
３６．道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備（防災・安全）

平成24年度　～　平成28年度　（5年間）

（H24当初） （H28末）

中間目標値

100%

（H26末）

0%

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

平成２８年３月２２日

50%

社会資本総合整備計画
計画の名称 重点計画の該当

・（九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素

事業：A-3,206,207,220,267,424

・（久留米広域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施される要素事

業：A-

41,64,150,151,152,153,155,157,161,170,194,195,197,198,222,272,27

3,355,407,308,432,433,434,435,436,437

C-27,

・（八女市定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A-

227,248,256,337,429,C-36

・（第２次有明圏域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素

事業：A-2,26,35,51,208,305,306,356,357

C-38,42

交付対象

計画の目標

計画の期間

　これまで市民生活を支えてきた生活道路は、交通量の増加や車両の大型化等により、自動車交通・歩行者等の安全性が損なわれている。特に、通学路においては、児童、生徒が危険にさらされている状況である。
このような問題を解決するため、通学路を基本とする生活道路において道路改良を実施することにより、市民の安全安心かつ快適な交通環境を確保し、生活空間の安全確保を図る。
また、道路施設の適確な維持管理を推進するため、舗装、法面、その他の道路附属物等の道路施設の「点検」と、「点検」に基づく計画的な「修繕」、「更新」等の対策を実施することにより、生活空間の安全確保を図る。

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値
備考

小竹町、みやま市、鞍手町、宇美町、岡垣町、嘉麻市、久山町、桂川町、古賀市、広川町、行橋市、糸島市、宗像市、小郡市、上毛町、
新宮町、赤村、太宰府市、大牟田市、大野城市、筑後市、中間市、朝倉市、直方市、粕屋町、八女市、福智町、豊前市、柳川市、香春
町、遠賀町、筑紫野市、芦屋町、苅田町、宮若市、志免町、糸田町、須恵町、水巻町、大川市、大刀洗町、大任町、大木町、築上町、筑
前町、添田町、田川市、那珂川町、飯塚市、川崎町、うきは市、春日市、福津市、みやこ町、東峰村

・市町村道の整備率向上

・「点検」が必要な道路施設に対し、「点検」を実施した道路施設の割合の向
上・「修繕」、「更新」等が必要な道路施設に対し、「修繕」「更新」等を実施した道路施設の割合の向上

・市町村道整備率（％）＝（通学路を基本とする生活道路整備計画延長）／（整備事業実施市町村の通学路を基本とする生活道路の整備済延長）

・点検実施率（％）＝（「点検」を実施した道路施設数）／（「点検」が必要な道路施設数） 0% 100%

A１　河川事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円） 策定状況

36-A1 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 改築 265 －

36-A2 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 交安 217 －

36-A3 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 交安 280 －

36-A4 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 改築 41 －

36-A5 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 改築 97 －

36-A6 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 交安 125 －

36-A7 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 改築 250 －

36-A8 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 改築 90 －

36-A9 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 交安 73 －

36-A10 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 290 －

36-A11 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 270 －

36-A12 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 229 －

36-A13 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 改築 22 －

36-A14 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 交安 414 －

36-A15 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 改築 55 －

36-A16 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 交安 160 －

36-A17 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 改築 109 －

36-A18 道路 一般 赤村 直接 赤村 市町村道 改築 113 －

36-A19 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 改築 107 －

36-A20 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 交安 458 －

36-A21 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 改築 200 －

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ 22,005百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
全体事業費

番号
道路
種別

（1）下庄・上小川・南大木線・みやま市工区 バイパス L=0.59km

（他）大溝・豊後田線・行橋市工区 現道拡幅 L=0.16km

（他）池田・久喜宮線・朝倉市工区

23,508百万円

事業内容事業者

（１）吉常日吉線・広川町工区 現道拡幅 L=1.6km 広川町

（他）土居・笹尾線・桂川町工区 現道拡幅 L=0.362km 桂川町

Ｄ 0百万円 6.4%

0%

市町村名

みやま市

行橋市

Ｃ

・「修繕」、「更新」等の対策実施率（％）＝（「修繕」、「更新」等の対策を実施した道路施設数）／（「修繕」、「更新」等の対策が必要な道路
施設数）

交付対象事業

1,503百万円－Ｂ

100%

(他)追分・野内線・みやま市工区 現道拡幅 L=0.56km みやま市
（2）大村・大西線・豊前市工区 現道拡幅 L=0.72km 豊前市

C-38,42

備考

現道拡幅 L=1.5km 朝倉市
（他）丸山団地1号線他6路線・朝倉市工区 現道拡幅 L=0.85km 朝倉市
（２）鎌崎・町線・朝倉市工区 現道拡幅 L=0.185km 朝倉市

（他）田・辻畑線・行橋市工区 現道拡幅 L=0.18km 行橋市
（他）広ワラ・上花松線・行橋市工区 現道拡幅 L=0.77km 行橋市

要素となる事業名
省略
工種

（他）久泉日吉線・広川町工区 現道拡幅 L=0.64km 広川町
（１）鳴王寺・塘ノ内線・中間市工区 現道拡幅 L=0.07km 中間市

（２）赤坂療養所線・筑後市工区 現道拡幅 L=0.618km 筑後市
（他）新溝山ノ井旧県道線・筑後市工区 現道拡幅 L=0.85km 筑後市
（１）蔵数水田線・筑後市工区 現道拡幅 L=0.8km 筑後市

（他）山崎・上深町線・桂川町工区 現道拡幅 L=0.98km 桂川町
（１）関屋・国分寺線・太宰府市工区 現道拡幅 L=0.18km 太宰府市

（他）東郷日の里線・宗像市工区 現道拡幅 L=0.31km 宗像市
（他）堀川線・福智町工区 現道拡幅 L=0.2km 福智町
（2）瓜生～鐙畑線・赤村工区 現道拡幅 L=0.5km 赤村

36-A21 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 改築 200 －

36-A22 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 交安 280 －

現道拡幅 L=0.18km 太宰府市
（１）水城駅・口無線・太宰府市工区 現道拡幅 L=0.18km 太宰府市



36-A23 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 交安 自転車歩行者道  L=0.58km 304 －

36-A24 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 交安 6 －

36-A25 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.37km 57 －

36-A26 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.84km 51 －

36-A27 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.84km 48 －

36-A28 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.04km 38 －

36-A29 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.88km 65 －

36-A30 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.1km 137 －

36-A31 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 交安 歩道設置  L=0.4km 70 －

36-A32 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 交安 歩道設置  L=0.05km 1 －

36-A33 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 交安 歩道整備  L=0.14km 79 －

36-A34 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 交安 歩道設置  L=0.017km 68 －

36-A35 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 交安 歩道整備  L=1.0km 258 －

36-A36 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 市町村道 交安 歩道設置  L=0.18km 77 －

36-A37 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 市町村道 交安 歩道設置  L=1.03km 38 －

36-A38 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.2km 4 －

36-A39 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 交安 交差点改良  L=0.42km 504 －

36-A40 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道 交安 歩道整備  L=0.46km 65 －

36-A41 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 交安 自歩道整備  L=0.15km 431 －

36-A42 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.13km 3 －

36-A43 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.08km 1 －

36-A44 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.4km 13 －

36-A45 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.11km 3 －

36-A46 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.12km 2 －

36-A47 道路 一般 上毛町 直接 上毛町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.69km 37 －

36-A48 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 交安 カラー舗装  L=0.29km 8 －

36-A49 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 交安 歩道設置  L=0.1km 5 －

36-A50 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 交安 自歩道整備  L=1.3km 493 －

36-A51 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市町村道 交安 歩道整備  L=0.43km 343 －

36-A52 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 歩道設置  L=0.25km 154 －

36-A53 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 市町村道 交安 バリアフリー化  L=0.3km 18 －

36-A54 道路 一般 久山町 直接 久山町 市町村道 交安 バリアフリー化  L=1.2km 14 －

（1）不知火町１丁目一浦町線・大牟田市工区 大牟田市

（他）金見線・福智町工区 福智町

（他）山伏町・下一作線・嘉麻市工区 嘉麻市

（２）白金町南船津町４丁目１号線・大牟田市工区 大牟田市
（１）渡内鹿子生線・八女市工区 八女市

（１）栗原・水上線・古賀市工区 古賀市
（１）汐入・花見線外・古賀市工区 海抜表示シート設置（道路情報提供） 古賀市

（他）新町中央線支線３号線・福智町工区 福智町
（他）塚口野添線・福智町工区 福智町

（１）高倉・上畑線・岡垣町工区 岡垣町
（他）工場団地1号線・福智町工区 福智町
（１）岩屋迫団地線・福智町工区 福智町

(他)下宇美～志免線・宇美町工区 宇美町

（１）日吉芥神線・広川町工区 広川町

（2）江浦町・徳島２号線・みやま市工区 みやま市
（１）瀬高駅・八幡２号線・みやま市工区 みやま市
（１）木川4号線・宇美町工区 宇美町

（他）馬場田線・小竹町工区 小竹町
（１）御徳・中泉線・小竹町工区 小竹町

(1)小金丸・師吉線・糸島市工区 糸島市
(他)西福童・二森３２号線・小郡市工区 小郡市
（１）中山幹線・小竹町工区 小竹町

(他)下大利1720号線・大野城市工区 大野城市
（他）馬場口・大町線・朝倉市工区 朝倉市
（２）高田町永松開線・柳川市工区 柳川市

（他）渡口3号線・小竹町工区 小竹町
(1)恒久橋・上丸尾線・上毛町工区 上毛町
(他)下大利1788号線・大野城市工区 大野城市

（１）千俗・塩頭線・小竹町工区 小竹町

（他）下新入104号線・直方市工区 直方市
（１）本町・今村線・鞍手町工区 鞍手町
（１）山田～久原2号線・久山町工区 久山町36-A54 道路 一般 久山町 直接 久山町 市町村道 交安 バリアフリー化  L=1.2km 14 －

