりの心で人がつながり、元気に暮らせるまち

【経済観光文化局】

★◆ スマ☆カワ６０「還活」事業 【区役所、保健福祉局】

●教育・健全育成環境の整備

【市民局、区役所】

少年科学文化会館再整備

【住宅都市局、経済観光文化局】

●安心して子どもを生み育てられる環境づくり

こころの健康づくり（自殺予防対策事業） 【保健福祉局、区役所】

多様な保育サービスの充実
〔延長保育、障がい児保育、★福岡市保育コンシェルジュ等〕

【こども未来局、区役所】

【こども未来局】
学校規模適正化事業（舞鶴中ブロック）

福岡型地域包括ケアシステムの構築

保育所整備の推進〔保育所整備費助成、家庭的保育事業、認可化移行促進事業〕

●地域コミュニティの活性化・住民の自治意識の醸成

児童虐待防止対策の推進〔虐待防止等強化事業、子ども虐待防止活動推進委員会〕

【市民局、区役所】
【市民局、区役所】

◆ 地域コミュニティ活動活性化支援事業

公民館地域人材発掘・育成支援事業 【市民局、区役所】

◆ 乳幼児子育て安心事業 【区役所、こども未来局】

いきいきセンターふくおか運営事業 【保健福祉局、区役所】

特定健診・特定保健指導事業

人権教育・啓発の推進 【市民局、区役所】
男女共同参画地域づくり事業 【市民局】

【保健福祉局、区役所】
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〔中央区〕 〔中央区〕

★フェイスブックによる中央区の魅力発信強化 【区役所、市民局】

緑化推進事業〔緑化推進事業、緑化啓発事業〕 【住宅都市局、区役所】
安全で安心して利用できる快適な公園管理

【保健福祉局、住宅都市局、道路
 下水道局、港湾局、交通局、
 区役所】

天神地区たばこポイ捨て防止啓発事業 【区役所、市民局】

バリアフリーのまちづくりの推進(道路、バス・鉄道駅、市営住宅等）
●安全で快適に暮らせる施策の推進

３　誰もが安心して暮らせるまち

都心部における交通マネジメント施策の推進

避難支援対策の充実・強化〔避難所機能の強化、★土砂災害対策〕 【市民局】
●防犯・災害対策の推進

雨水の流出抑制〔雨水貯留施設整備事業、雨水流出抑制施設の導入推進〕
【道路下水道局】

子ども・女性安全対策事業

【道路下水道局、区役所】

自転車安全利用推進事業 【市民局】

身近な生活道路の改善〔交通安全施設整備、生活道路の整備〕 【道路下水道局、区役所】

【区役所、道路下水道局】

４　市民から信頼される区役所づくり

【区役所、市民局】

区役所窓口サービス改善事業 【市民局、区役所】

庁舎環境の整備

◆ 食と美容の安全・安心プロモーション事業 【区役所、保健福祉局】

公園の整備〔新たな公園の整備、既存公園の再整備〕 【住宅都市局】

◆ 人と自転車が共生できるまちづくり事業

浸水対策の推進（都心部の浸水対策等）

【道路下水道局】

●市民サービスの向上

総合的な自転車対策〔放置自転車対策（駐輪場整備、街頭指導等による啓発、
放置自転車の撤去）、車道における自転車通行空間整備の推進〕

主要放射環状型道路の整備
【住宅都市局】

【区役所、市民局】

【市民局、区役所】
【道路下水道局、区役所】

◆ 中央区地域防犯対策事業

災害に強い道づくり（無電柱化、橋梁の耐震化等）
地域防災力の向上〔自主防災活動の活性化、市民・企業の防災意識普及〕

合流式下水道の分流化 【道路下水道局】

地域防犯力強化事業 【市民局、区役所】

犯罪のない安全で住みよいまちづくり推進事業 【市民局】

街頭防犯カメラ設置補助事業 【市民局】
警固公園安心安全センター（仮称）設置事業 【市民局】

【市民局】

【道路下水道局】

【区役所、市民局】
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〔中央区〕 

≪区事業の概要≫                                 
 

●自然、歴史、地域の魅力を生かした、にぎわいのあるまち 
都心部まちめぐり推進事業                 【区役所、経済観光文化局】 
 都心部から鴻臚館跡・福岡城跡への回遊性の向上や都心部の
にぎわいの創出に取り組みます。 
 ○名称標示プレートの４か国語表記 
 ○まち歩きマップの更新 
 ○他団体との連携による市民参加型まち歩きイベントの開催 
 

