
様式２－１　評価結果のまとめ 資料2-1

都道府県名 面積  905ha

交付期間 0.443

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

交付期間
の変更

平成22年度～26年度 交付期間の変更による事業，
指標，数値目標への影響

事業名 削除/追加の理由 削除/追加による目標，指標，数値目標への影響

なし

○既存建造物活用事業（福岡市博物館）
都市機能の向上と施設利用者の増加を図るとともに，地
区の回遊性を向上させ，にぎわいのあるまちづくりを推進
するため追加

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。

○地域創造支援事業地下鉄駅券売機４カ国語化事業）
海外からの観光客に対し，わかりやすさと安心感を向上さ
せ，地下鉄の利用を促すことで回遊性の向上を図り，にぎ
わいのある交流拠点を推進するために追加

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。

○道路（堅粕西新２号線(城内)）

○道路（大濠東油山線(六本松)）

○道路（市道六本松１１０８号線）

○道路（堅粕西新２号線(六本松)）
新たに

追加した事
業

基幹事業

提案事業

○地域創造支援事業（地下鉄駅ナンバリング事業）

福岡県 市町村名 福岡市 地区名 舞鶴公園・六本松地区（地方都市リノベーション事業）

平成22年度～26年度 事後評価実施時期 平成26年度 交付対象事業費 969百万円

当初計画
から削除
した事業

　なし

○地域創造支援事業
（鴻臚館跡展示館の展示活用，観光ボランティアの育成支援）

事業計画見直しのため
観光客の利便性向上を図る事業であり，指標への影響は
間接的なものに留まるため，指標および数値目標は据え
置く。

国費率

 １）事業の実施状況

当初計画に
位置づけ，

実施した事業

事業名

○道路（千代今宿線，博多駅草ヶ江線，南公園５６７号線）
○公園（舞鶴公園）
○地域生活基盤施設（河川水位監視・観測システム整備事業，観光案内・説明板の整備）
○高質空間形成施設（観光ルートのバリアフリー化等，観光利便施設，地下鉄駅トイレバリアフリー化事業）

○地域創造支援事業（別府公民館ＥＶ設置，壁面緑化の実施，鴻臚館跡展示館の展示活用，集客イベントの実施，観光ボランティアの育成支援，観光パンフレットの作成，「さくらまつり」の拡
充・開催，桜の植樹・保護育成（さくらの名所化），福岡城・鴻臚館跡活性化事業）
○事業活用調査（事業効果把握調査）

○地域創造支援事業（駅照明設備等の省エネルギー化事業）

歩行者の回遊性の向上と自転車走行空間の確保を図る
ため追加

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。

交通安全性の向上を図るため追加

交通の円滑化を図り，安全安心のまちづくりを推進するた
め追加

歩道と自転車道の分離，及び段差解消を行い道路利用者
の安全の確保を図るため追加

観光客に対し，わかりやすさを向上させ，地下鉄の利用を
促すことで回遊性の向上を図り，にぎわいのあるまちづく
りを推進するために追加

省エネルギー化を図り，ヒートアイランド現象の抑制など
に貢献し，環境と共生する都市の実現のために追加

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。

各指標への影響は間接的ものであるため，指標および数
値目標は据え置く。



単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり ―

なし ―

あり ―

なし ―

あり ―

なし ―

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

 ５）実施過程の評価

実施内容 実施状況 今後の対応方針等

モニタリング

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

都市再生整備計画に記載したが，実施できなかった

持続的なまちづくり
体制の構築

　―

都市再生整備計画に記載し，実施できた

　―都市再生整備計画に記載はなかったが，実施した

都市再生整備計画に記載したが，実施できなかった

　―
都市再生整備計画に記載し，実施できた

　―都市再生整備計画に記載はなかったが，実施した
都市再生整備計画に記載したが，実施できなかった

住民参加
プロセス

　―

都市再生整備計画に記載し，実施できた

　―

1年以内の
達成見込み

都市再生整備計画に記載はなかったが，実施した

・樋井川に河川監視カメラ・水位計が整備されたことなどにより，適切なタイミングで避難勧告等を発令することで迅速な避難が可能になるなど，地域の防災性が向上している。
・別府公民館のエレベーター設置や唐人町駅のトイレのバリアフリー化により，高齢者や身体障がい者など誰もが利用しやすく，住みやすい環境が向上している。
・花見や憩いの場として利用されていた舞鶴公園においては，福岡城・鴻臚館跡活性化事業の実施などにより，歴史・文化的な観光地としての魅力も向上している。
・観光ルート等の整備や集客イベントの実施などにより，舞鶴公園や福岡城跡の観光地としての魅力が向上することで，周辺地域への活性化にも影響を与えている。
・城南区役所での壁面緑化を見本として各公民館が壁面緑化を実施し，今後は地域への波及が期待されるなど，市民の環境意識向上に向けて先導役となっている。

