


〔早良区〕 

 
 
 

＜取組みの方向性＞ 
1 お互いが支え合い安心して暮らせるまち 

  ・ 保健、福祉、子育て支援が充実し、高齢者や障がいのある人をはじめ、すべて
の市民が尊重され健康でいきいきと暮らし、子どもが夢をもって健やかに成長で
きる環境づくりを進めます。また、就労支援など、生活の安定に向けた取組みも
進めます。 

・ 地域社会を担う人材を育成するとともに、地域コミュニティと行政が共働で、
誰もが参画し、活躍できるまちづくりを進めます。 

  ・ さらなるごみ減量やリサイクル推進など、資源を大切にした環境に優しいまち
づくりを進めます。   

・ 地域の防災活動の支援や、災害時の被害の最小化を図る減災＊１対策を推進する
など、地震や風水害などの災害に強いまちづくりを進めます。 

・ 市民、地域、警察、行政が連携し、犯罪や交通事故を未然に防ぎ、市民が安全・
安心に暮らせるまちづくりを進めます。 

 
2 早良区の特性を生かした魅力あるまち 

  ・ 郷土の歴史や伝統文化、脊振山系や室見川などの豊かな自然を保全し、郷土に
誇りと愛着をもち、次世代へ継承していきます。 

  ・ 地域の特産品、歴史や史跡などの地域資源を生かした地域ブランドを育ててい
きます。 

  ・ 山、川、海などの豊かな自然と地域の歴史や美しい街並みなど、四季折々の多
様な魅力を観光資源として磨き、育てることで、多くの人が訪れ交流が生まれる
魅力あるまちづくりを進めます。 

  
3 地域の魅力を生かしたまち 

  ・ 早良区は南北に長く北部、中部、南部が異なる特性をもっています。それぞれ
がもつ地域性や魅力を生かしながら一体感のあるまちづくりを推進します。 

  
◆～活力とにぎわいのあるまち～ 北部 

     文教・行政・商業・交通機能を有する西新・藤崎地区と観光・情報技術関連
施設や文化・教育施設を有するシーサイドももち地区とが回遊性を高め、一体
となった活力とにぎわいのある拠点のさらなる形成を進めます。 

     また、大学や企業・商店街などと連携した活力あるまちづくりを進めます。 
 ◆～地域の新しい拠点となるまち～ 中部 

     地下鉄七隈線や平成外環通りの沿線を中心に新たなまちの形成が進み、商業
施設や住宅が融和した便利で快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

     また、地域交流センターの早期整備を図り、同センターを中心に、文化・ス
ポーツ活動や市民交流が広がり、市民がお互いに支え合う自律したコミュニテ
ィがあるまちづくりを進めます。 

 ◆～豊かな自然を生かした市民の憩いのまち～ 南部 
脊振山系や野河内渓谷などの豊かな自然を守り生かしていくことにより、

人々が集う憩いのまちづくりを進めます。また、集落営農などによる農業の活
性化や、体験農園、特産品販売所などを通して、地元との交流が生まれる活力
あるまちづくりを進めます。 
また、交通手段については、地域住民の生活や通勤・通学の重要な足であり、

観光客を呼び込むためにも必要なことから、その維持・確保に努めます。 
 
 
＊1）減災：Ｐ４０の脚注参照 

ひと・みず・みどりが光り輝く「早良区」 ふれあいと交流のあるまち
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〔早良区〕