・10～11 月頃実施 
・まち歩き等イベント参加者

数 
【現状（H24n）】 
 － 
【目標（H25n～H28n）】 
 1,000 人 

中央区歴史・文化を生かしたまちづくり推進事業           【区役所、市民局】
 黒田藩ゆかりの史跡や行事など貴重な歴史資源をいかし、福
岡部の魅力発信や回遊性の向上、地域の活性化を図ります。 
 ○地域の歴史・文化資源についての説明板の設置 
 ○「まちの魅力再発見講座」の実施 
 ○福岡城さくらまつりのＰＲ 
 

・説明板設置 
【現状（H24n）】１地区 
【目標（H28n）】７地区 

 
●思いやりの心で人がつながり、元気に暮らせるまち 

地域コミュニティ活動活性化支援事業                【区役所、市民局】
 地域と共働し、自治会・町内会や自治協議会＊１等の組織強化、
活動の活性化、これからの活動を担う人材の発掘・育成等に取
り組みます。 
 ○キラリ校区支援事業（地域課題解決のためのワークショッ

プ等開催支援） 
 ○自治会活動交流会、新任会長向け説明会の実施 
 ○出前講座の実施 
 ○校区のホームページ開設などの広報活動支援 
 ○安全安心まちづくりマップの作成 
 

①HP(ブログ)開設 
②安全安心マップ作成   
【現状（H24n）】 
 ①６校区 ②２校区 
【目標（H28n）】 
 ①全 14 校区 ②10 校区 

乳幼児子育て安心事業                    【区役所、こども未来局】
 乳幼児期における母親の育児不安の軽減やストレス解消を図
るため、育児不安を持つ母親を対象とした助産師による相談事
業やセミナー等を実施します。 
 ○母子何でも相談事業 
 ○育児力向上応援セミナー 
 ○ちょっと気になる子のサポート事業「この指とーまれ教室」
 

①相談事業来所者数 
②教室参加者数 
【現状（H23n）】 

①508 組 ②50 組 
【目標（H28n）】 

①600 組 ②80 組 

スマ☆カワ６０「還活」事業                  【区役所、保健福祉局】
 定年後の人生を健康で力強くしなやかに生きることをめざ
し、55～69 歳を対象に啓発活動を行うことにより、高齢化が進
む中央区の健康寿命の延伸を図ります。 
 ○健康管理や介護予防・メンタルヘルス・地域デビュー等に

ついての講座の開催 
 ○情報提供ツールやグッズの作成 
 

年間参加者数 
【現状（H24n）】 
 － 
【目標（H28n）】 
 延べ 400 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1）自治協議会：Ｐ６の脚注参照 
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〔中央区〕 

 
●誰もが安心して暮らせるまち 

人と自転車が共生できるまちづくり事業            【区役所、道路下水道局】 
 放置自転車が多い天神地区を中心に即日撤去を実施するとと
もに、放置常習地点に街頭指導員を重点的に配置するなど、自
転車と歩行者・地域住民が共生できるまちづくりを進めます。 
 

自転車放置率 
【現状（H23n）】 

22.2％ 
【目標（H28n）】 

20.0％ 
中央区地域防犯対策事業                      【区役所、市民局】
 地域ボランティア団体等による落書き消し活動や校区防犯パ
トロールなどの防犯活動を支援し、住民の防犯意識の高揚を図
るとともに、犯罪が発生しにくい環境づくりを推進します。 
 

中央区街頭犯罪認知件数 
【現状（H23n）】 

2,238 件 
【目標（H28n）】 

1,460 件 
食と美容の安全・安心プロモーション事業            【区役所、保健福祉局】
 イベント、バザーにおける食中毒や美容施術による若い世代
の健康被害などを予防するため、事業者への指導と市民・事業
者への注意喚起を行い、安全安心のまちづくりを推進します。 
 ○食中毒予防の街頭キャンペーンの実施  
 ○市民向け、事業者向けパンフレットの作成 
 ○市民・事業者に対する講習会の実施 
 

講習会の開催件数 
【現状（H23n）】 

78 件   
【目標（H28n）】 
 90 件 
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政策推進プラン計画図（中央区）
（平成25年度～平成28年度）



〔南 区〕 

 

 
 
 

 

 

