
都市再生整備計画　フォローアップ報告書

七隈線沿線地区

平成２５年６月

福岡県福岡市



１．数値目標の達成状況の確認（確定値）

様式4－①　都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

単位 評価値 目標達成度 理由 改善策の方向性

確定 あり

見込み ● なし

確定 ● あり

見込み なし

確定 ● あり

見込み なし

確定 あり

見込み なし

確定 あり

見込み なし

※全ての指標について記入

様式4－②　その他の数値指標の確定

単位 評価値 達成度 理由 改善策の方向性

確定

見込み

確定

見込み

確定

見込み

※全ての指標について記入※フォローアップの必要のある指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

H　　年　月

H　　年　月

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

その他の
数値指標３

その他の
数値指標２

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

総合所見

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

H　　年　月

指標３
住民満足度
（「居住環境の向上」）

- 1

指　標 従前値
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

※フォローアップの必要のある指標について記入

計測時期

その他の
数値指標１

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

1.46

1年以内の
達成見込み

○

河川の環境整備や公民館のバリア
フリー化、歩道整備等により、日常
生活の利便性・安全性・快適性等
が向上した。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

駅へのアクセス道路の整備、外環
状道路を横断する歩行者連絡橋の
整備により駅への行きやすさが向
上した。

- - -

指標５

住民満足度
（「駅への行きやす
さ」）

- 1

指標４

指標２

総合所見

駅へのアクセス道路や自転車駐車
場の整備等による、交通結節機能
や駅への利便性の向上が地下鉄
乗客数の増加につながった。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

-○

-- -

事後評価

見込み・確定の別

事後評価 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

-

-

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

24,599

計測時期

H24年5月

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-②から転記　※全ての指標について記入

指　標 従前値 目標値

指標１ 地下鉄駅の乗客数 人/日 17,000

1.1

1.1

1年以内の
達成見込み

○

24,174

見込み・確定
の別

20,000 ○

1.20

目標値

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-①から転記　※全ての指標について記入



２．今後のまちづくり方策の検証

様式4－③　「今後のまちづくり方策」の進捗状況

様式4－④　フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

事後評価シート　添付様式5－③から転記

・成果を持続させるために
行う方策

改善策

・まちづくりの目標を達成するた
めの改善策

・残された課題・新たな課題への
対応策

・その他　必要な改善策

事後評価シート　添付様式5－③に記載した
今後のまちづくり方策（事項）

まちづくり協議会への活動支援の持続

整備された都市基盤の維持・管理

地域の核となる拠点駅（橋本駅、野芥駅）周辺の都市
機能向上

地下鉄七隈線沿線の快適な生活環境の形成

コミュニティ活動の支援

・地域主体のまちづくり組織である金武・壱岐ブロックまちづく
り協議会の、「まちづくり計画」実現に向けた活動に対する支
援。

実施した具体的な内容

・遊歩道が整備された河川や駅へのアクセス道路などの維持
管理

・整備された都市基盤の維持・管理

今後の課題　その他特記事項

・継続的な活動を行うための活動資金調達方法の検討や組織
体制づくり等、「まちづくり計画」実現のための活動への支援

・河川やアクセス道路などの都市基盤施設の適正な維持管理

追加が考えられる今後のまちづくり方策 実施にあたっての課題　その他特記事項

・駅へのアクセス道路（都地姪浜線、周船寺有田線）の整備

・名柄川河川整備
・吉武高木遺跡保存整備
・かなたけの里公園整備
　　　　　　　　　　　　など
・公民館・老人いこいの家の整備

実施した結果

・「まちづくり計画」実現に向けて、まちづくり協議
会が主体となり、地域循環バスの本格運行に向け
た活動やピクニックマップの作成等に取り組んで
いる

・駅へのアクセス道路の未整備区間の早期整備
・（仮称）橋本駅前土地区画整理事業の実施

・河川整備による親水空間の整備
・公園の整備による憩いの空間の形成

・イベント等の地域交流活動の支援

具体的内容

・二期計画において、地域コミュニティ活動の拠点
施設となる、公民館・老人いこいの家整備を行っ
ている。

・二期計画において、アクセス道路の未整備区間
の整備を実施中。

・地下鉄七隈線沿線の快適な生活環境の形成に
向けて、二期計画において、名柄川河川整備、吉
武高木遺跡保存整備、かなたけの里公園整備等
を実施中。

実施時期



都市再生整備計画（清算報告）

七隈
な な く ま

線
せ ん

沿線
え ん せ ん

地区

福岡
ふ く お か

県　福岡
ふ く お か

市
し

・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 986 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／日 Ｈ１８ Ｈ２３

