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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名

計画期間

交付期間

Ａ.地方道路整備事業

 ３）その他

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

今後の事業予定　等

・補助金等の活用により、土地区画整理事業はＨ27.3の換地処分により事業完成。
・H29.4に小学校が開校予定であり、今後も建物棟数や人口は増加していくと見込まれる。
・新しい町内会も設立され、今後はソフト面（住民主体のまちづくり）の整備を市として積極的に支援していく。

 ２）事業の効
果発現状況

666棟成果目標の達成状況

・駅へのアクセス道路との一体的な整備により、良好な居住環境が形
成され、建物の立地が進んだため。
・戸建て宅地となったところは、土地の分譲が進み、結果的に目標値
を上回った。

・道路の新設・拡幅により歩行者及び車両の安全が確保された。
・良好な居住環境が整備され、子育て世代の定住化（H27.10末時点、地区内人口10,678人のうち、年少人口の割合26％（市平均17％））が進み、活気のあるまちなみが形成さ
れた。

区画整理地区内における建築棟数の増加（棟）

鉄道駅へ徒歩でアクセスできる圏域である区画整
理地区内における住居、施設の棟数を建築許可
申請数により把握する。
（Ｈ9年度事業着手時263棟）

930棟 1,167棟

目標値
当初現況値

（Ｈ２５年度当初）

市町村名 福岡市 計画の名称

平成２５年度～平成２６年度 事後評価実施時期 平成２７年度 交付対象事業費

 １）事業の実
施状況

対象事業

要素事業名

（１）伊都地区（(都)学園通線）、（２）伊都地区（（都）今宿周船寺線）

伊都地区におけるまちづくり

平成２５年度～平成２６年度 全体事業費

進捗状況

事業内容（延長・面積等） 事業進捗（Ｈ２６年度末時点）要素事業名

658百万円

658百万円

H26.7に全ての土地の使用収益を開始し、H27.3に換地処分を行った。（１）伊都地区（(都)学園通線） 地区面積130.4ha

福岡県

実績値
（Ｈ２６年度末）

目標値と実績値に差が出た理由

H26.7に全ての土地の使用収益を開始し、H27.3に換地処分を行った。地区面積130.4ha

指標名・算定式

（２）伊都地区（（都）今宿周船寺線）

Ａ.地方道路整備事業



様式２－２　計画の概要

当初現況値
（Ｈ２５年度当初）

目標値
実績値

（Ｈ２６年度末）

福岡市西部の新たな拠点地域として、都市基盤整備や交通結節機能の整備、良好な住宅地の供
給を目的とし、計画的な市街地を整備する。

666棟 930棟 1,167棟

・駅へのアクセス道路との一体的な整備により、良好な居住環境が形成され、建物
の立地が進んだため。
・戸建て宅地となったところには、土地の分譲がすすみ、結果的に目標値を上回っ
た。

鉄道駅へ徒歩でアクセスできる
圏域である区画整理地区内にお
ける住居、施設の棟数を建築許
可申請数により把握する。（Ｈ９年
度事業着手時263棟）

社会資本総合整備計画「伊都地区におけるまちづくり」の成果概要

事業の目的 目標値と実績値に差が出た要因成果指標・算定式

区画整理地区内における建築棟
数の増加（棟）

施行面積
Ａ２今宿周船寺線

さいとぴあ
イオン

Ａ
１
学
園
通
線

国道202号バイパス

西警察署

JR今宿駅

JR九大学研都市駅

施行面積

建物の立地が進んだ範囲

A2今宿周船寺線

さいとぴあイオン

国道202号バイパス

西警察署

JR今宿駅

JR九大学研都市駅

Ａ
１
学
園
通
線

主な事業効果
・道路の新設・拡幅により歩行者及び車両の安全が確保された。
・良好な居住環境が整備され、子育て世代の定住化が進み、活気のあるまちなみが形成された。

土地区画整理事業施行状況（平成２５年４月撮影） 土地区画整理事業施行状況（平成２７年４月撮影）

H25 H26 H27

区分
番号

事業
種別

要素事業名
事業内容

(延長・面積等)
全体事業費

(百万円)

当初計画
H26年度末時点での

供用状況
道路
種別

全区間整備完了528地区面積130.4ha

事業実施期間

全区間整備完了130地区面積130.4ha伊都地区((都)今宿周船寺線)区画街路A2

地方道路
整備事業

伊都地区((都)学園通線)区画街路A1



様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 平成27年度 44,635百万円 国費率

Ａ．基幹事業

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

次期計画

実施予定

-

-

-

-

実施予定
（Ｈ30年完了予定）

-

-

Ｂ．関連社会資本整備事業 -

実施予定

-

-

-

-

その他関連する事業

当初現況値
目　標　値
（H27年度）

実　績　値
（H26年度）

75%
(平成20年度)

77% 79.6%
(Ｈ25年度)

47%
（※2　43.7%）
(平成20年度)

53%
（※2　48%）

‐
（※2　47.2%）

　(平成25年度)

6%
（※2　10.3%）
(平成20年度)

5%
（※2　10%）

‐
（※2　10.2%）

　(平成25年度)

3）その他

※1　事業進捗（H27年度末時点）については、計画通り執行でき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。

※2　平成18年9月住生活基本計画（全国計画）の策定に合わせて，居住面積水準の見直しが行われた。※は新水準

「社会資本総合整備計画（防災・安全）」における事業
別紙参照

1/3，45/100，1/2，2/3

○地域住宅計画に基づく事業　○住宅・建築物安全ストック形成事業　○大浜地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）　○大浜地区住宅市街地総合整備事業(拠点開発型)　○春吉二丁目地区住宅
市街地総合整備事業　○香椎・臨海東地区住宅市街地総合整備事業　○御供所地区街なみ環境整備事業　○アイランドシティ団地住宅市街地基盤整備事業

○住宅立地状況基本図作成事業　○環境共生推進事業　○子ども育成・地域交流推進事業　○健康づくり推進事業　○木造戸建住宅耐震改修促進事業

○「社会資本総合整備計画（防災・安全）」における事業

住宅立地状況基本図作成事業

街路　L=2,300m

-

要素事業名

健康づくり推進事業

木造戸建住宅耐震改修促進事業

370.5ha
市街地住宅等整備，街路，公園，河川等

28ha
道路美装化，修景助成

7.5ha
道路，街区公園

7.9ha
街路，道路，小広場，老朽建築物等除却等

今後の方針
・今後も良質な住宅ストックの確保及び住環境の向上のため，地域住宅計画に基づく各事業の推進を図っていく。
・今後も香椎・臨海東地区においては，市民に豊かで快適な暮らしを提案する先進モデル地区として，住宅・住環境づくりを推進し，魅力ある住宅・住環境づくりのため，「香椎・臨海東地区住宅市街地総合整備事業
住宅市街地整備計画」に基づき事業を実施していく。

指標名・算定式 結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

成果目標の達成状況
※算定対象

効果促進事業の効果発現状況
（定性的な効果）

・住宅立地状況基本図作成事業：住宅施策を立案する上での基礎資料として活用したことによる，良好な居住環境の形成を通じた快適で住みやすい都市づくりの推進。
・環境共生推進事業：家庭で出来る省エネ・省ＣＯ2行動などの実践に向けた「見える化」等の環境共生活動を実施し，環境共生エコライフの確立・普及を推進したことによる，居住環境の向上。
・健康づくり推進事業：豊かな緑環境，親水空間を利用し，子どもからお年寄りまで参加する健康イベントを行ったことによる，地域コミュニティ形成の促進。

　市営住宅の建替及び改善，良質な市街地住宅の供給等をはじめ高
齢者等の居住支援，高齢者や障がい者の住宅改造費用の助成など
により高齢者や障がい者等の居住安定の確保を図った。また，公営住
宅の耐震改修，民間住宅の耐震改修助成などにより安全なすまい・ま
ちづくりを推進した。これら施策の実施などにより，住宅及び住環境に
対する満足度は目標を達成している。

成果目標以外の要素事業の効果発現状況
（定性的な効果）

・住環境の改善を図ったことによる，都心部の居住人口の確保や良質なコミュニティ形成。
・御供所地区における，道路美装化・修景助成による，良好な景観の形成。

（誘導居住面積水準以上世帯の割合）＝（誘導居住面積水準以上の
住宅に居住している世帯数）／（全世帯数）

　市営住宅の供給，住み替え等に必要な住情報の提供，市街地整備
に伴う民間住宅の誘導等，各支援事業を展開したが，大多数を占める
民間住宅における居住環境の改善が進まなかったため，目標を達成
することはできなかった。しかし，従前と比べ割合は改善されており，
一定の成果は得られた。

２）事業の
効果発現状況

（ 低居住面積水準未満世帯の割合）＝（ 低居住面積水準以下の
住宅に居住している世帯数）／（全世帯数）

（住宅及び住環境に対する総合評価満足度）＝（住宅及び住環境に
満足している世帯数）／（全世帯数）

完了　(Ｈ25から　防災・安全へ移行)

完了

完了

住宅立地状況基本図の作成

省エネ・省CO2の「見える化」事業等

子ども向け体験活動の運営等

体力づくり環境整備及び教室の運営等

木造戸建住宅耐震改修

アイランドシティ団地住宅市街地基盤整備事業

子ども育成・地域交流推進事業

環境共生推進事業

-

御供所地区街なみ環境整備事業

大浜地区住宅市街地総合整備事業(拠点開発型)

春吉二丁目地区住宅市街地総合整備事業

香椎・臨海東地区住宅市街地総合整備事業

地域住宅計画に基づく事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

大浜地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）

要素事業名

福岡県 計画の名称 良質な住宅・住環境の形成と住宅セーフティネットの構築

全体事業費平成23年度～平成27年度

１）事業の
実施状況

対象事業

進捗状況

事業内容（延長・面積等）

別紙参照

耐震診断，改修等及びアスベスト調査，除却等
市内全域

10.6ha
道路，老朽建築物等除却等

Ｃ．効果促進事業

Ａ．基幹事業

事業進捗（H27年度末時点）※１

完了

完了　(Ｈ25から　防災・安全へ移行)

完了　(Ｈ25から　防災・安全へ移行)

完了

完了

完了(Ｈ25から　防災・安全へ移行)

完了

-

完了

完了

未実施（市費単費での実施）

資料２－１



様式２—２　計画の概要

当初現況値
目標値

 (H27年度)

75%
(平成20年度)

77%

47%
（※　43.7%）

(平成20年度)

53%
（※　48%）

6%
（※　10.3%）

(平成20年度)

5%
（※　10%）

主な事業効果

※平成18年9月住生活基本計画（全国計画）の策定に合わせて，居住面積水準の見直しが行われた。※は新水準

「良質な住宅・住環境の形成と住宅セーフティネットの構築」の成果概要

○地域住宅計画：市営住宅のストックの建替・改善・更新等を計画的に実施することによる，良質な住宅の供給。
○大浜地区：住宅建設事業等，大浜小学校跡地の整備とあわせて，道路，公園などの公共施設の整備を行ったことによる，総合的な住環境の向上，都心部の居住人口の確保とコミュニティの形成。
○香椎・臨海東地区：人口増加の受け皿として，居住スタイルと住宅ニーズに対応した多様で良質な都市型住宅を供給するとともに，既成市街地の都市機能の更新・高度化の円滑化，良好な地域コミュニティの維持・活性化を推進。
○御供所地区：修景助成制度の活用や道路美装化の推進による，魅力ある居住環境の形成や歴史的な環境と調和した街なみの形成。

実績値

‐
（※　10.2%）

(平成25年　住宅・土地統計調査)

‐
（※　47.2%）

(平成25年　住宅・土地統計調査)

79.6%
(平成25年　住生活総合調査)

事業の目的

　豊かさと安全・安心を実感できる良質な住宅ストック及び住環境の形成を図るとともに，住宅困窮者
に対する重層的かつ柔軟なセーフティネットの構築により，市民の居住の安定を確保する。

成果指標・算定式

（住宅及び住環境に対する総合評価満足度）＝（住宅及び住環境に満足し
ている世帯数）／（全世帯数）

（誘導居住面積水準以上世帯の割合）＝（誘導居住面積水準以上の住宅に
居住している世帯数）／（全世帯数）

（ 低居住面積水準未満世帯の割合）＝（ 低居住面積水準以下の住宅に
居住している世帯数）／（全世帯数）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

44,456

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

179

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等
全体事業費

（百万円）

1-A-1 住宅 一般 福岡市 直接 27,694

備考

市

民間
住宅・建築物安全ストック形成事業

耐震診断，改修等及びｱｽﾍﾞｽﾄ調査，除却等

市内全域

H24一部

地域自主

1-A-2 住宅 一般 福岡市
直接

間接

市 地域住宅計画に基づく事業 別紙のとおり（防災･安全を除く）

84
H25から

防災･安全へ

移行

1-A-4 住宅 一般 福岡市 直接

市

個人
大浜地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型） 10.6ha　道路，老朽建築物等除却等1-A-3 住宅 一般 福岡市