36-A55 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 歩道整備  L=0.37km 375 －

36-A56 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 交差点改良  L=0.15km 64 －

36-A57 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 市町村道 修繕 75 －

36-A58 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 修繕 93 －

36-A59 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 修繕 46 －

36-A60 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 48 －

36-A61 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 22 －

36-A62 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 14 －

36-A63 道路 一般 大川市 直接 大川市 市町村道 修繕 75 －

36-A64 道路 一般 大川市 直接 大川市 市町村道 修繕 80 －

36-A65 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 6 －

36-A66 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 60 －

36-A67 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 15 －

36-A68 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 9 －

36-A69 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 18 －

36-A70 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 80 －

36-A71 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 136 －

36-A72 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 126 －

36-A73 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 23 －

36-A74 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 56 －

36-A75 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 7 －

36-A76 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 修繕 17 －

36-A77 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 修繕 36 －

36-A78 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 26 －

36-A79 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 19 －

36-A80 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 14 －

36-A81 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 615 －

36-A82 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 20 －

36-A83 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 45 －

36-A84 道路 一般 添田町 直接 添田町 市町村道 修繕 10 －

36-A85 道路 一般 添田町 直接 添田町 市町村道 修繕 100 －

36-A86 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 24 －

（他）内橋･長者原線・粕屋町工区 舗装補修 L=0.36km

（１）夜臼～三代線・新宮町工区 新宮町
（他）城山～新原線・須恵町工区 舗装補修 L=1.17km 須恵町

（１）山田～久原2号線・久山町工区 久山町
（１）北尾1号線・新宮町工区 新宮町

粕屋町
（２）白金町南船津町４丁目２号線・大牟田市工区 舗装補修 L=0.2km 大牟田市
（１）茅島筒江前線・大川市工区 舗装補修 L=2km 大川市

（１）立花口～的野線・新宮町工区 舗装補修 L=1.89km 新宮町
（１）前田1号線・新宮町工区 舗装補修 L=0.7km 新宮町
（他）内橋･大隈線・粕屋町工区 舗装補修 L=0.88km 粕屋町

（他）上境60号線・直方市工区 舗装補修 L=0.24km 直方市
（他）上新入52号線・直方市工区 舗装補修 L=0.15km 直方市
（１）日焼・御徳線・直方市工区 舗装補修 L=0.33km 直方市

（２）北一ノ割橋口線・大川市工区 舗装補修 L=1.3km 大川市
（他）感田83号線・直方市工区 舗装補修 L=0.12km 直方市
（２）出山・浦田線・直方市工区 舗装補修 L=1.4km 直方市

（他）赤熊6号線・豊前市工区 舗装補修 L=0.31km 豊前市
（他）八屋64号線・豊前市工区 舗装補修 L=0.3km 豊前市
（２）薬師寺線・豊前市工区 舗装補修 L=0.115km 豊前市

（１）原田・沼口線・宮若市工区 舗装補修 L=1.7km 宮若市
（１）菅牟田・日陽線・宮若市工区 舗装補修 L=1.5km 宮若市
（１）上大隈・西川線・宮若市工区 舗装補修 L=0.98km 宮若市

（１）砂山・中底井野線・中間市工区 舗装補修 L=0.26km 中間市
（１）上畑・高倉線・岡垣町工区 舗装補修 L=0.4km 岡垣町
（２）青葉中央通り線・田川市工区 舗装補修 L=4.3km 田川市

（他）浜川・新浜線・朝倉市工区 舗装補修 L=1.65km 朝倉市
（１）菩提寺・柿原・寺内線・朝倉市工区 舗装補修 L=1.5km 朝倉市
（１）御館・通谷線・中間市工区 舗装補修 L=0.6km 中間市

（他）石切・殿町線ほか２路線・添田町工区 舗装補修 L=1km 添田町
（他）工場団地1号線・福智町工区 舗装補修 L=0.88km 福智町

（２）会社町白鳥町線・田川市工区 舗装補修 L=0.15km 田川市
（２）白鳥団地4号線・田川市工区 舗装補修 L=0.68km 田川市
（１）釜ヶ谷・真木線・添田町工区 舗装補修 L=1.9km 添田町

36-A86 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 24 －（他）工場団地1号線・福智町工区 舗装補修 L=0.88km 福智町



36-A87 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 13 －

36-A88 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 40 －

36-A89 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 修繕 6 －

36-A90 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 修繕 25 －

36-A91 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 54 －

36-A92 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 12 －

36-A93 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 63 －

36-A94 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 117 －

36-A95 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 28 －

36-A96 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 8 －

36-A97 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 73 －

36-A98 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 36 －

36-A99 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 39 －

36-A100 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 14 －

36-A101 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 31 －

36-A102 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 60 －

36-A103 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 9 －

36-A104 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 修繕 68 －

36-A105 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 192 －

36-A106 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 60 －

36-A107 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 100 －

36-A108 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 40 －

36-A109 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 40 －

36-A110 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 34 －

36-A111 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 修繕 44 －

36-A112 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 修繕 35 －

36-A113 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 修繕 17 －

36-A114 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 7 －

36-A115 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 2 －

36-A116 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 80 －

36-A117 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 50 －

36-A118 道路 一般 志免町 直接 志免町 市町村道 修繕 14 －

（他）岩屋迫団地線・福智町工区 舗装補修 L=1.1km 福智町

（１）大谷・柿ノ木線・嘉麻市工区 舗装補修 L=1km 嘉麻市
（１）山野・才田線・嘉麻市工区 舗装補修 L=0.28km 嘉麻市
（１）山野・飯塚団地線・嘉麻市工区 舗装補修 L=0.91km 嘉麻市

（１）金田陸橋堀川線・福智町工区 舗装補修 L=0.45km 福智町
（他）宮床保育3号線・糸田町工区 舗装補修 L=0.072km 糸田町
（他）堂ヶ籠・泌泉線・糸田町工区 舗装補修 L=0.6km 糸田町

（２）フケ・水城駅線・太宰府市工区 舗装補修 L=0.85km 太宰府市
（１）梅香苑団地２号線・太宰府市工区 舗装補修 L=0.85km 太宰府市
（１）長浦台６号線・太宰府市工区 舗装補修 L=0.69km 太宰府市

（１）山野・鴨生線・嘉麻市工区 舗装補修 L=2.3km 嘉麻市
（他）南ヶ丘3833号線・大野城市工区 舗装補修 L=0.17km 大野城市
（他）平野台4231号線外1路線・大野城市工区 舗装補修 L=0.39km 大野城市

（他）青山９５号線・太宰府市工区 舗装補修 L=0.2km 太宰府市
（他）道善片縄線・那珂川町工区 舗装補修 L=0.32km 那珂川町
（１）高間川瀬線外・広川町工区 舗装補修 L=3.1km 広川町

（他）青山１６号線・太宰府市工区 舗装補修 L=0.34km 太宰府市
（１）観世音寺土地区画整理事業３３号線・太宰府市工区 舗装補修 L=0.38km 太宰府市
（１）高雄台３９号線・太宰府市工区 舗装補修 L=0.4km 太宰府市

（１）市丸・三毛門線・豊前市工区 舗装補修 L=0.43km 豊前市
（１）小茶園・白水線・桂川町工区 舗装補修 L=0.51km 桂川町
（１）上木佐木11号線・大木町工区 舗装補修 L=0.83km 大木町

（１）藤田線・広川町工区 舗装補修 L=0.53km 広川町
（他）秋松熊野線他・筑後市工区 舗装補修 L=3.55km 筑後市
（１）釜底・都地線・宮若市工区 舗装補修 L=1km 宮若市

（１）唐船松原町線・大牟田市工区 舗装補修 L=0.018km 大牟田市
（１）鶴田・新入線・宮若市工区 舗装補修 L=0.97km 宮若市
（１）有木団地１号線・宮若市工区 舗装補修 L=0.8km 宮若市

（２）上八院111号線・大木町工区 舗装補修 L=0.66km 大木町
（他）大角202号線・大木町工区 舗装補修 L=0.38km 大木町
（１）浄真町駅西通線・大牟田市工区 舗装補修 L=0.075km 大牟田市