－ Ｈ１７ Ｈ２３

－ Ｈ１７ Ｈ２３住民満足度（「居住環境の向上」） 区域内住民を対象とした満足度調査
駅周辺道路等整備による安全安心な環境形成や調和のとれたまちなみの実現
により、居住環境が良くなったと感じている人の1割増を目指す。 1 1.1

地下鉄駅の乗客数 地区内の駅における一日あたりの乗客数の合計値
駅への交通結節機能の向上や地下鉄駅周辺の活性化の実現により、
駅利用者数の3000人増加を目指す。 17000 20000

住民満足度（「駅への行きやすさ」） 区域内住民を対象とした満足度調査
地下鉄駅へのアクセス向上や居住地の安全安心な環境形成の実現を図ること
により、「駅への行きやすさ」を満足と感じている人の1割増を目指す。 1 1.1

大目標　：　地下鉄七隈線の利便性を活かした良好なまちづくり
　目標１ 　：  交通利便性の向上　　　　　目標２　 ：  安全安心な環境形成
　目標３　 ：  にぎわいの創出　　　　　　　目標４　 ：  調和のとれた快適な景観形成

○地下鉄七隈線は、福岡市西南部地域の慢性的な交通渋滞の改善を図り、将来の交通需要の増大に対処するとともに、西南部地域における高速輸送サービスの提供及び均衡あるまちづくりを推進するために平成７年に事業着手し、平成１７年２月に
開業した。

○地下鉄七隈線沿線のまちづくりについては、平成２７年における本市の望ましい姿の実現に向け、平成１５年３月に策定した「福岡市新・基本計画」において、地下鉄を最大限に活用し、各駅の交通結節機能などを強化するとともに、駅周辺において民
間開発の誘導や住民の主体的なまちづくりへの取り組みを支援し、良好な市街地形成と活気のあるまちづくりをめざすこととしている。

○「福岡市新・基本計画」の第１次実施計画として平成１６年６月に策定した「政策推進プラン」においては、地下鉄七隈線各駅の利便性を向上させるため、周辺地域から地下鉄駅とを結ぶ道路の整備を図るほか、全駅に自転車駐車場を整備することとし
ている。

○その結果、現在までに駅へアクセスする幹線道路網が順次整備され、全１６駅中１４駅において駅に近接した自転車駐車場を整備し、また、始発駅である橋本駅と都心部の渡辺通駅周辺の地区においては土地区画整理事業が事業中である。

○今後も地下鉄の利便性向上や、駅周辺の交通安全性の確保を図るため、引き続き、駅周辺の道路整備や実態に応じた自転車駐車場整備実施、および駅周辺における民間開発の誘導や地域によるまちづくりの支援を行っていく。

○既存住宅地において地下鉄への利用転換が進んでいないため、駅へアクセスする道路の整備改善や交通結節機能の強化を含む駅の拠点性向上などにより地下鉄の利便性を高める必要がある。

○また、非宅地用地が多い橋本駅周辺においては魅力ある施設整備などを行い、来街者による地下鉄利用促進を図る必要がある。

○都市計画マスタープランでは、当地区の将来像を下記のとおりとしている。
・幹線道路沿道における商業・業務施設や中高層住宅が連続した魅力的な景観をもったまち
・その後背地においては安全で快適な生活ができる低中層住宅のまち
・拠点駅（野芥駅、橋本駅）周辺における地域の核としての利便施設の集積や交通結節機能の充実

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 福岡県 福岡市 七隈線沿線地区

計画期間 交付期間 23



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

整備方針４（調和のとれた快適な景観形成）
・住環境に配慮した開発を誘導し、魅力ある沿道景観の創出を図る。
・都市の中にある緑や水辺を活かし、快適な都市空間の創造していくための公園整備や河川環境整備を行う。