直接

間接

市 大浜地区住宅市街地総合整備事業（拠点開発型） 7.5ha　道路，街区公園

145
H25から

防災･安全へ

移行

91

1-A-6 住宅 一般 福岡市
直接

間接

市

個人
春吉二丁目地区住宅市街地総合整備事業

7.9ha

街路，道路，小広場，老朽建築物等除却等
1-A-5 住宅 一般 福岡市

直接

間接

市

民間
香椎・臨海東地区住宅市街地総合整備事業

370.5ha

市街地住宅等整備，街路，公園，河川等

1,034
H25から

防災･安全へ

移行

12,870

169

1-A-8 住宅 一般 福岡市 直接

市

個人
御供所地区街なみ環境整備事業

28ha

道路美装化，修景助成

2,369

1-A-7 住宅 一般

市 アイランドシティ団地住宅市街地基盤整備事業 街路　L=2,300m

合計

福岡市
直接

間接

省エネ・省CO2の「見える

化」事業等

92

備考番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費

（百万円）

住宅 一般 福岡市 直接 市 － 住宅立地状況基本図作成事業 住宅立地状況基本図の作成

1-C-2 住宅 一般 福岡市
直接

間接

市

民間
－ 環境共生推進事業

福岡市

32

1-C-1

福岡市

1-C-4 住宅 一般 福岡市 間接
市

民間

子ども育成・地域交流推進事業
子ども向け体験活動の運営

等
福岡市1-C-3 住宅 一般 福岡市 間接 民間 －

間接

－ 健康づくり推進事業
体力づくり環境整備及び教

室の運営等
福岡市

0

9

46
H25から

防災･安全へ

移行

市

民間
－ 木造戸建住宅耐震改修促進事業 木造戸建住宅耐震改修 福岡市

合計

1-C-5 住宅 一般 福岡市



様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 平成27年度 5,834百万円 国費率

Ａ．基幹事業

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

次期計画

実施予定

実施予定

-

実施予定
（Ｈ32年完了予定）

Ｂ．関連社会資本整備事業 -

-

実施予定

その他関連する事業

当初現況値
目　標　値
（H27年度）

実　績　値

86%
(平成24年度)

90%
92.2%

(平成26年度)

77%
(平成20年度）

90%
87.5%

(平成26年度)

3）その他

※　事業進捗（H27年度末時点）については、計画通り執行でき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。

要素事業名

福岡県 計画の名称 安全・安心なまちづくり【防災・安全】

全体事業費平成24年度～平成27年度 1/3，45/100，1/2，10/10

２）事業の
効果発現状況

（耐震性が確保された公営住宅等の割合）＝（耐震性が確保された公
営住宅等の戸数）／（公営住宅等の戸数）

　新耐震基準以前に建設された市営住宅について耐震診断を実施
し、耐震強度が劣るものについて耐震改修工事を実施したことによ
り，耐震性が確保された公営住宅等の割合は目標値を達成してい
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）

・アスベスト被害の未然防止。
・防災上有効な道路の整備，建築物等の不燃化による地区の防災性の向上。

（住宅の耐震化の割合）＝（耐震性あり建築物数）／（建築物数）

今後の方針
・市営住宅においては，今後も長寿命化計画に基づき，建替や改善等の手法による計画的・効率的な更新を行うことにより，安全性・防災機能の向上を図っていく。
・今後も耐震性が確保された住宅の割合の向上及び安全・安心な住宅市街地の形成のため，引き続き事業を推進していく。

指標名・算定式 結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

成果目標の達成状況
※算定対象

効果促進事業の効果発現状況
（定性的な効果）

市営住宅既存エレベーターにおける機能性・居住性向上事業：市営住宅の既存エレベーターの地震時管制装置改善事業と一体的に緊急通報装置やかご等の改善を行ったことによる、安全性・機能性の向上。
耐震改修促進事業：旧耐震基準により建てられた木造戸建住宅の耐震改修等を支援したことによる、災害に強い安全・安心のまちづくりの向上。

　耐震診断・耐震改修に係る講習会の実施や出前講座等による普及
活動の実施により，Ｈ24～Ｈ26年度の間に195件（平均65件/年）の改
修実績があったが，見込みどおりの成果が得られず，目標を下回っ
た。しかし，従前と比べ割合は改善されており，一定の成果は得られ
た。

１）事業の
実施状況

対象事業

進捗状況

事業内容（延長・面積等）

Ｃ．効果促進事業

Ａ．基幹事業

市営住宅既存エレベーターにおける機能性・居住性向上事業

-

7.9ha
街路，道路，小広場，老朽建築物等除却等

10.6ha
道路，老朽建築物等除却等

○地域住宅計画に基づく事業　○住宅・建築物安全ストック形成事業　○大浜地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）○春吉二丁目地区住宅市街地総合整備事業

○市営住宅既存エレベーターにおける機能性・居住性向上事業　○耐震改修促進事業

○「社会資本総合整備計画（地域住宅支援）」における事業

要素事業名

-

「社会資本総合整備計画（地域住宅支援）」における事業
別紙参照

春吉二丁目地区住宅市街地総合整備事業

地域住宅計画に基づく事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

大浜地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）

-

別紙参照

耐震診断，改修等及びアスベスト調査，除却等
市内全域

既存エレベーター地震対策改善工事

木造戸建住宅耐震改修，耐震診断耐震改修促進事業

完了（H25から　「地域住宅計画に基づく
事業」の提案事業へ移行）

完了

完了

完了

完了

完了

事業進捗（H27年度末時点）※

資料３－１



様式２—２　計画の概要

当初現況値
目標値

 (H27年度)

86%
(平成24年度)

90%

77%
(平成20年度)

90%

主な事業効果

※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。

「安全・安心なまちづくり【防災・安全】」の成果概要

○地域住宅計画：市営住宅の耐震改修や外壁改修等による，耐震化率や安全性の向上。更に，これらに伴う建物の長寿命化。
○住宅の耐震化：耐震診断・耐震改修助成による住宅の耐震化の促進。更に，これらに伴う防災性・安全性の向上。
○大浜地区　　  ：道路整備や老朽建築物等の除却を行ったことによる，防災性の向上や居住環境の改善。
○春吉二丁目地区：防災上有効な道路の整備，建築物等の不燃化による地区の防災性の向上。

実績値

87.5%
(平成25年　住宅・土地統計調査)

92.2%
(平成26年度)

事業の目的

　公営住宅等の耐震化等を行うことにより、災害に強い安全で安心できる住まいづくりを実現する

成果指標・算定式

（耐震性が確保された公営住宅等の割合）＝（耐震性が確保された公営住
宅等の戸数）／（公営住宅等の戸数）

住宅・土地統計調査による住宅の耐震化の現状データを元に算出
（住宅の耐震化の割合）＝（耐震性あり建築物数）／（建築物数）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計 5,676

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計 158

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等
全体事業費

（百万円）

1-A-1 住宅 一般 福岡市 直接

1-A-2 住宅 一般 福岡市
直接

間接

市 地域住宅計画に基づく事業
公営住宅等ストック総合改善事業のうち耐震対

策、外壁改修、屋上防水等に限る

市

民間
住宅・建築物安全ストック形成事業

耐震診断，改修等及びｱｽﾍﾞｽﾄ調査，除却等

市内全域
749

通常計画

から移行

3,958

198
通常計画

から移行

1-A-5 住宅 一般 福岡市
直接

間接

市

個人

大浜地区住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型） 10.6ha　道路，老朽建築物等除却等1-A-3 住宅 一般 福岡市
直接

間接

市

個人

771
通常計画

から移行春吉二丁目地区住宅市街地総合整備事業
7.9ha

街路，道路，小広場，老朽建築物等除却等

Ｃ　効果促進事業

市

民間
－

既存エレベーター地震対策

改善工事
福岡市

全体事業費

（百万円）
備考

1-C-1 住宅 一般 福岡市 直接 市
市営住宅既存エレベーターにおける機能性・居

住性向上事業

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名

74

84
通常計画

から移行耐震改修促進事業
木造戸建住宅耐震改修

耐震診断
福岡市1-C-5 住宅 一般 福岡市 間接



様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 市町村名 福岡市

計画期間 事後評価実施時期 平成27年度 国費率

基幹事業

提案事業

その他関連する事業

事業進捗　※
（H27年度末時点）

次期計画 関連する目標

完了 実施予定 ①

完了 実施予定 ①

住宅地区改良事業 完了 実施予定 ①

小規模住宅地区改良事業 完了 実施予定 ①

改良住宅等改善事業 完了 実施予定 ①

未実施 検討中 ③

完了 実施予定 ①

完了 実施予定 ①

完了 実施予定 ①

完了 実施予定 ③

完了 実施予定 ②

完了 実施予定 ②

完了 実施予定 ②

完了 - ②

完了 実施予定 ②

完了 実施予定 ②

完了 実施予定 ②

完了 実施予定 ③

完了 実施予定 ③

完了 - ①

完了 実施予定 ①

完了 実施予定 ①

完了 実施予定 ③

その他関連する事業

当初現況値
目　標　値
（H27年度）

実　績　値

68%
(平成20年度)

70%
73.9%

(Ｈ25年度)

40%
(平成20年度)

41%
45.0%

(Ｈ25年度)

59地区
(平成23年度)

100地区
86地区

（Ｈ27.8末時点）

3）その他

※　事業進捗（H27年度末時点）については、計画通り執行でき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。

住環境整備推進事業

住宅改造助成事業（障がい者）

市営住宅家賃の更なる激変緩和措置事業

住宅改造助成事業（高齢者）

住宅政策検討調査事業

住宅等復旧資金利子補給事業

防災まちづくり推進事業

狭あい道路拡幅整備事業

住情報提供事業

２）事業の
効果発現状況

住んでいる住宅に満足している世帯の割合
　市営住宅の建替え・機能性の向上，住環境の整備，民間住宅への居住支援，住情報の提供など，幅広く住宅及び住環境
に関連する事業を実施した結果，住んでいる住宅に満足している世帯の割合が目標値を上回った。

成果目標以外の要素事業の
効果発現状況

（定性的な効果）

・市営住宅の耐震改修や外壁改修等による，耐震化率や安全性の向上。また，これらに伴う住棟（建物）の長寿命化。
・市営住宅の整備や居住者ニーズに対応した支援事業などによる，高齢者や障害者等への居住環境の整備促進。

建築協定締結地区数

今後の方針
・市内における住宅・住環境に対する満足度を高めるため，良質な住宅，良好な住環境の形成に資する事業を様々な視点から幅広く実施する。
・市営住宅においては，今後も長寿命化計画に基づき，建替や改善等の手法による計画的・効率的な更新を行うことにより，住宅の質の確保・向上を図る。
・高齢者・障がい者等の居住の安定確保や住環境の向上を図るため，居住者のニーズに対応した助成事業や情報提供等を行う。

指標名・算定式 結果の分析及び目標値と実績値に差が出た要因

成果目標の達成状況
※算定対象

　マンション建設等に伴う相隣関係の紛争の未然防止を図ることを目的とした地域ルールとなる建築協定締結の支援を行っ
たものの，協定素案の作成を終え，次の段階である合意形成に至る際に地域の機運が高まらずに協定締結まで至らなかっ
た地区が複数あったことから，建築協定締結地区数が目標値を達成できなかった。

バリアフリーが施された住宅の割合
（手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保のうち１つ以上を満たすも
の）

　公営住宅の建替及び改善によるバリアフリー化をはじめ，高齢者や障がい者の住宅改造費用の助成，バリアフリーに関連
する住情報の提供や住宅相談窓口の運営など幅広く事業を実施したことにより，バリアフリーが施された住宅の割合は目標
値を上回った。

福岡県 計画の名称 地域住宅計画

全体事業費平成23年度～平成27年度

基幹事業

公営住宅等整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

要素事業名

１）事業の
実施状況

対象事業

進捗状況

提案事業

公的賃貸住宅家賃低廉化事業

○公営住宅等整備事業　○公営住宅等ストック総合改善事業　○住宅地区改良事業等　○地域優良賃貸住宅（高齢者型）等整備事業　○公的賃貸住宅家賃低廉化事業

○市営住宅整備推進事業　○市営住宅機能性・耐震性向上事業　○高齢者賃貸住宅居住支援事業　○都心部新婚・子育て世帯住まい支援事業　○住宅政策検討調査事業　○住宅等復旧資金利子補給事業　○防災まちづくり推進事業　○狭あい道路拡幅整備事業　○建築協定
等支援事業　○住宅改造助成事業（高齢者）　○住宅改造助成事業（障がい者）　○市営住宅家賃の更なる激変緩和措置事業　○住環境整備推進事業　○市営住宅高齢者等住替え事業　○借上公営住宅移転事業

○住宅市街地総合整備事業　○まちづくり交付金

要素事業名

借上公営住宅移転事業

市営住宅高齢者等住替え事業

市営住宅整備推進事業

住宅地区改良事業等

・密集市街地の防災性の向上と豊かな居住環境実現のための，不良住宅の買収・除却や道路等整備。
・改良住宅の建替

改良住宅における個別改善（住戸改善，エレベーター設置，耐震改修，外壁改修，屋上防水，バリアフリー化等）

建築協定等の締結・運営を支援

高齢者世帯等の居住の用に供する地域優良賃貸住宅の供給を促進するための、家賃補助

市営住宅の整備等に伴う，移転補償・駐車場整備・関連施設等整備・埋蔵文化財調査・電波障害対策・基礎調査・用地取得造成等

市営住宅のバリアフリー化等の機能性及び耐久性・耐震性の向上を目的とした市営住宅の整備

高齢者等に対する民間賃貸住宅への入居支援（情報提供，相談，居住サービス提供等）

子育て支援及び都心部のコミュニティ活性化を図ることを目的とした，都心部の新婚・子育て世帯入居者への家賃助成

住情報の提供，相談業務等による啓発や支援

４ｍ未満道路に面する門塀等の除却・移転等に係る費用への助成

建築協定等支援事業

市営住宅の建替

市営住宅の全面的改善及び個別改善（住戸改善，エレベーター設置，耐震改修，外壁改修，屋上防水，バリアフリー化等）

不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、住環境の改善を図るため、住宅の建設、建築物の敷地の整
備等を行う