（他）桜丘８５号線・志免町工区 舗装補修 L=0.14km 志免町36-A118 道路 一般 志免町 直接 志免町 市町村道 修繕 14 －

36-A119 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 19 －

36-A120 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 13 －

36-A121 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 5 －

36-A122 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 6 －

36-A123 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 7 －

36-A124 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 7 －

36-A125 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 3 －

36-A126 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 6 －

36-A127 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 14 －

36-A128 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 7 －

36-A129 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 5 －

36-A130 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 6 －

36-A131 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 9 －

36-A132 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 11 －

36-A133 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 24 －

36-A134 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 43 －

36-A135 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 14 －

36-A136 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 18 －

36-A137 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 8 －

36-A138 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 16 －

36-A139 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 75 －

36-A140 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 40 －

36-A141 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 82 －

36-A142 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 32 －

36-A143 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 40 －

36-A144 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 30 －

36-A145 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 30 －

36-A146 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 20 －

36-A147 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 53 －

36-A148 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 23 －

36-A149 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 20 －

36-A150 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 26 －

（他）安武24号線・築上町工区 舗装補修 L=0.25km 築上町
（２）上深野小山田線・築上町工区 舗装補修 L=0.35km 築上町
（他）赤幡4号線・築上町工区 舗装補修 L=0.4km 築上町

（他）桜丘８５号線・志免町工区 舗装補修 L=0.14km 志免町
（他）高塚104号線外・築上町工区 舗装補修 L=0.9km 築上町
（他）越路31号線外・築上町工区 舗装補修 L=0.55km 築上町

（１）高板・内ヶ磯線・直方市工区 舗装補修 L=0.4km 直方市
（１）上老良・我孫子線・直方市工区 舗装補修 L=0.22km 直方市
（１）外町・御館山線・直方市工区 舗装補修 L=0.11km 直方市

（他）築城73号線・築上町工区 舗装補修 L=0.4km 築上町
（他）有安1号線・築上町工区 舗装補修 L=0.15km 築上町
（２）合木線・築上町工区 舗装補修 L=0.25km 築上町

（他）上新入31号線・直方市工区 舗装補修 L=0.6km 直方市
（２）旧軌道線・直方市工区 舗装補修 L=0.9km 直方市
（他）上頓野45号線・直方市工区 舗装補修 L=0.32km 直方市

（他）上新入88号線・直方市工区 舗装補修 L=0.21km 直方市
（２）製鉄団地線・直方市工区 舗装補修 L=0.27km 直方市
（２）新幹線線・直方市工区 舗装補修 L=1km 直方市

（１）片島・平恒線・飯塚市工区 舗装補修 L=1.0km 飯塚市
（１）弁分・労災病院線・飯塚市工区 舗装補修 L=1.1km 飯塚市
（１）目尾・久保白線・飯塚市工区 舗装補修 L=2.04km 飯塚市

（他）頓野54号線・直方市工区 舗装補修 L=0.43km 直方市
（１）小野牟田・十堂線外・直方市工区 舗装補修 L=0.27km 直方市
（１）下新入・植木線・直方市工区 舗装補修 L=0.42km 直方市

（２）楽市・平恒線・飯塚市工区 舗装補修 L=0.8km 飯塚市
（１）長尾・北古賀線・飯塚市工区 舗装補修 L=1.2km 飯塚市
（１）有井・栄町線・飯塚市工区 舗装補修 L=0.75km 飯塚市

（１）豊後町・門出町1号線・飯塚市工区 舗装補修 L=0.55km 飯塚市
（２）後牟田工業団地1号線・飯塚市工区 舗装補修 L=1km 飯塚市
（２）小正・明星寺線・飯塚市工区 舗装補修 L=0.85km 飯塚市

（１）石丸中学校前線・飯塚市工区 舗装補修 L=0.5km 飯塚市
（１）猪本高食線・大刀洗町工区 舗装補修 L=0.75km 大刀洗町
（１）三田線・大刀洗町工区 舗装補修 L=1.04km 大刀洗町36-A150 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 26 －（１）三田線・大刀洗町工区 舗装補修 L=1.04km 大刀洗町



36-A151 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 151 －

36-A152 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 57 －

36-A153 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 73 －

36-A154 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 33 －

36-A155 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 72 －

36-A156 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 28 －

36-A157 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 24 －

36-A158 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 18 －

36-A159 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 7 －

36-A160 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 17 －

36-A161 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 64 －

36-A162 道路 一般 大任町 直接 大任町 市町村道 修繕 5 －

36-A163 道路 一般 大任町 直接 大任町 市町村道 修繕 2 －

36-A164 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.17km 15 －

36-A165 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.23km 116 －

36-A166 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.1km 7 －

36-A167 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.64km 35 －

36-A168 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 市町村道 修繕 舗装補修  L=2.65km 144 －

36-A169 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.55km 62 －

36-A170 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 橋梁補修 4橋　 56 －

36-A171 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.40km 11 －

36-A172 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.50km 14 －

36-A173 道路 一般 添田町 直接 添田町 市町村道 修繕 法面補修 56 －

36-A174 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.791km 112 －

36-A175 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 道路照明灯整備 18 －

36-A176 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.50km 35 －

36-A177 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.83km 36 －

36-A178 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.60km 59 －

36-A179 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.00km 40 －

36-A180 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.20km 10 －

36-A181 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.15km 7 －

36-A182 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.18km 10 －

（１）上町草分飛行場中央線・大刀洗町工区 舗装補修 L=2.21km 大刀洗町
（１）山隈甘木線・大刀洗町工区 舗装補修 L=0.6km 大刀洗町
（２）上野高樋本郷線・大刀洗町工区 舗装補修 L=2.84km 大刀洗町

（他）下高橋９号線・大刀洗町工区 舗装補修 L=1.12km 大刀洗町
（他）北山隈１４号線・大刀洗町工区 舗装補修 L=0.35km 大刀洗町
（他）北山隈１５号線・大刀洗町工区 舗装補修 L=0.25km 大刀洗町

（２）長牟田線・大刀洗町工区 舗装補修 L=0.6km 大刀洗町
（２）西大刀洗北鵜木線・大刀洗町工区 舗装補修 L=1.32km 大刀洗町
（２）下牟田北鵜木線・大刀洗町工区 舗装補修 L=0.5km 大刀洗町

（他）水神・熊本線・大任町工区 舗装補修 L=0.07km 大任町
(他)折尾・吉田線・水巻町工区 水巻町
（他）白鳥工業団地Ｇ地区１号線外・田川市工区 田川市

（他）北山隈中央線・大刀洗町工区 舗装補修 L=0.35km 大刀洗町
（他）横断道側道線・大刀洗町工区 舗装補修 L=2.65km 大刀洗町
（他）大行事・福田線・大任町工区 舗装補修 L=0.1km 大任町

(1)牟田･栗原線・古賀市工区 古賀市
（他）本村守部線・小石原川橋外・大刀洗町工区 大刀洗町
（他）脇田･宮の前線・粕屋町工区 粕屋町

（1）星美台・夏吉線・田川市工区 田川市
（1）石炭記念公園線・田川市工区 田川市
（他）久光・当所線ほか1路線・筑前町工区 筑前町

道路照明灯整備・芦屋町工区 芦屋町
（１）漆生・鴨生線・嘉麻市工区 嘉麻市
（１）鎌田・鳥越線・嘉麻市工区 嘉麻市

（他）前田･北隈線・粕屋町工区 粕屋町
（２）中山・釜ヶ谷線・添田町工区 添田町
(1)粟屋・糖塚線・芦屋町工区 芦屋町

（１）土居・中屋線・桂川町工区 桂川町
（１）天道団地進入路1号線・桂川町工区 桂川町

（１）宮吉・普門寺線・嘉麻市工区 嘉麻市
（１）西郷・九郎原線・嘉麻市工区 嘉麻市
（１）漆生・才田線・嘉麻市工区 嘉麻市

36-A182 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.18km 10 －

36-A183 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.46km 11 －

36-A184 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.39km 8 －

36-A185 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.13km 1 －

36-A186 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.40km 9 －

36-A187 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.49km 41 －

36-A188 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.88km 116 －

36-A189 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.1km 4 －

36-A190 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.1km 5 －

36-A191 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.15km 8 －

36-A192 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.20km 9 －

36-A193 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 法面補修 41 －

36-A194 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.5km 24 －

36-A195 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.96km 46 －

36-A196 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.34km 16 －

36-A197 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.68km 32 －

36-A198 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.69km 46 －

36-A199 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.30km 4 －

36-A200 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.58km 20 －

36-A201 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.05km 37 －

36-A202 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.30km 29 －

36-A203 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.0km 46 －

36-A204 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.40km 20 －

36-A205 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.35km 20 －

36-A206 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.13km 14 －

36-A207 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.35km 18 －

36-A208 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 修繕 舗装補修  L=3.5km 94 －

