
安全・安心を実感できるまちづくりの推進 

《主要事業掲載版》 
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１ 安全・安心に対しての市民意識が高いまちづくり 

市民一人ひとりの安全・安心に関する意識の高揚を図り、主体的な行動の促進、

市民運動の活性化を図る。 

（１）安全・安心に関する意識の高揚           （単位：千円） 

新規■安全・安心力向上促進事業【市民文化スポーツ局】        １２，０００

犯罪や交通事故発生情報等をGIS（地理情報システム）により提供する。また、

特に子ども、女性、高齢者、障害者の安全・安心を確保するため、地域安全マップ

づくり、防犯アイデアコンテスト等に取り組む。

拡充■消費者啓発の推進【市民文化スポーツ局】            ２１，３４５ 

悪質化・巧妙化する消費者被害を未然に防止するため、消費者自身が危機回避や

被害に遭った場合の適切な対処法を身につけるための各種研修等を実施する。 

（２）安全・安心に関する行動の促進 

  ■防災訓練の実施【危機管理室】                  ７，７１６

緊急速報メールを活用したシェイクアウト訓練や各区の防災訓練、宿泊型の避難

所訓練を実施し、市民の防災意識の向上及び関係機関の連携強化を図る。 

新規■市民通報システム広報事業【市民文化スポーツ局】         １，０００

生活環境パトロールに対する市民からの情報ツールとして、携帯電話及びスマー

トフォン対応の「市民通報システム」の運用を開始するに伴い、効果的な広報を実

施することにより市民の積極的な市政参加を促す。 

（３）市民運動の活発化 

新規■交通事故のないまちづくり推進事業【市民文化スポーツ局】     ２，８００ 

自転車安全利用を促進するため、市内中学生向けに、自転車交通ルール検定等を

実施する。 

  ■暴力追放啓発推進関連事業【市民文化スポーツ局】        １２，３２１ 

・北九州市民暴力追放総決起大会の開催 

・暴排研修、出前講演の実施など広報・啓発活動 

・「市民暴排の日」北九州市民暴力追放総決起大会 

・暴力追放運動推進補助 
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２ 安全・安心を意識した環境づくり 

安全・安心に関する環境改善や住民の絆を深める地域活動等を推進する。

（１）安全・安心を支える良好なコミュニティづくり（ソフト面）

拡充■みんな ｄｅ Ｂｏｕｓａｉ まちづくり推進事業【危機管理室】    １２，０００ 

災害から命を守るために、自ら命を守る「自助」と地域で助け合う「共助」など

地域防災力の向上を図るため、モデル事業を実施するとともに、地域防災の担い手

の育成に取り組む。 

新規■みんなで守る安全・安心な地域づくり推進事業【市民文化スポーツ局】 

１６，５００ 

防犯パトロール隊活動への支援内容の充実や安全・安心功労者表彰制度の創設等

に加え、活動を周知し、参加者拡大のきっかけづくりとする「一万人の防犯パトロ

ール大作戦」を実施する。 

  ■地域防犯対策事業【市民文化スポーツ局】            ３６，６８１ 

・生活安全パトロール隊への支援 

・「安全・安心まっぷ（犯罪情報マップ）」の作成 

・ガーディアン・エンジェルス「セイフティ・センター」運営支援事業 

・安全セミナーの開催 

  ■防犯活動支援補助事業【市民文化スポーツ局】           ５，７００

（２）安全・安心に配慮した環境整備（ハード面） 

 ア 災害に強いまちづくり 

■風水害対策関連予算 

新規・アンダーパス事故防止対策【建設局】            ２００，０００ 

局地的な豪雨（ゲリラ豪雨）を踏まえ、激しい降雨により冠水が心配されるア

ンダーパスで対策を実施し、安全で安心なまちづくりを着実に推進する。 

・水害から市民を守る河川緊急整備事業【建設局】       ２００，０００

拡充・浸水対策事業の推進（下水道事業）【上下水道局】     ３，０００，０００ 

・河川改修事業の推進【建設局】             １，７１３，０００ 

  ■耐震化・長寿命化関連予算 

拡充・災害・事故に強い水道の整備【上下水道局】       ６，４２０，０００ 
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拡充・上下水道の地震等対策推進事業（一部再掲）【上下水道局】 ２，７３０，０００ 

