
既存施設の長寿命化の推進（防災・安全） ○

平成29年度　～　平成33年度　（5年間）

・「点検」が必要な橋梁に対し、「点検」を実施した橋梁の割合の向上　

・対策が必要な橋梁に対し、対策を実施した橋梁の割合の向上

（H29当初） （H33末）

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）
平成２９年　３月２１日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

計画の目標

道路施設の適確な老朽化対策の推進のため、維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく定期点検・診断、修繕・更新等の公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を踏まえた橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、門型標識、シェッド等にかかる「定期点検」及び「修繕

（修繕と同時に行う耐震補強含む）」、「更新」、「撤去」等の対策と、「長寿命化計画の策定」を適切に実施することにより、総合的な事前防災・減災対策、老朽化対策を行い、生活空間の安全確保を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

・（九州周防灘地区定住自立圏ビジョン）に基づき実施される要

素事業：A4-52,53,54,55,133

・（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：A4-20,21,22,23,24,25,26,27,28,36,39,40

・（八女市定住自立圏ビジョン）に基づき実施される事業：A4-

72,73

・（有明圏域定住自立圏ビジョン）に基づき実施される事業：A4-

29,30,31,32,33,34,35,37,38

・〔連携中枢都市圏北九州都市圏ビジョン〕に基づき実施される

事業：A4－

41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60

,61,62,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,100,101,102,130,131

,133

・〔田川広域定住自立圏ビジョン〕に基づき実施される事業：A4-

97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,11

2,113,114,134

0% 100%

対策実施率（％）＝（対策を実施した道路施設数）／（対策が必要な道路施設数） 0% 100%

0.0%0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円全体事業費

合計

9,823百万円 Ａ 9,823百万円 Ｂ

大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰

府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋

町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、赤

村、福智町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町

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）

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

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（河川事業） ・・・ －

A2　海岸事業

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

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（海岸事業） ・・・ －

A3　急傾斜地崩壊対策事業

事業

地域 交付 直接

全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（急傾斜地崩壊対策事業） ・・・ －

A4　道路事業

事業

地域 交付 直接 道路

全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接 種別

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

A4-1 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市道 修繕 橋梁補修   7橋 117 策定済

A4-2 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市道 修繕 100 策定済

A4-3 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市道 修繕 橋梁点検   117橋 47 策定済

A4-4 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 町道 修繕 橋梁点検   2橋 3 策定済

A4-5 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 町道 修繕 横断歩道橋点検   1橋 3 策定済

A4-6 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 町道 修繕 橋梁補修   3橋 14 策定済

橋梁補修   13橋

番号

事業者

事業及び

施設種別

省略

工種

要素となる事業名

番号

事業者

事業及び

施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業内容

0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号

事業者

事業及び

施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

費用便益比

0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円全体事業費

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

9,823百万円 Ａ 9,823百万円 Ｂ

備考

市町村名

事業実施期間（年度）

費用便益比

備考

費用便益比

備考

番号

事業者

省略

工種

要素となる事業名 事業内容

市町村名

事業実施期間（年度）

備考

（1）牟田・栗原線庄橋ほか6橋 古賀市

（他）高田17号橋鎌田3号橋ほか12橋 古賀市

   橋梁点検事業 古賀市

   橋梁点検 宇美町

   横断歩道橋点検 宇美町

（1）長谷～大谷線　後川橋ほか2橋 宇美町

費用便益比



A4-7 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 町道 修繕 橋梁補修   4橋 18 策定済

A4-8 道路 一般 篠栗町 直接 篠栗町 町道 修繕 34 策定済

A4-9 道路 一般 志免町 直接 志免町 町道 修繕 橋梁点検   80橋 14 策定済

A4-10 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 町道 修繕 橋梁補修   2橋 23 策定済

A4-11 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 町道 修繕 7 策定済

A4-12 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 町道 修繕 橋梁補修   7橋 34 策定済

A4-13 道路 一般 久山町 直接 久山町 町道 修繕 橋梁点検   110橋 27 策定済

A4-14 道路 一般 久山町 直接 久山町 町道 修繕 128 策定済

A4-15 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 町道 修繕 橋梁点検   118橋 26 策定済

A4-16 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 町道 修繕 橋梁補修   1橋 6 策定済

A4-17 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市道 修繕 98 策定済

A4-18 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市道 修繕 橋梁架替   1橋 252 策定済

A4-19 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市道 修繕 橋梁補修   7橋 106 策定済