36-A209 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.31km 21 －

36-A210 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.48km 9 －

36-A211 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 法面補修 36 －

36-A212 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.58km 9 －

36-A213 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.70km 25 －

36-A214 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.56km 13 －

（１）天道団地進入路1号線・桂川町工区 桂川町
（１）北古賀・中屋線・桂川町工区 桂川町

（他）北尾3号線・新宮町工区 新宮町
（１）夜臼～三代線・新宮町工区 新宮町
（２）青山１０号線・太宰府市工区 太宰府市

（１）豆田・瀬戸線・桂川町工区 桂川町
（他）中島・村ノ前線・小竹町工区 小竹町
（他）新山崎・宮田線・小竹町工区 小竹町

（２）水城台２３号線・太宰府市工区 太宰府市
（１）本郷冨多線ほか1路線・大刀洗町工区 大刀洗町
（１）山隈春日線・大刀洗町工区 大刀洗町

（２）青山６４号線・太宰府市工区 太宰府市
（１）大佐野・ひまわり台１号線・太宰府市工区 太宰府市
（１）三条台１号線・太宰府市工区 太宰府市

（２）赤坂欠塚線・筑後市工区 筑後市
（1）伊左座・吉田線・水巻町工区 水巻町
（２）上境線・直方市工区 直方市

（他）川原本郷線ほか1路線・大刀洗町工区 大刀洗町
（２）上高橋診療所線・大刀洗町工区 大刀洗町
（１）猪本高食線ほか1路線・大刀洗町工区 大刀洗町

（２）弁分・舎利蔵線・飯塚市工区 飯塚市
（他）赤熊５９号線・豊前市工区 豊前市
（他）赤熊１０号線・豊前市工区 豊前市

（１）大日寺・吉原町線・飯塚市工区 飯塚市
（1）柏の森・上三緒線・飯塚市工区 飯塚市
（２）高雄団地１号線・飯塚市工区 飯塚市

（他）山口谷・曲畑線・嘉麻市工区 嘉麻市
(2)平野・日の浦線・大野城市工区 大野城市
(2)高橋121号線・大木町工区 大木町

(1）尾野・河原内線ほか1路線・みやま市工区 みやま市
(他)南ヶ丘3877号線ほか1路線・大野城市工区 大野城市
(１)下大利・南ヶ丘線・大野城市工区 大野城市

（２）名代・鎌田線・桂川町工区 桂川町36-A214 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.56km 13 －（２）名代・鎌田線・桂川町工区 桂川町



36-A215 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.66km 60 －

36-A216 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.36km 7 －

36-A217 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.15km 7 －

36-A218 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.22km 11 －

36-A219 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.23km 0 －

36-A220 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.40km 38 －

36-A221 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.95km 112 －

36-A222 道路 一般 大川市 直接 大川市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.10km 60 －

36-A223 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.80km 16 －

36-A224 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.1km 5 －

36-A225 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.82km 25 －

36-A226 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 道路照明灯補修 31 －

36-A227 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 交安 210 －

36-A228 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 改築 118 －

36-A229 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.25km 0 －

36-A230 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.15km 0 －

36-A231 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.11km 0 －

36-A232 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.55km 0 －

36-A233 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.24km 0 －

36-A234 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.50km 0 －

36-A235 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.2km 11 －

36-A236 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 市町村道 交安 バリアフリー化  L=0.31km 44 －

36-A237 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 改築 37 －

36-A238 道路 一般 久山町 直接 久山町 市町村道 交安 ゾーン30 4 －

36-A239 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 交安 歩道整備 L=0.53km 76 －

36-A240 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 改築 24 －

36-A241 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 歩道橋設置  L=0.10km 703 －

36-A242 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 交安 96 －

36-A243 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 改築 170 －

36-A244 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 改築 道路改良　L=0.13km 28 －

36-A245 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 211 －

36-A246 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 交安 180 －

（他）頓野109号線・直方市工区 直方市
（他）金田屋敷3号線・直方市工区 直方市
（2）上境・五反畑号線・直方市工区 直方市

（他）白石工業団地1号線・苅田町工区 苅田町
（他）上頓野97号線・直方市工区 直方市

（２）富久二川校線・筑後市工区 筑後市
（２）浜田・黒山線・岡垣町工区 岡垣町
（他）熊原・矢口線・岡垣町工区 岡垣町

（2）宇島・清水町線・豊前市工区 豊前市
（１）旅石～乙植木線・須恵町工区 須恵町
(1)上新田一ッ木南線・大川市工区 大川市

（他）下新入27号線・直方市工区 直方市
（他）山部34号線・直方市工区 直方市
（他）上新入84号線・直方市工区 直方市

道路照明灯補修・大野城市工区 大野城市
（他）岡山７１号線・八女市工区 現道拡幅 L=0.20km 八女市
（他）愛宕２号線・飯塚市工区 現道拡幅 L=0.06km 飯塚市

（他）頓野110号線・直方市工区 直方市
（２）中本町・小牧線・鞍手町工区 鞍手町
（１）山野・鴨生線・嘉麻市工区 現道拡幅 L=0.17km 嘉麻市

（他）上境54号線・直方市工区 直方市
（他）頓野66号線・直方市工区 直方市
（他）下境121号線・直方市工区 直方市

（他）雲雀ヶ丘9号線・新宮町工区 新宮町
（他）田中・土居先線・太宰府市工区 現道拡幅 L=0.08km 太宰府市
（他）都府楼団地５号線他１路線・太宰府市工区 現道拡幅 L=0.17km 太宰府市

（２）上山田～下山田線外・久山町工区 久山町
（２）水上・小山田線・古賀市工区 古賀市
（１）上糸田・鼠ヶ池線・糸田町工区 現道拡幅 L=0.18km 糸田町

（１）小川町ポンプ場線・大牟田市工区 大牟田市
（１）天堤欠塚線・筑後市工区 現道拡幅 L=0.29km 筑後市
（２）小隈・BS西側線・朝倉市工区 現道拡幅 L=0.56km 朝倉市36-A246 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 交安 180 －

36-A247 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 現道拡幅 L=0.44km 250 －

36-A248 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 交安 124 －

36-A249 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 交安 59 －

36-A250 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 交安 交差点改良 110 －

36-A251 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 交安 現道拡幅 L=0.13km 160 －

36-A252 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 改良 50 －

36-A253 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 改築 8 －

36-A254 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 交安 歩道設置  L=0.04km 5 －

36-A255 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 交安 カラー舗装  L=1.00km 10 －

36-A256 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 交安 300 －

36-A257 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 交安 35 －

36-A258 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 改築 38 －

36-A259 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 舗装 カラー舗装  L=1.19km 2 －

36-A260 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 歩道設置  L=0.08km 21 －

36-A261 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 改築 400 －

36-A262 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.15km 61 －

36-A263 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.68km 68 －

36-A264 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.18km 11 －

36-A265 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 舗装補修  L=1.5km 85 －

36-A266 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 舗装補修  L=0.20km 4 －

36-A267 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 交安 121 －

36-A268 道路 一般 香春町 直接 香春町 市町村道 修繕 6 －

36-A269 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 市町村道 修繕 45 －

36-A270 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 150 －

36-A271 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 112 －

36-A272 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 24 －

36-A273 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 34 －

36-A274 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 28 －

36-A275 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 11 －

36-A276 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 33 －

36-A277 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 58 －

36-A278 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 30 －

（他）小野牟田野添線・直方市工区 直方市
（他）長峰54号線・八女市工区 現道拡幅 L=0.25km 八女市
（2）立岩・上三緒線・飯塚市工区 現道拡幅 L=0.55km 飯塚市

（２）小隈・BS西側線・朝倉市工区 現道拡幅 L=0.56km 朝倉市

(他)乙金台1206号線・大野城市工区 現道拡幅 L=0.10km 大野城市
(他)若草3203号線・大野城市工区 大野城市
(１)中・上白水線・大野城市工区 大野城市

（他）三国・三沢5449号線・小郡市工区 小郡市
（他）東郷６４号線・宗像市工区 宗像市
（他）八町牟田856号線・大木町工区 現道拡幅 L=0.30km 大木町

（他）中央台4号線外・宗像市工区 宗像市
（他）柚ノ木1号線・新宮町工区 新宮町
（１）甘木・堤線・朝倉市工区 現道拡幅 L=0.36km 朝倉市

（２）宮ノ原東西線・八女市工区 現道拡幅 L=0.6km 八女市
（他）行事６丁目２号線・行橋市工区 現道拡幅 L=0.07km 行橋市
（他）友寄・市ノ間線・飯塚市工区 現道拡幅 L=0.55km 飯塚市

（２）坂本・中川原線・宮若市工区 宮若市
（他）三角田・山崎線・桂川町工区 桂川町
（他）森久１号線・豊前市工区 現道拡幅 L=0.50km 豊前市

（１）浦田・京野線・宮若市工区 宮若市
（１）赤木・大谷線・宮若市工区 宮若市
（１）矢萩・新多線・宮若市工区 宮若市

（１）文字山・上弓削田線・田川市工区 舗装補修  L=1.05km 田川市

（他）甲条線・大刀洗町工区 舗装補修  L=0.5km 大刀洗町

（他）本郷20号線ほか1路線・大刀洗町工区 舗装補修  L=0.54km 大刀洗町

水取～坂本線・香春町工区 舗装補修  L=0.24km 香春町

（２）城島線・筑前町工区 舗装補修  L=0.88km 筑前町

（１）白鳥団地1号線・田川市工区 舗装補修  L=1.00km 田川市

（１）平和橋カニヶ迫線・福智町工区 舗装補修  L=1.00km 福智町

（１）黒尾中央線・福智町工区 舗装補修  L=0.40km 福智町

（１）駕与丁・乙植木線・粕屋町工区 舗装補修  L=0.42km 粕屋町

内橋・長者原線・粕屋町工区 舗装補修  L=0.31km 粕屋町

（２）石橋・筒井線・粕屋町工区 舗装補修  L=0.51km 粕屋町

36-A278 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 30 －（１）黒尾中央線・福智町工区 舗装補修  L=0.40km 福智町