＜取組みの方向性＞ 

1 人のつながりや交流が大切にされ、地域で支え合い・助け合うくらしやすいまち 

・ 南区には、大規模な公共施設・企業・商業施設・工場などは少なく、早くから

地域活動が盛んな「人と地域コミュニティ」が財産のまちです。 
・ 身近な地域コミュニティの人や組織が、人々の日々のくらしを支え、行政はそ

のネットワークづくりや公民館をはじめとする活動の場づくりを支援します。 
・ そして、住民と行政が一緒になって、地域の支え合いによる子育てや高齢者へ

の支援、健康づくりや福祉の向上などに取り組み、くらしやすいまちづくりを進

めます。 
 
2 みんなにやさしい、安全で安心して住み続けられるまち 

・ 安全で安心して健やかにくらしたいというのは、みんなの願いです。そのため、

防犯・防災や交通安全などの取組みを行政と住民との共働で進めます。 
・ 商業施設などが多い校区では、都市型の犯罪や交通量の多さなど、住宅が中心

の校区などでは、高齢者や子どもの見守りなど、地域ごとに異なる課題に応じて

工夫しながら、「安全・安心」なまちづくりを進めていきます。  
・ また、歩道のフラット化＊１や歩行部分のカラー化＊２、交差点の隅切りやバスカ

ット＊３設置など、人にやさしい道づくりを進めるとともに、高齢化が進む南区で

の日常生活を支えていくため、主要な公共交通機関であるバスの利便性の向上や、

自転車などの利用の促進とそのために必要な整備を図ります。 
 
3 那珂川やため池、油山などの自然がさらに身近に感じられるうるおいとやすらぎ 

のあるまち 

・ 那珂川やため池などの水辺や、油山や鴻巣山、花畑園芸公園、もーもーらんど

油山牧場などの緑がさらに身近に感じられ、心と身体の健康づくりなどにも役立

つ取組みを進めるとともに、地域での環境を守り育む活動や、自然とふれあう活

動を支援します。 
・ また、将来の水辺や緑の望ましい姿や必要な整備・活用方法についても検討す

るなど、自然に親しむことのできる「うるおいとやすらぎ」のあるまちづくりを

進めます。 
 
4 大学や隣接地域との連携・交流や文化活動などが盛んで、活気あふれるまち 

・ 南区にある大学・短大のもつ情報や専門的知識を子育てや高齢者の健康など、

住民のくらしの課題解決に生かす取組みを進めるとともに、学生が地域コミュニ

ティと関わりをもち、まちづくりに携わることができるよう、学生と地域との交

流を促進します。 
・ また、隣接する那珂川町と行政区域を越えた住民同士の交流を深めます。 
・ そして、市の南部広域拠点である大橋エリアと、地域拠点である長住・花畑地

域を含む区の西部・南部地域を結ぶ道路交通網の強化や公共交通の利便性向上な

どにより、より多くの人が行き交い、商業も活性化するなど、南区全体が活気あ

ふれる「くらしのまち」となることをめざします。 
   
 
＊1）フラット化（歩道のフラット化）：Ｐ４１の脚注参照 

＊2）カラー化（歩行部分のカラー化）：Ｐ４１の脚注参照 

＊3）バスカット：バス乗降のための専用スペースを確保するため、停留所前の車道を歩道側へ広げたもの。設置することで交通の流れがスム

ーズになる（バスベイともいう） 

いきいき南区 くらしのまち 

～身近な自然とふれあい みんながつながり支え合う～ 
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〔南　区〕