A4-20 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市道 修繕 39 策定済

A4-21 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市道 修繕 橋梁補修   10橋 188 策定済

A4-22 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市道 修繕 橋梁補修   1橋 244 策定済

A4-23 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市道 修繕 45 策定済

A4-24 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 町道 修繕 計画策定   107橋 4 策定済

A4-25 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 町道 修繕 橋梁補修   1橋 17 策定済

A4-26 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市道 修繕 27 策定済

A4-27 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市道 修繕 橋梁補修   3橋 60 策定済

A4-28 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市道 修繕 橋梁補修   2橋 57 策定済

A4-29 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市道 修繕 34 策定済

A4-30 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市道 修繕 橋梁補修   11橋 315 策定済

A4-31 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市道 修繕 橋梁補修   36橋 416 策定済

A4-32 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市道 修繕 450 策定済

A4-33 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市道 修繕 橋梁架替   1橋 214 策定済

A4-34 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市道 修繕 橋梁点検   1216橋 79 策定済

A4-35 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市道 修繕 29 策定済

A4-36 道路 一般 大川市 直接 大川市 市道 修繕 橋梁点検   476橋 21 策定済

A4-37 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市道 修繕 橋梁点検   1047橋 120 策定済

A4-38 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市道 修繕 105 策定済

橋梁点検   166橋

計画策定   74橋

橋梁架替   1橋

橋梁点検   763橋

橋梁点検   279橋

橋梁補修   11橋

橋梁点検   61橋

（1）脇田・宮の前線峯屋敷二号橋 粕屋町

   橋梁点検事業 糸島市

（他）高田元岡線久保田橋 糸島市

（他）大久保支線佐波跨道橋ほか6橋 糸島市

   橋梁点検事業 小郡市

（1）大崎・八坂17号線　天の川大橋ほか9橋 小郡市

（1）大崎・下岩田14号線 稲吉橋 小郡市

（1）東町・大保原106号線大堤橋ほか10橋 小郡市

   長寿命化修繕計画策定事業 大刀洗町

篠栗町

   橋梁点検事業 志免町

（1）城山～新原線熊本橋ほか1橋 須恵町

   長寿命化修繕計画策定事業 須恵町

（2）的野～寺浦線・池ノ浦橋ほか６橋 新宮町

   橋梁点検事業 久山町

（他）片見鳥～寺ノ下線丁田橋 久山町

   橋梁点検事業 粕屋町

（1）長谷～四王寺線　新開橋ほか3橋 宇美町

   橋梁点検事業

（1）猪本高食線・目北橋 大刀洗町

   橋梁点検事業 うきは市

（1）下の川･糸丸線いとまる橋ほか2橋 うきは市

（1）流川・宮田線　流川橋ほか１橋 うきは市

   橋梁点検事業 大牟田市

（1）唐船松原町線新堂面橋ほか10橋 大牟田市

（他）新勝立町5丁目合成町線合成南橋ほか35橋 大牟田市

橋梁点検   125橋

（他）大牟田駅連絡橋線大牟田駅連絡橋 大牟田市

（他）大正町白金町線川尻橋 大牟田市

横断歩道橋修繕   1橋

   橋梁点検事業 柳川市

（1）矢加部磯鳥線農振橋ほか3橋 柳川市

   橋梁点検事業 大川市

橋梁補修   4橋

   橋梁点検事業 みやま市

（1）北関・真弓線　真弓橋ほか１３橋 みやま市橋梁補修   14橋

A4-38 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市道 修繕 105 策定済

A4-39 道路 一般 大木町 直接 大木町 町道 修繕 橋梁補修   4橋 22 策定済

A4-40 道路 一般 大木町 直接 大木町 町道 修繕 計画策定   323橋 6 策定済

A4-41 道路 一般 直方市 直接 直方市 市道 修繕 橋梁点検   108橋 76 策定済

A4-42 道路 一般 直方市 直接 直方市 市道 修繕 橋梁補修   4橋 37 策定済

A4-43 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 町道 修繕 橋梁点検   24橋 17 策定済

A4-44 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 町道 修繕 橋梁補修   4橋 60 策定済

A4-45 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 町道 修繕 橋梁補修   7橋 43 策定済

A4-46 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 町道 修繕 橋梁点検   183橋 22 策定済

A4-47 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 町道 修繕 橋梁補修   5橋 43 策定済

A4-48 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市道 修繕 橋梁点検   272橋 45 策定済