36-A279 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 32 －

36-A280 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 32 －

36-A281 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 62 －

36-A283 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 交安 38 －

36-A285 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 27 －

36-A287 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 18 －

36-A289 道路 一般 川崎町 直接 川崎町 市町村道 改築 23 －

36-A290 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 14 －

36-A291 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 15 －

36-A292 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 13 －

36-A293 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 8 －

36-A294 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 9 －

36-A295 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 30 －

36-A296 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 23 －

36-A297 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 30 －

36-A298 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 8 －

36-A300 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 修繕 51 －

36-A301 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 16 －

36-A302 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 7 －

36-A303 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 9 －

36-A304 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 交安 4 －

36-A305 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 交安 89 －

36-A306 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 交安 11 －

36-A307 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 改築 5 －

36-A308 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 10 －

36-A309 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 30 －

36-A310 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 11 －

36-A311 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 32 －

36-A312 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 交安 30 －

36-A314 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 交安 2 －

36-A316 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 20 －

36-A318 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 21 －

（１）先達面・高尾線・福智町工区 舗装補修  L=0.25km 福智町

大谷・柿ノ木線・嘉麻市工区 法面補修 嘉麻市

御徳・中泉線・小竹町工区 舗装補修  L=0.20km 小竹町

猪尻猪尻集線・川崎町工区 現道拡幅  L=0.10km 川崎町

（１）長浦～見六線・福智町工区 舗装補修  L=2.00km 福智町

（１）草場・宝珠線・福智町工区 舗装補修  L=0.50km 福智町

中元寺川福丸堤防線・福智町工区 歩道設置  L=0.15km 福智町

（１）上老良・我孫子線・直方市工区 舗装補修  L=0.22km 直方市

（２）鴨生田団地内線・直方市工区 舗装補修  L=0.13km 直方市

（２）赤池・古田浦線・直方市工区 舗装補修  L=0.63km 直方市

（１）高板・内ヶ磯線・直方市工区 舗装補修  L=0.31km 直方市

頓野66号線・直方市工区 舗装補修  L=0.24km 直方市

（他）下境121号線・直方市工区 舗装補修  L=0.50km 直方市

（２）長尾～古川線・新宮町工区 舗装補修  L=0.45km 新宮町

日の里団地線・宗像市工区 舗装補修  L=0.36km 宗像市

自由ヶ丘・葉山線・宗像市工区 舗装補修  L=0.09km 宗像市

中泉団地線・直方市工区 舗装補修  L=0.35km 直方市

（他）頓野88号線・直方市工区 舗装補修  L=0.50km 直方市

植木108号線ほか2路線・直方市工区 カラー舗装   L=1.47km 直方市

（２）今山椋谷線・大牟田市工区 現道拡幅  L=0.41km 大牟田市

櫟野今山線・大牟田市工区 現道拡幅  L=0.13km 大牟田市

三条台団地13号線・太宰府市工区 舗装補修  L=0.18km 太宰府市

自由ヶ丘本線・宗像市工区 舗装補修  L=0.11km 宗像市

上新開・大池線・宗像市工区 歩道設置  L=0.23km 宗像市

（他）小川町2号線・大牟田市工区 現道拡幅  L=0.34km 大牟田市

（他）都府楼団地5号線ほか1路線・太宰府市工区 現道拡幅  L=0.17km 太宰府市

土居・豆田線・桂川町工区 カラー舗装  L=0.76km 桂川町

海老津･戸切線・岡垣町工区 舗装補修  L=0.30km 岡垣町

（他）大原23号線・太宰府市工区 舗装補修  L=0.18km 太宰府市

水城団地31号線・太宰府市工区 舗装補修  L=0.25km 太宰府市

（１）五条口線・太宰府市工区 舗装補修  L=0.32km 太宰府市

（１）大日寺・吉原町線・飯塚市工区 舗装補修  L=0.84km 飯塚市36-A318 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 21 －

36-A319 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 38 －

36-A320 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 13 －

36-A321 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 改築 70 －

36-A322 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 40 －

36-A323 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 32 －

36-A324 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 37 －

36-A325 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 交安 49 －

36-A326 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 交安 21 －

36-A327 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 交安 141 －

36-A328 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 10 －

36-A329 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 市町村道 交安 6 －

36-A331 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 交安 4 －

36-A332 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 3 －

36-A333 道路 一般 大川市 直接 大川市 市町村道 修繕 13 －

36-A334 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 33 －

36-A335 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 36 －

36-A336 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 交安 60 －

36-A337 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 改築 30 －

36-A338 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 14 －

36-A339 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 30 －

36-A340 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 交安 10 －

36-A341 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 交安 10 －

36-A342 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 交安 10 －

36-A343 道路 一般 大任町 直接 大任町 市町村道 修繕 11 －

36-A344 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 交安 32 －

36-A345 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 交安 10 －

36-A346 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 交安 13 －

36-A347 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 26 －

36-A348 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 16 －

36-A349 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 交安 5 －

36-A350 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 修繕 8 －

36-A351 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 修繕 2 －

（１）前田・綿打線・行橋市工区 現道拡幅  L=0.33km 行橋市

道路照明灯補修・水巻町工区 道路照明灯補修 水巻町

（１）御館・通谷線・中間市工区 舗装補修  L=0.33km 中間市

（１）大日寺・吉原町線・飯塚市工区 舗装補修  L=0.84km 飯塚市

（１）水江・建花寺1号線・飯塚市工区 舗装補修  L=0.80km 飯塚市

（１）馬場・木浦岐線・飯塚市工区 舗装補修  L=0.70km 飯塚市

新町中央線支線3号線・福智町工区 歩道設置  L=0.05km 福智町

道路照明灯補修・古賀市工区 道路照明灯補修 古賀市

第１小学校１号線ほか20路線・須惠町工区 ゾーン３０ 須恵町

砂山・中底井野線・中間市工区 舗装補修  L=0.26km 中間市

（１）吉木・海老津線・岡垣町工区 現道拡幅  L=0.08km 岡垣町

吉木・高倉線・岡垣町工区 現道拡幅  L=0.13km 岡垣町

（１）南良津・勝野幹線・小竹町工区 舗装補修  L=1.02km 小竹町

菅牟田線・小竹町工区 舗装補修  L=0.60km 小竹町

（他）大内町住宅１号線・朝倉市工区 現道拡幅  L=0.30km 朝倉市

吉井・福久線ほか11路線・うきは市工区 ゾーン３０ うきは市

道路照明灯補修・大牟田市工区 道路照明灯補修 大牟田市

久々原二本松線・大川市工区 舗装補修  L=0.29km 大川市

猪熊・えぶり線・水巻町工区 歩道設置  L=0.60km 水巻町

古賀・頃末線・水巻町工区 歩道設置  L=0.60km 水巻町

柳土手・西平線・水巻町工区 歩道設置  L=0.50km 水巻町

吉田本線・八女市工区 現道拡幅  L=0.15km 八女市

山ノ井野町線・筑後市工区 舗装補修  L=0.30km 筑後市

（２）吉常逆瀬谷線・広川町工区 舗装補修  L=2.20km 広川町

（他）高陽団地1２号線・岡垣町工区 現道拡幅  L=0.16km 岡垣町

山野・才田線舗装補修・嘉麻市工区 舗装補修  L=0.63km 嘉麻市

（他）天道団地1号線・桂川町工区 舗装補修  L=0.45km 桂川町

（１）梅田・根床線・大任町工区 舗装補修  L=0.17km 大任町

(他）高陽団地1号線・岡垣町工区 現道拡幅  L=0.25km 岡垣町

（他）高陽団地４号線・岡垣町工区 現道拡幅  L=0.12km 岡垣町

第41号路線ほか8路線・春日市工区 ゾーン３０ 春日市

安徳108号線・那珂川町工区 舗装補修  L=0.18km 那珂川町

道路照明灯補修・那珂川町工区 道路照明灯補修 那珂川町36-A351 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 修繕 2 －道路照明灯補修・那珂川町工区 道路照明灯補修 那珂川町



36-A352 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 修繕 横断歩道橋修繕　L=0.02km 24 － 糸田駅１号横断歩道橋