（基幹事業）
高質空間形成施設（緑化施設等）（油山川、金屑川）
（関連事業）
橋本土地区画整理事業、野芥地区複合施設整備、西南杜の湖畔公園整備

方針に合致する主要な事業
整備方針１（交通利便性の向上）
・地下鉄駅の利便性を向上させるため、周辺地域と地下鉄駅を結ぶ道路の整備を行う。
・地下鉄駅周辺における自転車駐車場の整備や、駅前広場整備等により駅の交通結節機能強化を図る。
・バス等との乗り継ぎ拠点となる駅周辺地域において、地域密着型のルートの設定による地域循環型公共交通の社会実験を行う。

（基幹事業）
道路（都地姪浜線、壱岐団地９１１号線、野芥次郎丸線、清水干隈線、戸切通線、橋本駅前横断歩
道橋、都地姪浜線（橋本2丁目）、周船寺有田線、大野城二丈線、戸切９０８号線）
地域生活基盤施設（自転車駐車場）
高質空間形成施設（歩行者支援施設）（橋本駅エレベーター改良）
（提案事業）
地域循環型公共交通社会実験、地下鉄駅ナンバリング事業、橋本駅サイン改良事業
（関連事業）
道路（周船寺有田線、姪浜飯盛線、橋本戸切線、長尾橋本線）、橋本駅前広場整備

整備方針２（安全安心な環境形成）
・駅周辺道路における交通安全性の確保を図るため、歩道設置や車道改良を行う。
・地区内において防災公園整備や河川環境整備を行い、ゆとりある環境形成を図る。
・地域防災計画に避難所として位置付けている公民館等の整備を行うもの。

（基幹事業）
道路（都地姪浜線、壱岐団地９１１号線、野芥次郎丸線、清水干隈線、戸切通線、戸切吉武線、
橋本駅前横断歩道橋、都地姪浜線（橋本2丁目）、周船寺有田線、大野城二丈線、戸切９０８号）
高質空間形成施設（緑化施設等）（油山川、金屑川）
公民館へのエレベータ・自動ドア設置（金武公民館、原西公民館、七隈公民館、田隈公民館）
高質空間形成施設（歩行者支援施設）（橋本駅エレベーター改良）
（提案事業）
水循環型まちづくりモデル整備
（関連事業）
道路（周船寺有田線、姪浜飯盛線、橋本戸切線、長尾橋本線）、
西南杜の湖畔公園整備、都市基盤河川改修事業（金屑川）、
総合流域防災事業（準用河川改修事業）（七隈川）

整備方針３（にぎわいの創出）
・拠点駅周辺（橋本、野芥）において、土地区画整理事業の推進や共同化等による複合施設整備の実現に取り組む。
・地下鉄駅周辺の魅力ある地域資源を活かすため、都市サインの設置や、各種都市施設の整備・充実を図る。
・バス等との乗り継ぎ拠点となる駅周辺地域において、地域密着型のルートの設定による地域循環型公共交通の社会実験を行う。
・地域コミュニティの活性化を図るべく、拠点施設のバリアフリー化を進める。

（基幹事業）
道路（姪浜飯盛線、長尾橋本線（橋本土地区画整理事業公管金等）、戸切通線、
吉武・金武線、金武1470号線、都地姪浜線（橋本2丁目）、周船寺有田線、戸切９０８号線）
地域生活基盤施設（都市サイン）
高質空間形成施設（緑化施設等）（油山川、金屑川）
（提案事業）
地域循環型公共交通社会実験
（関連事業）
橋本土地区画整理事業、野芥地区複合施設整備、橋本駅ビル整備、橋本駅前広場整備
道路（周船寺有田線、姪浜飯盛線、橋本戸切線、長尾橋本線）、
吉武高木遺跡保存整備、西南杜の湖畔公園整備、かなたけの里公園整備、
金武・吉武土地区画整理事業



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 福岡市 直 L=217m H19 H20 H19 H20 558.0 515.4 515.4 515.4

福岡市 直 L=1100m H19 H23 H19 H23 60.0 60.0 60.0 60.0

福岡市 直 L=1000m H19 H20 H19 H20 149.1 149.1 149.1 149.1

福岡市 直 L=835m H19 H21 H19 H21 124.0 124.0 124.0 124.0

福岡市 直 L=1000m H19 H21 H19 H21 44.0 44.0 44.0 44.0

福岡市 直
L=800m
(3560m2)