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

その他の
数値指標1

　なし

指　標
従前値 目標値 数　　値 目標

達成度※１

○

観光ルートや案内板・説明板の整備による
回遊促進や，集客イベントの実施，広報の
拡充事業等による地域への来訪者の増加
に加え，動植物園はリニューアルによって
施設の魅力が大きく向上し，目標値を上
回った。

平成27年4月下旬～
5月上旬

指標３ 文化施設の利用者数 人/年 847,554 H20 925,000 1,196,526H26

H26 86,379 ○

全市的な人口増加が続く中，整備計画に
基づく歩行空間の整備やバリアフリーなど
の事業による居住環境としての魅力の向
上により，市全体や区全体よりも高い人口
増加率を維持し，目標値の達成につながっ
た。

平成27年4月下旬～
5月上旬

指標２ 居住人口 人 80,141 H21 82,500

30,467 ○

九大六本松キャンパス移転の影響を受け
ながらも，対象地区内の居住人口や通勤・
通学者の増加とともに，整備計画に基づく
事業の実施により，舞鶴公園を中心とした
観光拠点の魅力や回遊環境の向上が図ら
れ，地域への来訪者が増加したことで，目
標値を上回った。

平成27年4月下旬～
5月上旬

目標
達成度

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

指標1 地下鉄駅の乗客数 人/日 23,414 H21 23,800 H26

指　標
従前値 目標値 数　　値

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標

　　の達成状況



様式２－２　地区の概要

単位：人/日 23,414 H21 23,800 H26 30,467 H26

単位：人 80,141 H21 82,500 H26 86,379 H26

単位：人/年 847,554 H20 925,000 H26 1,196,526 H26

地下鉄駅の乗客数

居住人口

文化施設の利用者数

大目標 　歴史・文化・緑をつなぎ、風格ある都市環境の創造
　目標１　にぎわいのあるまちづくりの推進
　目標２　安全安心して暮らせるまちづくりの推進

舞鶴公園・六本松地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値

■基幹事業（H23完）

・ 高次都市施設（観光利便施設整備）

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業（区役所の壁面緑化）

□提案事業（H22完）

・地域創造支援事業（観光パンフレットの作成)

□提案事業（H23完）

・地域創造支援事業(さくらまつりの拡充開催)

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業(桜の植栽保護育成

（さくらの名所化）)

□関連事業

住宅市街地総合整備事業

□関連事業

防災公園街区整備事業

■基幹事業（H22完）

・道路（千代今宿線）

■基幹事業（H22完）

・道路（博多駅草ヶ江線）

□関連事業

事業効果把握調査

□提案事業（H22完）

・地域創造支援事業（地下鉄ナンバリング事業）

■基幹事業（H23完）

・道路（堅粕西新２号線（城内））

◆基幹事業（H24完）

・道路（大濠東油山線（六本松））

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業（地下鉄駅券売機４カ国語化事業）

◆基幹事業

・道路（堅粕西新２号線（城内））

□関連事業

地下鉄駅階段バリアフリー対策事業

■基幹事業

・既存建造物活用事業（地方都市ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進施設）

（福岡市博物館）

◆基幹事業

・道路（地方都市ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業）

（市道六本松1108号線）

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

◆基幹事業

・道路（地方都市ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業）

（大濠東油山線（六本松））

□関連事業

区役所の壁面緑化

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業（集客イベントの実施）

□関連事業

集客イベントの実施

□関連事業

桜の植栽保護育成（さくらの名所化)

