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要望
種類

要望項目

1 住都 継続
(1)「九州大学と福岡市との協力協定書」に基づき，九州大学と連携・協力して地域社会の振興を図られたい。
①九州大学の持つ知的資源の活用 ②市民と大学との交流の推進 ③伊都キャンパス周辺等のまちづくり

2 道路 住都 継続
(2)九州大学移転完了を間近に控え，学園通線の早期全面開通を図られたい。
　また，西鉄バス九大（都市高速）博多駅線沿線に居住する九大学生及び住民の利便性向上のため，西警察署前から産学連携交流
センターまでの間に適宜バス停を新設するよう西鉄に要望されたい。

3 住都 継続
(3)「九州大学学術研究都市構想」の一翼を担う桑原地区のまちづくり及び北原・田尻土地区画整理事業並びに周船寺駅南地区土
地区画整理事業について，地元の意見を踏まえ，手厚い支援をされたい。

4 住都 交通 継続

(4)地下鉄七隈線橋本駅について，
①駅周辺のまちづくりを，街づくり団体と共働して推進されたい。
②橋本駅前土地区画整理事業及び橋本駅南土地区画整理事業について，地元の意見を踏まえ，手厚い支援をされたい。
③橋本駅上部の土地の有効活用を図られたい。
④橋本駅への交通アクセス（バス路線）の充実促進を図られたい。
⑤橋本駅循環ミニバスの本格運行に向けて支援をお願いしたい。

5 住都 継続
(5)地下鉄七隈線橋本駅と空港線姪浜駅間の速達性を重視し，循環型公共交通機関の充実について，交通事業者と協議の上，取り
組みを強力に推進されたい。

6 住都 継続
(6)福岡前原道路から学園通線に連絡する，天神方面へのＯＮランプ，周船寺方面へのＯＦＦランプを徳永交差点付近に早期整備
を行うことを強く要望する。

7 道路 継続
(7)市道福重石丸線（新室見～西部市場跡地間）を早期に拡幅整備されたい。
　また，十郎川団地周辺等の道路を含め，歩道のバリアフリー化を推進されたい。

8 道路 継続 (8)都市計画道路の周船寺駅前線を早急に整備促進されたい。

9 道路 継続 (9)都市計画道路姪浜飯盛線を金武地区まで延伸し整備されたい。

10 道路 継続 (10)県道福岡早良大野城線の２０２号バイパス飯氏交差点から筑前高校前までの全面的な拡幅整備を早期に実現されたい。

11 道路 継続 (11)今津橋は，狭あいかつ老朽化していることから，早期の架け替えを図られたい。

12 道路 住都 継続
(12)室見川左岸の道路整備の促進を図られたい。
　また，河畔公園については，早良区側を含めた回遊性の確保を図られたい。
　さらに，乙井手堰から上流部の堰等（日向川，花立堰，竜谷川）で分断された箇所の連続性についても検討されたい。

13 道路 継続 (13)今津・北崎地区，金武～飯場地区の道路整備計画を策定し，調査に着手されたい。

14 道路 住都 継続

(14)西区の東西を結ぶ幹線道路である市道千代今宿線は，渋滞が慢性化しているため，交差点改良などの渋滞対策とともに，自転
車や歩行者の安全通行機能の拡充を図られたい。
さらに，市道千代今宿線の４車線化の都市計画決定を視野に入れ，特に，現在実施中の興徳寺橋の架け替えに際しては，４車線化
に配慮した取り組みを積極的に進めてもらいたい。

15 道路 継続 (15)国道２０２号の今宿交差点以西については，順次，市道に移管できるように国に要望されたい。

16 道路 継続
(16)周船寺川，水崎川，弁天川の全面改修を早期に図られたい。
また，十郎川の適切な維持管理を県に要望されたい。

17 環境 道路 継続
(17)今津干潟の土砂堆積に対する周辺地域への浸水対策を行われたい。
また，悪臭対策等に係る市としての取り組みを推進し，県に対し今津干潟の澪筋部浚渫や，瑞梅寺川の治水対策などを強く要望さ
れたい。

18 道路 港湾 農林 継続
(18)河川に違法係留したプレジャーボートの取り締まりを実施されたい。
　また，係留施設の確保を図られたい。

19 経済 継続
(19)今山遺跡，吉武高木遺跡，今津元寇防塁を史跡として適正に保存し，交通アクセス，案内標識等の周辺整備を行い，史跡公園
として活用を図られたい。また，吉武高木遺跡については，展示館等公園整備内容の見直し，充実化に取り組むとともに，今山遺
跡の民有地買収にも取り組まれたい。

20 住都 継続
(20)生の松原海岸森林公園は昼でも暗く防犯上も問題があるため，より安心して利用できるよう見通しの確保を図るとともに，地
元と協議しながら，公園の部分整備を行っていただきたい。
また，管理運営にあたり，地元の組織との共働並びに地域活動の支援も図られたい。

21 農林 住都 継続
(21)松林における緑化保全について，小戸公園等他地域の調査を行うとともに，国・県・九大等関係者と関係部局が連携して，薬
剤散布手法の検討等松くい虫対策の強化を図られたい。
また，立枯れ木については，早期に伐倒，すみやかな搬出を実施されたい。

