
  

３ 環境関係情報収集先リスト 

環境情報地図に掲載した情報の最新情報や内容の問い合わせ先、また、地域環境特性把握

のため参考となるような資料の入手・問い合わせ先を、表3－２「環境関係情報収集先リス

ト」に取りまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）生活環境の保全に係る環境情報

項目 内容 資料名等 環境情報地
図への掲載 入手又は閲覧先 内容および最新情報

の問い合わせ先

○北九州市の環境
【北九州市環境局 毎年度発行】
○北九州市環境局HP
 
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
contents?CONTENTS ID=7491

○
(測定地点のみ) 北九州市環境局計画課

北九州市環境局環境保全課
（093-582-2290）

○北九州市の環境　資料編
【北九州市環境局 毎年度発行】

○
(測定地点のみ) 北九州市環境局環境保全課

北九州市環境局環境保全課
（093-582-2290）

○北九州市の環境
【北九州市環境局 毎年度発行】
○北九州市環境局HP
 
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
contents?CONTENTS_ID=7491

○
(測定地点のみ) 北九州市環境局計画課

北九州市環境局環境保全課
（093-582-2290）

○北九州市の環境　資料編
【北九州市環境局 毎年度発行】

○
(測定地点のみ) 北九州市環境局環境保全課

北九州市環境局環境保全課
（093-582-2290）

気象庁設置測定局
データ
（八幡、空港北町、
頂吉、下関）

○福岡管区気象台HP
  http://www.fukuoka-jma.go.jp/
    index.html
○下関地方気象台HP
  http://www.fukuoka-jma.go.jp/
    shimonoseki/shimo1.htm

○
(測定地点のみ)

福岡管区気象台
（092-725-3600）
下関地方気象台
（0832-34-4005）

○北九州市の環境
【北九州市環境局 毎年度発行】
○北九州市環境局HP
 
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
contents?CONTENTS_ID=7491

北九州市環境局計画課 北九州市環境局環境保全課
（093-582-2290）

○北九州市の環境　資料編
【北九州市環境局 毎年度発行】 北九州市環境局環境保全課 北九州市環境局環境保全課

（093-582-2290）

下水道 下水道の整備状況
建設局下水道河川計画課
(093-582-2480)
各区まちづくり整備課

土地利用 用途地域

①「北九州市都市総括図」
②北九州市用途地域検索システム
 http://www.city.kitakyushu.jp/page/
 toshi/youto/broad/index.html

北九州市建築都市局都市計画課 北九州市建築都市局都市計画課
(093-582-2451)

住宅 ○住宅地図等

医療・福祉施設
○住宅地図等
○北九州市医師会医療情報検索システム
  http://202.35.72.63/public.html

学校

○北九州市教育委員会HP
 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
 contents?CONTENTS_ID=7006
　　「北九州市の学校一覧」

自動車の交
通量 自動車の交通量 ○道路交通センサス 北九州市都市交通政策課 北九州市都市交通政策課

(093-582-2518)

漁業
漁業権の設定状況
漁港の位置
（漁港漁場整備法）

○北九州市水産要覧
【北九州市経済文化局、2004年】 北九州市経済文化局水産課 北九州市経済文化局水産課

(093-582-2086)

港湾 港湾区域の設定状況
（港湾法）

①北九州市例規集
  http://www.kitakyu-gikai-bunsyo.kix.or.jp/
   reiki/reiki.html
　北九州港の港湾区域
　【平成12年4月1日公告第118号】
②「Port of Kitakyushu」
　【北九州市港湾局、毎年度発行】
③「北九州市都市総括図」
④北九州市用途地域検索システム
  http://www.city.kitakyushu.jp/page/
  toshi/youto/broad/index.html

②北九州市港湾空港局物流振興課
③北九州市建築都市局都市計画課

北九州市港湾空港局計画課
（093-321-5967）

廃棄物最終
処分場

廃棄物最終処分場の
位置
（廃棄物の処理及び
清掃に関する法律）

北九州市環境局産業廃棄物対策
室 (093-582-2178)

表３－２　環境関係情報収集先リスト

土壌
地下水

土壌汚染・地下水汚
染の状況

大気質
水質
騒音

大気汚染・
水質汚濁・
騒音の状況

気象
（風向・風
速・気温・
降水量等）

北九州市設置測定局
データ

特に配慮が
必要な施設
及び住宅の
配置の状況



（２）自然環境の保全に係る環境情報

項目 内容 資料名等 環境情報地
図への掲載 入手又は閲覧先 内容および最新情報

の問い合わせ先

国立公園、国定公園
（自然公園法）

①生物多様性情報システム【環境省】
　http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
②福岡県庁HPふくおか環境ひろば
　http://www2.wagamachi-guide.com/
　　fukuoka/hp/kankyo_db/sizen/index.html
③福岡県の自然公園