■基幹事業（H22完）

・公園（舞鶴公園（鴻臚館跡整備））

■基幹事業

・公園（地方都市ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業）

（舞鶴公園（鴻臚館跡整備））

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業（公民館ＥＶ設置）

■基幹事業（H22完）

・地域生活基盤施設（観光案内・説明板の整備）

■基幹事業

・地域生活基盤施設（地方都市ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業）

（観光案内・説明板の整備）

◆基幹事業

・道路（堅粕西新２号線（六本松））

■基幹事業

・公園（地方都市ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業）

（舞鶴公園（福岡城址保存整備））

■基幹事業(H22完）

・高質空間形成施設（地下鉄駅バリアフリー化事業）

■基幹事業

・高質空間形成施設（地方都市ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業）

（観光ルート等整備）

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業（福岡城・鴻臚館跡活性化事業）

■基幹事業（H22完）

・道路（南公園567号

□関連事業

動植物園再生整備事業

■基幹事業（H22完）

・地域生活基盤施設（河川水位監視・観測システム整備事業）

□提案事業（H22完）

・地域創造支援事業（地下鉄ナンバリング事業）

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業（地下鉄駅券売機４カ国語化事業）

□提案事業（H24完）

・地域創造支援事業（駅照明設備等の省エネルギー化事業）

□関連事業

駅照明設備等の省ｴﾈﾙｷﾞｰ化事業

大
濠
東
油
山
線

市道六本松1108号線

■基幹事業（H22完）

・公園（舞鶴公園（福岡城址保存整備））

■基幹事業(H24完）

・高質空間形成施設（観光ルート等整備）

既存建造物活用事業（福岡市博物館）

公園（舞鶴公園（鴻臚館跡整備））

高質空間形成施設

（地下鉄駅バリアフリー化事業：唐人町駅）

地域創造支援事業

（城南区役所の壁面緑化）

地域生活基盤施設（観光案内・説明板）

高次都市施設（観光利便施設）

公園（福岡城址保存整備）

道路（千代今宿線）

地域創造支援事業（さくらまつりの拡充）

道路（堅粕西新２号線（城内））

地域生活基盤施設

（河川水位監視・観測システム）



まちの課題の変化

・対象地区内の居住人口や通勤・通学者の増加に加え、動植物園のリニューアルや福岡城・鴻臚館跡活性化事業、舞鶴公園でのイベントや広報の充実など既存資源の活用により、地域の魅力向上が図られ、地下鉄駅の乗客数や文
化施設の利用者数は増加している。今後はさらに，九大六本松キャンパス跡地を活用した拠点形成を引き続き推進していく必要があり，九大六本松キャンパス跡地に形成される新たな拠点と連携しながら、地域への来訪者数の拡大
や地域内の回遊促進を図り、賑わいのあるまちづくりを進めていく必要がある。

・全市的な人口増加が続く中、歩行空間の整備や防災機能の強化、バリアフリーなどの事業による居住環境としての魅力の向上により、市全体や区全体よりも高い人口増加率を維持している。しかし、地区内には歩道の整備が不十分
な箇所が残されており、引き続き改良を進め、安全・安心な居住環境の向上を図っていく必要がある。加えて、地域コミュニティの活性化を図り、市民相互が支え合う安心して快適に暮らせる環境づくりを進めていく必要がある。

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

●既存資源の活用と大学跡地などにおける拠点性向上による、魅力あるまちづくり
　・九大六本松キャンパス跡地を活用した拠点づくりを推進する。
　・地域の魅力向上に向けた歴史遺産・文化施設の有効活用を推進する。

●誰もが安全・安心で快適に暮らせる環境整備
　・すべての人が安全・快適に移動ができ、災害時には避難経路として役割を果たす高質な歩行者空間の拡充を進めていく。
　・地域コミュニティの活性化につながる公民館などを活用した活動の場づくりを推進する。
　・環境に配慮したまちづくりに向けて、公共施設の省エネルギー化を推進する。



様式２—１　評価結果のまとめ 資料３－１

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成26年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（１）有田重留線　（田隈３工区） 事業延長：１．０８km

（２）戸切通線　（戸切工区） 事業延長：０．６６km

（主）福岡東環状線　（土井２工区） 事業延長：０．１７km

（国）４９５号　（唐原工区） 事業延長：２．０８km

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

（県）桜井太郎丸線　桑原２工区 現道拡幅：０．４８km 完了

普通河川大原川改修 河川改修：０．２km 完了
当初現況値
(H21年度)

