
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年10月17日

計画の名称 七隈線沿線地区都市再生整備計画

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福岡市

計画の目標 大目標　：　地下鉄七隈線沿線の人とまちと自然が調和した、魅力あるまちづくり

　目標１　：　七隈線沿線の都市機能強化による”居住者の利便性向上”

　目標２　：　豊かな自然環境を活かした防災対策による”安全・安心な空間の形成”

　目標３　：　地域コミュニティ活動の支援による”交流やにぎわいの創出”

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,146  Ａ               4,146  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（Ｈ２８） ― （Ｈ３３）

   1 対象地域内の居住人口を48,050人/日(H28）から47,825人/日(H33)に減少傾向を緩和させる。

対象地域内の居住人口 48050人／日 人／日 47825人／日

   2 憩いの広場や公園の満足度を38.7%（H28）から50.4%（H33）に増加させる。

区域内住民を対象とした満足度調査 38％ ％ 50％

   3 まちの活気を生み出す地域の取組み満足度を44.2%（H28）から51.1%（H33）に増加させる。

区域内住民を対象とした満足度調査 44％ ％ 51％

   4 地域の防災など安全・安心に関する満足度を26.8%（H28）から39.5%（H33）に増加させる。

区域内住民を対象とした満足度調査 26％ ％ 39％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市再生整備計画事

業

A10-001 都市再生 一般 福岡市 直接 福岡市 － － 七隈線沿線地区都市再生

整備計画事業

522ha 福岡市  ■  ■  ■  ■  ■       4,146 －

 小計       4,146

合計       4,146

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H29 H30 H31 R02

配分額 (a)                      32                     374                     166                   1,000

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      32                     374                     166                   1,000

前年度からの繰越額 (d)                       0                       4                      12                       2

支払済額 (e)                      28                     366                     176                     965

翌年度繰越額 (f)                       4                      12                       2                      37

うち未契約繰越額(g)                       1                      12                       0                      27

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    3.12                    3.17                       0                    2.69

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 



参考図面
計画の名称 七隈線沿線地区都市再生整備計画

計画の期間 平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 福岡市交付対象

A10-001

七隈線沿線地区都市再生整備計画事業



様式（１）-①

都市再生整備計画（第
だ い

４回
か い

変更
へ ん こ う

）

七隈線
な な く ま せ ん

沿線
え ん せ ん

地区

福岡
ふ く お か

県　福岡
ふ く お か

市

令和　３年　２月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業 □

都市再生整備計画事業 ■

まちなかウォーカブル推進事業 □



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 522 ha

平成 29 年度　～ 令和 3 年度 平成 29 年度　～ 令和 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 H28 R3

％ H28 R3

％ H28 R3

％ H28 R3

まちの活気を生み出す地域の取組
み満足度

区域内住民を対象とした満足度調査
地域コミュニティ活動の拠点施設を整備することで、まちの活気を
生み出す地域の取組み満足度の増加を図る。

44.2 51.1

地域の防災など安全・安心に関す
る満足度向上

区域内住民を対象とした満足度調査
浸水対策や避難施設の整備、道路整備により、地域の安全安心
に対する満足度の増加を図る。

26.5 39.5

憩いの広場や公園の満足度 区域内住民を対象とした満足度調査
公園や親水空間の整備により憩いの空間が確保されることで、公
園や広場に対する満足度の増加を図る。

38.7 50.4

対象地域内の居住人口 対象地域内の居住人口
都市機能強化による居住者の利便性向上等により、地域内の人
口減少の緩和を図る。

48,050 47,825

○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。
○令和４年における本市の望ましい姿の実現に向け、平成２４年１２月に策定した「第9次福岡市基本計画」において、都市のストックを最大限生かしながら、都市活力や市民生活の核となる各拠点の特性に応じて、都市機能や交通利便性の充実強化
を図るものとしている。
○拠点駅である橋本駅周辺では、平成２２年度に橋本土地区画整理事業が完了し、橋本駅前広場の整備やショッピングモールの誘致など計画的なまちづくりが図られている。
○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駅周辺における民間開発の誘導、地域によるまちづくりの支援を行っていく。
○室見川水系をはじめとした豊かな自然環境に囲まれている。