A4-49 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市道 修繕 橋梁補修   15橋 109 策定済

A4-50 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市道 修繕 橋梁撤去   1橋 32 策定済

A4-51 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市道 修繕 橋梁補修   8橋 341 策定済

A4-52 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市道 修繕 橋梁点検   277橋 76 策定済

A4-53 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市道 修繕 橋梁補修   8橋 19 策定済

A4-54 道路 一般 築上町 直接 築上町 町道 修繕 橋梁点検   180橋 46 策定済

A4-55 道路 一般 上毛町 直接 上毛町 町道 修繕 橋梁点検   58橋 18 策定済

A4-56 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市道 修繕 橋梁補修   7橋 33 策定済

A4-57 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市道 修繕 橋梁補修   11橋 190 策定済

A4-58 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 町道 修繕 橋梁点検   101橋 40 策定済

A4-59 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 町道 修繕 橋梁補修   13橋 123 策定済

A4-60 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 町道 修繕 橋梁補修   21橋 121 策定済

A4-61 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 町道 修繕 橋梁点検   271橋 33 策定済

A4-62 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 町道 修繕 橋梁補修   15橋 201 策定済

A4-63 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市道 修繕 橋梁点検   223橋 51 策定済

A4-64 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市道 修繕 橋梁補修   8橋 46 策定済

A4-65 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市道 修繕 橋梁補修   11橋 19 策定済

A4-66 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 町道 修繕 橋梁補修、耐震対策   1橋 26 策定済

A4-67 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 町道 修繕 橋梁補修、耐震対策   1橋 33 策定済

A4-68 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 町道 修繕 橋梁補修   3橋 99 策定済

A4-69 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 町道 修繕 橋梁架替   1橋 22 策定済

（1）北関・真弓線　真弓橋ほか１３橋 みやま市

（2）蛭池109号線ほか3橋 大木町

   長寿命化修繕計画策定事業 大木町

   橋梁点検事業 直方市

橋梁補修   14橋

（1）福地線日吉橋ほか3橋 直方市

   橋梁点検事業 小竹町

（1）権現堂幹線・権現堂橋ほか3橋 小竹町

（2）勝野・新多線・井田橋ほか6橋 小竹町

   橋梁点検事業 鞍手町

（1）役場・猪倉線石ケ崎橋ほか4橋 鞍手町

   橋梁点検事業 宮若市

（他）馬口線山ノ神橋ほか14橋 宮若市

（他）八反田線吉川橋撤去 宮若市

（他）壱町田・大谷線第二有木橋ほか7橋 宮若市

   橋梁点検事業 豊前市

（他）下河内47号線ほか7橋 豊前市

   橋梁点検事業 築上町

   橋梁点検事業 上毛町

（1）広ワラ･上花松線寺田橋ほか6橋 行橋市

（2）行事1丁目･寅新開線二﨑橋ほか10橋 行橋市

   橋梁点検事業 苅田町

（他）浮殿･文久線新開橋ほか12橋 苅田町

（1）与原･二崎･小波瀬その2線二先下橋ほか20橋

苅田町

   橋梁点検事業 みやこ町

（1）一ノ塚・塚田線畠鉾橋ほか14橋 みやこ町

   橋梁点検事業 朝倉市

（他）香田･六反田線安川橋ほか7橋 朝倉市

（1）杷木･宝珠山線板井平橋ほか10橋 朝倉市

（1）二タ・篠隈・長者町線間片橋 筑前町

（1）二タ・篠隈・長者町線篠隈橋 筑前町

（他）中牟田・丸町線天神前橋ほか2橋 筑前町

（他）細工作･迫額線薬師前橋 筑前町

A4-70 道路 一般 東峰村 直接 東峰村 村道 修繕 橋梁補修   3橋 39 策定済

（1）猿喰線猿喰橋ほか2橋 東峰村



A4-71 道路 一般 東峰村 直接 東峰村 村道 修繕 橋梁補修   6橋 77 策定済

A4-72 道路 一般 八女市 直接 八女市 市道 修繕 橋梁点検   1760橋 235 策定済

A4-73 道路 一般 八女市 直接 八女市 市道 修繕 橋梁補修   1橋 20 策定済

A4-74 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市道 修繕 橋梁点検   545橋 75 策定済

A4-75 道路 一般

広川町(40)

直接

広川町(40)

町道 修繕 橋梁点検   150橋 35 策定済

A4-76 道路 一般

広川町(40)