目　標　値
（H25年度）

実　績　値
（H25年度）

28% 30% 30%

3）その他

人と環境にやさしい基盤づくり

1,939百万円

全体事業費 2,494百万円

（１）有田重留線　（田隈３工区）、（２）戸切通線　（戸切工区）、（主）福岡東環状線　（土井２工区）、（国）４９５号　（唐原工区）

交付対象事業費

計画の名称

完了

整備中（部分供用あり）(Ｈ２６完了予定)

福岡県

平成21年度～平成25年度

平成21年度～平成25年度

事後評価実施時期

市町村名

事業進捗（H25年度末時点）要素事業名

今後の事業予定　等 ・有田重留線および福岡東環状線については、協議・調整の進捗を図り、早期の全線供用に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

要素事業名

－

目標値と実績値に差が出た要因

A.地方道整備事業

交通結節点3km圏における5分カバー圏人
口比率（％）＝（3km圏内における5分カ
バー圏人口）／（3km圏内人口）

指標名・算定式

（県）桜井太郎丸線　桑原２工区、普通河川大原川改修

その他関連する事業

対象事業

進捗状況

準用河川大原川改修

完了

整備中（Ｈ２８完了予定）

準用河川大原川改修

2）事業の効
果発現状況

・道路拡幅に伴う歩車分離により、安全・安心で快適な歩行空間を確保。
・幹線道路の整備による都市交通の円滑化。

・道路拡幅にあわせた大原川の河川改修に伴う、洪水等による水害の防止を図る。

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

河川改修：０．１km 整備中（H２６完了予定）

成果目標の達成状況

※算定対象

・交通結節点として、地下鉄橋本駅、賀茂駅、
ＪＲ土井駅を設定

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H21年度)

目　標　値
(H25年度)

実　績　値
(H25年度)

28% 30% 30%

社会資本総合整備計画「人と環境にやさしい基盤づくり」の成果概要

事業の目的

幹線道路等において、通勤・通学時を中心に慢性的な交通渋滞が発生
しており、都市内交通の円滑化が強く求められている。また郊外部を
中心に、公共交通の利便性が高まってきているところであり、公共交
通への転換による交通渋滞の緩和が期待されている。そこで、地下鉄
駅をはじめとする交通結節点へのアクセス道路整備、既存道路を活用
した公共交通の利便性を高め、自動車交通の削減により、人と環境に
やさしい基盤づくりを図る。

主な事業効果

・（２）有田重留線（田隈3工区）の部分供用、及び（２）戸切通線（戸切工区）の全線供用により、地下鉄橋本駅及び賀茂駅へのアクセスが向上し、交通拠点の5分カバー圏域が28％から30％
に拡大。
・道路拡幅に伴う歩車分離により、安全・安心で快適な歩行空間を確保。
・幹線道路の整備による都市交通の円滑化。

交通結節点3km圏における5分
カバー圏人口比率（％）＝
（3km圏内における5分カバー
圏人口）／（3km圏内人口）

成果指標・算定式

－

目標値と実績値に差が出た要因

（１）有田重留線（田隈３工区）

供用後供用前供用前 供用後

H21 H22 H23 H24 H25

1-A1 道路 1,163 整備中(部分供用あり)(H26完了予定)

1-A2 道路 673 完了

1-A4 道路 356 整備中(H28完了予定)

1-A5 道路 132 完了

Ｂ.関連社会資本整備事業 1-B1 河川 170 整備中(H26完了予定)

Ｃ.効果促進事業 ―

1-A'3 道路 1,112 完了

1-C'3 河川 30 完了

番号
事業
種別

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）

事業実施期間（年度） H25年度末時点での
供用状況

Ａ.地方道路整備事業

（１）有田重留線　（田隈３工区） 事業延長：１．０８km

（２）戸切通線　（戸切工区） 事業延長：０．６６km

（主）福岡東環状線　（土井２工区） 事業延長：０．１７km

（国）４９５号　（唐原工区） 事業延長：２．０８km

全体事業費
（百万円）

準用河川大原川改修 河川改修：０．１km

な　　　し

その他関連する事業

（県）桜井太郎丸線　桑原２工区 現道拡幅：０．４８km

普通河川大原川改修 河川改修：０．２km

区分

（２）戸切通線（戸切工区）

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。



様式２—１　評価結果のまとめ 資料４－１

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成26年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（１）千代今宿線　小戸工区 事業延長：０．２５km