○ ③福岡県環境部自然環境課 福岡県環境部自然環境課
(092-643-3367)

福岡県立自然公園
（福岡県立自然公園
条例）

①福岡県庁HPふくおか環境ひろば
　http://www2.wagamachi-guide.com/
　　fukuoka/hp/kankyo_db/sizen/index.html
②福岡県の自然公園

○ ②福岡県環境部自然環境課 福岡県環境部自然環境課
(092-643-3367)

鳥獣保護区
（鳥獣の保護及び狩
猟の適正化に関する
法律）

○福岡県庁HPふくおか環境ひろば
　http://www2.wagamachi-guide.com/
　　fukuoka/hp/kankyo_db/sizen/index.html

○

北九州市環境局都市環境管理課
(093-582-2238)
北九州市経済文化局農林課
(093-582-2078)
福岡県八幡農林事務所
(093-601-8851)

特別緑地保全地区
（都市緑地法）

○北九州市都市総括図
○北九州市用途地域検索システム
  http://www.city.kitakyushu.jp/page/
  toshi/youto/broad/index.html

○ 北九州市建築都市局都市計画課 北九州市建設局緑政課
(093-582-2466)

風致地区
（都市計画法、北九
州市風致地区条例）

○北九州市都市総括図
○北九州市用途地域検索システム
  http://www.city.kitakyushu.jp/page/
  toshi/youto/broad/index.html

○ 北九州市建築都市局都市計画課 北九州市建設局公園管理課
（093-582-2464）

保安林
森林地域
（森林法）

①土地利用調整総合支援ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ
  http://lucky.tochi.mlit.go.jp/
②福岡県土地利用基本計画図（7-6 北九州）

○ 福岡県水産林務部治山課 福岡県水産林務部治山課
（092-643-3543）

自然環境保全区域
（自然環境保全法）

○生物多様性情報システム
  http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html

（本市は該当
なし）

生息地等保護区
（種の保存法）

○生物多様性情報システム
  http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html

（本市は該当
なし）

○生物多様性情報システム【環境省】
　http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
　第２～５回自然環境保全基礎調査
　「植生調査」

○

○生物多様性情報システム【環境省】
　http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
　自然環境保全基礎調査
　「動植物分布調査」「種の多様性調査」

○過去に実施された自然環境調査報告書等 北九州市環境局都市環境管理課 北九州市環境局都市環境管理課
(093-582-2238)

特定植物群落

○生物多様性情報システム【環境省】
　http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
　　第２、３、５回自然環境保全基礎調査
　　「特定植物群落」

○

希少な動植物の生息
分布

○北九州市自然環境保全基本計画
【北九州市、平成17年9月】
○過去に実施された自然環境調査報告書等

北九州市環境局都市環境管理課 北九州市環境局都市環境管理課
(093-582-2238)

○日本の絶滅のおそれのある野生生物(RDB.
レッドデータブック）【環境省】

環境省（生物多様性システムHP)
　http://www.biodic.go.jp/
　 J-IBIS.html

北九州市環境局都市環境管理課
(093-582-2238)

○日本の希少な野生生物に関するﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ
【水産庁編、1998】

北九州市環境局都市環境管理課
(093-582-2238)

○福岡県の絶滅のおそれのある野生生物
【福岡県、2001】

福岡県庁HP環境ひろば
（福岡県の希少野生生物）
　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
　　kankyo/rdb/

北九州市環境局都市環境管理課
(093-582-2238)
福岡県環境部自然環境課
(092-643-3367)

重要な湿地 日本の重要湿地500【環境省】
　http://www.sizenken.biodic.go.jp/wetland/ ○

巨樹・巨木

○生物多様性情報システム【環境省】
　http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
　第４回自然環境保全基礎調査
　「巨樹巨木調査」

○

保存樹
（都市の美観風致を維持
するための樹木の保存に
関する法律）

北九州市建設局緑政課
（093-582-2466）

希少な動植物の分類

自然環境に
関する法令
指定地域

動物・植
物・生態系

地域の自然環境の状
況



項目 内容 資料名等 環境情報地
図への掲載 入手又は閲覧先 内容および最新情報

の問い合わせ先

○土地分類基本調査 福岡県農政部農地計画課 福岡県農政部農地計画課
（092-643-3502）

○地質図カタログ

産業技術総合研究所
 地質調査総合センター
 http://www.gsj.jp/
  HomePageJP.html

産業技術総合研究所 地質調査総
合センター・地質情報整備室
(029-861-3601)