直接

広川町(40)

町道 修繕 橋梁補修   8橋 38 策定済

A4-77 道路 一般 中間市 直接 中間市 市道 修繕 橋梁点検   173橋 55 策定済

A4-78 道路 一般 中間市 直接 中間市 市道 修繕 橋梁補修   6橋 38 策定済

A4-79 道路 一般 中間市 直接 中間市 市道 修繕 橋梁補修   10橋 47 策定済

A4-80 道路 一般 中間市 直接 中間市 市道 修繕 計画策定   173橋 6 策定済

A4-81 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 町道 修繕 橋梁補修   3橋 49 策定済

A4-82 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 町道 修繕 計画策定   25橋 4 策定済

A4-83 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 町道 修繕 橋梁補修   6橋 25 策定済

A4-84 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 町道 修繕 橋梁点検   80橋 22 策定済

A4-85 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 町道 修繕 橋梁補修   6橋 165 策定済

A4-86 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 町道 修繕 橋梁補修   1橋 17 策定済

A4-87 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 町道 修繕 橋梁補修   4橋 54 策定済

A4-88 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市道 修繕 橋梁点検   350橋 125 策定済

A4-89 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市道 修繕 橋梁補修   2橋 37 策定済

A4-90 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市道 修繕 耐震補強   1橋 43 策定済

A4-91 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市道 修繕 耐震補強   1橋 1 策定済

A4-92 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市道 修繕 橋梁補修   17橋 235 策定済

A4-93 道路 一般 福津市 直接 福津市 市道 修繕 橋梁点検   255橋 93 策定済

A4-94 道路 一般 福津市 直接 福津市 市道 修繕 橋梁撤去   1橋 65 策定済

A4-95 道路 一般 福津市 直接 福津市 市道 修繕 橋梁補修   11橋 446 策定済

A4-96 道路 一般 福津市 直接 福津市 市道 修繕 橋梁補修   7橋 254 策定済

A4-97 道路 一般 田川市 直接 田川市 市道 修繕 橋梁点検   224橋 40 策定済

A4-98 道路 一般 田川市 直接 田川市 市道 修繕 橋梁補修   1橋 30 策定済

A4-99 道路 一般 田川市 直接 田川市 市道 修繕 橋梁補修   2橋 40 策定済

A4-100 道路 一般 香春町 直接 香春町 町道 修繕 橋梁点検   131橋 49 策定済

A4-101 道路 一般 香春町 直接 香春町 町道 修繕 橋梁補修   2橋 40 策定済

A4-102 道路 一般 香春町 直接 香春町 町道 修繕 橋梁補修   4橋 84 策定済

（他）久毛4号線久毛橋ほか5橋 東峰村

   橋梁点検事業 八女市

（1）下辺春白木線下高須田2号橋 八女市

   橋梁点検事業 筑後市

   橋梁点検事業 広川町(40)

（他）東中園線東中園橋ほか7橋 広川町(40)