（県）桧原比恵線　西長住工区 事業延長：０．５２km

（主）大野城二丈線　相生踏切 事業延長：０．０３km

（県）大原周船寺停車場線　周船寺工区 事業延長：０．２４km

外35路線

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業 都市サイン整備事業 施設案内板設置　

（１）千鳥橋唐人町線　港１工区 自歩道整備：０．９０km

（２）高宮長尾線　長丘工区　 自歩道整備：０．２４km

外11路線
当初現況値
(H21年度)

目　標　値
（H25年度）

実　績　値
（H25年度）

41.3% 41.8% 41.6%

3）その他

その他関連する事業

安全安心歩行率(％)＝（２ｍ以上の歩道
が設置されている道路延長）／（幹線道
路総延長）

指標名・算定式

（県）大原周船寺停車場線（周船寺工区）等では、地元調
整、関係者との協議に時間を要しており、H25末時点で供用
ができていないため。

目標値と実績値に差が出た要因

完了

完了

整備中（H28完了予定）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

事業内容（延長・面積等）要素事業名

成果目標の達成状況

A.地方道整備事業（主な路
線）

8,171百万円

交付対象事業費

計画の名称 すべての人が安心して行動できるまちづくり

7,243百万円

・都市サイン（案内サイン）による、来訪者等に対する案内や情報提供の充実。

事業進捗（H25年度末時点）

完了

完了

完了

進捗状況

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

2）事業の効
果発現状況

福岡県

平成21年度～平成25年度 事後評価実施時期

市町村名

・歩道設置に伴うバリアフリー整備により、安全・安心で快適な歩行空間を確保。
・自転車歩行者道設置に伴う、歩行者と自転車が共存した歩行区間を確保。
・踏切道における安全の確保。

平成21年度～平成25年度 全体事業費

都市サイン整備事業

完了

今後の事業予定　等 ・（県）大原周船寺停車場線（周船寺工区）等については、地元や関係者との協議・調整の進捗を図り、早期の全線供用に努める。

1）事業の実施
状況

（１）千代今宿線　小戸工区、（県）桧原比恵線　西長住工区、（２）白金通線　白金工区、（主）大野城二丈線　相生踏切、（１）清水干隈線　長丘工区、（県）大原
周船寺停車場線　周船寺工区　　外33路線

（１）千鳥橋唐人町線　港１工区、（２）高宮長尾線　長丘工区　、（他）雁ノ巣３３６５号線　裏付踏切、　外10路線

要素事業名

対象事業

※算定対象

・事業区間が幹線道路
・歩道の拡幅または新設

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H21年度)

目　標　値
(H25年度)

実　績　値
(H25年度)

41.3% 41.8% 41.6%

社会資本総合整備計画「すべての人が安心して行動できるまちづくり」の成果概要

事業の目的

依然として歩道等の整備状況が十分でない為、通学児童をはじめとす
る歩行者等の安全が脅かされている状況である。また、近年の自転車
交通需要の増加へも早急な対応が求められている。そこで、道路空間
等の整備・活用により、高齢者や、子ども、市域外からの来街者等を
含めたすべての人が安心して行動できる環境の形成を図る。

主な事業効果
・（２）姪浜駅南線（内浜工区）、（県）桧原比恵線（西長住工区）、（主）大野城二丈線（相生踏切）等の供用により、主要な幹線道路のうち、２ｍ以上の歩道が確保されている道路の割合が
41.3％から41.6％に拡大。