高齢者の居住安定を図るため，入居支援策を講じながら，優良な高齢者向け賃貸住宅の供給誘導を図る。地域優良賃貸住宅（高齢者型）等整備事業

住宅市街地総合整備事業，まちづくり交付金

高齢者賃貸住宅居住支援事業

都心部新婚・子育て世帯住まい支援事業

市営住宅機能性・耐震性向上事業

31,652百万円 1/3，45/100，1/2，2/3

借上期間の満了を迎えた高齢者向け借上公営住宅について，移転料を支払うことで，円滑な住み替えを支援する。

高齢者が居住する住宅について，バリアフリー化等の改造に要する費用への助成

障がい者が居住する住宅について，バリアフリー化等の改造に要する費用への助成

公営住宅の家賃の激変緩和の期間を延長し，市営住宅の家賃が急激上昇を防ぐ

住宅地区改良事業等を推進する事業（仮住居借上等）

エレベーターがない住棟の高層階に居住する高齢者世帯等について，低層階への住み替えを図るため，低層階若年者の高層階への住替
えに移転補償を行う

住宅関係の各種政策・計画に関する調査・検討

福岡県西方沖地震に係る被災住宅復興のために融資を受けた資金に対して利子補給を実施

道路に面し，倒壊の危険性が高く早急に除却する必要があるブロック塀等の除却費用への助成

事業概要（延長・面積等）

資料４－１



様式２—２　計画の概要

当初現況値
目標値

 (H27年度)

68%
(平成20年度)

70%

40%
(平成20年度)

41%

59地区
(平成23年度)

100地区

主な事業効果

45.0%
(平成25年　住宅・土地統計調査)

「地域住宅計画」の成果概要

・市営住宅の適切な建替・改善等による住宅の質の確保・向上。
・不良住宅の買収・除去や道路等の公共施設整備を一体的に推進したことによる，防災性の向上と豊かな居住環境の形成。
・地域優良賃貸住宅の家賃減額助成を行うことによる，高齢者世帯の居住の安定確保。
・市営住宅の機能性・耐震性の向上による安全・安心な住宅の整備。
・新婚・子育て世帯へ家賃助成による子育て世帯への居住支援と地域コミュニティの活性化。
・住情報提供や相談業務等による民間住宅の質の向上。
・福岡県西方沖地震に係る被災住宅の機能回復と居住者の生活再建。

実績値

86地区
（Ｈ27.8末時点）

73.9%
(平成25年　住生活総合調査)

事業の目的

目標①　『良質な住宅ストックの形成』
　　　　　○住宅の質の向上
目標②　『良好な居住環境及び地域コミュニティの形成』
　　　　　○災害に強い安全・安心のまちづくりの推進
　　　　　○多様な住宅ニーズへの対応
　　　　　○市民主体のまちづくりによる居住環境の保全・改善
目標③　『住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定確保』
　　　　　○高齢者等の入居支援の促進

成果指標・算定式

住んでいる住宅に満足している世帯の割合

建築協定締結地区数

バリアフリーが施された住宅の割合（手すりの設置、
段差の解消、廊下幅の確保のうち１つ以上を満たすもの）

基幹事業 （金額の単位は百万円）

提案事業

借上公営住宅移転事業 福 岡 市 20

合　　計 4,743

住環境整備推進事業 福 岡 市 131

市営住宅高齢者等住替え事業 福 岡 市 3

住宅改造助成事業（障がい者） 福 岡 市 51

市営住宅家賃の更なる激変緩和措置事業 福 岡 市 190

建築協定等支援事業 福 岡 市 18

住宅改造助成事業（高齢者） 福 岡 市 77

防災まちづくり推進事業 ブロック塀安全対策 福 岡 市 2

狭あい道路拡幅整備事業 福 岡 市 368

住情報提供事業 福 岡 市 47

住宅等復旧資金利子補給事業 福 岡 市 18

都心部新婚・子育て世帯住まい支援事業 福 岡 市 456

住宅政策検討調査事業 福 岡 市 68

市営住宅機能性・耐震性向上事業 福 岡 市 1,462

高齢者賃貸住宅居住支援事業 福 岡 市 32

建替促進住宅整備費 福 岡 市 909

整備基礎調査委託費 福 岡 市 42

関連施設等整備費 福 岡 市 406

電波障害対策費 福 岡 市 2

市営住宅整備推進事業 整備移転補償費 福 岡 市 338

駐車場整備 福 岡 市 103

事　　業 事業主体 交付期間内事業費細　項　目

合　　計 26,909

公的賃貸住宅家賃低廉化事業 福 岡 市 10

改良住宅等改善事業 福 岡 市 4,009

地域優良賃貸住宅（高齢者型）等整備事業 福 岡 市 0

小規模住宅地区改良事業 福 岡 市 583

公営住宅等整備事業 福 岡 市 8,152

公営住宅等ストック総合改善事業 福 岡 市 12,757

事　　業 事業主体 交付期間内事業費細　項　目

住宅地区改良事業等 住宅地区改良事業 福 岡 市 1,398





様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約720 ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

提案事業

当　初

変　更

関連事業から基幹事業へ変更
関連事業からの変更であり、事業は計画通りに実施され、
期待される効果に影響はないことから、指標及び数値目標
は据え置く。

第5回変更時に追加された事業であり、JR九大学研都市駅
利用者の利便性向上が期待されるものの、指標への影響
は間接的なものに留まるため、指標及び数値目標は据え
置く。

第6回変更時に追加された事業であり、住環境の向上が期
待されるものの、指標への影響は間接的なものに留まるた
め、指標及び数値目標は据え置く。

 １）事業の実施状況

基幹事業

○地域創造支援事業（老人いこいの家（今宿、玄洋、今津、元岡））
基幹事業から提案事業へ変更（第2回変更）
うち、今津・元岡については、地元協議が整わなかったた
め、事業を削除（第6回変更）

第6回変更時に一部事業を削除しているが、指標への影響
は間接的なものに留まるため、指標及び数値目標は据え
置く。

○公園（伊都2号公園） 関係機関との調整が整ったため事業を追加
第3回変更時に追加された事業であり、住環境の向上が期
待されるものの、指標への影響は間接的なものに留まるた
め、指標及び数値目標は据え置く。

国費率

当初計画に
位置づけ，

実施した事業

福岡県 市町村名 福岡市 地区名 福岡市西部地域地区

平成23年度～27年度 事後評価実施時期 平成27年度 交付対象事業費 8,218.9百万円

○道路（福岡志摩線（元浜））

○地域生活基盤施設（九大学研都市駅自転車駐車場）

○地域生活基盤施設（山の鼻1号墳）
新たに

追加した事業

○地域創造支援事業（有機光エレクトロニクス産学連携実用化基盤セン
ター）

事業名

○道路（学園通線（田尻）、今津埋立場周辺道路）
○高次都市施設（公民館（今宿、玄洋）
○土地区画整理事業（伊都土地区画整理事業）

○地域創造支援事業（第二産学連携交流センター）
○事業活用調査（効果発現調査）

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

○高次都市施設（公民館（今津、元岡）） 地元協議が整わなかったため事業を削除
第6回変更時に一部事業を削除し、指標への直接的な影響
があるため、指標の定義および数値目標について見直しを
行っている。

基幹事業
○高質空間形成施設（伊都土地区画整理事業区域内（九大学研都市駅
南口側））

交通管理者との協議が整わなかったため事業を削除
JR九大学研都市駅利用者の利便性向上が期待されたもの
の、指標への影響は間接的なものに留まるため、指標及び
数値目標は据え置く。当初計画

から削除
した事業

○地域生活基盤施設（老人いこいの家（今宿、玄洋、今津、元岡）） 基幹事業から提案事業へ変更
提案事業への変更であり、事業は計画通りに実施され、期
待される効果に影響はないことから、指標及び数値目標は
据え置く。

　なし

なし

放置自転車対策として事業を追加

地域住民と協議した結果、地域生活基盤施設（広場）とし
て史跡を整備し、市民に公開することになったため、事業を
追加

産学連携を充実するための拠点施設として事業を追加
第2回変更時に追加された事業であり、産学連携の取組み
の推進が期待されるが、指標への影響は間接的なものに
留まるため、指標及び数値目標は据え置く。

交付期間
の変更

平成23年度～27年度 交付期間の変更による事業，
指標，数値目標への影響

提案事業



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

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

●

●

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

数　　値

○

計画地区では、土地区画整理事業等により
安全で快適な定住環境が整備された。ま
た、九大学研都市駅や「さいとぴあ」、大規
模商業施設が立地する生活利便性の高い
地域として、まちの魅力も向上している。そ
のため、計画地区の人口増加率は市全体
よりも高い伸びを示し、目標値を大きく上
回った。

平成28年5月頃

九州大学移転に伴う学生・教職員の増加、
産学連携・研究開発拠点整備に伴う企業進
出により通勤・通学者が増加している。ま
た、九州大学では、大学と地域の交流イベ
ントや国際会議等も開催されている。大学
の移転に合わせ、バス路線延伸やバス停
新設などバスの利便性も向上しており、バ
ス利用者が目標値を大きく上回った。

平成28年5月頃

 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 その他の

数値指標2

H27 4,799 ○

 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

指標１ 駅利用者数 人/日 8,700 H21 10,600 H27

指　標
従前値 目標値

15,328 ○

土地区画整理事業に伴う計画地区の人口
増加、九州大学移転に伴う学生・教職員の
増加、産学連携・研究開発拠点整備に伴う
企業進出により、通勤・通学者が増加して
いる。また、九大学研都市駅前に立地した
「さいとぴあ」利用者、九州大学を会場とす
るイベントや国際会議参加者も当該駅を利
用することから、目標値を大きく上回った。

平成28年5月頃

指標２ バス利用者数 人/日 2,050 H21 2,400

○

公民館と老人いこいの家を合築した「今宿
公民館」では、地区コミュニティ拠点として
の機能向上が図られたことで利用者数が
増加した。平成27年度完成予定の「玄洋公
民館」は、現状では利用者が微減している
ものの、両公民館の平均利用者数としては
目標を達成した。

平成28年5月頃指標６ 公民館利用者数 人/年 26,200 H21 26,200 26,932H27

指標３
民間等との共同研究実
施件数

件/年 612

指標４ 留学生数

・伊都及び元岡土地区画整理事業により、安全で快適な定住環境が整備され、まちの魅力が向上した。
・大学と地域の連携・交流促進事業を通じて九州大学を核とした地域づくりが進展し、学研都市としてのまちの魅力が向上した。

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

指　標
従前値 目標値 数　　値 目標

達成度※１

1年以内の
達成見込み

 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

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

アーバンデザイン会議九大（旧タウン・オン・キャンパスまちづ
くり推進会議）の実施

都市再生整備計画に記載し，実施できた

今後も同様に継続していく。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

アーバンデザイン会議九大（旧タウン・オン・キャンパスまちづ
くり推進会議）の実施

都市再生整備計画に記載し，実施できた

今後も同様に継続していく。都市再生整備計画に記載はなかったが，実施した

人 1,509 H21 1,790 H27 2,097

指標５ 人口の定着 人 27,100 H21 28,700 H27 36,034

H21 646 H27 703 ○

「産学連携交流センター２号棟」や「有機光
エレクトロニクス実用化開発センター」の整
備により、産学連携を促進する研究開発施
設が拡充した。さらに、産学官連携支援活
動を進めたことで、民間等との共同研究実
施件数は目標を達成した。

平成28年11月頃

○

九州大学内外において水素関連や有機EL
の研究施設が数多く立地するなど、大学の
魅力が向上している。また、土地区画整理
事業による安全で快適な環境の整備の進
展など、まちの魅力も向上していることか
ら、留学生数は目標を達成した。

－



様式２－２　地区の概要

単位：人/日 8,700 H21 10,600 H27 15,328 H27

単位：人/日 2,050 H21 2,400 H27 4,799 H27

単位：件/年 612 H21 646 H27 703 H27

単位：人 1,509 H21 1,790 H27 2,097 H27

単位：人 27,100 H21 28,700 H27 36,034 H27

単位：人/年 26,200 H21 26,200 H27 26,932 H27

福岡市西部地域地区（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

駅利用者数

バス利用者数

公民館利用者数

大目標 知の創造空間”九州大学学術研究都市”の顔となる福岡市西部地域の拠点づくり
　目標１　都市機能の高質化と交通結節機能の更なる強化により、九州大学学術研究都市の玄関口として
　　　　　　ふさわしい地域拠点の形成をめざす
　目標２　九州大学の知的財産を活用し、知の交流･創造活動を軸とした産学連携・研究開発拠点の形成を
　　　　　　めざす
　目標３　都市機能の充実による生活利便性の向上や更なる安全で快適なコミュニティ形成等により､計画
　　　　　　地区における定住促進をめざす

民間等との共同研究実施件数

留学生数

人口の定着

地域創造支援事業

（産学連携交流センター第２棟）

地域創造支援事業

（有機光エレクトロニクス実用化開発センター）

伊都土地区画整理事業（全景）

伊都土地区画整理事業

高次都市施設（公民館（今宿））／地域創

造支援事業（老人いこいの家(今宿)）

道路（今津埋立場周辺道路）

元岡土地区画整理事業（全景）



まちの課題の変化

＜目標１に対する今後のまちの課題の変化＞
・伊都土地区画整理事業に伴い大型商業施設が立地するなど、まちの賑わいが向上している。
・九大学研都市駅利用者の増加に伴い、朝の通勤通学時に鉄道からバスへの乗り換え行列が発生している。九州大学のキャンパス移転に伴い、さらに駅利用者が増加することが予想されるため、交通結節機能の強化を図っていく必
要がある。
・まちづくりの進展に伴う河川整備の他、九州大学と九大学研都市駅の交通アクセスを支援する幹線道路の早期完成を望む声が高まっている。

＜目標２に対する今後のまちの課題の変化＞
・「産学連携交流センター２号棟」などの整備により、主に工学系分野での産学連携の強化が図られた。今後の九州大学のキャンパス移転を見据え、農学系など様々な分野における産学連携の取り組みを強化する必要がある。
・元岡土地区画整理事業地区内には、未利用地が残されており、研究機関等の立地誘導を図る必要がある。