施策事業体系 ★ ： 新規事業、　◆・太字・斜体 ： 区事業　／　太字 ： 重点事業、　その他 ： 主要事業

南区男女共同参画推進事業 【区役所、市民局】

【保健福祉局、区役所】

【市民局、区役所】

健康づくりの推進〔健康づくりチャレンジ事業、特定健診・特定保健指導事業、
よかドック３０＆ヘルシースクール、介護予防の推進〕

【保健福祉局、区役所】

【保健福祉局、区役所】

【区役所、こども未来局】

【こども未来局】

雨水の流出抑制〔雨水貯留施設整備事業、雨水流出抑制施設の導入推進〕 【道路下水道局】

【市民局、区役所】★公民館こころ輝くまちふくおか推進事業

こころの健康づくり（自殺予防対策事業）

南区青少年育成事業

福岡型地域包括ケアシステムの構築

避難支援対策の充実・強化〔避難所機能の強化、★土砂災害対策〕 【市民局】
地域防災力の向上〔自主防災活動の活性化、市民・企業の防災意識普及〕

地域での支え合い活動支援 【保健福祉局】

【こども未来局、区役所】

人権教育・啓発の推進 【市民局、区役所】

母と子の健康づくり〔妊婦健診・乳幼児健診〕 【こども未来局、区役所】

●明るく元気に子どもが育つまちづくり

●健康づくりと福祉の向上

南区食育推進事業
アクティブエイジングの推進

【こども未来局、区役所】

【区役所、市民局】
【区役所、こども未来局】

【こども未来局、区役所】

◆ 元気ハツラツみなみっ子応援事業（みなみっこ子育て支援、子育て情報マッ
プ作成、子どもの生活リズム向上普及啓発）

子どもプラザ推進事業

多様な保育サービスの充実
〔延長保育、障がい児保育、★福岡市保育コンシェルジュ等〕

★安心して遊べる児童広場整備事業

児童虐待防止対策の推進〔虐待防止等強化事業、子ども虐待防止活動推進委員会〕

保育所整備の推進〔保育所整備費助成、家庭的保育事業、認可化移行促進事業〕

【市民局】

街頭防犯カメラ設置補助事業 【市民局】

ＤＶ相談・支援推進事業 【こども未来局、区役所】
飲酒運転撲滅対策事業 【市民局】

【市民局、区役所】

２　みんなにやさしい、安全で安心して住み続けられるまち

【区役所、市民局】

【区役所、市民局】

●みんなで取り組む安全・安心なまちづくり
◆南区地域安全安心まちづくり事業

【道路下水道局、区役所】
まちかど災害情報ステーション
災害に強い道づくり（無電柱化、橋梁の耐震化等）

１　人のつながりや交流が大切にされ、地域で支え合い・助け合う暮らしやすいまち
●住民が主役のまちづくり

【市民局、区役所】
★自治協議会の運営基盤強化に向けた支援事業
★地域住民が意思決定に参画する区役所事業の実施（地域参画予算）

【市民局、区役所】

【市民局、区役所】
【市民局、区役所】

活力あるまちづくり支援事業
コミュニティ活動市民参加促進事業

地域主体のまちづくり（地域の主体的なまちづくり活動への支援） 【住宅都市局】
商店街活力アップ事業 【経済観光文化局】

【市民局、区役所】

共助の仕組みづくり（超高齢社会に対応する施策の検討）

公民館改築

みんなの公民館づくり
〔★地域・公民館の情報発信の強化、★住民の活動の場づくりの充実〕

地域集会施設建設等助成

公民館地域人材発掘・育成支援事業

【市民局、区役所】

【市民局、区役所】

【総務企画局】
【市民局、区役所】

◆ いきいきシニア応援事業（★アクティブライフのための健康きっかけづくり、南
区地域福祉ネットワークづくりモデル事業、★食に着目したアクティブエイジン
グ、★南区耳バリアフリープロジェクト）