   ・学校施設耐震補強事業【教育委員会】          １，４４６，１００ 

新規・門司区役所耐震改修工事【市民文化スポーツ局・建築都市局】  ８５，１００ 

・橋梁長寿命化事業【建設局】              ２，２４７，１００ 

   ・トンネル長寿命化事業【建設局】              ３００，０００ 

   ・都市モノレール長寿命化事業【建築都市局】       １，０１５，４００ 

イ 犯罪等が起こりにくい環境づくり 

  ■通学路の安全対策【建設局】                 ８０５，０００

児童が安全に通学できる環境を整えるため、教育委員会や学校関係者、警察と一

体となって、更なる通学路の安全対策を推進する。 

新規■歩道橋撤去による交差点のバリアフリー化の推進【建設局】    ３０，０００ 

小文字歩道橋など歩道橋の撤去に向けた設計に着手し、交差点のバリアフリー化

を推進する。 

  ■空き家対策関連予算 

拡充・老朽空き家等対策推進事業【建築都市局】           ２５，９００ 

老朽空き家等対策について、窓口のワンストップ化を行うとともに、市と地域

が協働して実態調査を実施する。 

拡充・老朽空き家等除却促進事業【建築都市局】           ５０，０００ 

住環境の改善を図るため、一定基準を満たす老朽空き家等について、除却費の

一部を助成する。なお、平成２６年度においては補助要件の見直し等、制度を拡

充する。 

新規■防犯カメラ増設事業【市民文化スポーツ局】           ６５，０００ 

市民の安全・安心を確保するため、県警察や福岡県と連携し、市内幹線道路に防

犯カメラを増設する。 

  ■防犯カメラ運用事業【市民文化スポーツ局】           ４０，０００ 

  ■繁華街における安全・安心施設運営事業【市民文化スポーツ局】   ２，５４６ 

  ■防犯灯関連事業【市民文化スポーツ局】            ３２５，１７６ 

夜間における犯罪の発生防止や通行の安全を図るため、防犯灯の整備・維持管理

を行うとともに、防犯灯のＬＥＤ化を促進する。また、地域が設置する防犯灯の設

置費や維持管理費の一部を補助する。さらに、防犯灯の柱など老朽化対策を同時に

進める。 
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新規■安全・安心を高める防犯環境整備事業【市民文化スポーツ局】    ２，９００

道路や公園など公共施設の整備に、犯罪が起こりにくい環境づくりのための考え

方を取り入れ、新たに防犯の視点を加えた点検及びワークショップを行い、道路や

公園のモデル事業等を実施する。 

新規■子どもの安全・成長に配慮した公園整備事業【建設局】      １６，０００ 

子どもが遊びを通して健やかに成長し、安全に遊べるよう見守りの目が届きやす

い遊具の配置や、樹木等を除去することで死角をなくす公園を整備する。

３ 安全・安心につながるフォローアップの充実 

  未然防止に加え、その対応を行う体制づくりと合わせて、リカバリーとして、

相談窓口の充実や発生後の支援体制を整備する。

（１）青少年の非行を生まない、立ち直りを促す環境づくり  

拡充■北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業 

   【子ども家庭局】                       ４２，４００ 

「非行防止対策」「非行からの『立ち直り』支援」「薬物乱用の防止と啓発」「地

域団体・関係機関との連携強化」の４つの柱をたて、就労支援の取り組みを 強化

するなど、青少年の非行防止施策を総合的かつ積極的に展開する。

・非行防止対策（非行防止教室、少年補導委員、深夜パトロール 等） 

・立ち直り支援（ドロップイン・センターの運営、見舞金制度、就労支援） 

・薬物乱用防止（脱法ハーブ撲滅地域見守りパトロール、啓発 等） 

・地域団体・関係団体との連携強化（推進本部の開催、市民大会 等） 

■いじめ対策関連予算 

 拡充・いじめ対策の充実【教育委員会】                ５，７００ 

「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、いじめ対策を充実していく上での

体制整備を図るとともに、いじめ問題に関する普及・啓発活動の充実や、児童生

徒の円滑な人間関係構築のための「北九州市対人スキルアッププログラム」の作

成等により、いじめ対策の充実を図る。 

・学校支援のための市費講師配置事業の一部【教育委員会】   １９８，１９０ 
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（２）安全・安心に関する体制づくり・相談・支援体制の充実 