H19 H22 H19 H20 677.0 442.6 442.6 442.6

福岡市 直 L=122m H20 H20 H20 H20 18.0 18.0 18.0 18.0

福岡市 直 L=1280m H20 H23 H20 H23 256.0 256.0 256.0 256.0

福岡市 直 L=80m H20 H22 H20 H22 250.0 89.0 89.0 89.0

福岡市 直 L=400m H21 H25 H21 H23 1,303.0 600.0 600.0 600.0

福岡市 直 L=400m H21 H25 H21 H23 1,350.0 550.0 550.0 550.0

福岡市 直 L=520m H21 H24 H21 H23 79.0 49.0 49.0 49.0

福岡市 直 L=60m H20 H21 H21 H21 37.0 8.0 8.0 8.0

駐車場有効利用システム －

公園

河川

地域生活基盤施設 情報板、自転車駐車場 福岡市 直 － H19 H19 H19 H19 6.9 6.9 6.9 6.9
公民館へのエレベータ
・自動ドア設置 福岡市 直 － H19 H23 H19 H23 180.8 180.8 180.8 180.8

高質空間形成施設 緑化施設等 福岡市 直 － H19 H23 H19 H23 143.0 143.0 143.0 143.0

歩行者支援施設 福岡市 直 １基 H22 H22 H22 H22 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0

高次都市施設 －

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 5,255.8 3255.8 3255.8 3255.8 …A
提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

福岡市 直 － H20 H26 H20 H23 57.0 57.0 57.0 57.0

福岡市 直 － H23 H23 H23 H23 8.8 8.8 8.8 8.8

福岡市 直 － H22 H22 H22 H22 4.4 4.4 4.4 4.4

福岡市 直 － H23 H23 H23 H23 1.5 1.5 1.5 1.5

福岡市 直 － H23 H23 H23 H23 5.0 5.0 5.0 5.0

－ 0.0

－ 0.0

－ 0.0

合計 76.7 76.7 76.7 76.7 …B
合計(A+B) 3,332.5

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
福岡市 国土交通省 - ○ H17 H24 未定
福岡市橋本土地区画整理組合 8.3ha ○ H18 H22 2,095

福岡市 0.3ha H20 H22 未定

民間事業者 1.0ha 未定 未定 未定

福岡市 文化庁 5.5ha ○ H20 H26 2,398

福岡市 国土交通省 19.2ｈａ ○ H11 H25 16,344

福岡市 国土交通省 14.0ha ○ H20 H25 7,344

都市基盤河川改修事業 福岡市 国土交通省、県 12,185m ○ S46 H24 21,722

福岡市 国土交通省 1,580m ○ H13 H27 2,400
福岡市金武・吉武土地区
画整理組合 7.7ha ○ H21 H24 878

民間事業者 0.3ha ○ H22 H24 2,390

国土交通省 40m ○ H21 H22 未定

合計 55,571

野芥地区複合施設整備 －

橋本駅前横断歩道橋 －

かなたけの里公園整備 －

金屑川

総合流域防災事業（準用河川改修事業） 七隈川

金武・吉武土地区画整理事業 －

橋本駅ビル整備 －

吉武高木遺跡保存整備 －

西南杜の湖畔公園整備 －

道路
戸切通線、周船寺有田線、姪浜飯盛線

橋本戸切線、長尾橋本線

橋本土地区画整理事業 －

橋本駅前広場整備 －

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査

事業効果把握調査 － 0.0

－

0.0

地下鉄駅ナンバリング事業 地下鉄駅（８駅） 0.0

橋本駅サイン改良事業 橋本駅 0.0

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

水循環型まちづくりモデル整備 金山小学校、七隈小学校 0.0

地域循環型公共交通社会実験 橋本駅周辺地区

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

住宅市街地
総合整備
事業

－

－ 0.0
金武公民館、原西公民館、七
隈公民館、田隈公民館
油山川、金屑川 0.0

橋本駅エレベーター改良

－

周船寺有田線 0.0

大野城二丈線 0.0

戸切９０８号線 0.0

吉武・金武線、金武1470号線 0.0

橋本駅前横断歩道橋 0.0

都地姪浜線（橋本2丁目） 0.0

清水干隈線 0.0

戸切通線 0.0

戸切吉武線 0.0

都地姪浜線 0.0

壱岐団地911号線 0.0

野芥次郎丸線 0.0

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

姪浜飯盛線、長尾橋本線

（橋本土地区画整理事業公管金等） 0.0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 3,332.5 交付限度額 1,333.9 国費率 0.4