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

【市民局、区役所】

【道路下水道局】
雨水流出抑制施設の導入推進
都市基盤河川改修事業（金屑川）

【道路下水道局】

【市民局、区役所】

【道路下水道局】

【市民局】

【道路下水道局、区役所】

【道路下水道局】

モラル・マナー向上市民啓発事業 【市民局】

局地的豪雨対策緊急事業

犯罪のない安全で住みよいまちづくり推進事業

災害に強い道づくり（無電柱化、橋梁の耐震化等）

【市民局、区役所】
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、津波対策〕

【市民局、区役所】

【総務企画局】

●災害に強く、交通事故や犯罪のない安全安心なまちづくり

★公民館こころ輝くまちふくおか推進事業

【区役所、市民局】

【区役所、保健福祉局、交通局】

地域集会施設等建設助成
共助の仕組みづくり（超高齢社会に対応する施策の検討）

【市民局、区役所】
【市民局、区役所】

【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〕

【こども未来局、区役所】
【市民局、区役所】

【総務企画局】
【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】

◆ さわらっ子育て応援事業（子育て情報誌、発達障害サロンなど） 【区役所、こども未来局】

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〕 【こども未来局】

早良区地域子ども育成事業
(育みネット支援、思いやりの心推進モデル地区の指定など）

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】

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】

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】

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〕 【こども未来局、区役所】

★早良区アクティブエイジング 【区役所、市民局】
アクティブエイジングの推進

【保健福祉局、区役所】
【保健福祉局、区役所】
【保健福祉局】

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）

【保健福祉局、区役所】

●人を大切にし、いつまでも健康で安心して暮らせるまちづくり

ユニバーサル都市・福岡の推進
◆ 働きざかりの健康づくり（健康づくり応援団の店事業、サブウェイダイエット事業）

こころの健康づくり（自殺予防対策事業）

人権教育・啓発の推進
ＤＶ相談・支援推進事業

◆ 校区安全安心まちづくり推進事業

自転車安全利用推進事業

浸水対策の推進

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〕

いきいきセンターふくおか運営事業
地域での支え合い活動支援

早良区親善スポーツ大会

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〕

１　お互いが支え合い安心して暮らせるまち
●子どもが健やかに育ち、安心して生み育てられる環境づくり

【市民局】

【道路下水道局、区役所】
【道路下水道局、住宅都市局、
 区役所】

公民館地域人材発掘・育成支援事業
公民館改築

コミュニティ活動市民参加促進事業

【市民局】子ども・女性安全対策事業

放課後等の遊び場づくり事業 【こども未来局】

【区役所、市民局】

【保健福祉局、区役所】

◆ シニアのための智恵袋
【総務企画局】

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、食育推進、介護予防の推進〕

早良区男女共同参画推進事業

福岡型地域包括ケアシステムの構築

【市民局、区役所】

【市民局、区役所】

【区役所、市民局】

●地域コミュニティと行政が共働でつくる、誰もが参画し活躍できるまちづくり

【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

活力あるまちづくり支援事業

★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）

【区役所、保健福祉局】

【市民局、区役所】
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〔早良区〕

【農林水産局】

★セアカゴケグモ対策

●～豊かな自然を生かした市民の憩いのまち～ 南部
◆ 早良みなみ元気応援事業 【区役所、市民局】

４　市民から信頼される区役所づくり

区役所広報機能の強化 【区役所、市民局】

市民に信頼される人材育成事業 【区役所、市民局】

●区役所窓口サービスの向上
◆ さわら魅力アップ事業（★サザエさん通りを生かしたまちづくり、早良区の魅
力情報発信）＜再掲＞

【区役所、市民局】

【道路下水道局】

【住宅都市局、区役所】

生物多様性地域戦略の推進（保全・啓発活動の促進）

さわら昔ばなし 【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〕 【住宅都市局】

不法投棄防止対策

さわらの四季～彩食健美の玉手箱

【環境局、区役所】

窓口サービス向上プロジェクトの実施 【区役所、市民局】

商店街活力アップ事業

【区役所、市民局】

「ふくおかさん家（産地）のお気に入り」事業

日本で唯一の歴史資源活性化事業（元寇防塁）

多様な担い手の確保〔★人・農地プラン推進事業、農業インターンシップ事業、
ふくおか農業塾事業、めざせ新規就農！応援事業（新規就農相談窓口の充
実）、担い手育成支援事業〕