【総務企画局】

【区役所、保健福祉局、市民局】

【区役所、保健福祉局】
【区役所、保健福祉局】

【保健福祉局、区役所】いきいきセンターふくおか運営事業

【区役所、市民局】

【道路下水道局】

南区食の安全・安心推進事業

浸水対策の推進

大橋駅周辺安全・安心まちづくり事業

子ども・女性安全対策事業

【市民局】犯罪のない安全で住みよいまちづくり推進事業

地域防犯力強化事業
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〔南　区〕

みなみ情報発信隊 【区役所、市民局】

生物多様性地域戦略の推進（保全・啓発活動の促進） 【環境局】

５　住民に身近な区役所づくり

●大学を生かしたまちづくり

●隣接地域との連携・交流

大橋駅周辺活性化事業

花と緑あふれる区役所づくり事業 【区役所、市民局】
区役所窓口サービス改善事業 【市民局、区役所】

【区役所、市民局】

【住宅都市局】

【区役所、市民局】

【住宅都市局、区役所】

３　那珂川やため池、油山などの自然がさらに身近に感じられるうるおいとやすらぎのあるまち

●快適な移動のための取組みの推進

【総務企画局】

【道路下水道局、住宅都市局、
 区役所】

【区役所、道路下水道局】

【道路下水道局】
【住宅都市局】

自転車安全利用推進事業

【道路下水道局、区役所】

【市民局】

４　大学や隣接地域との連携・交流や文化活動などが盛んで、活気あふれるまち

◆ 大学と地域の縁むすび事業

総合的な自転車対策〔放置自転車対策（駐輪場整備、街頭指導等による啓発、
放置自転車の撤去）、車道における自転車通行空間整備の推進〕

●「水辺」や「緑」などの自然を生かしたまちづくり

九大大橋キャンパスとのまちづくり事業

南区魅力めぐり事業

緑化推進事業〔緑化推進事業、緑化啓発事業〕

【区役所、市民局】
公園の整備〔新たな公園の整備、既存公園の再整備〕

市民サービス向上委員会 【区役所、市民局】
●市民サービスの向上

【区役所、市民局】

●文化や芸術を生かしたまちづくり
桧原桜を活かしたまちづくり事業

那珂川町との交流・連携事業 【区役所、市民局】

自転車環境対策事業
●自転車利用の促進

生活交通支援事業

バリアフリーのまちづくりの推進（道路、バス・鉄道駅、市営住宅等）

主要放射環状型道路の整備

来訪者をもてなす道づくり（都市サインの整備、道路緑化等）

身近な生活道路の改善〔交通安全施設整備、生活道路の整備、狭あい道路拡
幅整備、通学路安全安心事業〕

●人にやさしいまちづくり

【道路下水道局、区役所】

【保健福祉局、住宅都市局、
 道路下水道局、区役所】

【区役所、市民局】

水辺環境の整備〔河川環境整備、自然共生型ため池整備事業、治水池環境整
備、◆ 水辺や緑に親しむまちづくり事業 〕

【道路下水道局、農林水産局、
 区役所、市民局】

南区出前講座 【区役所、市民局】

ユニバーサル都市・福岡の推進
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〔南 区〕 

≪区事業の概要≫                                 
 

●人のつながりや交流が大切にされ、地域で支え合い・助け合う 
くらしやすいまち 
元気ハツラツみなみっ子応援事業               【区役所、こども未来局】 

新米ママや若年ママのための親子セミナー、発達が気になる
子どもと親が集えるサロンの開催などにより、育児不安を軽減
し、孤立化や虐待への移行を予防します。 
また、地域の子育て情報の提供、子どもの正しい生活リズム

の普及啓発などに取り組み、みなみっ子の元気な成長を応援し
ます。 

セミナー、サロンの開催回数
【現状（H24n）】 

６回 
【目標（H28n）】 

18 回 

いきいきシニア応援事業                【区役所、保健福祉局、市民局】
 健康づくりや社会参加に関する講座の開催、「食」や「聞こえ」
に関する取組み、地域で高齢者を見守る仕組みづくりなどを進
め、シニア世代が元気で心豊かな人生を送れるよう応援します。
 ○アクティブライフのための健康きっかけづくり 
 ○食に着目したアクティブエイジング＊１推進事業 
 ○南区耳バリアフリー＊２プロジェクト（「聞こえ」を改善する

機器の区役所等への試験導入、公共機関等への導入働きか
け） 

 ○南区地域福祉ネットワークづくりモデル事業 

公民館や老人いこいの家を
利用する高齢者の数 
【現状（H23n）】 

389,281 人 
【目標（H28n）】 

420,000 人 

 
●みんなにやさしい、安全で安心して住み続けられるまち 

南区地域安全安心まちづくり事業                  【区役所、市民局】
 地域と共働し、防災・防犯意識の醸成、組織や従事者の育成、
訓練などに取り組むとともに、校区独自の活動を支援し、安全
で安心な住みよいまちづくりを進めます。 
 ○校区自主防災・防犯組織の活動支援 

（「福岡市 web まっぷ」上に掲載した校区安全安心マップの
有効活用促進など） 

○災害時要援護者＊３避難支援対策の実施校区に対する支援  
 など 

「福岡市 web まっぷ」上に掲
載した校区安全安心マップ
を有効活用している校区数 
【現状（H24n）】 
 － 
【目標（H28n）】 
25 校区 

 
●那珂川やため池、油山などの自然がさらに身近に感じられる 

うるおいとやすらぎのあるまち 
水辺や緑に親しむまちづくり事業                  【区役所、市民局】 
 南区の景観の特色であるため池や那珂川などの水辺、油山や
鴻巣山の緑などの自然をさらに身近に感じられるよう、環境整
備をはじめ、さまざまな取組みを進めます。 