○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が向上し、地下鉄の利便性向上が図られた。今後は、未整備区間を含めたさらなるアクセス性向上や利便性向上を目指した整備が必要である。
○橋本駅周辺では横断歩道橋及び駅エレベータの設置による駅の利便性向上や駅へのアクセス道路の整備等により、来街者の地下鉄利用促進が図られたが、全体事業としては一部未完成であるため、事業の早期完成が求められる。
○これまで公園等の快適で安全安心な環境形成が図られており、今後も継続して未整備である公園等の整備を推進していく必要がある。
○地区内のアンケート結果によると、地下鉄七隈線の開業に伴う駅周辺の開発等により七隈線沿線のまちづくりが進んだことで地域のまちづくりに対する意識が高まっており、今後地域のまちづくり活動や地域交流に対しての支援が必要である。
○平成19年度の市政アンケートによると公園や公園的な場所で魅力があると思う場所として三番目に室見川が挙がっている。
○居住人口のデータから、地区内では高齢化が進展している一方で、七隈線の開通やまちづくりの進展により、子育て世代を中心とした人口の流入も図られ、人口構成が変化している。
○地区内のアンケート結果によると、地域の取組みに満足をしていない方が依然として6割以上おり、人口流入や高齢化に伴い、地域コミュニティが希薄化による従来地域コミュニティが果たしてきた見守りや支え合いといった機能の低下が懸念され
る。
○変化した人口構成に合わせた公園の計画的な再整備を行う必要がある。
○地区内のアンケート結果によると、自然災害への備えに関する満足していない方が7割以上おり、浸水対策や既存の避難場所等バリアフリー化など、実際に使用する地域のニーズに合った対策が必要となっている。

【総合計画】
○福岡市基本計画では、当地区のまちづくりの方向性を以下のとおりとしている。
　・城南区のまちづくりの方向性：「安全で安心して暮らせるまち」「地域で支えあるぬくもりのあるまち」「自然環境を大切にするまち」など
　・早良区のまちづくりの方向性：「お互いが支え合い安全で安心して暮らせるまち」「区の特性を生かした魅力あるまち」など
　・西区のまちづくりの方向性：「自然を生かし、環境にやさしいまち」「賑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」「子供から高齢者まで安全で安心して暮らせるまち」　など

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

大目標　：　地下鉄七隈線沿線の人とまちと自然が調和した、魅力あるまちづくり
　目標１　：　七隈線沿線の都市機能強化による”居住者の利便性向上”
　目標２　：　豊かな自然環境を活かした防災対策による”安全・安心な空間の形成”
　目標３　：　地域コミュニティ活動の支援による”交流やにぎわいの創出”

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 3



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他
○当該地区内のまちづくり活動（金武・壱岐ブロックまちづくり協議会）
　・平成17年度から継続する地域主体の取り組みを支援していく。

方針に合致する主要な事業
【七隈線沿線の都市機能強化により、居住者の利便性向上を図る】
・七隈線沿線のさらなる良好なまちづくりを図るため、都市サービスの充実化を図る施設の整備。

・室見川や名柄川といった河川空間を活用した景観形成や緑豊かな歩行空間の整備。

・公園（基幹事業/石丸中央公園、四箇田公園、室見川緑地）
・高次都市施設：地域交流センター
　（基幹事業/早良南地域交流センター）
・高質空間形成施設（基幹事業/名柄川環境整備）
・地域創造支援事業：図書館分館（提案事業/早良区四箇田）
・橋本駅前土地区画整理事業（関連事業）
・道路：周船寺有田線（橋本２）（関連事業）

【豊かな自然環境を活かし、安全・安心な空間の形成を図る】
・地域防災計画において避難所及び避難場所として位置付けられる公園等の整備を行い、安全安心な環境形成を図る。

・浸水対策を進め、自然災害に備えた防災対策を図る。

・公園（基幹事業/石丸中央公園）
・橋本駅前土地区画整理事業（関連事業）
・河川：金屑川（関連事業）
・道路：周船寺有田線（橋本２）（関連事業）

【地域コミュニティ活動の支援により、交流やにぎわいを創出する】
・地域交流センター等をはじめとした地域コミュニティ活動の拠点施設の整備を進め、地域コミュニティの活性化を図る。

・高次都市施設：地域交流センター
　（基幹事業/早良南地域交流センター）
・地域創造支援事業：図書館分館（提案事業/早良区四箇田）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（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 費用便益比
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 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園 福岡市 直 10,000㎡ H30 R3 H30 R3 1,220.0 1,200.0 1,200.0 0.0 1,200.0