【農林水産局】

森林基幹道整備事業

生活交通支援事業 【住宅都市局】

水源地域・流域との連携・協力と市民との共働 【水道局】
荒廃森林再生事業 【農林水産局】

【道路下水道局】

景観創造・高質化事業

●～活力とにぎわいのあるまち～ 北部
◆ さわら魅力アップ事業（★サザエさん通りを生かしたまちづくり、さわらの秋等）
＜再掲＞

都市基盤河川改修事業（金屑川）＜再掲＞

【経済観光文化局】

地域交流センター検討（早良区）
●～地域の新しい拠点となるまち～ 中部

【市民局】

◆ さわら魅力アップ事業（★サザエさん通りを生かしたまちづくり、さわらの秋等）

【道路下水道局、区役所】
まち歩き観光ガイド・史跡めぐりの充実強化 【経済観光文化局】
福岡で「もう1泊」推進事業 【経済観光文化局】

【区役所、市民局】

【住宅都市局】

水辺環境の整備〔河川環境整備、治水池環境整備〕

３　地域の魅力を生かしたまち

【経済観光文化局】

【農林水産局】
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）

●歴史・文化や豊かな自然を守り生かすまちづくり
２　早良区の特性を生かした魅力あるまち

【道路下水道局、区役所】

◆ 室見川水系一斉清掃

【環境局】

●地域資源を観光資源として磨き、交流が生まれる魅力あるまちづくり

【市民局、区役所】

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）＜再掲＞ 【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】

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）

飲酒運転撲滅対策事業 【市民局】
【各局、区役所】

主要放射環状型道路の整備

●安全で快適な生活環境づくり

防犯灯設置補助事業

緑化推進事業〔緑化推進事業、緑化啓発事業〕

地域防犯力強化事業

【区役所、環境局】

【区役所、市民局】
魅力づくり活動支援（灯明まつり、板屋地区活性化・木の葉祭） 【区役所、市民局】

【道路下水道局】
街頭防犯カメラ設置補助事業 【市民局】

早良区不祥事防止運動の実践 【区役所、市民局】

主要放射環状型道路の整備（長尾橋本線）＜再掲＞ 【道路下水道局】

区役所窓口サービス改善事業 【市民局、区役所】

【環境局、区役所】
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〔早良区〕 

≪区事業の概要≫                                 
 

●お互いが支え合い安心して暮らせるまち 
さわらっ子育て応援事業                   【区役所、こども未来局】 

子育て情報の提供や発達相談の実施により、子育て世代の不
安軽減を図るとともに、発達が気になる親子の支援を行うなど
子育てを応援します。 
 ○しつけや遊びなどを掲載した子育て情報誌の作成、配布 
 ○こども虐待防止講座の開催 
 ○発達障がいサロンの継続、充実 

虐待防止講座開催回数 

【現状（H24n）】 

11 回 

【目標（H28n）】 

34 回 

働きざかりの健康づくり                    【区役所、保健福祉局】
生活習慣病予防の重要な年代である働きざかり世代を中心

に、健康づくりへの意識を高めるための啓発活動を行います。 
 ○健康づくり応援団の店と連携した健康づくりに役立つレシ

ピや運動に関する情報発信 
 ○地下鉄の駅の階段を活用した健康づくりの啓発 
 ○健康づくりをテーマとしたイベント等での啓発活動の実施 

健康づくり応援団の店と連
携したレシピ等の配布数 
【現状（H24n）】 

810 枚 
【目標（H28n）】 
 2,000 枚 

シニアのための智恵袋                     【区役所、保健福祉局】 
定年退職後の生きがいづくりなど市民のセカンドライフを応

援し、シニア世代の社会参画と地域コミュニティの活性化を促
進します。 
 ○シニア世代の活動を応援するイベント・講座の開催 

○リーフレット「シニアのための智恵袋」（改訂版）作成・配
布、情報発信 

イベント・講座の参加者数 
【現状（H24n）】 

185 人 
【目標（H28n）】 

400 人 

校区安全安心まちづくり推進事業                  【区役所、市民局】
 地域・警察・消防などと連携し、地域における防犯・防災力
の向上を図るとともに、交通安全施策を強化し、安全で安心し
て暮らせるまちづくりを進めます。 
 ○地域住民による安全・安心マップの作成支援 
 ○ボランティアで行うウォーキングパトロール事業の支援 
 ○地域の自主防災組織＊１による防災活動への支援 
 ○避難所になっている小学校までの案内表示の整備 
 

①「早良区安全安心まちづく
り事業」実施校区数 

②「ウォーキングでパトロー
ル事業」登録者数 

【現状（H24n）】 
①11 校区  ②690 人   

【目標（H28n）】 
①19 校区  ②1,100 人 

 
●早良区の特性を生かした魅力あるまち  

室見川水系一斉清掃                        【区役所、環境局】
豊かな自然環境の保全や自然とのふれあいを推進するため、

市民・ボランティア・ＮＰＯ＊２などが連携し、区を縦断して流
れる室見川水系の上流から下流までの一斉清掃に取り組みま
す。 

清掃参加人数 
【現状（H24n）】 

4,188 人 
【目標（H28n）】 

5,000 人 
さわら魅力アップ事業（サザエさん通りを生かしたまちづくり、さわらの秋等） 
                                 【区役所、市民局】
早良区の豊かな自然、歴史・文化、特産品等の地域資源を観