○瓢箪（ひょうたん）池にかかる環境整備事業（H24n～H25n）
 ○那珂川川下り大会の開催 
 ○南区水辺カレンダーの作成、配布 

治水池の整備数（環境整備事
業） 
【現状（H24n）】 
 ２か所 
【目標（H28n）】 

３か所 
 
●大学や隣接地域との連携・交流や文化活動などが盛んで、活気あふれるまち 

大学と地域の縁むすび事業                     【区役所、市民局】
 南区の大学、短大が持つ情報や専門的知識、人材などが、住
民の生活の中に生かされるように、大学と地域を繋ぐ取組みを
進めます。 
 ○南区大学連絡会議の開催 
 ○公開講座、出前講座（大学版）の実施 など 

出前講座（大学版）の開催
数・受講者数 
【現状（H23n）】 

18 回・617 人 
【目標（H28n）】 
  30 回・800 人 

 
 
 
 
＊1）アクティブエイジング：Ｐ８の脚注参照 

＊２）バリアフリー：Ｐ１７の脚注参照 

＊３）災害時要援護者：Ｐ４０の脚注参照 
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〔城南区〕 

 
 
 

 

 

＜取組みの方向性＞ 

1 安全で安心して暮らせるまち 

・ 樋井川水系の河川氾濫や地震などの自然災害への対策を引き続き推進するとと

もに、地域の防災力の強化を図り、災害に強いまちをつくります。 
・ また、街頭犯罪抑止や交通安全施設の整備を進め、地域の防犯活動を支援する

ことで、安全で安心して暮らせる環境を整えます。 
・ さらに、子育て家庭や独居高齢者などの孤立化を防ぐ取組みなどにより誰もが

安心して生活できる環境をつくるとともに、一人ひとりの人権意識の高揚により、

すべての人が暮らしやすいまちをめざします。 
 

2 地域で支え合う、ぬくもりのあるまち 

・ 福祉や健康、子育て、環境、まちづくり活動など、さまざまな分野での地域課

題解決に向けて住民が主体的に取り組むコミュニティ活動を支援するとともに、

それらの活動を支える人材の発掘・育成に取り組み、地域コミュニティの強化・

活性化をめざします。 
・ また、思いやりと助け合いの心で、子どもや高齢者、障がいのある人などを地

域で見守り支え合う体制や、誰もが生きがいをもって社会活動に参加できる環境

づくりを進め、みんなにやさしいまちをつくります。 
 

3 地域と大学が共生するまち 

・ 多様な分野で学生の柔軟で新鮮な知恵や発想、若い活力を生かし、地域と学生

が出会い、交流し、共にまちづくりに取り組む環境や仕組みを整え、創造的でい

きいきとしたまちをめざします。 
・ また、大学の高い教育・研究機能や設備、専門的な人材などの多くの資源が地

域社会に還元され、地域と大学、住民と学生の交流を通じて、地域課題の解決を

図るとともに、魅力的なまちづくりを進め、地域固有の文化を醸成します。 
 

4 自然環境を大切にするまち 

・ 油山や樋井川などの豊かな自然を次世代に継承するため、その魅力を広く伝え

自然環境保全意識の醸成を図るとともに、市民自らが自然環境を守り育てる活動

などを支援し、環境にやさしいまちづくりを進めます。 
・ また、山や川辺など身近にある自然に親しみふれあう活動や、まちを美しく彩

る花づくり活動などを通じて、生活の中に季節の変化を感じられる、花と緑豊か

な潤いのあるまちを形成します。 
 
 
 

豊かな暮らしがあるまち・城南区 

～大学・自然と共生し、地域で支え合う安全で安心なまちづくり～ 
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〔城南区〕