＜目標３に対する今後のまちの課題の変化＞
・伊都土地区画整理事業が完成し、安全で快適な定住環境の充実が図られ、人口が増加した。
・公民館と老人いこいの家の合築により公民館利用者数が増加し、地区コミュニティ拠点としての機能向上が図られた。引き続き地区コミュニティ活動の場の整備を進め地区コミュニティを活性化させる必要がある。
・留学生が増加しており、留学生と地域の交流をより活性化させる必要がある。

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

＜目標１に対する今後のまちづくりの方策＞
・九州大学のキャンパス移転に伴う駅利用者の増加に対応するため、バスの利便性向上を進め、交通結節機能の強化を図る。
・地区内における円滑な交通を確保するため、引き続き、九州大学と九大学研都市駅を結ぶ幹線道路の整備に取り組む。

＜目標２に対する今後のまちづくりの方策＞
・元岡土地区画整理事業地区において、研究機関等の集積を図るとともに、引き続き産学連携の取組みを支援する。

＜目標３に対する今後のまちづくりの方策＞
・計画地区におけるさらなる定住促進を図るため、引き続き安全で快適な居住環境整備を図る。
・計画地区における自治会等の活動を支援するため、地区コミュニティ活動の場の整備を行い、地区コミュニティを活性化させる。
・留学生を含めた九州大学と地域との交流をより活発化させることで、九州大学を活かした地域づくりを推進する。



「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現（地域活性化）
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 福岡市

　九州・西日本地域の経済活動や市民生活を支え、我が国港湾の国際競争力強化に大きく貢献する拠点港湾「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港を目指し、「国際物流」「観光・交流」及び「環境」、さらには「防災・安全」 の面において、
港湾機能の充実・強化に取り組んでいく。

１．九州・西日本の経済活動や市民生活を支え、我が国港湾の国際競争力強化を図る国際物流拠点の形成。
２．観光促進、日中韓交流を支える九州・アジアの海の玄関口の機能強化。
３．自然と人が共生する港湾環境を創造する親水空間等の形成。

１．アイランドシティ地区の水深１５ｍ岸壁等と一体的に機能する臨港道路等の整備により、国際物流拠点の形成を進め、国際海上コンテナ貨物取扱量の増加を図る。
２．中央ふ頭地区の国際ターミナル機能の充実強化等により、観光・交流拠点の形成を進め、外国航路船舶乗降人員の増加を図る。
３．みどりの整備により、自然と人が共生する港湾空間「エコパークゾーン」の形成を進める（港湾緑地、アマモ場等）。
４．既存港湾施設について、適切な改良等を行うことにより、有効活用を図る。
５．港湾施設の維持管理計画を策定し、計画的且つ適切な維持管理を図る。

（H21末） （H24末） （H26末）
国際海上コンテナ貨物取扱量

（国際海上コンテナ貨物取扱量の増加率）＝（評価時点の取扱量－現況の取扱量）／（現況の取扱量）(%)

外国航路船舶乗降人員

（外国航路船舶乗降人員の増加率）＝（評価時点の人員－現況の人員）／（現況の人員）(%)

エコパークゾーンの整備（自然と人が共生する自然環境の保全創造や水辺環境の創出） 22ha 25ha

（みどりの増加率）＝（評価時点のみどりの面積 － 現況のみどりの面積）／（現況のみどりの面積）(%)

港湾施設の改良等により有効活用が図られた施設数

（港湾施設の改良率）＝（評価時点の改良済み施設数）／（改良が必要な施設数）(%)

長寿命化計画の策定 51 99

（長寿命化計画策定率）＝（評価時点の長寿命化計画を策定した施設数）／（長寿命化計画を策定する全施設数）(%)

Ａ2　港湾事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等）

1-A2-1 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=720m  △ H28

1-A2-2 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=1,190m △ H28

1-A2-3 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=730m △ H28

1-A2-4 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩道整備　L=10m ○

1-A2-5 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=10m △ H27

1-A2-6 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=260m △ H27

1-A2-7 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=130m － 中止

1-A2-8 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=170m △ H27

1-A2-9 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=220m △ H27

1-A2-10 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 エプロン整備　L=370m △ H27

1-A2-11 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 エプロン整備　L=50m △ H27

1-A2-12 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 防波堤整備　L=170m △ H27

1-A2-13 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=270m ○

1-A2-14 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩道整備　L=290m，交通広場整備 △ H28

1-A2-15 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 歩車道整備　L=600m － 未実施

1-A2-16 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭B-4号線道路改良 舗装打換え　L=1,280m － 未実施

1-A2-17 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭A-3号線道路改良 舗装打換え　L=462m ○

1-A2-18 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭A-8号線道路改良 交差点改良　3箇所 ○

1-A2-19 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭B-5号線道路改良 舗装打換え　L=1,500m ○

1-A2-20 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭A-7号線道路改良 舗装打換え　L=530m ○

1-A2-26 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 緑地等整備　A=9,900㎡ ○

1-A2-27 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 建設 アマモ場造成　A=6,400㎡、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 △ H28

博多港・アイランドシティ地区

博多港・アイランドシティ地区

備考

博多港・アイランドシティ地区

博多港・和白地区

博多港・アイランドシティ地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・中央ふ頭地区

進捗状況港湾・地区名

博多港・アイランドシティ地区

博多港・アイランドシティ地区

博多港・アイランドシティ地区

博多港・アイランドシティ地区

博多港・アイランドシティ地区

44

(0%) (30%)

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

(100%)

13

99

和白海浜（藻場）

アイランドシティ緑地

（57％増）（42％増）

23ha

5,275

アイランドシティ船揚場

百万円

アイランドシティ道路１１

491 百万円

(52%)

アイランドシティ道路２－１

博多港・中央ふ頭地区

博多港・アイランドシティ地区

博多港・アイランドシティ地区

博多港・アイランドシティ地区

中央ふ頭道路③

中央ふ頭道路②

アイランドシティ道路１５

博多港・中央ふ頭地区

博多港・アイランドシティ地区アイランドシティ道路１７

アイランドシティ道路８

アイランドシティ道路７

アイランドシティ道路１３

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名

アイランドシティ道路①

交付対象事業

Ｂ Ｃ全体事業費  合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） Ａ
効果促進事業費の割合

5,766

事　後　評　価

１．交付対象事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　　△：計画期間終了後に完成見込み（備考欄に完成予定時期を記入）　　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止，未実施））

　　計画の成果目標（定量的指標）

85万TEU

定量的指標の現況値及び目標値

100万TEU

中間目標値 最終目標値当初現況値
　　定量的指標の定義及び算定式

平成27年11月25日

(100%)

66万TEU

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）事後評価書
計画の名称
計画の期間
計画の目標

交付対象

備考

8.5%

63.6万人

百万円

(100%)

0

（52％増）（29％増）

100万人

（14％増）（5％増）

0

90万人

百万円

アイランドシティ道路②

アイランドシティ物揚場(-3m)

アイランドシティ防波堤②

中央ふ頭道路①

資料６－１

資料７－１



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接

1-C-1 施設整備 内地 福岡市 直接 － 道路整備 既存道路改良 ○

1-C-2 施設整備 内地 福岡市 直接 － 緑道整備 △ Ｈ30

1-C-3 施設整備 内地 福岡市 直接 － 交差点緑化 ふ頭基部交差点緑化 ○

1-C-4 施設整備 内地 福岡市 直接 － クルーズ通路緑化 クルーズ旅客導線緑化 － 未実施

1-C-5 施設整備 内地 福岡市 直接 － 歩道照明灯設置 － 未実施

1-C-6 施設整備 内地 福岡市 直接 － ROROターミナル保安施設整備 保安施設整備、保安監視設備改良等 ○

1-C-7 施設整備 内地 福岡市 直接 － ○

1-C-8 施設整備 内地 福岡市 直接 － 閉鎖性海域の環境改善 干潟環境改善（既存桟橋撤去） － 未実施

1-C-9 活動支援 内地 福岡市 直接 － 市民との共働による環境保全活動の推進 市民協議会活動支援・環境啓発用冊子配布 － 未実施

1-C-10 施設整備 内地 福岡市 直接 － 誘導・案内サイン整備 案内サイン整備 △ H28

博多港・中央ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・和白地区

備考進捗状況港湾・地区名

博多港・中央ふ頭地区

博多港・中央ふ頭地区

博多港・和白地区

博多港・アイランドシティ地区

博多港・箱崎地区

博多港・中央ふ頭地区

博多港・中央ふ頭地区

進捗状況 備考港湾・地区名

活動支援

建設

省略

建設

建設

照明灯整備

案内板・防犯灯・監視カメラ整備

事業内容省略

建設

事業内容

（延長・面積等）

番号 事業者

要素となる事業名

要素となる事業名
工種

工種
番号 事業者

建設 案内サイン・防犯灯整備

建設

建設

建設

緑道空間改善・照明灯整備・サイン設置

建設



「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港の実現（防災・安全）
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 福岡市

　九州・西日本地域の経済活動や市民生活を支え、我が国港湾の国際競争力強化に大きく貢献する拠点港湾「東アジアに面する日本海ゲートウェイ」博多港を目指し、「国際物流」「観光・交流」及び「環境」、さらには「防災・安全」 の面において、
港湾機能の充実・強化に取り組んでいく。

１．九州・西日本の経済活動や市民生活を支え、我が国港湾の国際競争力強化を図る国際物流拠点の形成。
２．観光促進、日中韓交流を支える九州・アジアの海の玄関口の機能強化。
３．自然と人が共生する港湾環境を創造する親水空間等の形成。

１．アイランドシティ地区の水深１５ｍ岸壁等と一体的に機能する臨港道路等の整備により、国際物流拠点の形成を進め、国際海上コンテナ貨物取扱量の増加を図る。
２．中央ふ頭地区の国際ターミナル機能の充実強化等により、観光・交流拠点の形成を進め、外国航路船舶乗降人員の増加を図る。
３．みどりの整備により、自然と人が共生する港湾空間「エコパークゾーン」の形成を進める（港湾緑地、アマモ場等）。
４．既存港湾施設について、適切な改良等を行うことにより、有効活用を図る。
５．港湾施設の維持管理計画を策定し、計画的且つ適切な維持管理を図る。

（H21末） （H24末） （H26末）
国際海上コンテナ貨物取扱量

（国際海上コンテナ貨物取扱量の増加率）＝（評価時点の取扱量－現況の取扱量）／（現況の取扱量）(%)

外国航路船舶乗降人員

（外国航路船舶乗降人員の増加率）＝（評価時点の人員－現況の人員）／（現況の人員）(%)

エコパークゾーンの整備（自然と人が共生する自然環境の保全創造や水辺環境の創出） 22ha 25ha

（みどりの増加率）＝（評価時点のみどりの面積 － 現況のみどりの面積）／（現況のみどりの面積）(%)

港湾施設の改良等により有効活用が図られた施設数

（港湾施設の改良率）＝（評価時点の改良済み施設数）／（改良が必要な施設数）(%)

長寿命化計画の策定 51 99

（長寿命化計画策定率）＝（評価時点の長寿命化計画を策定した施設数）／（長寿命化計画を策定する全施設数）(%)

Ａ2　港湾事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等）

1-A2-1 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭西岸壁(-7.5m)改良 車止め取替え，電気防食 L=260m ○

1-A2-2 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭西岸壁(-5.5m)改良 車止め、防舷材取替え　L=467m ○

1-A2-3 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭東岸壁(-7.5m)改良 車止め、防舷材取替え　L=174m － 未実施

1-A2-4 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那の津南岸壁(-5.5m)改良 電気防食　　　　N=111個 － 未実施

1-A2-5 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 中央ふ頭東岸壁(-7.5m)改良 車止め取替え　L=190m － 未実施

1-A2-6 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 中央ふ頭東物揚場(-4.0m)改良 ｴﾌﾟﾛﾝ打換L=244m、車止め取替L=190m － 未実施

1-A2-7 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 東浜ふ頭西岸壁(-4.5m,-5.5m)改良 車止め、防舷材取替え　L=280m ○

1-A2-8 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 東浜ふ頭北岸壁(-7.5m)改良 車止め、防舷材取替え　L=351m － 未実施

1-A2-9 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 東浜ふ頭東岸壁(-7.5m)改良 車止め、防舷材取替え　L=279m － 未実施

1-A2-10 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 博多ふ頭可動橋改良 部品取替、塗装塗替 ○

1-A2-11 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭西側北１号物揚場(-4.0m)改良 車止め、防舷材取替え　L=194m － 未実施

1-A2-12 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭岸壁（-12.0m）改良 車止め取替え　L=294m ○

1-A2-13 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭岸壁(-10.0m)改良 車止め取替え　L=90m － 未実施

1-A2-14 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭岸壁(-10.0m)②改良 車止め取替え　L=90m － 未実施

1-A2-15 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭物揚場(-2.0m)改良 電気防食、塗覆装防食L=279m － 未実施

1-A2-16 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 香椎かもめ大橋 照明灯具取替え　26基 ○

1-A2-17 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那B-17号線道路改良 舗装全面補修　L=413m ○

1-A2-18 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那B-14号線道路改良 舗装全面補修　L=155m ○

1-A2-19 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭東防波堤改良 破損部打換え　L=843m － 未実施

1-A2-20 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭西防波堤改良 破損部打換え　L=1,274m － 未実施

1-A2-21 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 博多ふ頭博A-6,A-7号道路改良 交差点改良　2箇所 ○

1-A2-22 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 香椎ﾊﾟｰｸﾎﾟｰﾄ香A-1号道路改良 道路改良　L=480m － 未実施

1-A2-23 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 博多港情報通信施設 情報通信施設　1式 ○

1-A2-24 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 維持管理 係留施設33件、防波堤13件、橋梁2件 △ H27

1-A2-25 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 中央ふ頭岸壁(-10.0m)改良 係船柱、防舷材設置　L=270m ○

1-A2-26 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 能古浮き桟橋(-3.0m)改良等 安全対策施設の整備 ○

1-A2-27 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭岸壁（-12.0m,-10.0m）改良 係船柱、防舷材設置　L=509m △ H27