36-A353 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 6 －

36-A354 道路 一般 久山町 直接 久山町 市町村道 修繕 9 －

36-A355 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 修繕 18 －

36-A356 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 修繕 12 －

36-A357 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市町村道 修繕 17 －

36-A358 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 修繕 43 －

36-A359 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 20 －

36-A360 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道 修繕 19 －

36-A361 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 10       －

36-A362 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 2        －

36-A363 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 12       －

36-A364 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 8        －

36-A365 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 11       －

36-A366 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 8        －

36-A367 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 11       －

36-A368 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 6        －

36-A369 道路 一般 香春町 直接 香春町 市町村道 修繕 6        －

36-A370 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 交安 9        －

36-A371 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 交安 6        －

36-A372 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 修繕 9        －

36-A373 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 修繕 20       －

36-A374 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 市町村道 修繕 12       －

36-A375 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 13       －

36-A376 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 8        －

36-A377 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 6        －

36-A378 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 5        －

36-A379 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 交安 15       －

36-A380 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 20       －

36-A381 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 10       －

36-A382 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 65       －

36-A383 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 14       －

（他）駅裏１号線・糸田町工区 糸田町
舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物 中間市

舗装・トンネル・法面点検 舗装・トンネル・法面点検 久山町

舗装・法面・土工構造物・道路付属物点検 舗装・法面・土工構造物・道路付属物点検 春日市

（１）長浦～見六線・福智町２工区 法面補修　L=0.09km 福智町

（他）多久富線・糸島市工区 舗装補修　L=0.2km 糸島市

舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物点検 小郡市

舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物 みやま市

舗装点検 舗装点検 柳川市

（他）中間・水巻・芦屋2号線・中間市工区 舗装補修　L=0.66km 中間市

（１）御館・通谷線通谷歩道橋・中間市工区 横断歩道橋修繕　N=1基 中間市

（他）道路照明灯補修・中間市工区 道路照明灯補修　N=70基 中間市

（他）野間2号線・田川市工区 舗装補修　L=0.43km 田川市

（１）長井鶴・向田線・宮若市工区 舗装補修　L=1.1km 宮若市

（他）中間・水巻・芦屋線　ほか1路線・中間市工区 舗装補修　L=1.01km 中間市

（他）舟原・西泉7丁目線・行橋市工区 現道拡幅　L=0.14km 行橋市

（１）中川東田線・古賀市工区 交差点改良　L=0.08km 古賀市

（１）安徳108号線ほか2路線・那珂川町工区 舗装補修　L=0.38km 那珂川町

（他）大根土団地20号線・中間市工区 舗装補修　L=0.3km 中間市

（１）御館・通谷線・中間市２工区 法面補修　N=1箇所 中間市

（他）船原～六本松線・香春町工区 舗装補修　L=0.20km 香春町

（他）山田0704号・大野城市工区 舗装補修　L=0.15km 大野城市

（他）雑餉隈町2115号線ほか1路線・大野城市工区 舗装補修　L=0.12km 大野城市

（他）仲畑0251号線・大野城市工区 舗装補修　L=0.1km 大野城市

（他）宮床・桃山踏切線ほか4路線・糸田町工区 舗装補修　L=0.236km 糸田町

（他）鳴光線・苅田町工区 法面補修　L=0.07km 苅田町

（他）川久保608号・大野城市工区 舗装補修　L=0.25km 大野城市

（他）境口・頓野線・直方市工区 舗装補修　L=0.85km 直方市

（１）馬場線・直方市工区 舗装補修　L=0.27km 直方市

（１）下大利・南ケ丘線・大野城市工区 カラー補修　L=2.7km 大野城市

（１）堀川古谷線・大野城市工区 舗装補修　L=0.6km 福智町

（１）古門善角線・大野城市工区 舗装補修　L=0.3km 福智町

36-A383 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 14       －

36-A384 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 22       －

36-A385 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 21       －

36-A386 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 11       －

36-A387 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 30       －

36-A388 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 54       －

36-A389 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 13       －

36-A390 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 27       －

36-A391 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 18       －

36-A392 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 43       －

36-A393 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 5        －

36-A394 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 9        －

36-A395 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 8        －

36-A396 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 7        －

36-A397 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 12       －

36-A398 道路 一般 福津市 直接 福津市 市町村道 修繕 15       －

36-A399 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 40       －

36-A400 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 26       －

36-A401 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 11       －

36-A402 道路 一般 東峰村 直接 東峰村 市町村道 交安 59       －

36-A403 道路 一般 久山町 直接 久山町 市町村道 修繕 26       －

36-A404 道路 一般 久山町 直接 久山町 市町村道 修繕 35       －

36-A405 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 市町村道 修繕 32       －

36-A406 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 市町村道 修繕 24       －

36-A407 道路 一般 大川市 直接 大川市 市町村道 修繕 20       －

36-A408 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 12       －

36-A409 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 33       －

36-A410 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 8        －

36-A411 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 22       －

36-A412 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 9        －

36-A413 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 5        －

36-A414 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 6        －

36-A415 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 4        －

（１）馬場線・直方市工区 舗装補修　L=0.27km 直方市

（１）外町・御館山線・直方市工区 舗装補修　L=0.47km 直方市

（１）小野牟田野添線・直方市２工区 バイパス　L=0.40km 直方市

（他）水城団地5号線・太宰府市工区 舗装補修　L=0.25km 太宰府市

（２）青葉台1号線・太宰府市工区 舗装補修　L=0.43km 太宰府市

（１）頓野54号線・直方市工区 舗装補修　L=0.44km 直方市

（１）感田22号線・直方市工区 舗装補修　L=0.2km 直方市

（１）頓野112号線・直方市工区 舗装補修　L=0.38km 直方市

（他）秋松熊野線・筑後市工区 舗装補修　L=0.53km 筑後市

（他）馬間田内記中横枕線・筑後市工区 舗装補修　L=0.5km 筑後市

（他）熊野山口ゴム天洋食品線・筑後市工区 舗装補修　L=0.42km 筑後市

（１）観世音寺土地区画整理事業長浜・太宰府線・太宰府市工区 舗装補修　L=0.675km 太宰府市

（２）伊左座・二線・水巻町工区 舗装補修　L=0.76km 水巻町

（１）高江若菜線・筑後市工区 舗装補修　L=0.3km 筑後市

（１）具嶋・赤松尾線・嘉麻市工区 舗装補修　L=0.52km 嘉麻市

道路照明灯補修・嘉麻市工区 道路照明灯補修　N=112基 嘉麻市

（１）杷木・宝珠山線・東峰村工区 歩道整備　L=0.17km 東峰村

道路照明灯補修・筑後市工区 道路照明灯補修　N=47基 筑後市

道路照明灯補修・福津市工区 道路照明灯補修　N=13基 福津市

（１）漆生・鴨生線・嘉麻市工区 舗装補修　L=0.96km 嘉麻市

（１）柳原～大名坂線・宇美町工区 舗装補修　L=1.2km 宇美町

（２）一ツ木紅粉屋外野線・大川市工区 舗装補修　L=0.45km 大川市

（他）横断道側道2号線・大刀洗町工区 舗装補修　L=0.49km 大刀洗町

（２）和田線・久山町工区 舗装補修　L=0.6km 久山町

（１）山田～久原1号線・久山町工区 舗装補修　L=0.5km 久山町

（１）井野～吉原線・宇美町工区 舗装補修　L=1.7km 宇美町

（１）自由ヶ丘本線・宗像市２工区 舗装補修　L=0.12km 宗像市

（他）小堤・大谷線・桂川町工区 舗装補修　L=0.36km 桂川町

（１）はまゆう観光道路・芦屋町工区 擁壁補修　N=2箇所 芦屋町

（１）宮日田・臼田線・桂川町工区 舗装補修　L=0.53km 桂川町

（１）釜屋・箱崎線・粕屋町工区 舗装補修　L=0.13km 粕屋町

（２）日の里団地線・宗像市２工区 舗装補修　L=0.5km 宗像市

（１）幸町・海岸線・芦屋町工区 舗装補修　L=0.04km 芦屋町36-A415 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 4        －（１）幸町・海岸線・芦屋町工区 舗装補修　L=0.04km 芦屋町



36-A416 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 14       －

36-A417 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 3        －

36-A418 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 4        －

36-A419 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 12       －

36-A420 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 市町村道 修繕 5        －

36-A421 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 修繕 3        －

36-A422 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 20       －

36-A423 道路 一般 大任町 直接 大任町 市町村道 修繕 14       －

36-A424 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 3        －

36-A425 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 16       －

36-A426 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 40       －

36-A427 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 12       －

36-A428 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 交安 13       －

36-A429 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 修繕 31       －

36-A430 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 10       －

36-A431 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 13       －

36-A432 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 1        －

36-A433 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 1        －

36-A434 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 2        －

36-A435 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 2        －

36-A436 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 2        －

36-A437 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 2        －

36-A438 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 修繕 横断歩道橋修繕　L=0.03km 4        － 糸田駅2号横断歩道橋