光資源として磨き、早良区の魅力を高める取組みを行います。 
 ○サザエさん通りを生かしたまちづくり事業 
  ・婚姻届を提出したカップルが「サザエさん」と一緒に記

念撮影ができるコーナーの提供 
・地域・大学・商店街・企業・行政の共働によるまちづく

りの推進 
○早良の秋の魅力やイベントなどを広報する「さわらの秋」
・事業の実施 

①サザエさん通りを生かし
た地域等との共働事業数 

②「さわらの秋」事業におけ
る協賛店の拡大 

【現状（H24n）】 
①２件  ②27 店 

【目標（H28n）】 
 ①５件  ②50 店 

 
 
 
＊1）自主防災組織：Ｐ４０の脚注参照 

＊2）ＮＰＯ〔Nonprofit Organization〕：Ｐ９の脚注参照 
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〔早良区〕 

 
●地域の魅力を生かしたまち 

早良みなみ元気応援事業                      【区役所、市民局】
少子高齢化や農業後継者不足などの課題に取り組む地域主体

の活動を支援するなど、地域と行政の共働で早良区南部地域の
活性化を促進します。 
 ○地域主体で南部地域のまちづくりに取り組む「早良みなみ

塾」の開催、活動支援 
 ○背振クリーンアップ登山と道標設置 
 ○早良区特産品の販売、さわら特産市の開催 
 

早良区南部活性化に関する
地域との共働事業数 
【現状（H24n）】  

５件 
【目標（H28n）】 

10 件 
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〔西 区〕 

 
 
 

 

 

＜取組みの方向性＞ 

1 自然を生かし、環境にやさしいまち 

・ 西区の宝（魅力）である山、川、海、干潟、島など、身近にある多様な「自然」

を保全・活用し、水と緑の豊かな都市環境づくりを進めます。 
 

2 にぎわいと楽しさがあり、地域が支え合う、生き生きと暮らせるまち 

・ 地域コミュニティで活躍する温もりのある「市民」が、自らの知恵と発想をも

とに責任ある取組みを行う、自律したコミュニティづくりを支援します。また、

隣接する糸島市と行政区域を越えた住民同士の交流を深めます。 
・ そして、西区の資源である歴史や伝統を生かした魅力づくりや生活のペースに

あわせて楽しみながら行う健康づくりを地域と共に推進し、にぎわいと楽しさの

あるまちづくりを進めます。 
 

3 大学の知と人材を取り込んだ創造性に富むまち 

・ 2005 年（平成 17 年）10 月の開校以来、順調に整備が進んでいる、九州大学伊

都キャンパスの知と人材を西区のまちづくりの宝と位置づけ、「大学」と地域の連

携・交流事業を促進し、「大学」の知識と多彩な人材を地域の人材育成やまちづく

りに生かします。 
 

4 子どもから高齢者まで、安全で安心して暮らせるまち 

・ 安心して子育てができる環境の充実を図るとともに、高齢者の知識や経験、自

己実現意欲などを生かす仕組みづくりや安心して生活できる体制づくりを進めま

す。 
・ また、日常生活や地域コミュニティの維持などに重要な役割を果たす生活交通

については、関係者の協力と連携のもと、確保に努めます。 
・ さらに、自主防災・防犯活動や交通安全など安全・安心に向けての取組みを、

市民、警察、行政が一体となって、連携・共働しながら進め、市民生活のルール

を守るモラル・マナーのまちをめざします。 
 
 

自然と大学の知を生かし､安全で安心して､生き生きと暮らせるまち・西区  

～「自然・市民・大学」の３つの宝を磨きあげる～ 
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〔西　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

★大規模公園施設再整備事業（西部運動公園） 【住宅都市局】

【住宅都市局】
伊都土地区画整理事業 【住宅都市局】
商店街活力アップ事業 【経済観光文化局】

九州大学移転に伴う西部地域のまちづくり
〔アクセス道路の整備、都市基盤河川改修事業〕

【道路下水道局】

主要放射環状型道路の整備 【道路下水道局】

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）

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】
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】