1-A2-28 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那B-15号線道路改良 舗装全面補修　L=150m － 未実施

1-A2-29 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那B-16号線道路改良 舗装全面補修　L=155m － 未実施

1-A2-30 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那B-18号線道路改良 舗装全面補修　L=155m － 未実施

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭西側地区

博多港・博多ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・香椎パークポート地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・能古，姪浜地区

博多港・博多ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・中央ふ頭地区

博多港

博多港

博多港・香椎パークポート地区

博多港・箱崎ふ頭地区

進捗状況 備考港湾・地区名

博多港・東浜ふ頭地区

博多港・東浜ふ頭地区

博多港・東浜ふ頭地区

博多港・中央ふ頭地区

博多港・中央ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

事業者

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ 百万円

博多港・須崎ふ頭地区

百万円

省略
工種

要素となる事業名番号

１．交付対象事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　　△：計画期間終了後に完成見込み（備考欄に完成予定時期を記入）　　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止，未実施））

効果促進事業費の割合

博多港長寿命化計画

2,983全体事業費 百万円

交付対象

Ｂ2,875 0百万円

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

当初現況値
定量的指標の現況値及び目標値

終目標値中間目標値

計画の期間

　　定量的指標の定義及び算定式

108Ｃ 3.6%

交付対象事業

平成27年11月25日

（29％増）

備考

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）事後評価書
計画の名称

66万TEU 85万TEU 100万TEU

（52％増）

63.6万人 90万人

23ha

(100%)

100万人

（57％増）（42％増）

99

(52%)

(100%)

（5％増） （14％増）

44

(0%) （30%）

0 13

(100%)

事　後　評　価



1-A2-31 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 香椎ﾊﾟｰｸﾎﾟｰﾄ保安施設整備 フェンス　L=400m 照明灯　10基 ○

1-A2-32 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭A-2号線道路照明灯改良 照明灯建替え　11基 △ H27

1-A2-33 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那A-11号線道路改良 舗装全面補修　L=190m － 未実施

1-A2-34 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 須崎ふ頭那A-12号線道路改良 舗装全面補修　L=695m △ H27

1-A2-35 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭A-7号線道路改良 舗装打換え　L=750m △ H27

1-A2-36 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭B-9号線道路改良 舗装打換え　L=140m － 未実施

1-A2-37 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭B-20号線道路改良 舗装打換え　L=250m － 未実施

1-A2-38 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭B-17号線道路改良 舗装打換え　L=380m － 未実施

1-A2-39 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭B-22号線道路改良 舗装打換え　L=300m － 未実施

1-A2-40 港湾 内地 福岡市 直接 － 拠点 改良 箱崎ふ頭B-6号線道路改良 舗装打換え　L=400m － 未実施

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接

Ｃ　効果促進事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接

1-C-1 施設整備 内地 福岡市 直接 － 旅客待合所等整備 安全対策施設の整備 ○

1-C-2 施設整備 内地 福岡市 直接 － 歩行者用シェルター整備 歩行者用シェルター整備 ○

進捗状況

進捗状況

備考

備考

港湾・地区名

港湾・地区名

博多港・博多ふ頭地区

博多港・能古，姪浜地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・香椎パークポート地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・須崎ふ頭地区

省略
要素となる事業名

事業内容

事業内容要素となる事業名

工種 （延長・面積等）

省略

番号 事業者

事業者番号
工種

博多港・須崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

建設

建設

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区

博多港・箱崎ふ頭地区



３．特記事項（今後の方針等）

  博多港は，これまでも背後の市民生活や経済活動を支える基盤として重要な役割を果たしており，今後も，アジアの成長と活力を取り込む日本の拠点港を目指していくため，引き続き，「国際物流」「観光・交流」及び「環境」、さらには「防災・安全」 の面において、港湾機
能の充実・強化に取り組んでいく。

指標⑤（長寿命化計画の策定）

最終目標値 99
目標値と実績値に差が出た

要因
　既存施設を含め，平成２６年度までに整備が完了した９５施設については，長寿命化計画を策定した。整備中の４
施設については，整備完了後に長寿命化計画を策定する予定である。

最終実績値 95

指標④（港湾施設の改良等により有効活用が
図られた施設数）

最終目標値 44
目標値と実績値に差が出た

要因
緊急性，重要性を考慮した，優先順位を踏まえ，限られた予算のなかで港湾施設の改良を行ったが，目標値の達成に
至らなかった。

最終実績値 17

指標③（エコパークゾーンの整備（自然と人
が共生する自然環境の保全創造や水辺環境の
創出））

最終目標値 25ha
目標値と実績値に差が出た

要因
水と緑に囲まれた快適なまちづくりのために必要な緑地等整備や生きもののすみやすい環境を創出するためのアマモ
場造成を計画しており，限られた予算のなかで整備を進めたが，目標達成に至らなかった。

最終実績値 23ha

91万TEU

指標②（外国航路船舶乗降人員）

最終目標値 100万人
目標値と実績値に差が出た

要因

日中，日韓関係の悪化やセウォル号の沈没事故(H26)などの影響により，平成２６年時点においては，目標値の達成に
至らなかった。平成２７年の外航クルーズ船は２５０隻以上寄港する予定であり，乗降人員も１００万人を超える見
込みである。クルーズ船については，今後も更なる需要の拡大が見込まれており，外国航路船舶乗降人員の増加が想
定される。最終実績値 87万人

２．事業効果の発現状況，目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　　　　　　　交付対象事業の効果の発現状況

　港湾施設の整備を実施することより，「国際物流」「観光・交流」及び「環境」、さらには「防災・安全」 の面において、港湾機能の充実・強化が図られた。

Ⅱ定量的指標の達成状況
指標①（国際海上コンテナ貨物取扱量）

最終目標値 100万TEU
目標値と実績値に差が出た

要因

アイランドシティコンテナターミナルと背後を結ぶ臨港道路等整備を優先的に進めたことで，着実に増加してきたと
ころであるが，世界経済や海運動向等の影響もあり，目標値の達成には至らなかった。しかし，全国の動向をH２１か
らの増加率で比較すると博多港は大きく貨物取扱量を伸ばしている。

最終実績値



平成27年11月25日

博多港海岸における総合的な津波・高潮・侵食対策の推進（防災・安全）

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 福岡市

大規模地震に伴う津波、台風等に伴う高潮、海岸侵食に対して海岸保全施設の整備を行い人命・財産を防護する。

防護区域面積を0ha（H22）から83.2ha（H26）に増加させる。

（H22当初） （H24末） （H26末）
防護区域面積

0ha 61.2ha 83.2ha

A　基幹事業（海岸事業）

番号 事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接

1-A-1 海岸 内地 福岡市 直接 - 耐震 継続 博多港海岸（西戸崎①地区） 護岸補強 L=250m ○

1-A-2 海岸 内地 福岡市 直接 － 侵食 継続 博多港海岸（西戸崎②地区） 突堤3箇所，養浜 ○

1-A-3 海岸 内地 福岡市 直接 － 高潮 継続 博多港海岸（能古（北浦）地区） 高潮対策 L=340m △  H28

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接

1-C-1 海岸 内地 福岡市 直接 － － 　中止

1-C-2 海岸 内地 福岡市 直接 － 避難用通路内の側溝の蓋の設置 ○

引き続き、海岸保全施設の整備を行い、大規模地震に伴う津波、台風等に伴う高潮・高波に対して，人命・財産の防護に努める。

83.2ha

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　　　　　　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①（防護区域面積）

２．事業効果の発現状況，目標値の達成状況

　交付対象事業及び効果促進事業により連携して海岸保全施設の整備を実施することより，護岸の沈下や転倒を未然に防ぎ，人命・財産が守られた。

　　―

３．特記事項（今後の方針等）

福岡市

福岡市

最終目標値 83.2ha

目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

番号

番号

西戸崎①地区における避難用通路（L=22m）

建設 西戸崎①地区における避難用通路内の側溝蓋の設置（L=280ｍ）

要素となる事業名

建設 一般道との接続部における避難用通路の整備

事業内容

事業者

事業者

要素となる事業名

1.2%Ａ

省略
事業内容

種別②

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

全体事業費 556百万円 7百万円Ｃ

種別①

Ｂ

事　後　評　価

１．交付対象事業の進捗状況　（○：計画期間中に完成　　△：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入）　　－：その他（備考欄に具体的に記入（中止，未実施））

備考
最終目標値中間目標値当初現況値

効果促進事業費の割合

定量的指標の現況値及び目標値

計画の期間

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

工種

省略

計画の名称

交付対象
計画の目標

　　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

交付対象事業

進捗状況

進捗状況

備考

備考

備考

市町村名

市町村名

市町村名

福岡市

工種

福岡市

福岡市

563百万円

進捗状況

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0百万円

要素となる事業名事業者 事業内容

資料８－１



資料9-1

国費率 50～55%

都道府県名

交付期間

交付期間の変更による事業，指標，目標数値への影響 －

事後評価実施時期

－

【下水道事業】
No.1 西戸崎処理区（西戸崎地区雨水管整備（浸水対策），大岳ポンプ場改築）
No.2 和白処理区（和白水処理センター水処理耐震化）
No.3 東部処理区（席田雨水幹線整備（浸水対策），米田ポンプ場改築（浸水対策），
米田ポンプ場改築，坂本町ポンプ場改築）
No.4 南部処理区（三宅ポンプ場新設（浸水対策），東光寺第５雨水幹線整備（浸水対
策），那珂ポンプ場改築（浸水対策））
No.5 中部処理区（中部４号幹線整備（浸水対策），中部６号幹線整備（浸水対策），
草ヶ江ポンプ場改築，春吉排水区改築（緊急老朽化対策），平尾高宮排水区改築（緊急
老朽化対策），菰川ポンプ場改築，博多駅東ポンプ場改築）
No.6 西部処理区（田島第２ポンプ場新設（浸水対策），興徳寺ポンプ場改築，弁天町
ポンプ場改築，原第１ポンプ場改築，原第２ポンプ場改築）
【河川事業】
香椎川福岡市都心圏域総流防事業，特定構造物改築事業

分流化改造工事費助成，中部２号幹線中間ポンプ整備，老朽管調査，下水道ＢＣＰ策定

平成24年度～平成26年度

-

当初

変更

交付期間の変更

追加事業による事業効果を示す指標として，「⑪下水
道バイオマスリサイクル率」，「⑫50年経過管渠にお
ける改築更新実施済率」を追加した。

事業の実施状況１）

基幹事業

関連事業

効果促進事業

効果促進事業

計画に位置づけ
実施した事業

新たに追加
した事業

当初計画から
削除した事業

市町村名 福岡市

平成27年度

効果促進事業

－

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）

削除／追加による目標，指標，数値目標への影響

－

－

－

削除／追加の理由

－

【下水道事業】
下水道ビジョン2018に基づく下水道計画において，事業ス
ケジュールの変更や調整，状況変化に応じ，当整備計画内
で左記の事業の追加を行った。

【河川事業】
河川事業において，整備計画期間内に新たに事業採択を受
けた左記の事業の追加を行った。

計画名

交付対象事業見込額

【下水道事業】
No.1 西戸崎処理区（西戸崎水処理センター水処理改築，西戸崎ポンプ場改築，大岳ポンプ場改築，大岳第1汚水幹線改築，大岳西戸崎汚水幹線改築，西戸崎地区雨水管整備）
No.2 和白処理区（和白水処理センター水処理改築，和白水処理センター汚泥処理改築，唐の原第７雨水幹線整備，和白水処理センター水処理耐震化）
No.3 東部処理区（東部水処理センター水処理耐震化，東部水処理センター汚泥処理改築，城浜ポンプ場改築，筥松第１ポンプ場改築，筥松第３ポンプ場改築，堅粕第１ポンプ場改築，坂本町ポンプ場改
築，松崎第１ポンプ場改築，米田ポンプ場改築，原田ポンプ場改築，原田ポンプ場改築，箱崎ポンプ場新設，東部処理区雨水吐室改築，香椎駅前地区雨水管整備，八田第１５雨水幹線整備，筥松第９雨水
幹線整備，箱崎９号幹線整備，香椎地区雨水幹線整備，馬出３号幹線整備，千代地区改築，松島地区改築，箱崎地区改築，東部水処理センター水処理改築，席田雨水幹線整備，坂本町ポンプ場改築）
No.4 南部処理区（月隈ポンプ場改築，那珂ポンプ場改築，板付第２雨水幹線整備，諸岡第４雨水幹線整備，諸岡第７雨水幹線整備，井尻地区雨水管整備，花畑第１３雨水幹線整備，花畑第２６雨水幹線
整備，玉川第１汚水幹線改築，月隈第２７雨水幹線整備，諸岡第８雨水幹線整備，諸岡第１０雨水幹線整備，東光寺第３雨水幹線整備，雑餉隈第４雨水幹線整備，雑餉隈第６雨水幹線整備，花畑地区改
築，三宅ポンプ場新設，那珂ポンプ場改築）
No.5 中部処理区（中部水処理センター水処理耐震化，中部水処理センター汚泥処理改築，沖浜ポンプ場改築，高宮ポンプ場改築，築地町ポンプ場改築，草ヶ江ポンプ場改築，田島ポンプ場改築，城西ポ
ンプ場改築，浜の町ポンプ場改築，梅光園ポンプ場改築，向島ポンプ場改築，博多駅北ポンプ場新設，鳥飼ポンプ場新設，城西第２ポンプ場新設，藤崎ポンプ場増設，那の津ポンプ場新設，中部処理区雨
水吐室改築，菰川滞水池改築，比恵９号幹線整備，比恵地区雨水管整備，住吉地区雨水管整備，中部７号幹線整備，中部２号幹線整備，天神地区雨水管整備，春吉３号幹線整備，平尾第１４雨水幹線整
備，鳥飼２，３号幹線整備，草ヶ江地区雨水管整備，城西５号幹線整備，西新地区雨水管整備，博多駅周辺地区分流化整備，天神周辺地区分流化整備，博多１号幹線改築，住吉幹線改築，博多駅前地区改
築，荒戸地区改築，薬院新川幹線改築，第１遮集幹線外改築，菰川幹線改築，別府地区改築，七隈地区改築百道第２雨水幹線外改築，鳥飼第２ポンプ場改築，博多地区改築，福岡排水区改築，中部水処理
センター水処理改築，草ヶ江ポンプ場改築）
No.6 西部処理区（西部水処理センター水処理耐震化，西部水処理センター汚泥処理改築，野添ポンプ場改築，飛石町ポンプ場改築，姪浜ポンプ場改築，弁天町ポンプ場改築，興徳寺ポンプ場改築，原第
１ポンプ場改築，七隈第６雨水幹線整備，原田隈第１９雨水幹線整備，東長尾第１雨水幹線改築，生の松原地区外改築，西部水処理センター水処理改築，田島第２ポンプ場新設，弁天町ポンプ場改築）
No.7 新西部処理区（今宿ポンプ場改築，今宿第８雨水幹線整備，今宿第９雨水幹線整備，今宿第１１雨水幹線整備，周船寺第２２雨水幹線整備，周船寺第４雨水幹線整備）
No.8 全処理区（下水道事業計画区域全体）（施設計画見直し等，雨水流出抑制施設助成）
【河川事業】
金屑川都市基盤河川改修事業，水崎川都市基盤河川改修事業，周船寺川都市基盤河川改修事業，片江川福岡都市圏域総流防事業，那珂川流域貯留浸透事業