安全安心歩行率(％)＝（２ｍ
以上の歩道が設置されている
歩道延長）／（道路総延長）

成果指標・算定式

（県）大原周船寺停車場線（周船寺工区）等では、地元調
整、関係者との協議に時間を要しており、H25末時点で供用
ができていないため。

目標値と実績値に差が出た要因

（市）千代今宿線（小戸工区）

供用後供用前

（主）大野城二丈線（相生踏切）

供用前 供用後

H21 H22 H23 H24 H25

2-A6 道路 50 完了

2-A7 道路 158 完了

2-A12 道路 310 完了

2-A13 道路 1,950 整備中（H28完了予定）

Ｂ.関連社会資本整備事業 ―

Ｃ.効果促進事業 2-C1 施設整備 80 完了

2-A'9 道路 595 完了

2-A'26 道路 180 完了その他関連する事業

（１）千鳥橋唐人町線　港１工区 自歩道整備：０．９０km

（２）高宮長尾線　長丘工区　　 自歩道整備：０．２４km

　外11路線

事業延長：０．２４km

　外３５路線

な　　　し

都市サイン整備事業 施設案内板設置　

全体事業費
（百万円）

H25年度末時点での
供用状況

Ａ.地方道路整備事業

（１）千代今宿線　小戸工区 事業延長：０．２５km

（県）桧原比恵線　西長住工区 事業延長：０．５２km

（主）大野城二丈線　相生踏切 事業延長：０．０３km

（県）大原周船寺停車場線　周船寺工区

区分 番号
事業
種別

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。



様式２—１　評価結果のまとめ 資料５－１

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成26年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（主）福岡直方線　馬出工区 事業延長：０．６０km

（１）桜坂小笹線　小笹工区 事業延長：０．９０km

（主）福岡志摩前原線　今津工区 事業延長：０．３５km

（県）桧原比恵線　百年橋工区 事業延長：０．０８km

外２９路線

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

（１）下臼井博多駅線　東光工区 舗装補修：１．０５km 完了

（県）都地姪浜線　下山門工区 舗装補修：０．５５km 完了

外４路線
当初現況値
(H21年度)

目　標　値
（H25年度）

実　績　値
（H25年度）

7% 6% 6%

3）その他

その他関連する事業

市町村名 計画の名称 災害に強く、市民の安全と安心が確保されるまちづくり

平成21年度～平成25年度 全体事業費 4,909百万円

福岡県

交付対象事業費平成21年度～平成25年度 事後評価実施時期

要素事業名 事業内容（延長・面積等）

A.地方道整備事業（主な路
線）

進捗状況

要素事業名

2,349百万円

完了

完了

事業進捗（H25年度末時点）

完了

完了

今後の事業予定　等 －

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況

・舗装打換による、騒音の低減等の環境改善。
・橋梁耐震補強による、地震等災害時における通行機能の確保。
・橋梁補修による、橋梁の長寿命化。

－

－

目標値と実績値に差が出た要因

対象事業

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

要補修（MCI：3以下）延長比率（％）＝
(要補修(MCI：3以下)延長)／(幹線道路総
延長)

2）事業の効
果発現状況

指標名・算定式

1）事業の実施
状況

（主）福岡直方線　馬出工区、（１）桜坂小笹線　小笹工区、（主）福岡志摩前原線　今津工区、（１）西新荒江線　祖原工区、（県）桧原比恵線　那の川工区、
（県）桧原比恵線　百年橋工区、（１）千代今宿線　西新工区　外２６路線

（１）下臼井博多駅線　東光工区、（県）都地姪浜線　下山門工区、（国）国道４９５号　香住ヶ丘工区、外3路線

※算定対象

・事業区間が幹線道路
・事業区間のＭＣＩが３以下



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H21年度)

目　標　値
(H25年度)

実　績　値
(H25年度)

7% 6% 6%

社会資本総合整備計画「災害に強く、市民の安全と安心が確保されるまちづくり」の成果概要

事業の目的

健全な都市機能を支えてきた幹線道路（舗装や橋梁等）の老朽化が進
み、利用者にとっては危険であると共に快適な道路とは言い難く、地
震や大雨等の災害発生時、また既存道路の維持管理面においても早急
な対応が求められている。そこで、既存道路等における補修等を実施
することにより、市民の安全と安心が確保されるまちを形成する。

主な事業効果

・（主）福岡直方線（馬出工区）、（１）桜坂小笹線（小笹工区）、（県)福岡志摩前原線（今津工区）等の舗装補修により、主要な幹線道路のうち、要補修（MCI：3以下）延長の割合が7％から
6％に削減。
・舗装打換による、騒音の低減等の環境改善。
・橋梁耐震補強による、地震等災害時における通行機能の確保。
・橋梁補修による、橋梁の長寿命化。

要補修（MCI：3以下）延長比
率（％）＝(要補修(MCI：3以
下)延長)／(幹線道路総延長)