施策事業体系 ★ ： 新規事業、　◆・太字・斜体 ： 区事業　／　太字 ： 重点事業、　その他 ： 主要事業

多様な保育サービスの充実
〔延長保育、障がい児保育、★福岡市保育コンシェルジュ等〕

ユニバーサル都市・福岡の推進

★地域住民が意思決定に参画する区役所事業の実施（地域参画予算）

●みんなにやさしいまちづくり

【市民局】
【総務企画局】

２　地域で支え合う、ぬくもりのあるまち

【区役所、市民局】◆ 地域を支える人材発掘・育成支援事業
●地域コミュニティの活性化と活動の場づくり

男女共同参画地域づくり事業
人権教育・啓発の推進 【市民局、区役所】

来訪者をもてなす道づくり（都市サインの整備、道路緑化等） 【道路下水道局、区役所】

みんなの公民館づくり
〔★地域・公民館の情報発信の強化、★住民の活動の場づくりの充実〕

花と緑でまちづくり（歩きたくなるまちづくり事業・花づくり応援事業）＜再掲＞
区民フェスティバル（ふれあい城南フェスティバル）

【市民局、区役所】

公民館地域人材発掘・育成支援事業

【市民局、区役所】
活力あるまちづくり支援事業

地域集会施設建設等助成
コミュニティ活動市民参加促進事業 【市民局、区役所】

★自治協議会の運営基盤強化に向けた支援事業

【区役所、市民局】

【市民局、区役所】

【市民局、区役所】

【市民局、区役所】

【市民局、区役所】

【区役所、市民局】

◆ 城南区子育て応援メルマガ事業

児童虐待防止対策の推進〔虐待防止等強化事業、子ども虐待防止活動推進委員会〕

保育所整備の推進〔保育所整備費助成、家庭的保育事業、認可化移行促進事業〕

母と子の健康づくり〔妊婦健診・乳幼児健診〕
子どもプラザ推進事業 【こども未来局、区役所】

【区役所、こども未来局】

【こども未来局】

【こども未来局、区役所】

１　安全で安心して暮らせるまち
●災害に強いまちづくり

【道路下水道局】

◆ 防災対策事業
（避難ガイドブック作成・地域防災リーダー養成・要援護者避難計画支援等）

【区役所、市民局】

★災害対応支援システムの機能強化

【道路下水道局】
雨水の流出抑制〔雨水貯留施設整備事業、雨水流出抑制施設の導入推進〕
準用河川改修事業

地域防災力の向上〔自主防災活動の活性化、市民・企業の防災意識普及〕

【道路下水道局】

【市民局、区役所】

【市民局】
浸水対策の推進

【市民局】避難支援対策の充実・強化〔避難所機能の強化、★土砂災害対策〕

【道路下水道局、区役所】

【区役所、保健福祉局】
【区役所、保健福祉局】

【こども未来局、区役所】

【こども未来局、区役所】

●安心して生み育てられる環境づくり

【市民局】

健康で快適な住まいづくり事業　
食とくらしのリスクコミュニケーション　

自転車安全利用推進事業
食中毒・感染症予防キャンペーン　

【区役所、保健福祉局】

【道路下水道局、住宅都市局、
 区役所】

【道路下水道局】

地域防犯力強化事業

◆ 安全安心のまちづくり（校区安全安心マップ改訂・自主防犯パトロール活動
支援・安全安心街頭キャンペーン実施等）

【市民局、区役所】

●犯罪のない安全で住みよいまちづくり
【区役所、市民局】

【市民局】飲酒運転撲滅対策事業

犯罪のない安全で住みよいまちづくり推進事業
【市民局】
【市民局】

街頭防犯カメラ設置補助事業 【市民局】
子ども・女性安全対策事業

【保健福祉局、住宅都市局、道路
 下水道局、交通局、 区役所】

●安全で快適な生活環境づくり

主要放射環状型道路の整備

総合的な自転車対策〔放置自転車対策（駐輪場整備、街頭指導等による啓発、
放置自転車の撤去）、車道における自転車通行空間整備の推進〕

身近な生活道路の改善
〔交通安全施設整備、生活道路の整備、狭あい道路拡幅整備〕

バリアフリーのまちづくりの推進（道路、バス･鉄道駅、市営住宅等）
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〔城南区〕