81,455百万円

事後評価シート

事業名

基幹事業

－

福岡県

平成22年度～平成26年度

基幹事業

－

井尻地区枝線整備，草ヶ江地区枝線整備，春吉地区枝線整備，分流化改造工事費助成，老朽管調査，下水道ＢＣＰ策定

事業名



単位 基準年度 目標年度

※指標改善への貢献度
 ○：評価値が目標値に達した場合
 ×：評価値が目標値には達していないものの，基準年度よりは改善していると認められる場合

指標９

計画的な事業の実施によって目標値を達成した。40

％ 46 Ｈ22 68

指標１０

指標１１ 下水道バイオマスリサイクル率 ％ 39 H24 41

既存治水池の機能向上を図る整備にあたり，平常時に親水広場として利
用されていることから地元協議が難航したことや，堤体からの漏水が判
明したことによる安全性検証などに時間を要し目標達成には至らなかっ
た。
ただし，整備を実施した池において雨水の貯留量は増加しており、一定
の事業効果は確認された。
※３池(18,973m3) → １池(11,490m3）

-

雨水流出抑制施設助成件数

雨水流出抑制に効果的な治水池の
整備状況

箇所 0 Ｈ22 3 H26 1

治水の根幹となる主要な河川にお
ける、浸水を防止するための整備
状況

H26 68

Ｈ22 1692

99.6 26 99.6 -

２）

○

計画的な事業の実施及び効率的な事業実施によって目標値を上回った。45 -

-

○

○

-

-

99.5 Ｈ22

見込値
目標
達成度

68 76 74

○

Ｈ22 85 - ○ 計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

100 - 各処理場の長寿命化計画はすべて策定し，目標値を達成した。

指標３ 重要な施設の地震対策実施率 ％ 54 85 Ｈ26

社会資本総合整備
計画に記載した評価
の指標（定量的指標）
の実現状況

指標 従前値 目標値 目標達成度○△×の理由

指標１
下水道による都市浸水対策の達成
率

％ Ｈ22 Ｈ26 - ×

事前調査により想定していた，地下埋設物の位置や，土質の相違によ
り，工法の再検討などを行う必要が生じたため，工事の完了時期が遅
れ，目標の達成には至らなかった。ただし，一定の事業進捗によって従
前値よりも向上していることが確認された。

指標２ 重要な管渠の地震対策実施率 ％ 36 Ｈ22 75 Ｈ26 79 -

実績値

計画的な事業の実施及び効率的な事業実施によって目標値を上回った。

処理場における長寿命化計画策定
率

％ 0 Ｈ22 100 Ｈ26

指標５ 合流式下水道改善率 -

指標４

事前調査により想定していた，地下埋設物の位置の相違により，移設の
再協議などを行う必要が生じたため，工事の完了時期が遅れ，目標の達
成には至らなかった。ただし，一定の事業進捗によって従前値よりも向
上していることが確認された。

指標６ 高度処理整備率 ％ 52 Ｈ22 54 Ｈ26 54 - 計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

×

○

％ 48 Ｈ22 58 Ｈ26 55

○

×

○

×

指標７ 下水道処理人口普及率 ％ 計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

指標８ 件 692

指標１２ 50年経過管渠の改築更新実施率 ％ 0 H24 H26 40

助成制度のＰＲを積極的に実施し，施設の導入促進・防災意識の向上に
努めてきたが，一部の費用負担が生じることもあり，助成活用が低く，
目標値を下回る結果となった。
ただし，一定の事業進捗によって従前値よりも向上していることが確認
された。

計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

H26 1174

H26



３） 効果発現状況の整理

４） 実施過程の検証

・事業の推進にあたっては，地域住民などと円滑な合意形成を図るため，積極的な情報提供に努める必要がある。
・下水道部局による出前講座は，市民からの要望があれば，随時開催している。下水道事業の理解と協力を得る手法として，今後も積極的に開催を進めていく。
・福岡教育大学附属福岡小学校では，「浸水被害から福岡市民を救え！～地下から安全を見守る二つのレインボープラン」と題して，福岡市の浸水対策事業を素材としたカリキュラムを組み立て，福岡市と学校が連携
し，５年生の社会科の時間を利用し，学習に取り組んだ。この取り組みは，生徒自らの防災意識の向上や市政の取り組みを身近なものとして感じることができる良い実践例となっており，第５回（平成24年度）国土交通
大臣賞〈循環のみち下水道賞〉を受賞した。
・河川改修事業では，改修にあたり逐次地元説明会を実施し，事業に対する住民理解は得られており，住民意見を反映した河川改修に取り組んでいる。
・河川改修を実施している周船寺川に隣接する周船寺小学校では毎年，河川事業の必要性や環境保全について，河川についての総合学習を実施しており，この取組について一般市民の広く周知するため，動画配信を行っ
ている。

持続的な事業推
進体制の構築

・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。
・事業実施と事業管理，計画の申請手続を行う部署を区分し，今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。

５） 今後の方策

課題

・掘削を伴う下水道工事については，事前調査により想定していた，地下埋設物の位置や，土質の相違により，工法の再検討などを行う必要が生じた場合，工事の完了時期が遅れる場合が多く，事業進捗に影響を与えや
すい。
・雨水の流出抑制を目的とした，宅内の雨水タンク等の設置助成件数は，助成制度の認知度や，市民の災害に対する防災意識等に伴い指標値が左右される。

今後の取組み方
針

・事業進捗管理を更に強化し，事業の進捗に遅れが生じた事業がある場合は，要因を分析し，部分供用開始等を視野に入れ，早期完了を目指す。
・助成件数については，申請者（市民）からの申請に基づくものであるため，市役所側でコントロールが困難な指標である。助成制度のＰＲは今後も引き続き継続し，市民への認知度・防災意識の向上に努めていく一
方，次期計画の指標としては，採用の可否も含め，慎重に検討を行う。
・河川事業の指標については，整備実施による治水安全度の向上など河川もしくはその流域における事業効果が確認できる指標設定に関して検討を行う。
・市民の理解・協力の意識向上に関しては，公共機関の連携や市民との対話機会を増やすことで，改善に努める。

－

モニタリングの
実施状況

住民参加プロセ
スの実施状況

検討体制の整理
・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを既に導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。
・計画の策定と事業実施，事業管理を行う部署を区分し，チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。

・毎年指標の達成状況をモニタリングし，事業進捗との調整を行ってきた。
・指標の中には，事業が大規模であることや市民の理解が必要なものが存在し，事業途中での進捗の改善が難しい部分もある。

各指標の効果が
得られた要因の

整理
(成果と実施過程
の関係性の整理)

パブリックコメ
ントでの意見

・「指標２：重要な管渠の地震対策実施率」
　　下水道施設としての機能や防災上の観点を踏まえ，優先的に実施していく管渠を「重要な管渠」として抽出し，計画的な耐震診断や耐震化を実施したため，実施率は目標値を上回った。耐震化により，被災時に
　も下水道の流下機能が確保され，安定した排水が可能となり，生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。
・「指標３：重要な施設の地震対策実施率」
　　下水道の根幹となる水処理センターやポンプ場，雨水滞水池などについては，有人施設における人命保護を最優先に，建築構造物から計画的に耐震化を実施し，対策が順調に進んだことで実施率は目標値を達成
　した。耐震化により，被災時にも下水道処理機能が確保され，安定した処理が可能となり，生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。
・「指標４：処理場における長寿命化計画策定率」
　　本市が管理する６箇所の水処理センターのうち５箇所はS41～55年度に供用を開始し，老朽化が著しく進んでいることから，計画的かつ効率的な改築更新を行うため，早急な長寿命化計画策定が必要であった。
　平成25年度に対象となる５箇所の水処理センター全ての長寿命化計画を策定し，目標を達成した。
・「指標６：高度処理整備率」
　　博多湾の富栄養化による水質汚濁を防止するため，湾内に流入する窒素・リンの同時除去を目的とし，和白・新西部水処理センターへの高度処理の導入を実施した。計画的な本事業の実施によって，高度処理整
　備率は目標値を達成した。高度処理を整備することで，公共用水域の水質保全・清らかな水環境の創造に寄与した。
・「指標７：下水道処理普及率」
　　本市の公共下水道普及率の最終目標値は99.7％であり，残り0.3％は他事業（集落排水事業等）による対策としており，現在，残る未整備地区について，区画整理等のまちづくりに併せた汚水管の整備を計画的
　に実施した結果，下水道普及率は目標値を達成した。公共下水道の整備により，居住環境の改善や，適切な下水処理による公共用水域の水質保全・清らかな水環境の創造に寄与した。
・「指標９：治水の根幹となる主要な河川における，浸水を防止するための整備状況」
　　治水対策の根幹である河川改修が，近隣住民等の合意を得られ計画に沿って順調に進捗したことで，整備率は目標に達しており，生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。
・「指標１１：下水道バイオマスリサイクル率」
　　下水処理過程において発生する消化ガス（バイオガス）を再生可能エネルギーとして活用するため，和白水処理センターで発生する消化ガスを利用した発電設備の計画的な導入及び水処理センターにおける処理
　設備の改築更新（機能向上）を行った結果，バイオマスリサイクル率は目標値を上回り，地球温暖化防止や下水道資源の有効活用などに寄与し，循環型社会への取組みに貢献した。
・「指標１２：50年経過管渠の改築更新実施率」
　　下水道管渠の法定耐用年数は50年となっており，布設から50年以上経過し老朽化した管渠は，破損による道路陥没等の原因となることから，早急な対策が必要とされる。本事業の計画的な実施によって，老朽化
　した管渠の改築更新は順調に進み，改築更新実施率は目標値を達成した。改築更新により，下水道管渠の老朽化を起因とする道路陥没件数の減少など，住環境の安全性向上に寄与した。



次期計画の名称 福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（２期計画）

６）
次期計画への
指標の継続性

計画期間 平成２７年度～平成３０年度

現在設定してる
指標

既に事業実施中のため、以下の指標を設定している。

①下水道による都市浸水対策達成率
②重要な管渠の地震対策実施率
③重要な施設の地震対策実施率
④50年経過管渠における改築更新実施率
⑤合流式下水道改善率
⑥市民生活の基盤となる安心安全のまちづくりのため、治水安全度の低い河川において、現況からの河川整備達成率
⑦河川への雨水流出抑制効果の高い治水池の貯留量
⑧主要な河川管理施設における長寿命化計画策定率
⑨主要な河川管理施設において、長寿命化計画に基づく延命化措置を実施する施設数

指標に対する検
討事項

・事業進捗の見通しが難しい大規模な事業や，都心部での事業に関連する指標については，監視を重点化し，事業の進捗に遅れが生じた事業がある場合は，要因を分析し，早期着手・早期完了を目指す。
・助成件数については，申請者（市民）からの申請に基づくものであるため，市役所側でコントロールが困難な指標である。　助成制度のＰＲは今後も引き続き継続し，市民への防災意識の向上に努めていく一方，次期計画の指標として
は，採用の可否も含め，慎重に検討を行う。
・河川事業の指標については，整備実施による治水安全度の向上など河川もしくはその流域における事業効果が確認できる指標設定に関して検討を行う。
・市民の理解・協力の意識向上に関しては，公共機関の連携や，積極的に事業PRを行うことで市民の興味を集め，対話機会を増やし，改善に努める。



Ａ．基幹事業

A1-1-1 下水道 処理場 西戸崎水処理センター水処理改築 水処理棟建築電気設備等 ○

A1-1-2 下水道 ポンプ場 西戸崎ポンプ場改築 汚水　電気設備

A1-1-3 下水道 ポンプ場 大岳ポンプ場改築 耐震化　建築構造物 ○

A1-1-6 下水道 汚水 大岳第１汚水幹線改築 耐震化　L=120m ○

A1-1-7 下水道 汚水 大岳西戸崎汚水幹線改築 耐震化　L=70m ○

A1-1-8 下水道 雨水 西戸崎地区雨水管整備 L=350m ○

A1-2-2 下水道 処理場 和白水処理センター水処理改築 監視制御装置等 ○

A1-2-3 下水道 処理場 和白水処理センター汚泥処理改築 機械濃縮機等 ○

A1-2-9 下水道 雨水 唐の原第７雨水幹線整備 L=100m ○

A1-2-11 下水道 処理場 和白水処理センター水処理耐震化 耐震化　委託等 ○

A1-3-2 下水道 処理場 東部水処理センター水処理耐震化 耐震化　建築構造物等 ○

A1-3-3 下水道 処理場 東部水処理センター汚泥処理改築 焼却設備等 ○

A1-3-4 下水道 ポンプ場 城浜ポンプ場改築 雨水　遠方監視制御設備等

A1-3-5 下水道 ポンプ場 筥松第１ポンプ場改築 雨水　沈砂池ｹﾞｰﾄ等

A1-3-7 下水道 ポンプ場 筥松第３ポンプ場改築 雨水　発電機設備等

A1-3-9 下水道 ポンプ場 堅粕第１ポンプ場改築 雨水　ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等