22 農林 継続
(22)小呂島，玄界島の離島振興対策として，
　①水産振興及び六次産業化の推進を図られたい。

23 総務 港湾 継続
(22)小呂島、玄界島の離島振興対策として、
　②宿泊施設の設置を図られたい。
　また、欠航時に島民が帰宅できない場合の、姪浜・博多ふ頭側での宿泊先について便宜を図られたい。

24 港湾 継続
(22)小呂島，玄界島の離島振興対策として，
　③離島航路の増便を図られたい。

25 教委 継続
(22)小呂島，玄界島の離島振興対策として，
　④下宿している高校生等の住居費補助の増額及び通学者への通学費助成策を講じられたい。

26 総務 経済 農林 住都 継続
(23)人口減少等が進む北崎校区及び今津校区の市街化調整区域のまちづくりについて、土地利用のあり方も含めた活性化策を検討
されたい。

27 経済 継続
(24)能古島の振興対策として，
　①能古島への観光客増加への支援を講じられたい。

28 総務 経済 農林 住都 継続
(24)能古島の振興対策として、
　②人口減少が進む能古校区のまちづくりについて、活性化策を検討されたい。

29 市民 継続 (25)飯盛山の登山者向けトイレを飯盛神社の中宮付近に設置されたい。

30 経済 新規 (26)西区内に，新たに音楽・演劇練習場を整備されたい。

31 住都 継続
(27)公共交通機関の空白地においては，行政支援による公共交通機関の確保を図るとともに，その確保にあたっては，地域に経済
的負担が生じないよう図られたい。

32 こ未 保福 継続
(28)西区においては，児童人口が増加しており，保育所の待機児童及び未入所児童は依然解消されていないため，多様な手法によ
りその解消を図られたい。また，特別養護老人ホームにおいても入所待機者が多数となっているので，解消を図られたい。

33 市民 継続
(29)金武公民館の災害時一時避難場所としての機能が十分発揮できるよう適正な場所へ移設を図られたい。あわせて、当面は地域
住民が円滑に避難できるよう避難方法を周知されたい。

34 農林 新規
(30)有害鳥獣に関しては，農業被害はもとより，生活被害や駆除などの相談が市民から寄せられているため，統轄的業務を所管す
る部署を農林水産局内に設置し，複数区にまたがるような事案にも円滑に対応できるような体制づくりを検討されたい。
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関係局



〈九州大学関連〉

担当課： 九大移転調整課 担当（課長）： 淵上 電話番号： 711-4361 内線： 2910

　<九州大学関連>

住宅都市局

学園通線 担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051
バス停新設 担当課： 交通計画課 担当（課長）： 竹下 電話番号： 711-4391 内線： 2830

　学園通線につきましては，平成２９年４月１日から，一部２車線での全区間５．１ｋｍの供用を
開始しております。平成３０年度の早い時期に，全区間４車線での供用が開始できるよう，引き続
き，車道整備を進めてまいります。
　なお，歩道整備につきましては，沿道の区画整理事業と調整を図ることとしており，関係者と協
議を進めながら，早期の事業完成に向け，取り組んでまいります。
（道路下水道局）

　西鉄バス九大（都市高速）博多駅線のバス停新設につきましては，九大学生及び地域住民の利便
性向上に寄与すると考えられるため，バス事業者に要望してまいります。
（住宅都市局）

回　　　　　答

（２）九州大学移転完了を間近に控え，学園通線の早期全面開通を図られたい。
　また，西鉄バス九大（都市高速）博多駅線沿線に居住する九大学生及び住民の
利便性向上のため，西警察署前から産学連携交流センターまでの間に適宜バス停
を新設するよう西鉄に要望されたい。

道路下水道局

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（1） 局・室名

（１）「九州大学と福岡市との協力協定書」に基づき，九州大学と連携・協力
して地域社会の振興を図られたい。
①九州大学の持つ知的資源の活用
②市民と大学との交流の推進
③伊都キャンパス周辺等のまちづくり

住宅都市局

回　　　　　答

　九州大学との連携・協力による地域社会の振興につきましては，平成１７年１１月に締結した
「九州大学と福岡市との協力協定書」に基づき，福岡市産学連携交流センターを核として，九州大
学の持つ人材や知的資源を活用した研究開発機能の集積を促進させるとともに，子どもを対象とす
る体験学習や一般市民を対象とする公開講座を通じた市民と大学との交流促進，道路整備など伊都
キャンパス周辺地域のまちづくりを九州大学と連携し，実施しております。
　今後とも，九州大学とのさらなる連携強化を図り，「協力協定」の趣旨を踏まえ，地域社会の振
興に取り組んでまいります。

要望事項（2） 局・室名



〈九州大学関連〉

構想 担当課： 九大移転調整課 担当（課長）： 淵上 電話番号： 711-4361 内線： 2910
桑原，北原・田尻，周船寺駅南 担当課： 地域計画課 担当（課長）： 重冨 電話番号： 711-4429 内線： 2880

〈地下鉄七隈線関連〉

沿線まちづくり 担当課： 地域計画課 担当（課長）： 重冨 電話番号： 711-4429 内線： 2880
バス路線充実 担当課： 交通計画課 担当（課長）： 竹下 電話番号： 711-4391 内線： 2830
土地有効活用 担当課： 計画課 担当（課長）： 室屋 電話番号： 732-4137 内線： 140-4137