36-A439 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 市町村道 交安 15 －

36-A440 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 36 －

36-A441 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 交安 60 －

36-A442 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 6 －

小計（道路事業） 22,005 －

Ｃ　効果促進事業
C1　道路効果促進事業

古賀市

（２）大君３号線・芦屋町工区 舗装補修　L=0.12km 芦屋町

（２）船頭町５号線・芦屋町工区 舗装補修　L=0.3km 芦屋町

（１）苅田・南原線・苅田町工区 舗装補修　L=0.38km 苅田町

（２）江川台１号線・芦屋町工区 舗装補修　L=0.43km 芦屋町

（２）中の浜・正門線・芦屋町工区 舗装補修　L=0.08km 芦屋町

（２）宇島・清水町線・豊前市２工区 舗装補修　L=0.38km 豊前市

（１）石瓦線・古賀市工区 舗装補修　L=0.44km 古賀市

（１）神港線・宗像市工区 舗装補修　L=1.11km 宗像市

（他）町営住宅中通り線ほか3路線・糸田町工区 舗装補修　L=0.53km 糸田町

（１）砂山・丸ノ内線・水巻町工区 舗装補修　L=0.3km 水巻町

（他）皿山・不動線・大任町工区 舗装補修　L=0.17km 大任町

（２）四ヶ所江口線・筑後市工区 現道拡幅　L=0.14km 筑後市

（２）蔵数熊野線・筑後市工区 舗装補修　L=0.35km 筑後市

（１）今川・吉江線・うきは市工区 舗装補修　L=0.40km うきは市

（１）片島・平恒線飯塚小学校前歩道橋ほか１橋・飯塚市工区 横断歩道橋修繕　L=0.10km 飯塚市

（２）大人・田川原2号線・飯塚市工区 現道拡幅　L=0.13km 飯塚市

（１）石原・剣ヶ渕線・八女市工区 舗装補修　L=0.96km 八女市

（１）吉井・安富線・うきは市工区 舗装補修　L=0.20km うきは市

（１）竹重・屋形線・うきは市工区 舗装補修　L=0.10km うきは市

（他）駅裏１号線・糸田町２工区 糸田町

（２）虹峠・小松堀線・うきは市工区 舗装補修　L=0.20km うきは市

（１）東町・一の瀬線・うきは市工区 舗装補修　L=0.36km うきは市

（２）千足・中鶴線・うきは市工区 舗装補修　L=0.11km うきは市

道路照明灯整備・水巻町工区 道路照明灯整備　N=51基 水巻町

（他）三国・三沢５４４９号線・小郡市工区 駅前広場整備　N=1箇所 小郡市

道路照明灯整備・古賀市工区 道路照明灯整備　N=29本

道路照明灯整備・宇美町工区 道路照明灯整備　N=200基 宇美町

C1　道路効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円）

36-C1 防災基盤 一般 古賀市 直接 古賀市 25

36-C2 防災基盤 一般 古賀市 直接 古賀市 2

36-C3 施設整備 一般 宇美町 直接 宇美町 18 36-A439へ

36-C4 施設整備 一般 粕屋町 直接 粕屋町 15

36-C5 施設整備 一般 新宮町 直接 新宮町 12

36-C6 施設整備 一般 小郡市 直接 小郡市 97

36-C7 施設整備 一般 小郡市 直接 小郡市 78

36-C8 施設整備 一般 筑後市 直接 筑後市 150

36-C9 施設整備 一般 遠賀町 直接 遠賀町 25

36-C10 施設整備 一般 香春町 直接 香春町 14

36-C11 施設整備 一般 福智町 直接 福智町 4

36-C12 施設整備 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 14

36-C13 施設整備 一般 鞍手町 直接 鞍手町 68

36-C14 施設整備 一般 古賀市 直接 古賀市 76

36-C15 施設整備 一般 新宮町 直接 新宮町 91

36-C16 施設整備 一般 大木町 直接 大木町 100

36-C17 施設整備 一般 中間市 直接 中間市 3

36-C18 施設整備 一般 筑後市 直接 筑後市 2

36-C19 施設整備 一般 川崎町 直接 川崎町 40

36-C20 施設整備 一般 遠賀町 直接 遠賀町 8

36-C21 施設整備 一般 田川市 直接 田川市 192

36-C22 施設整備 一般 朝倉市 直接 朝倉市 119

36-C23 施設整備 一般 糸田町 直接 糸田町 7 36-A352へ

36-C24 施設整備 一般 糸田町 直接 糸田町 8

36-C25 施設整備 一般 水巻町 直接 水巻町 40

36-C26 施設整備 一般 水巻町 直接 水巻町 10 36-A440へ

36-C27 施設整備 一般 小郡市 直接 小郡市 40 36-A441へ

36-C28 施設整備 一般 古賀市 直接 古賀市 5 36-A442へ

36-C29 施設整備 一般 那珂川町 直接 那珂川町 28

番号
省略

工種
要素となる事業名事業者 事業内容

事業実施期間（年度）
市町村名 備考

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯整備 宇美町

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯整備 粕屋町

防災 消防車購入事業 消防自動車購入 古賀市

防災 海抜表示シート設置事業 海抜表示シート設置（道路区域外） 古賀市

交安 公共サイン整備事業 自動車系誘導サイン整備 小郡市

施設整備 駐車場整備事業 駐車場整備 筑後市

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯整備 新宮町

バリアフリー化 エレベーター設置事業 エレベーター設置 小郡市

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯整備 福智町

施設整備 駐車場整備事業 駐車場整備 筑紫野市

施設整備 駐車場整備事業 駐車場整備 遠賀町

施設整備 駐車場整備事業 駐車場整備 香春町

防犯 消防車購入事業 消防自動車購入 新宮町

改良 駅前広場整備事業 駅前広場整備 大木町

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯整備 鞍手町

交安 遊歩道整備事業 遊歩道整備 古賀市

防災 冠水対策事業 排水路改良 川崎町

防災 水門監視カメラ設置事業 監視カメラ設置 遠賀町

防災 公共サイン整備事業 道路サイン 中間市

防災 巡回車購入事業 巡回車購入 筑後市

修繕 糸田駅1号横断歩道橋 横断歩道橋修繕 糸田町
修繕 堀川団地横断歩道橋 横断歩道橋修繕 糸田町

防災 冠水対策事業 排水路改良 田川市

防災 冠水対策事業 貯水池整備 朝倉市

施設整備 駅前広場整備事業 駅前広場整備 小郡市

修繕 道路照明灯整備 道路照明灯整備 古賀市

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯整備 水巻町

修繕 道路照明灯整備事業 道路照明灯整備 水巻町

修繕 道路照明灯整備 道路照明灯整備 那珂川町

36-C30 計画・調査 一般 中間市 直接 中間市 9計画・調査 舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物 中間市