新規■児童虐待防止医療ネットワーク事業【子ども家庭局】        ４，５００ 

中核的な小児救急病院等に児童虐待専門コーディネーターを配置し、地域の医療

機関からの児童虐待対応に関する相談への助言等を実施する。 

  ■福祉医療関連施設等防火安全対策の強化【消防局】        １１，４７５ 

有床診療所火災を踏まえ、福祉医療関連施設等に対する関係局のより緊密な情報

共有、連携を図るとともに、消防法令に基づく防火対象物への指導を強化する。 

新規■日中大気汚染・省エネ対策共同事業【環境局】          ３３，２００ 

  ■消防力の強化

   ・八幡東消防署移転新築【消防局】               ８１，８００

新規・門司消防署建替新築【消防局】                ２１，８００ 

   ・消防艇更新【消防局】                   ３０５，６００ 

   ・消防ヘリコプター運用体制の充実・強化【消防局】       ３５，５００

   ・消防通信指令システムの充実・強化【消防局】      ３，２１８，４００ 

市民生活の安全確保のため、消防救急無線のデジタル化と消防指令システムの

一体的整備により、より確実かつ広域的な通信を確保し、大規模災害をはじめ、

あらゆる災害による被害を最小限に止める消防体制を構築する。 

新規■公共工事安全対策強化事業【技術監理室】             ３，０００ 

 安全指導を専門とする（仮称）公共工事安全パトロール隊を設置し、市が実施す

る公共工事の安全対策を強化する。 

  ■民事介入暴力相談事業【市民文化スポーツ局】          ２６，７４３ 

新規■女性被害者支援事業【市民文化スポーツ局】            １，５００ 

「（仮称）北九州市安全・安心条例」において、特に配慮すべき対象のうち、女

性の安全・安心につながるフォローアップのため、「性暴力被害者支援センター・

ふくおか」について、福岡県・福岡市と共同で運営する。 

新規■イノシシ・サル対策特別強化事業【産業経済局】          ４，７００ 



-6- 

４ 安全・安心な都市イメージの発信

（１）安全・安心に関する情報の提供 

  ■防災情報の提供

   ・防災行政無線高度化事業【危機管理室】           ２１３，１２１ 

地域住民に一斉に避難勧告等の通報が可能で、災害に強い情報伝達手段である

防災サイレン・スピーカーを門司区及び小倉南区等の沿岸部に整備する。 

新規・災害情報自動配信システム【危機管理室】            ２，３００ 

視覚・聴覚障害者に対して、電話又は FAX で避難勧告等の緊急情報を配信する

他、災害時の情報伝達機能の充実強化を図る。 

新規・市街地表示式避難地案内板更新事業【危機管理室】        ８，３００ 

災害発生時に、市民及び来訪者の避難行動を円滑にするため、避難地案内板の

内容を更新する。 

  ■全庁 GIS（統合型 GIS）構築運用及び犯罪等の情報提供      ２７，６１３ 

【総務企画局・市民文化スポーツ局】               

庁内で個別に運用していた GIS を集約して経費を削減するとともに、地理空間情

報の共有及び公開の推進により、業務の効率化・高度化と市民サービスの向上を図

る。さらには、福岡県警察本部との連携により、犯罪や交通事故等の情報提供を行

う。（市民文化スポーツ局分は再掲） 

（２）都市のイメージアップに資する情報の発信 

新規■（仮称）北九州市安全・安心条例普及・啓発事業                   ５，０００ 

【市民文化スポーツ局】                      

「（仮称）北九州市安全・安心条例」の制定に伴い、市民・事業者・行政などが

一丸となって「安全・安心を実感できるまちづくり」に取り組めるよう、安全・安

心総決起大会等の開催や周知活動を実施する。 
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≪担当課一覧≫