回　　　　　答

　九州大学伊都キャンパス周辺地域のまちづくりにつきましては，「九州大学学術研究都市構想」
を踏まえ，自然に恵まれた地域の特性を活かしながら，九州大学，経済界などと連携してまちづく
りを計画的・段階的に進めております。
　桑原地区のまちづくりにつきましては，平成１９年７月に土地区画整理準備組合が設立されてお
り，伊都キャンパス周辺におけるまちづくりの進捗状況などを踏まえながら，引き続き事業化に向
けた地元の取組みを支援してまいります。
　（仮称）北原・田尻土地区画整理事業につきましては，平成２５年１２月に土地区画整理準備組
合が設立されており，学園通線沿線の有効活用を図るため，引き続き，事業化に向けた取組みを支
援してまいります。
　（仮称）周船寺駅南土地区画整理事業につきましては，平成２７年６月に土地区画整理準備組合
が設立されており，関係機関などとの協議状況を踏まえながら，引き続き，事業化に向けた取組み
を支援してまいります。

　地下鉄橋本駅周辺のまちづくりにつきましては,「金武・壱岐ブロックまちづくり協議会」において,「ま
ちづくり計画」の実現に向けた取組みが進められており,引き続き,地域のまちづくり活動を支援してまいり
ます。
　（仮称）橋本駅前土地区画整理事業につきましては,平成２３年７月に土地区画整理準備組合が設立されて
おり,地域拠点にふさわしい良好な市街地形成を図るため,土地区画整理準備組合の事業化に向けた取組みを
支援してまいります。
　（仮称）橋本駅南土地区画整理事業につきましては,平成２７年３月に土地区画整理準備組合が設立されて
おり,駅周辺のまちづくりの検討状況を踏まえながら,土地区画整理準備組合の事業化に向けた取組みを支援
してまいります。
　橋本駅への交通アクセスにつきましては,周辺まちづくりの取組みの進展に合わせて,既存バス路線の充
実・強化をバス事業者に働きかけていくとともに,休廃止対策として運行されているバス路線（金武橋本線）
の維持に努めてまいります。
　また,橋本駅循環ミニバスにつきましては,試行運行における利用状況を踏まえ,本格運行に向けた地域と交
通事業者の取組みを支援してまいります。（住宅都市局）
　橋本駅上部用地につきましては,周辺まちづくりの動きなどと連携を図りながら,地下鉄の経営に資するよ
う,有効活用について検討してまいります。（交通局）

（４）地下鉄七隈線橋本駅について，
①駅周辺のまちづくりを，まちづくり団体と共働して推進されたい。
②橋本駅前土地区画整理事業及び橋本駅南土地区画整理事業について，地元の意見を踏まえ，手厚い支援をされた
い。
③橋本駅上部の土地の有効活用を図られたい。
④橋本駅への交通アクセス（バス路線）の充実促進を図られたい。
⑤橋本駅循環ミニバスの本格運行に向けて支援をお願いしたい。

住宅都市局
交通局

回　　　　　答

要望事項（4） 局・室名

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（3） 局・室名

（３）「九州大学学術研究都市構想」の一翼を担う桑原地区のまちづくり及び
北原・田尻土地区画整理事業並びに周船寺駅南地区土地区画整理事業につい
て，地元の意見を踏まえ，手厚い支援をされたい。

住宅都市局



〈地下鉄七隈線関連〉

担当課： 交通計画課 担当（課長）： 竹下 電話番号： 711-4391 内線： 2830

〈道路関連〉

担当課： 交通計画課 担当（課長）： 竹下 電話番号： 711-4393 内線： 2830

回　　　　　答

　地下鉄七隈線橋本駅と空港線姪浜駅間の速達性を重視した循環型公共交通機関の充実につきまし
ては，公共交通を主軸として多様な交通手段が相互に連携した総合交通体系の構築をめざし，分か
りやすく使いやすい公共交通体系づくりに取り組んでまいります。
　なお，鉄軌道で両駅間を結ぶ場合，事業採算性の確保など課題があることから，交通需要や周辺
地域の開発動向などを捉えながら，長期的課題として研究してまいります。

　西九州自動車道周船寺インターのフルインター化につきましては，平成２９年４月に一部
２車線で全区間の供用を開始した学園通線の整備や，国が実施する今宿大塚交差点の改良などの進
捗をみながら交通実態調査や課題の整理などを行うとともに，将来の交通体系を検討していくため
の基礎データとなる，パーソントリップ調査に着手いたしました。
　今後，九州大学の移転など，まちづくりの進展も踏まえ，周辺の渋滞対策だけではなく，広域的
な幹線道路ネットワーク形成の観点から，事業の必要性や効果の検討を進めてまいります。

（６）福岡前原道路から学園通線に連絡する，天神方面へのＯＮランプ，周船
寺方面へのＯＦＦランプを徳永交差点付近に早期整備を行うことを強く要望す
る。

住宅都市局

回　　　　　答

要望事項（6） 局・室名

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（5） 局・室名

（５）地下鉄七隈線橋本駅と空港線姪浜駅間の速達性を重視し，循環型公共交
通機関の充実について，交通事業者と協議の上，取り組みを強力に推進された
い。

住宅都市局



　<道路関連>

担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

　<道路関連>
道路下水道局

担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

回　　　　　答

　都市計画道路周船寺駅前線につきましては，国道２０２号周船寺交差点からＪＲ周船寺駅までの
事業区間約２４０ｍ区間のうち，平成２８年度までに周船寺交差点から橋梁部を含む約１４５ｍの
整備が完了しております。今後も引き続き，周船寺交差点の改良とあわせて，整備の推進に取り組
んでまいります。