   橋梁点検事業 中間市

（2）石沸・野添橋岩瀬祇園橋ほか5橋 中間市

（2）石沸・八反田線新昭和橋ほか9橋 中間市

   長寿命化修繕計画策定事業 中間市

（他）築廻･鯨瀬線築廻2号橋ほか2橋 芦屋町

   長寿命化修繕計画策定事業 芦屋町

（1）頃末・二線池田橋ほか５橋 水巻町

   橋梁点検事業 岡垣町

（1）吉木・高倉線第一御下橋ほか17橋 岡垣町

（1）正矢口・田中ノ下線・正矢口橋 岡垣町

（1）別府・上別府線・第1白賀橋ほか3橋 遠賀町

   橋梁点検事業 宗像市

（他）平田・高釣線　自転車道上多礼橋ほか1橋 宗像市

（他）平田・高釣線　上多礼橋 宗像市

（他）田熊・日の里線　日の里大橋 宗像市

（他）門前･中原･平原線中原1号橋ほか16橋 宗像市

   橋梁点検事業 福津市

（他）東福間団地75号線JR東福間駅構内側道橋撤去

福津市

（2）鞍掛・河原線・河原橋ほか10橋 福津市

（他）畦町8号線･大明神橋ほか6橋 福津市

   橋梁点検事業 田川市

（1）中央環状線平原橋 田川市

（1）桜町・新町線高住橋ほか1橋 田川市

   橋梁点検事業 香春町

（2）小山口～日焼線・前田橋ほか１橋 香春町

（他）庄ヶ原～湯山原線　沖殿橋ほか３橋 香春町

A4-102 道路 一般 香春町 直接 香春町 町道 修繕 橋梁補修   4橋 84 策定済

A4-103 道路 一般 添田町 直接 添田町 町道 修繕 橋梁補修   12橋 157 策定済

A4-104 道路 一般 添田町 直接 添田町 町道 修繕 橋梁点検   140橋 48 策定済

A4-105 道路 一般 福智町 直接 福智町 町道 修繕 計画策定   141橋 2 策定済

A4-106 道路 一般 福智町 直接 福智町 町道 修繕 橋梁補修   1橋 27 策定済

A4-107 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 町道 修繕 橋梁点検   64橋 13 策定済

A4-108 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 町道 修繕 横断歩道橋修繕   2橋 40 策定済

A4-109 道路 一般

川崎町(40)

直接

川崎町(40)

町道 修繕 橋梁点検   132橋 32 策定済

A4-110 道路 一般

川崎町(40)

直接

川崎町(40)

町道 修繕 橋梁補修   10橋 53 策定済

A4-111 道路 一般 赤村 直接 赤村 村道 修繕 橋梁点検   9橋 5 策定済

A4-112 道路 一般 赤村 直接 赤村 村道 修繕 橋梁補修   1橋 27 策定済

A4-113 道路 一般 赤村 直接 赤村 村道 修繕 橋梁補修   5橋 91 策定済

A4-114 道路 一般 赤村 直接 赤村 村道 修繕 橋梁補修   7橋 59 策定済

A4-115 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市道 修繕 橋梁補修   12橋 266 策定済

A4-116 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市道 修繕 橋梁点検   321橋 57 策定済

A4-117 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市道 修繕 橋梁点検   336橋 29 策定済

A4-118 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市道 修繕 橋梁補修   2橋 63 策定済

A4-119 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市道 修繕 橋梁補修   2橋 28 策定済

A4-120 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 町道 修繕 橋梁補修   5橋 75 策定済

A4-121 道路 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 市道 修繕 橋梁補修   5橋 177 策定済

A4-122 道路 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 市道 修繕 橋梁点検   262橋 56 策定済

A4-123 道路 一般 春日市 直接 春日市 市道 修繕 橋梁補修   2橋 30 策定済

A4-124 道路 一般 春日市 直接 春日市 市道 修繕 橋梁補修   23橋 28 策定済

A4-125 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市道 修繕 橋梁補修   1橋 20 策定済

A4-126 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市道 修繕 橋梁点検   119橋 25 策定済

A4-127 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市道 修繕 橋梁点検   51橋 28 策定済

A4-128 道路 一般

那珂川町(40)

直接

那珂川町(40)

町道 修繕 橋梁補修   19橋 136 策定済

A4-129 道路 一般

那珂川町(40)

直接

那珂川町(40)

町道 修繕 橋梁点検   232橋 20 策定済

A4-130 道路 一般 直方市 直接 直方市 市道 修繕 橋梁補修   1橋 13 策定済

A4-131 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 町道 修繕 横断歩道橋点検   3橋 4 策定済

A4-132 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 町道 修繕 橋梁補修   2橋 42 策定済

A4-133 道路 一般 上毛町 直接 上毛町 町道 修繕 橋梁補修   2橋 12 策定済

   橋梁点検事業 糸田町

（他）堀川団地線　堀川団地横断歩道橋ほか１橋

糸田町

   橋梁点検事業 川崎町(40)

（2）八丁･東川線2034-1号橋ほか9橋 川崎町(40)

（他）庄ヶ原～湯山原線　沖殿橋ほか３橋 香春町

（2）桝田・北坂本線宮ノ前橋ほか10橋 添田町

   橋梁点検事業 添田町

   長寿命化修繕計画策定事業 福智町

（1）岩屋迫団地線塔の尾橋 福智町

   橋梁点検事業 赤村

（2）柳場～後山線柳場橋 赤村

（2）柳場～後山線柳場跨線橋ほか4橋 赤村

（2）五ガ辻～本村線本村橋ほか6橋 赤村

（1）鶴三緒・徳前線開通橋ほか11橋 飯塚市

   橋梁点検事業 大野城市

（他）原田・美しが丘北線五郎山大橋ほか4橋 筑紫野市

   橋梁点検事業 筑紫野市

（他）第７３３号路線中之橋ほか1橋 春日市

（他）第637号路線原田川橋ほか22橋 春日市

（1）下大利・前田線　下大利通学路橋 大野城市

   橋梁点検事業 飯塚市

   橋梁点検事業 嘉麻市

   横断歩道橋点検 芦屋町

（2）十三塚･八王寺線眼鏡橋ほか1橋 桂川町

（1）野添・小川内線　平ノ下橋ほか1橋 上毛町

   橋梁点検事業 太宰府市

（1）西畑柏原線　照富橋ほか18橋 那珂川町(40)