【総務企画局】

３　地域と大学が共生するまち

★健康のコツ（骨）伝えます事業

家庭ごみの減量・資源化推進（地域集団回収等の支援、レアメタルの再資源化等） 【環境局、区役所】

【区役所、保健福祉局】
城南区スポーツフェスタ

【区役所、保健福祉局】

【区役所、市民局】

アクティブエイジングの推進

◆ 防災対策事業（避難ガイドブック作成 ・地域防災リーダー養成 等）＜再掲＞

【区役所、市民局】

【区役所、保健福祉局】
【区役所、保健福祉局】

◆ 大学のあるまちづくり(大学・大学生と地域の連携交流推進) 【区役所、市民局】

【保健福祉局、区役所】健康づくりの推進〔特定健診・特定保健指導事業、よかドック３０＆ヘルシース
クール、介護予防の推進〕

★パパママ禁煙啓発事業

【保健福祉局、区役所】こころの健康づくり（自殺予防対策事業）

●大学・大学生と共働して取組む魅力的なまちづくり

【区役所、保健福祉局】

地域での支え合い活動支援 【保健福祉局】

【保健福祉局、区役所】
いきいきセンターふくおか運営事業 【保健福祉局、区役所】

【総務企画局】

緑化推進事業〔緑化推進事業、緑化啓発事業〕 【住宅都市局、区役所】

【市民局、区役所】

【道路下水道局、区役所】

【住宅都市局】

【環境局、区役所】

【区役所、市民局】

４　自然環境を大切にするまち

【住宅都市局】

市民との情報受発信と対話の促進 【区役所、市民局】

●市民サービスの向上

市民が利用しやすい庁舎改良事業 【区役所、市民局】
区役所窓口サービス改善事業

【区役所、市民局】
●自然環境と調和したまちづくり

花と緑でまちづくり（歩きたくなるまちづくり事業・花づくり応援事業）

●資源を大切にし、環境にやさしいまちづくり

油山の魅力発信・ハチクマウォッチング

３Ｒ推進啓発事業

【区役所、市民局】

５　市民に身近な区役所づくり

特色ある公園づくり事業（友泉亭）
水辺環境の整備〔河川環境整備、治水池環境整備〕

公園の整備〔新たな公園の整備、既存公園の再整備〕

区民フェスティバル（ふれあい城南フェスティバル）＜再掲＞

★公民館こころ輝くまちふくおか推進事業 【市民局、区役所】
共助の仕組みづくり（超高齢社会に対応する施策の検討）

★◆ 区民の自主的な健康づくりの促進
●健康で元気に活躍できるまちづくり

城南区食育推進事業（元気でいただきます応援事業）

福岡型地域包括ケアシステムの構築

●地域で見守り支え合うまちづくり
認知症になっても安心して暮らせるまちづくり
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〔城南区〕 

≪区事業の概要≫                                 
 

●安全で安心して暮らせるまち 
防災対策事業                           【区役所、市民局】

浸水被害が想定される４校区を対象に、避難場所や経路を示
した避難ガイドブックを作成するとともに、地域の防災リーダ
ーを養成するなど、地域防災力の向上を図ります。 
 

避難ガイドブック作成 
校区数 
【現状（H24n）】 

１校区 
【目標（H27n）】 

４校区 
安全安心のまちづくり                       【区役所、市民局】

校区などで実施する安全安心マップの改訂や自主防犯パトロ
ール活動などを支援するとともに、安全安心街頭キャンペーン
を実施し、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めます。 
 

安全安心マップ改訂校区数 
【現状（H24n）】 

５校区 
【目標（H27n）】 

11 校区 
城南区子育て応援メルマガ事業                【区役所、こども未来局】 
 ３歳０か月までの乳幼児の保護者を対象に、予防接種や健診
などの月齢に応じた情報、地域の子育て関連イベントや感染症
の発生情報などを携帯向けメールマガジンで配信し、子育て支
援を進めます。 
 

メルマガ登録率 
【現状（H24n）】 

24％（11 月末現在） 
【目標（H28n）】 

35％           
 
●地域で支え合う、ぬくもりのあるまち 

地域を支える人材発掘・育成支援事業                【区役所、市民局】
地域コミュニティ活動の中心となる自治協議会＊１などの活

動を担う人材の不足を解消し、活発な活動を展開していくため
に、人材の発掘・育成を目的とした講座などを実施します。 
 ○ＰТＡ活動者や大学生への地域活動参加のきっかけづくり

講座 
 ○地域活動者のスキルアップ研修 
 

人材発掘・育成支援事業 
（研修）実施回数 
【目標】 

年８回継続実施 

区民の自主的な健康づくりの促進                【区役所、保健福祉局】
 自治協議会などの地域団体と共働して、参加者自身の健診結
果を活かし、校区単位の健康課題をテーマとした健康講座をシ
リーズで開催し、区民の自主的な健康づくりを促進します。 
 

健康講座開催校区数 
【現状（H24n）】 

２校区 
【目標（H28n）】 

11 校区 
 
●地域と大学が共生するまち 

大学のあるまちづくり                       【区役所、市民局】
大学生の活力や大学の教育・研究機能を活かして、地域の活

性化や課題解決を図り、魅力的なまちづくりを進めます。 
○大学、地域、行政で構成する協議会の開催 

 ○大学・大学生との共働事業の推進 
○大学生と地域住民の交流促進 

 

大学・大学生との交流・連携
事業数 
【現状（H23n）】 

53 件／年 
【目標（H28n）】 

60 件／年 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1）自治協議会：Ｐ６の脚注参照 
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