A1-3-11 下水道 ポンプ場 坂本町ポンプ場改築 雨水　監視制御設備等

A1-3-12 下水道 ポンプ場 松崎第１ポンプ場改築 雨水　電気設備

A1-3-13 下水道 ポンプ場 米田ポンプ場改築 雨水　流入ｹﾞｰﾄ等

A1-3-14 下水道 ポンプ場 原田ポンプ場改築 雨水　ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等

A1-3-15 下水道 ポンプ場 原田ポンプ場改築 雨水　16.3→22.3m3/s ○

A1-3-16 下水道 ポンプ場 箱崎ポンプ場新設 雨水　21.8m3/s ○

A1-3-17 下水道 合流 東部処理区雨水吐室改築 取入弁等

A1-3-18 下水道 雨水 香椎駅前地区雨水管整備 21ha ○

A-1下水道事業

要素となる事業名
（事業個所） 指標１ 指標11 指標12

指標改善への貢献度

指標２ 指標３ 指標４ 指標５ 指標６ 指標７

要素事業と指標との関係

事業及び
施設種別

事業種別番号
指標８ 指標９ 指標10

事業内容

No.1 西戸崎処理区

No.2 和白処理区

No.3 東部処理区



Ａ．基幹事業

A1-3-19 下水道 雨水 八田第１５雨水幹線整備 L=730m ○

A1-3-20 下水道 雨水 筥松第９雨水幹線整備 L=40m ○

A1-3-21 下水道 雨水 箱崎９号幹線整備 L=1487m ○

A1-3-23 下水道 雨水 香椎地区雨水幹線整備 L=954m ○

A1-3-24 下水道 雨水 馬出３号幹線整備 L=320m ○

A1-3-25 下水道 合流 千代地区改築 L=850m ○

A1-3-26 下水道 雨水 松島地区改築 L=90m ○

A1-3-27 下水道 合流 箱崎地区改築 L=160m ○

A1-3-28 下水道 処理場 東部水処理センター水処理改築 沈砂池機械設備等 ○

A1-3-29 下水道 雨水 席田雨水幹線整備 L=869m ○

A1-3-33 下水道 ポンプ場 坂本町ポンプ場改築 耐震化　委託等 ○

A1-4-1 下水道 ポンプ場 月隈ポンプ場改築 汚水　建築電気設備等

A1-4-2 下水道 ポンプ場 那珂ポンプ場改築 雨水　電気設備等

A1-4-3 下水道 雨水 板付第２雨水幹線整備 L=1145m ○

A1-4-4 下水道 雨水 諸岡第４雨水幹線整備 L=130m ○

A1-4-5 下水道 雨水 諸岡第７雨水幹線整備 L=1100m ○

A1-4-6 下水道 雨水 井尻地区雨水管整備 L=190m ○

A1-4-7 下水道 雨水 花畑第１３雨水幹線整備 L=1230m ○

A1-4-8 下水道 雨水 花畑第２６雨水幹線整備 L=300m ○

A1-4-9 下水道 汚水 玉川第１汚水幹線改築 耐震化　L=40m ○

A1-4-10 下水道 雨水 月隈第２７雨水幹線整備 L=760m ○

A1-4-11 下水道 雨水 諸岡第８雨水幹線整備 L=340m ○

A1-4-12 下水道 雨水 諸岡第１０雨水幹線整備 L=1450m ○

A1-4-13 下水道 雨水 東光寺第３雨水幹線整備 L=640m ○

A1-4-14 下水道 雨水 雑餉隈第４雨水幹線整備 L=500m ○

A1-4-15 下水道 雨水 雑餉隈第６雨水幹線整備 L=780m ○

事業種別
事業及び
施設種別

要素となる事業名
（事業個所）

指標改善への貢献度

指標１ 指標２ 指標３ 指標４ 指標５ 指標６ 指標７

No.4 南部処理区

要素事業と指標との関係

番号 事業内容
指標８ 指標９ 指標10 指標11 指標12



Ａ．基幹事業

A1-4-16 下水道 汚水 花畑地区改築 L=120m ○

A1-4-17 下水道 ポンプ場 三宅ポンプ場新設 雨水　6.1m3/s ○

A1-4-19 下水道 ポンプ場 那珂ポンプ場改築 委託等 ○

A1-5-1 下水道 処理場 中部水処理センター水処理耐震化 耐震化　建築構造物等 ○

A1-5-2 下水道 処理場 中部水処理センター汚泥処理改築 機械濃縮設備等 ○

A1-5-3 下水道 ポンプ場 沖浜ポンプ場改築
・事業進捗の見通しが難しい大規模な事業や，都
心部での事業に関連する指標については，監視を
重点化し 事業の進捗に遅れが生じた事業がある

A1-5-4 下水道 ポンプ場 高宮ポンプ場改築 合流　自動除塵機設備等

A1-5-5 下水道 ポンプ場 築地町ポンプ場改築 合流　電気設備等

A1-5-6 下水道 ポンプ場 草ヶ江ポンプ場改築 合流　屋根防水等

A1-5-7 下水道 ポンプ場 田島ポンプ場改築 合流　屋根防水等

A1-5-9 下水道 ポンプ場 城西ポンプ場改築 合流　電気設備等

A1-5-10 下水道 ポンプ場 浜の町ポンプ場改築 汚水　発電機設備等

A1-5-11 下水道 ポンプ場 梅光園ポンプ場改築 合流　除塵機等

A1-5-12 下水道 ポンプ場 向島ポンプ場改築 雨水　監視制御設備等

A1-5-13 下水道 ポンプ場 博多駅北ポンプ場新設 雨水　15.1m3/s ○

A1-5-14 下水道 ポンプ場 鳥飼ポンプ場新設 雨水　12.0m3/s　 ○

A1-5-15 下水道 ポンプ場 城西第２ポンプ場新設 雨水　4.8m3/s　 ○

A1-5-16 下水道 ポンプ場 藤崎ポンプ場増設 雨水　3.9→10.1m3/s　 ○

A1-5-17 下水道 ポンプ場 那の津ポンプ場新設 雨水　1.3m3/s　 ○

A1-5-18 下水道 合流 中部処理区雨水吐室改築 取入弁，動力設備等

A1-5-19 下水道 合流 菰川滞水池改築 耐震化　土木構造物 ○

A1-5-20 下水道 雨水 比恵９号幹線整備 L=88m ○

A1-5-21 下水道 雨水 比恵地区雨水管整備 L=3060m ○

A1-5-22 下水道 雨水 住吉地区雨水管整備 L=297m ○

A1-5-23 下水道 雨水 中部７号幹線整備 L=1071m ○

A1-5-24 下水道 雨水 中部２号幹線整備 L=2874m ○

A1-5-25 下水道 雨水 天神地区雨水管整備 L=1888m ○

No.5 中部処理区

要素事業と指標との関係

番号 事業種別
事業及び
施設種別

要素となる事業名
（事業個所）

事業内容

指標改善への貢献度

指標１ 指標２ 指標３ 指標４ 指標５ 指標６ 指標７ 指標８ 指標９ 指標10 指標11 指標12



Ａ．基幹事業

A1-5-26 下水道 雨水 春吉３号幹線整備 L=806m ○

A1-5-27 下水道 雨水 平尾第１４雨水幹線整備 L=1222m ○

A1-5-28 下水道 雨水 鳥飼２，３号幹線整備 L=245m，分水人孔 ○

A1-5-29 下水道 雨水 草ヶ江地区雨水管整備 L=1055m ○

A1-5-30 下水道 雨水 城西５号幹線整備 L=382m ○

A1-5-31 下水道 雨水 西新地区雨水管整備 L=1000m ○

A1-5-33 下水道 雨水 博多駅周辺地区分流化整備 浸透側溝　129ha　 ○

A1-5-34 下水道 雨水 天神周辺地区分流化整備 浸透側溝　100ha　 ○

A1-5-35 下水道 合流 博多１号幹線改築 耐震化　L=1380m ○

A1-5-36 下水道 合流 住吉幹線改築 耐震化　L=380m ○

A1-5-37 下水道 合流 博多駅前地区改築 耐震化　L=1700m ○

A1-5-38 下水道 合流 荒戸地区改築 耐震化　L=480m ○

A1-5-39 下水道 合流 薬院新川幹線改築 耐震化　L=500m ○

A1-5-40 下水道 合流 第１遮集幹線外改築 耐震化　L=1110m ○

A1-5-42 下水道 合流 菰川幹線改築 耐震化　L=330m ○

A1-5-43 下水道 合流 別府地区改築 耐震化　L=800m ○

A1-5-45 下水道 汚水 七隈地区改築 耐震化　L=30m ○

A1-5-47 下水道 雨水 百道第２雨水幹線外改築 耐震化　L=420m ○

A1-5-48 下水道 ポンプ場 鳥飼第２ポンプ場改築 雨水　1.9→2.3m3/s ○

A1-5-49 下水道 合流 博多地区改築 耐震化　L=370m ○

A1-5-51 下水道 合流 福岡排水区改築 50年経過管　L=918m ○

A1-5-53 下水道 処理場 中部水処理センター水処理改築 ブロア設備等 ○

A1-5-56 下水道 ポンプ場 草ヶ江ポンプ場改築 耐震化　土木構造物等 ○

A1-6-1 下水道 処理場 西部水処理センター水処理耐震化 耐震化　建築構造物等 ○

A1-6-2 下水道 処理場 西部水処理センター汚泥処理改築 汚泥焼却監視制御設備等 ○

A1-6-4 下水道 ポンプ場 野添ポンプ場改築 雨水　発電機設備等

A1-6-5 下水道 ポンプ場 飛石町ポンプ場改築 雨水　監視制御設備等

No.6 西部処理区

事業内容

要素事業と指標との関係

番号 事業種別
事業及び
施設種別

要素となる事業名
（事業個所）

指標改善への貢献度

指標１ 指標２ 指標３ 指標４ 指標５ 指標６ 指標７ 指標８ 指標９ 指標10 指標11 指標12



Ａ．基幹事業

A1-6-7 下水道 ポンプ場 姪浜ポンプ場改築 雨水　ｹﾞｰﾄ設備等

A1-6-8 下水道 ポンプ場 弁天町ポンプ場改築 雨水　発電機設備

A1-6-9 下水道 ポンプ場 興徳寺ポンプ場改築 雨水　屋根防水

A1-6-10 下水道 ポンプ場 原第１ポンプ場改築 耐震化　土木構造物等 ○

A1-6-14 下水道 雨水 七隈第６雨水幹線整備 L=50m ○

A1-6-16 下水道 雨水 原田隈第１９雨水幹線整備 L=458m ○

A1-6-17 下水道 雨水 東長尾第１雨水幹線改築 耐震化　L=390m ○

A1-6-19 下水道 雨水 生の松原地区外改築 耐震化　L=200m ○

A1-6-20 下水道 処理場 西部水処理センター水処理改築 沈砂池設備等 ○

A1-6-22 下水道 ポンプ場 田島第２ポンプ場新設 雨水　3.3m3/s ○

A1-6-24 下水道 ポンプ場 弁天町ポンプ場改築 耐震化　委託等 ○

A1-7-3 下水道 ポンプ場 今宿ポンプ場改築 汚水　電気設備等

A1-7-7 下水道 雨水 今宿第８雨水幹線整備 L=180m ○

A1-7-8 下水道 雨水 今宿第９雨水幹線整備 L=240m ○

A1-7-9 下水道 雨水 今宿第１１雨水幹線整備 L=130m ○

A1-7-10 下水道 雨水 周船寺第２２雨水幹線整備 L=100m ○

A1-7-11 下水道 雨水 周船寺第４雨水幹線整備 L=48m ○

A1-8-1 下水道 施設計画見直し等 調査・計画策定 ○

A1-8-2 下水道 雨水流出抑制施設助成 雨水貯留ﾀﾝｸ，浸透施設 ○

A2-1-1 河川 都市基盤2 金屑川都市基盤河川改修事業 L=567m，護岸，掘削，橋梁 ○

A2-1-2 河川 都市基盤2 水崎川都市基盤河川改修事業 L=1,904m，護岸，掘削，橋梁，堰 ○

A2-1-3 河川 都市基盤2 周船寺川都市基盤河川改修事業 L=980m，築堤，護岸，橋梁，堰 ○

A2-1-4 河川 準用2 片江川福岡都市圏域総流防事業 L=490m，護岸，橋梁 ○

A2-1-5 河川 流域貯留2 那珂川流域貯留浸透事業 治水池　3池 ○

A-2河川事業

No.7 新西部処理区

No.8 全処理区（下水道事業計画区域全体）

要素事業と指標との関係

番号 事業種別
事業及び
施設種別

要素となる事業名
（事業個所）

事業内容

指標改善への貢献度

指標１ 指標２ 指標３ 指標４ 指標５ 指標６ 指標７ 指標８ 指標９ 指標10 指標11 指標12



要素事業と指標との関係

Ｃ．効果促進事業

事業内容

C1-4-1 下水道 枝線整備 井尻地区枝線整備 雨水管　15ha ○

C1-5-1 下水道 枝線整備 草ヶ江地区枝線整備 浸透側溝 13ha ○

C1-5-2 下水道 枝線整備 春吉地区枝線整備 浸透側溝 34ha ○

C1-5-3 下水道 分流化改造工事費助成 宅内分流化改造工事費助成 ○

C1-8-1 下水道 調査 老朽管調査 テレビカメラ，目視調査 ○

C1-8-4 下水道 下水道ＢＣＰ策定 下水道ＢＣＰ策定

※指標改善への貢献度
　○ ：指標への効果が見込まれる事業

指標改善への貢献度

指標11 指標12指標２計画（最終）内容 指標７ 指標８ 指標９ 指標10

要素事業
（事業個所） 指標１ 指標３ 指標４ 指標５ 指標６

番号 事業種別
事業及び
施設種別



西戸崎処理区 和白処理区 東部処理区 南部処理区 中部処理区 西部処理区 新西部処理区 全処理区

事業実施数 123 6 6 4 25 18 47 15 6 2

整備計画の全事業数 154 12 9 5 30 19 59 24 6 2

主要施策

事業の概要

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）

事業規模
基幹
事業

効果促
進事業

処理区別

主な事業内容

浸水対策 大雨時の浸水を防除し，市民生活や都市機能の安全を確保
するため，重点地区を定め雨水対策を行う「雨水整備Ｄｏ
プラン」及び天神周辺や博多駅周辺の雨水対策を強化した
「レインボープラン天神（博多）」に基づき対策を実施。

