令和２年度

県土整備行政の概要

福岡県県土整備部

県土整備部の使命
～ 大地に聴け、人に学べ ～

目指すべき福岡県の姿
① 日本海側の、かつ、アジアを向いた一大拠点「福岡県」
② 県民の希望が叶い、将来に期待が持てる「福岡県」
③ 誰もが住み慣れたところで長く元気に暮らせる「福岡県」
を念頭に、
「県民幸福度日本一」の福岡県を目指します。

県土整備部の使命

我々、県土整備部は、「目指すべき福岡県の姿」をふまえ、
社会資本の整備及び管理を通して、次の事を使命とします。
○ 県民の安全で安心な生活をまもります。
○ 豊かで快適な生活環境をつくります。
○ 活力に満ちた地域社会をささえます。

令和２年度
県土整備部の施策の推進にあたって
１．主な施策体系

Ⅰ 活力にあふれ成長力に富んだ経済と魅力ある雇用の創出

地域間連携強化のための広域ネットワークの整備
・高規格幹線道路及び地域高規格道路の整備
・基幹となる道路網の整備

アジアとともに繁栄し、九州・山口の一体
的発展を支えるための社会資本を整備する

・地域の自立促進のための道路網の整備
アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大
・県営港湾の整備・利用促進

魅力にあふれた暮らしやすい地域をつくる

地方創生のためのまちづくりと交通網の整備
・生活道路の整備

Ⅱ 災害や犯罪、事故がなく、安全で安心して暮らせること

災害に強いまちをつくる

犯罪や事故のない社会をつくる

防災・減災対策の推進
・自然災害対策の推進
・耐震化の推進
・公共施設の適切な維持管理の推進
・平成 29 年 7 月九州北部豪雨からの復旧・復興
・平成 30 年 7 月豪雨からの復旧・復興
道路交通の安全確保
・交通安全対策の推進

Ⅲ 高齢者や障がいのある人が安心してはつらつと生活できること

障がいのある人が自立して生活できる社会
をつくる

障がいのある人の地域生活支援
・福祉のまちづくりの推進

Ⅳ 環境と調和し、快適に暮らせること

自然共生社会の推進
・豊かな自然と生物多様化の保全

自然と共生し、快適な環境をつくる

快適な生活環境の形成
・快適な生活環境の保全・創出
・美しいまちづくりの推進

循環型社会の推進

資源を有効利用し、環境負荷の少ない社会
をつくる

・資源の有効利用の推進
・廃棄物の適正処理の推進

２．施策推進の考え方
県土整備部では、社会資本の適切な整備及び管理を通して、県民の安全で安心な生活
をまもり、豊かで快適な生活環境をつくり、更には活力に満ちた地域社会をささえるこ
とを使命とする。
県土整備部の使命達成とスピード感ある事業執行のために、県土整備部の職員一人ひ
とりが以下の「施策推進にあたっての留意事項」、
「施策取組の視点」及び「基本的心構
え」をしっかりと認識し、県民のための施策を推進することが重要である。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の防止に努めるとともに、急激な経済の後退に
対応するため、県民の生命・財産の保護、雇用の維持、事業の継続、そして生活の下支
えの観点から、公共工事の実施にしっかりと取り組んでいく。

３． 施策推進にあたっての留意事項
（１）経済再生と財政健全化の推進
経済再生と財政健全化の双方を実現するため、ストック効果の高い公共投資を適時
かつ速やかに推進すること。

（２）激甚化する気象災害等に備えるための防災・減災対策の推進
近年の激甚化する水害、土砂災害や大規模地震等に備えるため、防災・減災対策の
推進に全力で取り組むこと。
なお、公共工事は地域の雇用創出や資源購入など様々な需要を誘発することも念頭
に置くこと。

（３）既存社会資本の有効活用と効果的・効率的な社会資本の整備
限られた資源を最大限に活用するため、戦略的な維持管理により既存社会資本の有
効活用を図るとともに、選択と集中により効果的・効率的な社会資本整備を推進する
こと。

４． 施策取組の視点
（１）県民の目線に立った施策の立案・実行
公共施設は、我々や子孫にとって、真に必要な施設でなければならない。県民の目
線に立ち、県民ニーズや社会の変化に柔軟に対応していくため、地域住民、ＮＰＯ等
との協働による施策の立案、実行に努めること。

（２）県民に分かりやすい積極的な広報の推進
県民の理解と協力を得て円滑な事業進捗を図るため、マスコミやホームページ、住
民説明会など様々な手法を活用し、事業内容についてわかりやすく、かつ積極的な広
報を行うこと。

（３）施策の俯瞰と検証
施策の取組にあたっては、時に、対象となる物事から距離を置いて、周りの物事
との関係性、事務所全体あるいは県全体においての位置づけ、自らの果たすべき役割
を俯瞰して見てみること。
また、施策を取り巻く周辺状況、ニーズの変化、施策の達成度を把握し、ＰＤＣ
Ａサイクル（Plan「計画」→Do「実行」→Check「評価」→Act「改善」
）を通じ、常
に施策の充実、強化に努めること。

５．基本的心構え
職員の皆さんにおかれては、職務の内外を問わず、以下に掲げる「基本的心構え」を
常に認識して行動すること。

（１）自己研鑽と能力開発
新たな技術、材料、工法等に関する研究を怠らず、関係法令に関する知識の修得や
折衝能力、情報発信力等の向上を図るなど、職務遂行に必要な知識・能力の開発と向
上を図ること。
（２）効率的な業務マネジメント
限りある予算を有効活用し、最大の事業効果を上げるため、目標設定、情報共有、
継続的な業務改善等、効率的な業務マネジメントに取り組み、計画的かつスピーディ
ーな事業執行に努めること。
（３） 危機管理能力の向上
近年頻発する自然災害や日常業務の中での突然の事故等といった様々な危機に的確
に対応できるよう、職員一人ひとりが危機管理に対する意識を高めるとともに、危機
管理能力の向上を図ること。
（４）公正な職務遂行と綱紀保持
ア 職員倫理条例・規則の遵守
入札や契約の相手方などの利害関係者からの贈答品の受領等、県民の疑惑や不信
を招くような行為は厳に慎むこと。
イ 飲酒運転撲滅の徹底
飲酒運転は重大な事故に繋がる危険性の高い極めて悪質な違法行為であり、自ら
が飲酒運転を行わないことはもちろんのこと、周囲の職員にも飲酒運転を決して行
わせないよう徹底すること。
ウ その他信用失墜行為の禁止
勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認
識して行動すること。
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