海岸整備事業（能古地区） 【港湾局】

◆ 西区市街化調整区域のまちづくり活動支援事業 【区役所、市民局】

★七隈線沿線のまちづくり推進（橋本・戸切地区まちづくり推進調査） 【住宅都市局】

●にぎわいと楽しさのあるまちをつくる

離島の振興（玄界島・小呂島） 【総務企画局】

西区食育推進事業（「周知」から「実践」への食育の推進） 【区役所、保健福祉局】
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】

【区役所、保健福祉局】
西区スポーツフェスタ 【区役所、市民局】
ウォーキングなどによる健康づくり推進事業

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】
●「続ける」、「楽しむ」健康づくりを推進する

西祭(Sai Sai)～西区みんなでつくる文化祭～ 【区役所、市民局】

西区まるごと博物館構想推進事業 【区役所、市民局】

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】

まち歩き観光ガイド・史跡めぐりの充実強化 【経済観光文化局】
庚寅銘大刀保存活用事業 【経済観光文化局】
吉武高木遺跡環境整備事業 【経済観光文化局】
日本で唯一の歴史資源活性化事業（元寇防塁） 【経済観光文化局】

●歴史・伝統の魅力と新しい文化を創造する

公民館地域人材発掘・育成支援事業 【市民局、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〕

【市民局、区役所】

公民館改築 【市民局、区役所】
地域集会施設建設等助成 【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】
★自治協議会の運営基盤強化に向けた支援事業 【市民局、区役所】
コミュニティ活動市民参加促進事業 【市民局、区役所】
活力あるまちづくり支援事業 【市民局、区役所】

●自ら考え行動するコミュニティの力を高める
◆ 地域の自治力強化に向けた校区支援事業 【区役所、市民局】

★海づり公園海底環境整備事業 【農林水産局】

２　にぎわいと楽しさがあり、地域が支え合う、生き生きと暮らせるまち

環境・生態系保全活動支援事業 【農林水産局】
地域の魅力発信事業（北崎） 【農林水産局】

●活力ある農業・漁業地域を拓く

西区環境フェスタ 【区役所、環境局】
３Ｒ推進啓発事業 【環境局、区役所】

【環境局、区役所】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）
●環境にやさしい暮らしを広げる

水辺環境の整備〔河川環境整備、治水池環境整備〕 【道路下水道局、区役所】
松くい虫防除による住環境保全対策事業 【農林水産局】
荒廃森林再生事業 【農林水産局】

博多湾環境保全対策の推進 【環境局】
生物多様性地域戦略の推進（保全・啓発活動の促進） 【環境局】

１　自然を生かし、環境にやさしいまち
●自然環境を保全・活用し、水と緑のネットワークをつくる

★今津運動公園野球場整備 【市民局】
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〔西　区〕

４　子どもから高齢者まで、安全で安心して暮らせるまち

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】

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〕 【こども未来局】

西区組織風土改革の推進 【区役所、市民局】

地域防犯力強化事業 【市民局、区役所】

５　市民から信頼される区役所づくり

飲酒運転撲滅対策事業

●市民サービスの向上
区役所窓口サービス改善事業 【市民局、区役所】

【市民局】

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 【市民局】

街頭防犯カメラ設置補助事業 【市民局】

雨水流出抑制施設の導入推進 【道路下水道局】
浸水対策の推進 【道路下水道局】

不法投棄防止対策 【環境局、区役所】

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〕

【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、狭あい道路拡幅整備〕

【道路下水道局、住宅都市局、
 区役所】

災害に強い道づくり（無電柱化、橋梁の耐震化等） 【道路下水道局、区役所】

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〕 【市民局、区役所】
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、津波対策、★帰宅困難者対策〕

【市民局】

◆ 地域自主防災力及び防災・危機管理体制の充実・強化 【区役所、市民局】

◆ 西区防犯対策事業（地域防犯力の強化推進事業）
●安全・安心のまち、モラル・マナーのまちをつくる

【区役所、市民局】

生活交通支援事業 【住宅都市局】

男女共同参画地域づくり事業 【市民局】

人権教育・啓発の推進

【総務企画局】

【市民局、区役所】

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） 【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】