   橋梁点検事業 那珂川町(40)

（2）中泉団地線中泉大橋 直方市

（1）停車場・観音谷線、下山田学橋ほか1橋 嘉麻市

（1）大橋･筑紫線木城小橋ほか1橋 嘉麻市

（1）土居･中屋線中屋橋ほか4橋 桂川町

A4-134 道路 一般 添田町 直接 添田町 町道 修繕 橋梁補修   3橋 7 策定済

（1）大峰・田代線大峰橋ほか２橋 添田町



小計（道路事業） 9,823 －

A5　港湾事業

事業

地域 交付 直接 港湾

全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接 種別

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（道路事業） ・・・ －

A6　都市防災・公園事業

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

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（都市防災・公園事業） ・・・ －

Ｃ　効果促進事業

C1　河川効果促進事業

事業

地域 交付 直接

全体事業費

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

・・・

C5　港湾効果促進事業

事業

地域 交付 直接

全体事業費

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

小計 0

C6　都市防災・公園事業効果促進事業

事業

地域 交付 直接

事業実施期間（年度） 全体事業費

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

番号

事業者

省略

工種

要素となる事業名 事業内容 港湾・地区名

事業実施期間（年度）

費用便益比

備考

番号

事業者

省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

番号 備考

事業者

要素となる事業名 事業内容 市町村名

費用便益比

事業実施期間（年度）

備考

工種

番号

事業者

省略

要素となる事業名 事業内容

市町村名 事業実施期間（年度）

備考

工種

番号

事業者

要素となる事業名 事業内容 市町村名 備考

小計 ・・・

番号

一体的に実施することにより期待される効果

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

H29 H30 H31 H32 H33

合計

番号

備考

番号 事業者

要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容

市町村名

事業実施期間（年度）

全体事業費

（百万円）

備考

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果 備考



交付金の執行状況

（単位：百万円）

配分額
（a）

H29 H30 H31 H32 H33

交付額
（c=a+b）

計画別流用
増△減額
（b）

支払済額
（e）

前年度からの繰越額
（d）

うち未契約繰越額
（g）

翌年度繰越額
（f）

不用額
（h = c+d-e-f）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 既存施設の長寿命化の推進（防災・安全）

計画の期間 平成２９年度～平成３３年度　（５年間） 交付対象

大牟田市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日

市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川町、宇美

町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前

町、東峰村、大刀洗町、大木町、広川町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上

町

●A4-1,2,3

●A4-10,11

●A4-12

●A4-120,132

●A4-61,62

●A4-52,53

●A4-97,98,99

A4-93,94,95,96●

A4-84,85,86● ●A4-83

A4-81,82,131●

●A4-117,118,119

A4-115,116●

●A4-111,112,113,114

●A4-105,106

A4-123,124●

●A4-109,110

●A4-100,101,102

A4-9●

A4-87●

●A4-58,59,60

A4-17,18,19●

A4-88,89,90,91,92●

●A4-4,5,6,7

●A4-13,14

●A4-46,47

A4-15,16●

A4-43,44,45●

●A4-41,42,130

●A4-48,49,50,51
●A4-56,57

●A4-77,78,79,80

●A4-8
●A4-54

●A4-107,108

対象地域

（福岡県全域）

糸島市

凡例

●基幹事業（道路）

●A4-24,25

●A4-29,30,31,32,33

A4-36●

●A4-66,67,68,69

●A4-74

●A4-75,76

●A4-103,104,134
●A4-117,118,119

A4-128,129●

●A4-127

A4-125,126●

A4-123,124●

●A4-121,122

●A4-37,38

A4-17,18,19●

●A4-72,73

A4-34,35●

A4-20,21,22,23●

●A4-4,5,6,7

●A4-26,27,28

●A4-63,64,65

●A4-70,71

A4-39,40●

●A4-55,133



計画の名称：  既存施設の長寿命化の推進（防災・安全）

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

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