成果指標・算定式

－

目標値と実績値に差が出た要因

供用後供用前

（県）都地姪浜線（下山門工区）

補強後補強前

（県）桧原比恵線（百年橋工区）

H21 H22 H23 H24 H25

3-A6 道路 15 完了

3-A9 道路 20 完了

3-A15 道路 21 完了

3-A36 道路 18 完了

Ｂ.関連社会資本整備事業 ―

Ｃ.効果促進事業 ―

3-A'8 道路 舗装補修：１．０５km 194 完了

3-A'14 道路 舗装補修：０．５５km 55 完了

区分 番号
事業
種別

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

H25年度末時点での
供用状況

Ａ.地方道路整備事業

（主）福岡直方線　馬出工区 事業延長：０．６０km

（１）桜坂小笹線　小笹工区 事業延長：０．９０km

（主）福岡志摩前原線　今津工区 事業延長：０．３５km

（県）桧原比恵線　百年橋工区 事業延長：０．０８km

　外２９路線

な　　　し

な　　　し

その他関連する事業

（１）下臼井博多駅線　東光工区

（県）都地姪浜線　下山門工区

　外４路線



様式２—１　評価結果のまとめ 資料６－１

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成26年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

・都心部と副都心部の連携
機能及び、街路整備による

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

香椎駅周辺地区((都)千早香椎線外) 事業面積：２０．７ha

香椎副都心地区((都)名島千早線外) 事業面積：６６．３ha

渡辺通駅北地区((都)渡辺通春吉線) 事業面積：２．５ha

千代粕屋線（二又瀬） 事業延長：３２９ｍ、幅員２５ｍ

屋形原須玖線

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

堅粕箱崎線 事業延長：４５０m　幅員２５m 完了

長浜太宰府線 事業延長：２，３２８m　幅員２２m 完了

御供所井尻線 事業延長：１，１９２m　幅員２２m 完了

福岡筑紫野線 事業延長：８７３m　幅員３０m 完了

福岡筑紫野線（大楠） 事業延長：１，２７６m　幅員３２m 完了

博多駅地区 事業面積：０．８ha 完了

駐車場整備事業 事業面積：５．０ha 完了

竹下駅地区（竹下駅自由通路） 事業延長：４０m　幅員３m 完了

福岡市南部地区路線バス運行社会実験 福大前駅～大橋駅　延長９km 完了

都市サイン整備 施設案内板設置 完了

九大病院前地下通路整備事業 延長：５７ｍ　幅員４ｍ 完了
当初現況値
(H21年度)

目　標　値
（H25年度）

実　績　値
（H25年度）

0% 4% 4%

3）その他

計画の名称

要素事業名

堅粕箱崎線、長浜太宰府線、御供所井尻線、福岡筑紫野線、福岡筑紫野線（大楠）、博多駅地区、駐車場整備事業、竹下駅地区（竹下駅自由通路）、福岡市
南部地区路線バス運行社会実験

交通ネットワークの充実による、快適で住みやすく活力あるまちづくり

　　　34,497百万円

事業内容（延長・面積等）

整備中（H28完了予定）

全体事業費

香椎駅周辺地区((都)千早香椎線外)、香椎副都心地区((都)名島千早線外)、渡辺通駅北地区((都)渡辺通春吉線)、千代粕屋線（二又瀬）、屋形原須玖線

事業進捗（H25年度末時点）

今後の事業予定　等 ・千代粕屋線（二又瀬）等、整備中の事業については、協議・調整の進捗を図り、早期の全線供用に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況

指標名・算定式

2）事業の効
果発現状況

・主要放射道路の道路拡幅に伴う走行性向上により、都心部と副都心部及び周辺地域との連携機能を強化。
・駅周辺地区の整備により利便性が向上し、快適で住みやすい街路を形成

－

－

　　　12,623百万円

完了

事業延長：１，２３８ｍ、幅員１６ｍ

整備中（部分供用あり）（H30完了予定）

市内拠点地（各区役所・鉄道駅）からの
15分圏域内人口の増加率（％）＝(整備前
後の15分圏域内増加人口)／(整備前の15
分圏域内人口)

その他関連する事業

完了

整備中( H27完了予定)

要素事業名

進捗状況

目標値と実績値に差が出た要因

1）事業の実施
状況

福岡県

平成21年度～平成25年度

平成21年度～平成25年度

事後評価実施時期

市町村名

A.地方道整備事業

対象事業

交付対象事業費

※算定対象
・各区役所、JR香椎駅、JR学研都市駅

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H21年度)