福岡市 直 1,597㎡ R2 R2 R2 R2 32.0 32.0 32.0 0.0 32.0

福岡市 直 319,458㎡ H29 H29 H29 H29 44.0 39.6 39.6 0.0 39.6

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設 福岡市 直 1,000m H24 R3 H29 R4 401.0 176.0 176.0 0.0 176.0

高次都市施設 地域交流センター 福岡市 直 - H30 R3 H30 R3 2,249.3 2,045.1 2,045.1 0.0 2,045.1

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

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

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

  住宅市街地総合整備事業

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 3,946.3 3,492.7 3,492.7 0.0 3,492.7 …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 うち民負担分 事業費

福岡市 直 - H30 R3 H29 R3 647.8 647.8 647.8 0.0 647.8

福岡市 直 - R3 R3 R3 R3 5.0 5.0 5.0 0.0 5.0

合計 652.8 652.8 652.8 0.0 652.8 …B

合計(A+B) 4,145.5
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度
橋本駅前土地区画整理組合 国土交通省 7.3ha ○ R2 R6 2,484

福岡市 国土交通省，県 12,185m ○ S46 R19 26,000

福岡市 国土交通省 400m ○ H21 H30 1,445

合計 29,929

道路 周船寺有田線（橋本２）

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

橋本駅前土地区画整理事業 橋本駅前地区

都市基盤河川改修事業 金屑川

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
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調査
事業効果把握調査 -

まちづくり活動
推進事業

交付期間内事業期間

細項目
事業箇所名

地域創造
支援事業

図書館分館整備 早良南地域交流センター

事業主体 直／間事業

名柄川環境整備

早良南地域交流センター

規模
（参考）事業期間

0.40

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

室見川緑地

四箇田公園

交付対象事業費 4,146 交付限度額

細項目

石丸中央公園

1,658 国費率

統合したB／Cを記入してください



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　七隈線沿線地区（福岡県福岡市） 面積 522 ha 区域
【早良区】有田3、5～6・8丁目、有田団地、賀茂1～4丁目、田隈1～2丁目、次郎丸1～6丁目、田村1～7丁目、
四箇田団地　【西区】石丸4丁目、拾六町3～4丁目・1丁目の一部、十郎川団地、戸切1丁目の一部、大字橋本
の一部、橋本1～2丁目の各一部、壱岐団地

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

七隈線沿線地区 （522 ha）



対象地域内の居住人口 （　 人 　） 48,050 （　H28　年度） → 47,825 （　R3　年度）

憩いの広場や公園の満足度 （　　%　　） 38.7 （　H28　年度） → 50.4 （　R3　年度）
まちの活気を生み出す地域の取組み満足度 （　　%　　） 44.2 （　H28　年度） → 51.1 （　R3　年度）

地域の防災など安全・安心に関する満足度向上 （　　%　　） 26.5 （　H28　年度） → 39.5 （　R3　年度）

　七隈線沿線地区（福岡県福岡市）　整備方針概要図（都市再生整備計画事業）

目標

大目標：地下鉄七隈線沿線の人とまちと自然が調和した、魅力あるまちづくり

　目標１：七隈線沿線の都市機能強化による”居住者の利便性向上”

　目標２：豊かな自然環境を活かした防災対策による”安全・安心な空間の形成”

　目標３：地域コミュニティ活動の支援による”交流やにぎわいの創出”

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

様式（１）-⑦-２

金山駅

七隈駅

福大前駅

梅林駅

野芥駅

賀茂駅

次郎丸駅
橋本駅

■基幹事業
公園（石丸中央公園）

■基幹事業
公園（四箇田公園）

■基幹事業
公園（室見川緑地）

■基幹事業
高質空間形成施設（名柄川環境整備）

○関連事業
都市基盤河川改修事業（金屑川）

□提案事業
地域創造支援事業（図書館分館）

（早良南地域交流センター）

■基幹事業
高次都市施設（地域交流センター）
（早良南地域交流センター）

○関連事業
橋本駅前土地区画整理事業

□提案事業
事業効果把握調査

室
見
川

○関連事業
道路（周船寺有田線）



事前評価チェックシート
 計画の名称： 七隈線沿線地区都市再生整備計画

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①都市再生基本方針との適合等　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
①都市再生基本方針との適合等　２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地元の熱意　１）まちづくりに向けた機運がある。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地元の熱意　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地元の熱意　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

1  案件番号：



事　　前　　評　　価 チェック欄

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 〇

2  案件番号：
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