（８）都市計画道路の周船寺駅前線を早急に整備促進されたい。

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（7） 局・室名

（７）市道福重石丸線（新室見～西部市場跡地間）を早期に拡幅整備されたい。
 また，十郎川団地周辺等の道路を含め，歩道のバリアフリー化を推進されたい。

道路下水道局

回　　　　　答

　市道福重石丸線（新室見～西部市場跡地間）の拡幅整備につきましては，平成２６年度から用地
買収に着手しており，今後も引き続き，地権者及び地元と協議・調整を行いながら，事業の推進に
取り組んでまいります。
　また，十郎川団地周辺などの道路を含めた歩道のバリアフリー化につきましては，優先順位など
を見極めながら，より効率的な整備に努めてまいります。

要望事項（8） 局・室名



　<道路関連>
道路下水道局

担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

　<道路関連>
道路下水道局

担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

回　　　　　答

　県道福岡早良大野城線の飯氏交差点から筑前高校前までの区間（約６００ｍ）の歩道拡幅整備に
つきましては，平成２７年度から用地買収に着手しており，今後とも，関係者と協議を行いながら
事業の推進に取り組んでまいります。

（10）県道福岡早良大野城線の２０２号バイパス飯氏交差点から筑前高校前ま
での全面的な拡幅整備を早期に実施されたい。

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（9） 局・室名

（９）都市計画道路姪浜飯盛線を金武地区まで延伸し整備されたい。

回　　　　　答

　金武地区までの道路整備につきましては，周辺のまちづくりや道路整備の状況を勘案しながら整
備の必要性を検討してまいります。

要望事項（10） 局・室名



　<道路関連>
道路下水道局

担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

　<道路関連>
道路下水道局
住宅都市局

道路整備 担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051
河畔公園 担当課： みどり政策課 担当（課長）： 宮本 電話番号： 711-4445 内線： 2960

　国道２０２号（小田部大橋）から市道千代今宿線間の室見川左岸道路につきましては，これまで拡幅整備を進め
てきており，未整備区間につきましても，今後，沿線の土地利用状況にあわせて，関係者と協議を行いながら，事
業の推進に取り組んでまいります。
（道路下水道局）

　室見川緑地につきましては，福岡県の河川改修事業で高水敷が整備された場所などを利用して，市民が身近に水
と緑に触れあうことができる空間として，園路やベンチなどを整備しており，堰などで分断された箇所の連続性確
保や老朽化した舗装の再整備により，回遊性の向上を図っております。
　室見川緑地左岸の連続性確保につきましては，下流側から順次整備を進めており，平成２３年度は新道堰（福重
５丁目），平成２６年度は浜井出堰（福重１丁目）により分断された園路の整備を行っており，平成２９年度は乙
井手堰（橋本２丁目）により分断された園路の整備が完了する予定です。
　また，室見川緑地右岸（早良区側）につきましては，平成２２年度から，老朽化した園路舗装などの再整備を
行っており，平成２８年度に乙井手堰付近（次郎丸２丁目）において園路舗装工事を行っております。
　なお，乙井手堰から上流部の堰等により分断されている箇所の連続性確保につきましては，今後，調査・研究を
行ってまいります。
（住宅都市局）

回　　　　　答

（12）室見川左岸の道路整備の促進を図られたい。
　また，河畔公園については，早良区側を含めた回遊性の確保を図られたい。
　さらに，乙井手堰から上流部の堰等（日向川，花立堰，竜谷川）で分断された箇所
の連続性についても検討されたい。

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（11） 局・室名

（11）今津橋は，狭あいかつ老朽化していることから，早期の架け替えを図ら
れたい。

回　　　　　答

　今津橋につきましては，架け替えに向けた調査検討などを行っており，今後とも事業の推進に取
り組んでまいります。

要望事項（12） 局・室名



　<道路関連>
道路下水道局

担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

　<道路関連>
道路下水道局
住宅都市局

都市計画決定 担当課： 交通計画課 担当（課長）： 竹下 電話番号： 711-4393 内線： 2830
道路整備 担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

　西部地域の交通体系につきましては，現在，北部九州圏総合都市交通体系調査（パーソントリッ
プ調査）を進めており，今後，この調査で得られる需要予測などを踏まえながら，総合的に検討し
てまいります。
（住宅都市局）

　興徳寺橋につきましては，現在，架け替えによる橋梁の耐震化に取り組んでおります。
　その他の区間につきましても，渋滞状況の実態調査を行うとともに，歩行者及び自転車の安全確
保に向けて，今後も引き続き，関係機関との協議を進めてまいります。
（道路下水道局）

回　　　　　答

（14）西区の東西を結ぶ幹線道路である市道千代今宿線は，渋滞が慢性化しているため，交
差点改良などの渋滞対策とともに，自転車や歩行者の安全通行機能の拡充を図られたい。
　さらに，市道千代今宿線の４車線化の都市計画決定を視野に入れ，特に，現在実施中の興
徳寺橋の架け替えに際しては，４車線化に配慮した取り組みを積極的に進めてもらいたい。