〔防災訓練の実施、みんな de Bousai まちづくり推進事業、防災行政無線高度化事業、災害情報自

動配信システム、市街地表示式避難地案内板更新事業〕   危機管理室危機管理課(582-2110) 

〔公共工事安全対策強化事業〕                 技術監理室検査課(582-2038) 

〔安全・安心力向上促進事業、暴力追放啓発推進関連事業、みんなで守る安全・安心な地域づくり

推進事業、地域防犯対策事業、防犯活動支援補助事業、（仮称）北九州市安全・安心条例普及・啓

発事業〕                 市民文化スポーツ局安全・安心推進課(582-2911) 

〔消費者啓発の推進〕            市民文化スポーツ局消費生活センター(871-0428) 

〔市民通報システム広報事業、民事暴力相談支援、女性被害者支援事業〕 

市民文化スポーツ局安全・安心相談センター(582-2427) 

〔交通事故のないまちづくり推進事業、安全・安心を高める防犯環境整備事業、防犯カメラ増設・

運用事業、繁華街における安全・安心施設運営事業、防犯灯関連事業〕        

市民文化スポーツ局安全・安心都市整備課(582-2866) 

〔子どもの安全・成長に配慮した公園整備事業〕           建設局緑政課(582-2466) 

〔通学路の安全対策の推進〕                  建設局道路計画課(582-3888) 

〔歩道橋撤去による交差点のバリアフリー化の推進〕       建設局道路計画課(582-3888)

〔老朽空き家等対策推進事業、老朽空き家等除却促進事業〕   建築都市局建築指導課(582-2531) 

〔門司区役所耐震改修工事〕              市民文化スポーツ局区政課(582-2107) 

建築都市局建築課(582-2876)  

〔橋梁長寿命化事業、トンネル長寿命化事業、アンダーパスの事故防止対策〕 

   建設局道路維持課(582-2274) 

〔都市モノレール長寿命化事業〕            建築都市局都市交通政策課(582-2518) 
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〔上下水道の地震等対策推進事業〕            上下水道局下水道計画課(582-2480) 

上下水道局計画課(582-3062) 

上下水道局配水管理課(582-3066) 

上下水道局浄水課(582-3155) 

〔災害・事故に強い水道の整備〕                上下水道局計画課 (582-3062) 

上下水道局配水管理課 (582-3066) 

上下水道局浄水課 (582-3155) 

〔学校施設耐震補強事業〕                       教育委員会施設課(582-2361) 

〔水害から市民を守る河川緊急整備事業、河川改修事業の推進〕   建設局河川整備課(582-2281) 

〔浸水対策事業の推進（下水道事業）］           上下水道局下水道計画課(582-2480) 

〔北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業〕 

子ども家庭局青少年課(582-2392) 

〔いじめ対策の充実〕                     教育委員会指導部(582-2367) 

〔学校支援のための市費講師配置事業〕            教育委員会教職員課(582-2372) 

〔消防通信指令システムの充実・強化、八幡東消防署移転新築、門司消防署建替新築、消防艇更新〕 

消防局総務課(582-3802) 

〔消防ヘリコプター運用体制の充実・強化〕             消防局総務課(582-3802) 

消防局消防航空隊(475-6701) 

〔児童虐待防止医療ネットワーク事業〕         子ども家庭局子育て支援課(582-2410) 

〔福祉医療関連施設等防火安全対策の強化〕             消防局指導課(582-3812) 

〔日中大気汚染・省エネ対策共同事業〕           環境局環境国際戦略課(582-3804) 

〔イノシシ・サル対策特別強化事業〕          産業経済局鳥獣被害対策課(582-2269) 

〔全庁 GIS（統合型 GIS）構築運用及び犯罪等の情報提供〕    総務企画局情報政策室(582-2847) 

市民文化スポーツ局安全・安心推進課(582-2911) 