36-C31 計画・調査 一般 福智町 直接 福智町 17

36-C32 計画・調査 一般 太宰府市 直接 太宰府市 1

36-C33 計画・調査 一般 朝倉市 直接 朝倉市 7

36-C34 計画・調査 一般 久山町 直接 久山町 9

36-C35 計画・調査 一般 行橋市 直接 行橋市 3

36-C36 計画・調査 一般 八女市 直接 八女市 15

36-C37 計画・調査 一般 小郡市 直接 小郡市 14

36-C38 計画・調査 一般 みやま市 直接 みやま市 20

36-C39 計画・調査 一般 香春町 直接 香春町 3

36-C40 計画・調査 一般 うきは市 直接 うきは市 3

36-C41 計画・調査 一般 みやこ町 直接 みやこ町 4

36-C42 計画・調査 一般 柳川市 直接 柳川市 7

36-C43 計画・調査 一般 春日市 直接 春日市 63

36-C44 計画・調査 一般 東峰村 直接 東峰村 4

36-C45 計画・調査 一般 新宮町 直接 新宮町 24

36-C46 計画・調査 一般 築上町 直接 築上町 3

36-C47 計画・調査 一般 苅田町 直接 苅田町 3

36-C48 計画・調査 一般 芦屋町 直接 芦屋町 4

小計 1,503

番号 一体的に実施することにより期待される効果

36-C1

36-C2

36-C3

36-C4

36-C5

36-C6

36-C7

36-C8

36-C9

36-C10

歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、生活環境の向上に寄与する。

駅自由通路に接続するエレベーター整備によりバリアフリー化を図り、駅の利便性及び生活環境の向上に寄与する。

備考

消防車の高機能化による地域の防災体制の強化及び災害時の緊急体制の更なる充実を図ることにより、生活環境の向上に寄与する。

歴史自然公園に隣接する駐車場整備を行うことで、繁忙期の路上駐車の解消により、観光地へのアクセスの利便性向上を図る。

歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、生活環境の向上に寄与する。

歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、生活環境の向上に寄与する。

計画・調査 舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物 福智町

計画・調査 法面点検 法面点検 太宰府市

計画・調査 舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物点検 行橋市

計画・調査 舗装点検 舗装点検 八女市

計画・調査 道路照明灯点検 道路照明灯点検 朝倉市

計画・調査 舗装・トンネル・法面点検 舗装・トンネル・法面点検 久山町

計画・調査 舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物点検 香春町

計画・調査 舗装点検 舗装点検 うきは市

計画・調査 舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物点検 小郡市

計画・調査 舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物 みやま市

計画・調査 舗装・法面・土工構造物・道路付属物点検 舗装・法面・土工構造物・道路付属物点検 春日市

計画・調査 舗装点検 舗装点検 東峰村

計画・調査 法面点検 法面点検 みやこ町

計画・調査 舗装点検 舗装点検 柳川市

計画・調査 付属物点検 付属物点検 苅田町

計画・調査 舗装・法面・付属物点検 舗装・法面・付属物点検 芦屋町

計画・調査 舗装・道路付属物点検 舗装・道路付属物点検 新宮町

計画・調査 舗装点検 舗装点検 築上町

地域の公共・公益施設、地場産業施設へのアクセス情報の提供を行うことにより、道路利用者の利便性を向上させ、交通の円滑化を図る。

新幹線駅に隣接する駐車場整備により、パークアンドライドの利用を促し、主要幹線道路の交通量軽減を図る。

駐車場の不足している図書館と隣接する武道場の駐車場整備を行い、駐車場の一体的利用を行うことにより、路上駐車の解消を図り、交通の安全性向上を図る。

駅に隣接する駐車場整備により、パークアンドライドの利用を促し、主要幹線道路の交通量軽減を図る。36-C10

36-C11

36-C12

36-C13

36-C14

36-C15

36-C16

36-C17

36-C18

36-C19

36-C20

36-C21

36-C22

36-C23

36-C24

36-C25

36-C26

36-C27

36-C28

36-C29

36-C30

36-C31

36-C32

36-C33

36-C34

36-C35

36-C36

36-C37

36-C38

36-C39

歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、生活環境の向上に寄与する。

歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、生活環境の向上に寄与する。

歩行者の安全性向上を図るほか、生活環境の向上に寄与する。

消防車の高機能化による地域の防災体制の強化及び災害時の緊急体制の更なる充実を図ることにより、生活環境の向上に寄与する。

駅前整備により、周辺道路の利便性を向上させ、また駅の利便性の向上にも寄与する。

駅に隣接する駐車場整備により、パークアンドライドの利用を促し、主要幹線道路の交通量軽減を図る。

防災無線の整備により、町の防災体制強化が図られ、安全・安心な街づくりに寄与する。

道路の冠水対策として、貯水池を整備することで、道路利用者の利便性を向上させ、交通の円滑化を図る。

老朽化の進む横断歩道橋の補修をおこなうことで、生活環境の向上に寄与する。

老朽化の進む横断歩道橋の補修をおこなうことで、生活環境の向上に寄与する。

基幹事業（36A-340,341,342)と一体となり、歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、生活環境の向上に寄与する。

基幹事業（36A-322）と一体となり、歩行者の安全性向上を図る。

地域の公共・公益施設、地場産業施設へのアクセス情報の提供を行うことにより、道路利用者の利便性を向上させ、交通の円滑化を図る。

巡回車購入により、地域の安全・安心な街づくりに寄与する。

道路の冠水対策として、排水路を改良することで、道路利用者の利便性を向上させ、交通の円滑化を図る。

水門監視カメラを設置することで、道路冠水を事前に予防し、道路利用者の利便性を向上させ、交通の円滑化を図る。

道路の冠水対策として、排水路を改良することで、道路利用者の利便性を向上させ、交通の円滑化を図る。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

基幹事業（36A-250）と一体となり、駅前整備により、周辺道路の利便性を向上させ、また駅の利便性の向上にも寄与する。

基幹事業（36A-328）と一体となり、歩行者の安全性向上を図る。

基幹事業（36A-351）と一体となり、歩行者の安全性向上を図る。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

36-C40 道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。



36-C41

36-C42

36-C43

36-C44

36-C45

36-C46

36-C47

36-C48

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

番号

番号 事業者

要素となる事業名
（事業箇所）

備考

全体事業費や事業実施期間は計画期間内における数字であるため、必ずしもそれぞれの事業箇所全体の数字と一致しない。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

また、予算確保の状況や用地買収の進捗などにより変更が生じるため、整備計画は随時見直しを行っている。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

道路施設の点検を行い、損傷程度の把握することで、必要な補修を実施し道路交通の安全性を確保する。

備考

全体事業費

（百万円）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度）



社会資本総合整備計画　参考図面

計画の名称 ３６．道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備（防災・安全）

計画の期間 平成２４年度～平成２８年度　（５年間） 交付対象

小竹町、みやま市、鞍手町、宇美町、岡垣町、嘉麻市、久山町、桂川町、古賀市、広川町、行橋市、糸島市、宗像市、小郡市、

上毛町、新宮町、赤村、太宰府市、大牟田市、大野城市、筑後市、中間市、朝倉市、直方市、粕屋町、八女市、福智町、豊前

市、柳川市、香春町、遠賀町、筑紫野市、芦屋町、苅田町、宮若市、志免町、糸田町、須恵町、水巻町、大川市、大刀洗町、大

任町、大木町、築上町、筑前町、添田町、田川市、那珂川町、飯塚市、川崎町、うきは市、春日市、福津市、みやこ町、東峰村

（参考様式３）

●36-A3,73～75,109,206,207,220,267,424

●36-A4～6,257,321,370

●36-A15,78,79323,324,353,363～36836-A16,251,259、301～304,411,412,426●

●36-A17,29～33,86～88,277～281,283,327,359,380,381

●36-A18●36-A19,20,110,

181～184,214,266

314,348,409,413
●36-A21,22,97～103,189～193,242,243

36-A23,24,169,239,328,371,425,442●

36-A28,80,224,225,316,325,326,344～346●

●36-A36,37,

405,406,439 ●36-A38,91～94,176～180,211,237,285,347,399,400,401
糸島市

36-A40,360●

36-A42～46,185,186●

36-A287,334,335

●36-A47

36-A48,49,95,96,209,210,212,226,253～255,375～379●

36-A52,65～69,127～138,201,216～219,229～235,247,290～298,382～388●

●36-A53,236

●36-A54,238,354,403,404
36-A55,56,58,59,187,188,241,260、300●

36-C1,2,14,28●

36-C4●

36-C5,15,45●

36-C9,20●

●36-C10,39

●36-C11,31

●36-A57,221,329
36-A60,61,171,172●

36-A274～276,410

●36-A70～72,108,116,117,262～265,362

36-A81～83,165～167,170～271,361●

●36-A84,85,173

●36-A89,90,240,352,373,421,438

36-A119●

●36-A119～126
36-A139～148,202～205,228,249,258,318～320,427,428●

36-A162,163,343,423●

●36-A164,200,322,340～342,392,422,440

●36-A174,175,414～419

●36-A215,374,420
●36-C13

●36-C17,30

●36-C19

●36-C21
●36-C23,24

●36-A268,369

●36-A289

36-A349,358●

●36-C25

●36-C32

●36-C34

●36-C35

●36-C41

36-C43●

●36-C46

●36-C47

●36-C48

36-A398●

対象地域

（福岡県全域）

●36-A1,2,34,35,208,356

●36-B1

凡例

●基幹事業（道路）

●関連社会資本整備事業

●効果促進事業

●36-C8,18

●36-A7～9,50,76,77,246,261,336

●36-A10～12,107,199,223,245,338,393～397,430,431

●36-A13,14,39,105,106,339

314,348,409,413
●36-A21,22,97～103,189～193,242,243

36A-308～312,389～381

●36-A25,26,62,114,115,244,305～307,332

●36-A27,227,248,256,337,429

●36-A41,250,355,441

●36-A47

36-A48,49,95,96,209,210,212,226,253～255,375～379●

36-A51,357●

36-C6,7,37●

●36-C12

36-A63,64,221,331,407●

●36-A84,85,173

36-A104,350,351,372●

36-A111～113,213,252●

36-A149～161,170,194～198●

36-A272,273,408

●36-A168,269

36-C16●

●36-C22,33

●36-A331,432～437

36-C29●

●36-C36

●36-C38

●36-C40

●36-C42

36-C43●

●36-C44
●36-A402



計画の名称：   道路交通の円滑化、安全性・快適性の向上を図る市町村道整備（防災・安全）

事業主体名： 小竹町、みやま市、鞍手町、宇美町、岡垣町、嘉麻市、久山町、桂川町、古賀市、広川町、

                      行橋市、糸島市、宗像市、小郡市、上毛町、新宮町、赤村、太宰府市、大牟田市、大野城市、
                      筑後市、中間市、朝倉市、直方市、粕屋町、八女市、福智町、豊前市、柳川市、香春町、
                      遠賀町、筑紫野市、芦屋町、苅田町、宮若市、志免町、糸田町、須恵町、水巻町、大川市、
                      大刀洗町、大任町、大木町、築上町、筑前町、添田町、田川市、那珂川町、飯塚市、川崎町、
                      うきは市、春日市、福津市、みやこ町、東峰村

チェック欄チェック欄チェック欄チェック欄

①基本方針・上位計画等との適合等 ○①基本方針・上位計画等との適合等 ○①基本方針・上位計画等との適合等 ○①基本方針・上位計画等との適合等 ○

②地域の課題への対応 ○②地域の課題への対応 ○②地域の課題への対応 ○②地域の課題への対応 ○

③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○

④定量的指標の明瞭化 ○④定量的指標の明瞭化 ○④定量的指標の明瞭化 ○④定量的指標の明瞭化 ○

⑤目標と事業内容の整合性 ○⑤目標と事業内容の整合性 ○⑤目標と事業内容の整合性 ○⑤目標と事業内容の整合性 ○

⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○

⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性） ○○○○

⑥地元の機運⑥地元の機運⑥地元の機運⑥地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性） ○○○○

Ⅲ．計画の実現可能性Ⅲ．計画の実現可能性Ⅲ．計画の実現可能性Ⅲ．計画の実現可能性

社会資本整備総合交付金チェックシート社会資本整備総合交付金チェックシート社会資本整備総合交付金チェックシート社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性

Ⅱ．整備計画の効果・効率性Ⅱ．整備計画の効果・効率性Ⅱ．整備計画の効果・効率性Ⅱ．整備計画の効果・効率性