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（13） 局・室名

（13）今津・北崎地区，金武～飯場地区の道路整備計画を策定し，調査に着手
されたい。

回　　　　　答

　今津・北崎地区につきましては，市道潟元浜線や主要地方道福岡志摩前原線などの整備を行って
おります。
　今後も，今津・北崎地区の防災や安全・安心な歩行空間確保のため，既存道路ネットワークを活
かしたアクセスしやすい道路整備について検討してまいります。
　また，金武から飯場地区を結ぶ県道飯場金武線の整備につきましては，事業費の問題や森林に与
える影響が大きいなどの課題もあることから，現在事業中の周辺幹線道路の整備状況を見ながら，
検討を行ってまいります。

要望事項（14） 局・室名



　<道路関連>
道路下水道局

担当課： 道路計画課 担当（課長）： 村上 電話番号： 711-4461 内線： 3051

　<河川関連>
道路下水道局

担当課： 河川計画課 担当（課長）： 今村 電話番号： 711-4527 内線： 6151

回　　　　　答

　周船寺川と水崎川につきましては，平成２１年７月及び平成２２年７月の豪雨により浸水被害が
発生したことから，早期改修に向け重点的に取り組んでまいります。
　弁天川につきましては，護岸の老朽化などから，改修に向けた検討を進めてまいります。
　十郎川につきましては，河川管理者である県に対し，適切な維持管理を引き続き要望してまいり
ます。

（16）周船寺川，水崎川，弁天川の全面改修を早期に図られたい。
 また，十郎川の適切な維持管理を県に要望されたい。

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（15） 局・室名

（15）国道２０２号の今宿交差点以西については，順次，市道に移管できるよ
うに国に要望されたい。

回　　　　　答

　国道２０２号の今宿交差点以西の市道への移管につきましては，平行する国道２０２号今宿道路
の整備が進められており，全体の整備が完了した後に協議することとなります。

要望事項（16） 局・室名



　〈河川関連〉
環境局
道路下水道局

浸水対策（河川） 担当課： 河川計画課 担当（課長）： 今村 電話番号： 711-4527 内線： 6151
浸水対策（下水） 担当課： 下水道計画課 担当（課長）： 有働 電話番号： 711-4514 内線： 6080
環境保全 担当課： 環境調整課 担当（課長）： 渡邉 電話番号： 733-5388 内線： 2430

　<河川関連>
道路下水道局
港湾空港局
農林水産局

違法係留船対策 担当課： 河川課 担当（課長）： 井手 電話番号： 711-4478 内線： 6180
港湾区域の利用 担当課： 理財課 担当（課長）： 森山 電話番号： 282-7047 内線： 146-7047
漁港区域の利用 担当課： 漁港課 担当（課長）： 江﨑 電話番号： 711-4372 内線： 2693

　名柄川におけるプレジャーボートなどの違法係留船対策につきましては，河川管理者である県
が，福岡市及び地元住民を含めた連絡会議などを開催しているほか，平成２６年１１月に策定した
「不法係留船対策に係る計画書」に基づき「名柄川における重点的撤去区域」を公示した上で，違
法係留船所有者に対して公示の通知文を送付しております。
　その後，重点的撤去区域内への周知看板の設置，違法係留船所有者に対する移動・撤去指示書の
送付のほか，国，県，福岡市及び警察による合同パトロールを行っております。
　平成２９年８月からは県において行政代執行手続きに着手しており，１１月と１２月に簡易代執
行を実施し，所有者不明船舶７隻を撤去しております。今後も引き続き，違法係留船所有者に対す
る代執行を平成３１年度までの３年間実施することで違法係留の解消を図っていくと聞いておりま
す。
　また，係留施設の確保につきましては，県の連絡会議の場などにおいて協議しているほか，収容
能力に余裕がある民間マリーナ施設への誘導を図っております。
　今後とも，県と連携，協力しながら，違法係留船対策に取り組んでまいります。

回　　　　　答

要望事項（18） 局・室名

　今津干潟の周辺地域の浸水対策につきましては，治水の根幹である河川の流下能力の向上を図る
とともに，浸水被害の実績等に応じて雨水管など下水道施設の能力強化を進めております。
　また，瑞梅寺川につきましては，河川管理者である県に対し，河川改修の促進及び適切な維持管
理を引き続き要望してまいります。（道路下水道局）

　今津干潟の悪臭対策を含めた環境保全につきましては，地域住民などとの共働により漂着ごみの
回収や，水質浄化効果のあるカキ礁の適正管理を行うことにより， 近は改善傾向が見られており
ます。今後も引き続き，地域住民や関係団体等と連携を図りながら，今津干潟の環境保全に取り組
んでまいります。（環境局）

（18）河川に違法係留したプレジャーボートの取り締まりを実施されたい。
　また，係留施設の確保を図られたい。

回　　　　　答

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（17） 局・室名

（17）今津干潟の土砂堆積に対する周辺地域への浸水対策を行われたい。
また，悪臭対策等に係る市としての取り組みを推進し，県に対し今津干潟の澪
筋部浚渫や，瑞梅寺川の治水対策などを強く要望されたい。



〈公園関連〉

史跡維持管理
民有地買収

担当課： 文化財保護課 担当（課長）： 宮崎 電話番号： 711-4874 内線： 3801

元寇防塁 担当課： 観光産業課 担当（課長）： 白石 電話番号： 711-4349 内線： 2568
史跡整備 担当課： 史跡整備活用課 担当（課長）： 宮井 電話番号： 711-4470 内線： 4470