●誰もが笑顔で暮らせるユニバーサルなまちをめざす
ユニバーサル都市・福岡の推進

地域での支え合い活動支援 【保健福祉局】

いきいきセンターふくおか運営事業 【保健福祉局、区役所】
福岡型地域包括ケアシステムの構築 【保健福祉局、区役所】

アクティブエイジングの推進 【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） 【総務企画局】

●安心して生活できる、豊かなシニアライフをつくる

「西区子育て応援“いろんなママ集まれ！”」母子保健事業 【区役所、こども未来局】
西区子育て情報マップ作成 【区役所、こども未来局】

★伊都土地区画整理事業地内の小学校整備推進 【教育委員会】

子育て人材育成支援事業 【区役所、こども未来局】

子どもプラザ推進事業 【こども未来局、区役所】

ＤＶ相談・支援推進事業 【こども未来局、区役所】

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〕 【こども未来局、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】

●のびのびとした元気な子どもを育む

九州大学学術研究都市推進機構との連携 【住宅都市局】
伊都キャンパス直近のまちづくりの支援 【住宅都市局】

●大学の「知」を生かしたまちをつくる

３　大学の知と人材を取り込んだ創造性に富むまち
●大学と地域との連携・交流を促進する

◆ 大学と地域の連携・交流促進事業 【区役所、住宅都市局】

★公民館こころ輝くまちふくおか推進事業 【市民局、区役所】
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〔西 区〕 

≪区事業の概要≫                                 
 

●にぎわいと楽しさがあり、地域が支え合う、生き生きと暮らせるまち 
地域の自治力強化に向けた校区支援事業               【区役所、市民局】

自治協議会＊１を中心とする担い手不足、コミュニティ活動へ
の参加者の減少を解消するため、交流会やコミュニティ活動を
支援する講座を開催するなど、地域と共働してコミュニティの
自治確立を促進します。 
 

コミュニティ活動推進に関
する支援事業の実施数 
【現状（H24n）】 
２件 

【目標（H28n）】 
５件 

西区市街化調整区域のまちづくり活動支援事業            【区役所、市民局】
市街化調整区域＊２とその周辺の地域における人口の減少や高

齢化、公共交通機関の減少などの課題に対する地域の取組みを
支援します。 
○市街化調整区域のまちづくり活動への支援 

 ○西区登山マップの作成、増刷 
 

市街化調整区域のまちづく
り活動への支援数 
【現状（H24n）】 
１件／年 

【目標】 
継続実施 

 
●大学の知と人材を取り込んだ創造性に富むまち 

大学と地域の連携・交流促進事業                【区役所、住宅都市局】
 大学の知識や多彩な人材を、地域の人材育成やまちづくりに
活かすため、大学と地域の連携を促進します。 
 ○九大生と地域住民による「伊都祭」の開催支援 
 ○大学と連携した子どもや親子向けイベントの実施 
 ○市民向け伊都キャンパスツアーの実施 
 

大学と地域との連携・交流事
業数 
【現状（H24n）】 

36 件 
【目標（H28n）】 

40 件 
 
●子どもから高齢者まで、安全で安心して暮らせるまち 

西区防犯対策事業（地域防犯力の強化推進事業）           【区役所、市民局】
 地域住民自らが主体となって取り組む防犯活動を支援し、市
民の防犯意識の向上と街頭犯罪の抑止を進め、地域防犯力の強
化を図ります。 
 ○安全安心マップの改訂支援 
 ○校区及び自主防犯パトロール組織の立ち上げ、活動支援 
 ○防犯活動情報交換会の実施 
 ○校区防犯パトロールカーの支援充実 
 

西区刑法犯認知件数 
【現状（H24n）】 

2,717 件 
【目標（H28n）】 

2,600 件 

地域自主防災力及び防災・危機管理体制の充実・強化         【区役所、市民局】
自主防災組織力を強化、充実するための研修会や講演会など

を実施します。また、地域が行う防災計画の見直しの支援や災
害危険箇所の点検指導などを行い、災害に強いまちづくりを推
進します。 
○自主防災訓練等の指導・支援 
○区総合防災訓練の実施 
 

地域での防災訓練等の実施
回数 
【現状（H24n）】 
31 回 

【目標（H28n）】 
35 回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1）自治協議会：Ｐ６の脚注参照 

＊2）市街化調整区域：Ｐ５３の脚注参照 
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