○北九州市自然環境保全基本計画
　【北九州市、平成17年9月】 ○ 北九州市環境局都市環境管理課 北九州市環境局都市環境管理課

(093-582-2238)

○日本の地形レッドデータブック　第1,2集
　【古今書院】 ○

特異な水資源 ○北九州市自然環境保全基本計画
【北九州市、平成17年9月】 ○ 北九州市環境局都市環境管理課 北九州市環境局都市環境管理課

(093-582-2238)

天然記念物
（文化財保護法）

○教育要覧
　【北九州市教育委員会、毎年度発行】 ○ 北九州市教育委員会文化財課 北九州市教育委員会文化財課

（093-582-2389）

干潟・藻場の分布状
況

①北九州市の環境
 【北九州市環境局 ～平成１５年度】
②北九州市環境局HP
 
http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
 contents?CONTENTS_ID=7491
③生物多様性情報システム
　http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
　第４回自然環境保全基礎調査
　「干潟調査」「藻場調査」【環境省】

○ ①北九州市環境局計画課 北九州市環境局都市環境管理課
(093-582-2238)

地形・地質

地形・地質の状況

重要な地形・地質の
分布状況



（３）快適環境の保全・創出に係る環境情報

項目 内容 資料名等 環境情報地
図への掲載 入手又は閲覧先 内容および最新情報

の問い合わせ先

自然景観資源

○生物多様性情報システム【環境省】
　http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html
　第３回自然環境保全基礎調査
　「自然環境情報図」（平成元年）

○

都市景観整備地区図
（都市景観条例）

○北九州市建築都市局ＨＰ
 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
 contents?CONTENTS_ID=10040

○ 北九州市建築都市局都市計画課
（093-582-2451）

関門景観形成地区図
（関門景観条例）

○北九州市建築都市局ＨＰ
 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
 contents?CONTENTS_ID=10044

○ 北九州市建築都市局都市計画課
（093-582-2451）

○観光パンフレット等 経済文化局観光課 北九州市経済文化局観光課
(093-582-2054)

○北九州市自然環境保全基本計画
【北九州市、平成17年9月】 ○ 北九州市環境局都市環境管理課 北九州市環境局都市環境管理課

(093-582-2238)

○魅力が満載！北九州市の自然
　～豊かな北九州市の自然を紹介します～
【北九州市環境局、平成１７年】

○ 北九州市環境局都市環境管理課 北九州市環境局都市環境管理課
（093-582-2238）

○Ｓマップ
　春夏秋冬　小倉南まるごとガイドブック
【小倉南区役所まちづくり推進課】
○若松自然ガイドブック
【北九州市、平成１５年】

小倉南区まちづくり推進課
若松区まちづくり推進課

小倉南区まちづくり推進課
(代表番号：093-951-4111)
若松区まちづくり推進課
(代表番号：093-761-5321)

野鳥観察ポイント
○北九州市野鳥探検ガイドブック
　～バードウォッチングに行こう～
　【北九州市環境局 平成１６年３月】

○ 北九州市環境局都市環境管理課 北九州市環境局都市環境管理課
（093-582-2238）

ほたる観察ポイント ○北九州ほたるマップ
　http://www.qbiz.ne.jp/cecera/hotaruf/ 北九州市建設局水環境課 北九州市建設局水環境課

（093-582-2491）

九州自然歩道
○福岡県庁HPふくおか環境ひろば
　http://www2.wagamachi-guide.com/
　　fukuoka/hp/kankyo_db/sizen/index.html

○ 福岡県環境部自然環境課
(092-643-3367)

都市公園

①北九州市都市総括図
②北九州市用途地域検索システム
 http://www.city.kitakyushu.jp/page/
 toshi/youto/broad/index.html
③北九州市建設局HP
 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
 contents?CONTENTS_ID=8647

○ ①北九州市建築都市局都市計画課 北九州市建設局公園管理課
（093-582-2464）

森林公園
○北九州市経済文化局農林水産部農林課HP
 http://www.city.kitakyushu.jp/pcp_portal/
 contents?CONTENTS_ID=2750

○ 北九州市経済文化局農林課
(093-582-2078)

指定文化財

○教育要覧
　【北九州市教育委員会、毎年度発行】
○北九州市の文化財
　【北九州市教育委員会、平成１１年３月】

○
(天然記念物、
史跡、建築物の

み)

北九州市教育委員会文化財課 北九州市教育委員会文化財課
（093-582-2389）

埋蔵文化財 北九州市教育委員会文化財課 北九州市教育委員会文化財課
（093-582-2389）

野外レクリェーショ
ン地

文化財

景観

人と自然と
のふれあい
の場