〈公園関連〉

担当課： みどり運営課 担当（課長）： 篠﨑 電話番号： 711-4413 内線： 2947

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（19） 局・室名

（19）今山遺跡，吉武高木遺跡，今津元寇防塁を史跡として適正に保存し，交
通アクセス，案内標識等の周辺整備を行い，史跡公園として活用を図られた
い。
　また，吉武高木遺跡については，展示館等公園整備内容の見直し，充実化に
取組むとともに，今山遺跡の民有地買収にも取り組まれたい。

経済観光文化局

回　　　　　答

　今山遺跡，吉武高木遺跡，今津元寇防塁につきましては，史跡として適正な維持管理に努めると
ともに史跡へのアクセス向上を図るため，案内標識の設置や交通アクセスなど周辺整備につきまし
て，関係部局と協議を進めてまいります。
　さらに，吉武高木遺跡・元寇防塁につきましては，地域や事業者と共働した魅力づくりや回遊促
進，情報発信に取り組んでまいります。
　平成２９年４月に開園しました吉武高木遺跡「やよいの風公園」につきましては，地域と連携し
ながら活用を図っており，展示館等の施設設置につきましては，今後検討してまいります。
　今山遺跡につきましては，市の財政状況を勘案しながら，民有地買収に引き続き取り組んでまい
ります。

要望事項（20） 局・室名

　生の松原海岸森林公園の防犯上の課題につきましては，下草刈りや剪定を行い，見通しをよくす
るなど，安心して利用できる環境の確保に努めております。今後も，利用者の意見を踏まえなが
ら，園内の見通し確保を図ってまいります。
　なお，芝生広場の一部をグラウンド化するといった部分整備につきましては，地元と協議しなが
ら，今後の課題として研究してまいります。
　また，管理運営における地元組織との共働などにつきましては，公園周辺の自治協議会が中心と
なって発足した団体との連携を図るとともに，団体への活動支援を行っております。

回　　　　　答

(20)生の松原海岸森林公園は昼でも暗く防犯上も問題があるため，より安心して利用
できるよう見通しの確保を図るとともに，地元と協議しながら，公園の部分整備を
行っていただきたい。
また，管理運営にあたり，地元の組織との共働並びに地域活動の支援も図られたい。

住宅都市局



松くい虫対策事業 担当課： 森林・林政課 担当（課長）： 藤間 電話番号： 711-4845 内線： 2620
小戸公園 担当課： みどり運営課 担当（課長）： 篠﨑 電話番号： 711-4413 内線： 2941

担当課： 水産振興課 担当（課長）： 岡 電話番号： 711-4363 内線： 2671

回　　　　　答

　松林における緑化保全につきましては，引き続き，国，県及び九州大学や関係部局，地元自治協
議会などとの連携を図り，薬剤の地上散布，樹幹注入，伐倒駆除など「松くい虫対策事業」に継続
して取り組むとともに，より効率的な防除の手法について研究してまいります。
　立枯れ木につきましては，年３回（９月，１２月及び３月），定期的に被害調査を行い，計画的
に伐倒駆除及び搬出を実施して被害の拡大防止に努めてまいります。
（農林水産局）

　小戸公園の松くい虫対策につきましては，平成２９年度も伐倒駆除を実施しておりますが，引き
続き巡回などにより被害状況の確認を行い，伐倒駆除を実施して被害の拡大防止に努めてまいりま
す。
（住宅都市局）

（21）松林における緑化保全について，小戸公園等他地域の調査を行うととも
に，国・県・九大等関係者と関係部局が連携して，薬剤散布手法の検討等松く
い虫対策の強化を図られたい。
 また，立枯れ木については，早期に伐倒，すみやかな搬出を実施されたい。

農林水産局
住宅都市局

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（21） 局・室名
〈公園関連〉

回　　　　　答

　小呂島，玄界島につきましては，主要産業である水産業の振興を図るため，県と連携し，魚礁の
設置，種苗放流，漁港施設の維持補修などを実施し，漁家経営の安定向上に努めるとともに，玄界
島につきましては，国の支援制度を活用し，アワビの種苗放流などにより持続的生産が可能な漁業
環境づくりを推進するとともに，漁家所得向上のために平成２７年度から取り組んでいる小型定置
網の操業に対し引き続き支援してまいります。
　また，６次産業化につきましては，福岡市漁業協同組合のマーケティング拠点施設「博多家（ハ
カタハウス）」において，旬の魚介類や加工品の提供，海外シェフやバイヤーを招へいした商談を
行うなど，国内外へのＰＲや販路拡大の取組みを推進してまいります。

〈まちづくり及び地域振興関連〉
（22）小呂島，玄界島の離島振興対策として，
　①水産振興及び六次産業化の推進を図られたい。

農林水産局

要望事項（22） 局・室名



〈まちづくり及び地域振興関連〉

離島振興 担当課： 企画調整部 担当（課長）： 髙橋 電話番号： 711-4884 内線： 1291
小呂島航路 担当課： 客船事務所 担当（課長）： 前田 電話番号： 291-1085 内線： なし