目　標　値
(H25年度)

実　績　値
(H25年度)

0% 4% 4%

「交通ネットワークの充実による、快適で住みやすく活力あるまちづくり」の成果概要

事業の目的

福岡都市圏の社会基盤を支える主要放射環状道路等を整備し、都心部
と副都心部及びその周辺地域との連結を強化するとともに、人、物、
情報の交流・連携機能を高める活力あるまちを形成する。

主な事業効果

・都心部と副都心部の連携機能及び、街路整備による利便性向上により、市内拠点地からの15分カバー圏域が拡大し、居住人口も増加。
・周辺道路整備にあわせ，駐車場整備（雁ノ巣レクレーションセンター）を行ったことにより，公園利用者による道路混雑が解消され，周辺道路の渋滞が解消。
・竹下駅西口広場の整備にあわせ，自由通路を整備したことにより，交通結節機能強化，地域分断の解消，公共交通機関の利用促進と利便性を図った。
・長浜太宰府線及び福岡外環状道路の整備にあわせ，新たなバス路線運行の社会実験を実施し，鉄道駅間を連絡することによるバス・アンド・ライドの促進及び地域の医療機関の連携強化
による利便性の向上が図れるかどうかを検証した結果，現在，本格運行へ移行。
・博多駅地区（駅前広場）の整備にあわせ，都市サインを設置したことにより，公共施設等を利用する自動車の交通誘導を図った。
・博多箱崎線の整備にあわせ，地下通路を増設したことにより，交通結節機能強化やバリアフリー化及び公共交通機関の利用促進と利便性を図った。

市内拠点地（各区役所・鉄道
駅）からの15分圏域内人口の
増加率（％）＝(整備前後の15
分圏域内増加人口)／(整備前
の15分圏域内人口)

成果指標・算定式

－

目標値と実績値に差が出た要因

香椎駅周辺地区

供用後供用前

福岡筑紫野線

供用前 供用後

H21 H22 H23 H24 H25

4-A16 街路 5,573 整備中(部分供用あり)(H30完了予定)

4-A17 街路 3,203 完了

4-A22 街路 32 完了

4-A23 街路 1,013 整備中(H27完了予定)

4-A24 街路 2,802 整備中(H28完了予定)

Ｂ.関連社会資本整備事業 ―

Ｃ.効果促進事業 ―

4-A'1 街路 81 完了

4-A'8 街路 413 完了

4-A'9 街路 470 完了

4-A'10 街路 5 完了

4-A'11 街路 306 完了

4-A'14 街路 685 完了

4-B'1 公園 521 完了

4-C'3 施設整備 223 完了

4-C'4 社会実験 10 完了

整備 都市サイン整備 20 完了

整備 九大病院前地下通路整備事業 308 完了

その他関連する事業

堅粕箱崎線 事業延長：４５０m　幅員２５m

長浜太宰府線 事業延長：２，３２８m　幅員２２m

H25年度末時点での
供用状況

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

竹下駅地区（竹下駅自由通路） 事業延長：４０m　幅員３m

延長：５７ｍ　幅員４ｍ

博多駅地区 事業面積：０．８ha

駐車場整備事業 事業面積：５．０ha

事業面積：２．５ha

屋形原須玖線

御供所井尻線

福岡市南部地区路線バス運行社会実験 福大前駅～大橋駅　延長９km

Ａ.地方道路整備事業

香椎駅周辺地区((都)千早香椎線外) 事業面積：２０．７ha

香椎副都心地区((都)名島千早線外) 事業面積：６６．３ha

千代粕屋線（二又瀬）

施設案内板設置

区分 番号
事業
種別

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）

事業延長：８７３m　幅員３０m

福岡筑紫野線（大楠）

事業延長：１，１９２m　幅員２２m

福岡筑紫野線

な　　　し

な　　　し

事業延長：３２９ｍ、幅員２５ｍ

渡辺通駅北地区((都)渡辺通春吉線)

事業延長：１，２３８ｍ、幅員１６ｍ

事業延長：１，２７６m　幅員３２m

※完了予定については、計画予算が確保された場合の目標であり、事業の進捗状況、財政事情等により適宜見直しを行います。