〈まちづくり及び地域振興関連〉

担当課： 客船事務所 担当（課長）： 前田 電話番号： 291-1085 内線： なし

回　　　　　答

　市営渡船の増便などにつきましては，これまで，地元要望であった所要時間の短縮や増便， 終
便の延長などを行い，利便性の向上に努めてまいりました。
　小呂島・玄界島航路につきましては，国庫補助航路に指定され，国・県から航路の健全経営が求
められていること，また，近年の利用者が増加していないことなどから，増便については厳しい状
況ではありますが，地元などの意見を踏まえながら，今後の需要動向に合わせて，引き続き，国と
協議してまいります。

（22）小呂島，玄界島の離島振興対策として，
　③離島航路の増便を図られたい。

港湾空港局

回　　　　　答

要望事項（24） 局・室名

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（23） 局・室名

 （22）小呂島、玄界島の離島振興対策として、
　　②宿泊施設の設置を図られたい。
　　また、欠航時に島民が帰宅できない場合の、姪浜・博多ふ頭側での宿泊先に
　　ついて便宜を図られたい。

総務企画局
港湾空港局

　行政による宿泊施設の整備につきましては，採算性の問題など課題があり，困難であると認識し
ておりますが，今後，離島の活性化に向けて島民の方々の機運が高まり，島民主体となって取り組
まれる場合には，関係部局が連携し，支援策について検討を進めてまいります。
　また，欠航時の姪浜・博多ふ頭側での宿泊先の便宜につきましては，地元の意向や現状の把握に
努めてまいります。（総務企画局）

　なお，小呂島航路につきましては，現船の「ニューおろしま」の更新時期において，欠航率に配
慮しながら新船の建造に努めてまいります。（港湾空港局）



担当課： 教育支援課 担当（課長）： 安樂 電話番号： 711-4635 内線： 3701

民間活力導入 担当課： 企画調整部 担当（課長）： 髙橋 電話番号： 711-4884 内線： 1291
観光業の振興 担当課： 観光産業課 担当（課長）： 白石 電話番号： 711-4349 内線： 2568
農林水産業の振興 担当課： 政策企画課 担当（課長）： 中牟田 電話番号： 711-4840 内線： 2610
定住化対策 担当課： 地域計画課 担当（課長）： 重冨 電話番号： 711-4429 内線： 2880

　北崎校区，今津校区の市街化調整区域のまちづくりにつきましては，自然環境や農地，林地など
保全すべき区域を明確化し，その保全に努めるとともに，農林水産業などとの調整を図りながら，
定住化の取組みや土地利用の規制緩和による民間活力導入を促進するなど，地域にもっとも近い区
役所をはじめとした関係部局が連携し，住民と一体となって活性化に取り組んでまいります。

〈まちづくり及び地域振興関連〉

回　　　　　答

〈まちづくり及び地域振興関連〉
（22）小呂島，玄界島の離島振興対策として，
　  ④下宿している高校生等の住居費補助の増額及び通学者への通学費助成策
      を講じられたい。

　（23）人口減少等が進む北崎校区及び今津校区の市街化調整区域のまち
　　づくりについて、土地利用のあり方も含めた活性化策を検討されたい。

総務企画局
経済観光文化局
農林水産局
住宅都市局

回　　　　　答

　教育振興会が離島出身の高校生などに対して支給している住居費補助の金額につきましては，市
内の家賃の動向などを勘案しながら改定を行っており，今後の改定につきましては，離島・山間部
における保護者の負担軽減を図ることを念頭に，家賃の動向などを見据えながら検討してまいりま
す。
　通学費の助成につきましては，他の市内周辺部などからの遠距離通学の高校生との均衡を図る必
要があることなどもあり，現行どおりでご理解をお願いいたします。
　なお，県につきましても，離島高校生の住居費や通学費に対する補助制度があり，教育振興会の
住居費補助との併給が可能となっておりますが，市立高等学校に在学する生徒は交付対象外となっ
ているため，支援を拡充するよう県に対し要望を行っております。

要望事項（26） 局・室名

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（25） 局・室名

教育委員会



担当課： 観光産業課 担当（課長）： 白石 電話番号： 711-4349 内線： 2568

民間活力導入 担当課： 企画調整部 担当（課長）： 髙橋 電話番号： 711-4884 内線： 1291

観光業の振興 担当課： 観光産業課 担当（課長）： 白石 電話番号： 711-4349 内線： 2568
農林水産業の振興 担当課： 政策企画課 担当（課長）： 中牟田 電話番号： 711-4840 内線： 2610
定住化対策 担当課： 地域計画課 担当（課長）： 重冨 電話番号： 711-4429 内線： 2880

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（27） 局・室名

〈まちづくり及び地域振興関連〉

回　　　　　答

　能古島への観光客増加策につきましては，観光情報サイト「よかなび」や多言語ガイドブックな
どに掲載し，国内外へ広くＰＲ活動を行っているほか，観光情報冊子において，能古島でのイベン
トを掲載するなど，誘客に努めてまいります。

要望事項（28） 局・室名

（24）能古島の振興対策として，
　①能古島への観光客増加への支援を講じられたい。

経済観光文化局

　能古島の活性化につきましては，農林水産業などとの調整を図りながら，定住化の取組みや土地
利用の規制緩和による民間活力導入を促進するなど，地域にもっとも近い区役所をはじめとした関
係部局が連携し，住民と一体となって活性化に取り組んでまいります。

〈まちづくり及び地域振興関連〉

回　　　　　答

　（24）能古島の振興対策として、
　　②人口減少が進む能古校区のまちづくりについて、活性化策を検討
　　　されたい。

総務企画局
経済観光文化局
農林水産局
住宅都市局



担当課： スポーツ振興課 担当（課長）： 鷲頭 電話番号： 711-4098 内線： 1820

　〈まちづくり及び地域振興関連〉

担当課： 文化施設課 担当（課長）： 荒牧 電話番号： 711-4931 内線： 2537

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（29） 局・室名

（25）飯盛山の登山者向けトイレを飯盛神社の中宮付近に設置されたい。 市民局
〈まちづくり及び地域振興関連〉

回　　　　　答

　音楽・演劇練習場につきましては，市民の身近な文化活動を支える重要な施設と認識しており，
西部地域への設置につきましては，練習施設の稼働状況や利用者のニーズなどを踏まえ，既存施設
の活用も含め検討してまいります。

（26）西区内に，新たに音楽・演劇練習場を整備されたい。 経済観光文化局

回　　　　　答

　飯盛山の登山者向けトイレを飯盛神社の中宮付近に設置することにつきましては，設置の必要性
も含め，関係局と協議してまいります。

要望事項（30） 局・室名



〈公共交通関連〉

担当課： 交通計画課 担当（課長）： 竹下 電話番号： 711-4391 内線： 2830

〈地域支援関係〉

保育所等整備 担当課： 事業企画課 担当（課長）： 中西 電話番号： 711-4113 内線： 1752
特養整備 担当課： 高齢者サービス支援課 担当（課長）： 大久保 電話番号： 711-4227 内線： 2151

回　　　　　答

　待機児童解消などにつきましては，西区におきましても，保育所申込状況などを踏まえ，事業者
を誘引するための地域を限定した公募や，保育所の新設・増改築のほか，小規模保育事業の認可な
ど多様な手法による整備に取り組んでまいります。
（こども未来局）

　特別養護老人ホームにつきましては，２０１６年度に実施した特別養護老人ホーム利用申込者実
態調査の結果等を踏まえ，２０１８～２０２０年度を計画期間とする第７期介護保険事業計画策定
の中で整備目標量を設定し，整備を進めてまいります。
（保健福祉局）

（28）西区においては、児童人口が増加しており、保育所の待機児童及び未入所児童
は依然解消されていないため、多様な手法によりその解消を図られたい。
また、特別養護老人ホームにおいても入所待機者が多数となっているので、解消を図
られたい。

こども未来局
保健福祉局

回　　　　　答

要望事項（32） 局・室名

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（31） 局・室名

（27）公共交通機関の空白地においては，行政支援による公共交通機関の確保
を図るとともに，その確保にあたっては，地域に経済的負担が生じないよう図
られたい。

住宅都市局

　公共交通による生活交通の確保に向けた取組みにつきましては，高齢化の進展や郊外部における
人口減少などに伴い，ますます重要性が高まっていくと考えております。
　引き続き，現在の休廃止対策，不便地対策，生活交通確保支援に，しっかりと取り組んでいくと
ともに，地域の声や議会のご意見を伺いながら課題を把握し，関係局と連携して，総合的に生活交
通の確保に努めてまいります。



〈地域支援関連〉

担当課： 防災・危機管理課 担当（課長）： 小畑 電話番号： 711-4056 内線： 1721

担当課： 農業振興課 担当（課長）： 稲吉 電話番号： 711-4851 内線： 2630

　避難場所につきましては，平成２５年６月に改正された「災害対策基本法」において，災害種別
ごとの適合性調査を行い，指定緊急避難場所として指定することになっております。
　これを受けまして，平成２６年度に全指定避難場所の適合性調査を実施した結果，金武公民館に
つきましては，室見川がおおむね７０年に１回程度起こる大雨により氾濫した場合，公民館の１階
部分が浸水する恐れがあるということが判明いたしました。
　この結果を受け，室見川が氾濫する恐れがある場合は，金武公民館は避難場所としては開設せ
ず，浸水エリア外にある金武小学校の講堂を避難場所として開設することとしております。
　また，避難方法につきましては，広く住民の皆様に知っていただくため，ホームページでの注意
喚起や，広報紙等による広報など，区役所と連携し，周知に努めてまいります。

(29）金武公民館の災害時一時避難場所としての機能が十分発揮できるよう適
正な場所へ移設を図られたい。あわせて、当面は地域住民が円滑に避難できる
よう避難方法を周知されたい。

市民局

平成30年度西区事業要望書（西区選出市議会議員団）

要望事項（33） 局・室名

回　　　　　答

回　　　　　答

　農林業被害対策につきましては，農地への侵入防止を主な目的として，ＪＡと協力し，イノシシ
の侵入防止柵や電気柵，防鳥ネットなどの設置を進めております。
　一方，生活被害対策につきましては，市街化区域を中心とした市民への危害防止が主な目的であ
り，市民への注意啓発など各区役所で対応しております。
　このように農業被害と生活被害では目的と対応が異なることから，現在，対応マニュアルを作成
中であり，今後も関係局と協力しながら有害鳥獣対策に努めてまいります。 

〈地域支援関連〉
（30）有害鳥獣に関しては，農業被害はもとより，生活被害や駆除などの相談
が市民から寄せられているため，統括的業務を所管する部署を農林水産局内に
設置し，複数区にまたがるような事案にも円滑に対応できるような体制づくり
を検討されたい。

農林水産局

要望事項（34） 局・室名