○比恵９号幹線整備　　　　　　　（レインボープラン博多）

○博多駅北ポンプ場新設　　　　　（レインボープラン博多）

○中部２号・４号・７号幹線整備　（レインボープラン天神）

○月隈第２７雨水幹線整備
○東光寺第３雨水幹線整備
○席田雨水幹線整備
○八田第１５雨水幹線整備
○雑餉隈第４雨水幹線整備
○諸岡第１０雨水幹線整備
○唐の原第７雨水幹線整備
○香椎第１３雨水幹線整備
○平尾第１４雨水幹線整備　　など

改築更新 下水道管渠，水処理センター及びポンプ場などの老朽化し
た施設について，計画的に改築更新を実施。

○福岡排水区改築
○西戸崎水処理センター水処理改築
○和白水処理センター水処理改築
○東部水処理センター水処理改築
○中部水処理センター水処理改築
○東部処理区雨水吐室改築
○中部処理区雨水吐室改築
○各ポンプ場改築　  　　　　など

◆雨水整備レインボープラン博多

◆下水道管渠の改築更新の例
対策前 対策後（管更生工法）

雨水貯留管の整備 博多駅北ポンプ場の新設



主要施策

地震対策

合流式下水道の
改善

合流式下水道の改善（分流化）を浸水対策と連携して進め
ており，博多駅周辺及び天神周辺地区で実施。

【主な事業】
○博多駅周辺地区分流化整備
○天神周辺地区分流化整備　　など

事業内容

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（防災・安全）

事業の概要

福岡県西方沖地震などを踏まえ，水処理センター，ポンプ
場及び緊急輸送路下の重要な幹線管渠の耐震化を実施。

【主な事業】
○住吉幹線改築
○博多１号幹線改築
○第１遮集幹線改築
○和白水処理センター水処理耐震化
○東部水処理センター水処理耐震化
○中部水処理センター水処理耐震化
○西部水処理センター水処理耐震化
○各ポンプ場耐震化　　　　　など

◆下水道施設（処理場）の耐震化の例
対策前 対策後（壁の増し打ち）

◆分流化による合流式下水道の改善イメージ

対策前（合流式） 対策後（分流化）

博多駅周辺地区
分流化対象エリア（概略図）

天神周辺地区



主要施策

事業の概要

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

事業内容

河川改修 河川の治水安全度の向上を図るため、主要な河川において河
川改修工事を実施。
　又、過去の水害により大きな被害が発生した那珂川流域の総
合治水対策として、治水池整備を実施。

【主な事業】
○金屑川都市基盤河川改修事業
○水崎川都市基盤河川改修事業
○周船寺川都市基盤河川改修事業
○那珂川流域貯留浸透事業

など

◆都市基盤河川改修事業

◆那珂川流域貯留浸透事業

改修前の河川断面

改修後の河川断面

標準横断図

水位が1.65m低下

改修前 改修後

整備前の治水池（農業用ため池） オリフィス孔・洪水吐を整備



A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26
No.1 西戸崎処理区
A1-1-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 西戸崎水処理センター水処理改築 水処理棟建築電気設備等 福岡市

A1-1-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 西戸崎ポンプ場改築 汚水　電気設備 福岡市

A1-1-3 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 大岳ポンプ場改築 耐震化　建築構造物 福岡市

A1-1-6 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 改築 大岳第１汚水幹線改築 耐震化　L=120m 福岡市

A1-1-7 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 改築 大岳西戸崎汚水幹線改築 耐震化　L=70m 福岡市

A1-1-8 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 西戸崎地区雨水管整備 L=350m 福岡市
No.2 和白処理区
A1-2-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 和白水処理センター水処理改築 監視制御装置等 福岡市

A1-2-3 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 和白水処理センター汚泥処理改築 機械濃縮機等 福岡市

A1-2-9 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 唐の原第７雨水幹線整備 L=100m 福岡市

A1-2-11 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 和白水処理センター水処理耐震化 耐震化　委託等 福岡市
No.3 東部処理区
A1-3-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 東部水処理センター水処理耐震化 耐震化　建築構造物等 福岡市

A1-3-3 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 東部水処理センター汚泥処理改築 焼却設備等 福岡市

A1-3-4 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 城浜ポンプ場改築 雨水　遠方監視制御設備等 福岡市
A1-3-5 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 筥松第１ポンプ場改築 雨水　沈砂池ｹﾞｰﾄ等 福岡市
A1-3-7 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 筥松第３ポンプ場改築 雨水　発電機設備等 福岡市
A1-3-9 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 堅粕第１ポンプ場改築 雨水　ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等 福岡市

A1-3-11 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 坂本町ポンプ場改築 雨水　監視制御設備等 福岡市

A1-3-12 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 松崎第１ポンプ場改築 雨水　電気設備 福岡市

A1-3-13 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 米田ポンプ場改築 雨水　流入ｹﾞｰﾄ等 福岡市

A1-3-14 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 原田ポンプ場改築 雨水　ﾎﾟﾝﾌﾟ設備等 福岡市

A1-3-15 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 原田ポンプ場改築 雨水　16.3→22.3m3/s 福岡市

A1-3-16 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 箱崎ポンプ場新設 雨水　21.8m3/s 福岡市

A1-3-17 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 東部処理区雨水吐室改築 取入弁等 福岡市

A1-3-18 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 香椎駅前地区雨水管整備 21ha 福岡市

A1-3-19 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 八田第１５雨水幹線整備 L=730m 福岡市

A1-3-20 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 筥松第９雨水幹線整備 L=40m 福岡市

A1-3-21 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 箱崎９号幹線整備 L=1487m 福岡市

A1-3-23 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 香椎地区雨水幹線整備 L=954m 福岡市

A1-3-24 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 馬出３号幹線整備 L=320m 福岡市

A1-3-25 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 千代地区改築 L=850m 福岡市

A1-3-26 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 改築 松島地区改築 L=90m 福岡市

A1-3-27 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 箱崎地区改築 L=160m 福岡市

A1-3-28 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 東部水処理センター水処理改築 沈砂池機械設備等 福岡市
A1-3-29 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 席田雨水幹線整備 （浸水対策） L=869m 福岡市
#REF! 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 坂本町ポンプ場改築 耐震化　委託等 福岡市

No.4 南部処理区
A1-4-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 月隈ポンプ場改築 汚水　建築電気設備等 福岡市

A1-4-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 那珂ポンプ場改築 雨水　電気設備等 福岡市

A1-4-3 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 板付第２雨水幹線整備 L=1145m 福岡市

A1-4-4 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 諸岡第４雨水幹線整備 L=130m 福岡市

A1-4-5 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 諸岡第７雨水幹線整備 L=1100m 福岡市

A1-4-6 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 井尻地区雨水管整備 L=190m 福岡市

A1-4-7 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 花畑第１３雨水幹線整備 L=1230m 福岡市

A1-4-8 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 花畑第２６雨水幹線整備 L=300m 福岡市

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（地震対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（地震対策）

（地震対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（地震対策）

（地震対策）

事業実施期間

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

（浸水対策）



A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

A1-4-9 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 改築 玉川第１汚水幹線改築 （地震対策） 耐震化　L=40m 福岡市

A1-4-10 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 月隈第２７雨水幹線整備 L=760m 福岡市

A1-4-11 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 諸岡第８雨水幹線整備 L=340m 福岡市

A1-4-12 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 諸岡第１０雨水幹線整備 L=1450m 福岡市

A1-4-13 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 東光寺第３雨水幹線整備 L=640m 福岡市

A1-4-14 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 雑餉隈第４雨水幹線整備 L=500m 福岡市

A1-4-15 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 雑餉隈第６雨水幹線整備 L=780m 福岡市

A1-4-16 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 改築 花畑地区改築 L=120m 福岡市

A1-4-17 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 三宅ポンプ場新設 雨水　6.1m3/s 福岡市

A1-4-19 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 那珂ポンプ場改築 委託等 福岡市
No.5 中部処理区
A1-5-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 中部水処理センター水処理耐震化 耐震化　建築構造物等 福岡市

A1-5-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 中部水処理センター汚泥処理改築 機械濃縮設備等 福岡市

A1-5-3 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 沖浜ポンプ場改築 汚水　発電機設備等 福岡市

A1-5-4 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 高宮ポンプ場改築 合流　自動除塵機設備等 福岡市

A1-5-5 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 築地町ポンプ場改築 合流　電気設備等 福岡市

A1-5-6 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 草ヶ江ポンプ場改築 合流　屋根防水等 福岡市

A1-5-7 下水道 一般 福岡市
・事業
進捗の

福岡市 ポンプ場 改築 田島ポンプ場改築 合流　屋根防水等 福岡市

A1-5-9 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 城西ポンプ場改築 合流　電気設備等 福岡市

A1-5-10 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 浜の町ポンプ場改築 汚水　発電機設備等 福岡市

A1-5-11 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 梅光園ポンプ場改築 合流　除塵機等 福岡市

A1-5-12 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 向島ポンプ場改築 雨水　監視制御設備等 福岡市

A1-5-13 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 博多駅北ポンプ場新設 雨水　15.1m3/s 福岡市

A1-5-14 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 鳥飼ポンプ場新設 雨水　12.0m3/s　 福岡市

A1-5-15 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 城西第２ポンプ場新設 雨水　4.8m3/s　 福岡市

A1-5-16 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 増設 藤崎ポンプ場増設 雨水　3.9→10.1m3/s　 福岡市

A1-5-17 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 那の津ポンプ場新設 雨水　1.3m3/s　 福岡市

A1-5-18 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 中部処理区雨水吐室改築 取入弁，動力設備等 福岡市

A1-5-19 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 菰川滞水池改築 耐震化　土木構造物 福岡市

A1-5-20 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 比恵９号幹線整備 L=88m 福岡市

A1-5-21 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 比恵地区雨水管整備 L=3060m 福岡市

A1-5-22 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 住吉地区雨水管整備 L=297m 福岡市

A1-5-23 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 中部７号幹線整備 L=1071m 福岡市

A1-5-24 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 中部２号幹線整備 L=2874m 福岡市

A1-5-25 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 天神地区雨水管整備 L=1888m 福岡市

A1-5-26 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 春吉３号幹線整備 L=806m 福岡市

A1-5-27 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 平尾第１４雨水幹線整備 L=1222m 福岡市

A1-5-28 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 鳥飼２，３号幹線整備 L=245m，分水人孔 福岡市

A1-5-29 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 草ヶ江地区雨水管整備 L=1055m 福岡市

A1-5-30 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 城西５号幹線整備 L=382m 福岡市

A1-5-31 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 西新地区雨水管整備 L=1000m 福岡市

A1-5-33 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 浸透側溝　129ha　 福岡市

A1-5-34 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 天神周辺地区分流化整備 浸透側溝　100ha　 福岡市

A1-5-35 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 博多１号幹線改築 （地震対策） 耐震化　L=1380m 福岡市

A1-5-36 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 住吉幹線改築 （地震対策） 耐震化　L=380m 福岡市

A1-5-37 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 博多駅前地区改築 （地震対策） 耐震化　L=1700m 福岡市

A1-5-38 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 荒戸地区改築 （地震対策） 耐震化　L=480m 福岡市

（合流改善）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

博多駅周辺地区分流化整備 （合流改善）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

市町村名

（浸水対策）

（地震対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

事業実施期間

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容



A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

A1-5-39 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 薬院新川幹線改築 （地震対策） 耐震化　L=500m 福岡市

A1-5-40 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 第１遮集幹線外改築 （地震対策） 耐震化　L=1110m 福岡市

A1-5-42 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 菰川幹線改築 （地震対策） 耐震化　L=330m 福岡市

A1-5-43 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 別府地区改築 （地震対策） 耐震化　L=800m 福岡市

A1-5-45 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 改築 七隈地区改築 （地震対策） 耐震化　L=30m 福岡市

A1-5-47 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 改築 百道第２雨水幹線外改築 （地震対策） 耐震化　L=420m 福岡市

A1-5-48 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 鳥飼第２ポンプ場改築 雨水　1.9→2.3m3/s 福岡市

A1-5-49 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 博多地区改築 （地震対策） 耐震化　L=370m 福岡市

A1-5-51 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 合流 改築 福岡排水区改築 （緊急老朽化対策） 50年経過管　L=918m 福岡市

A1-5-53 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 中部水処理センター水処理改築 ブロア設備等 福岡市

A1-5-56 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 草ヶ江ポンプ場改築 耐震化　土木構造物等 福岡市
No.6 西部処理区
A1-6-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 西部水処理センター水処理耐震化 耐震化　建築構造物等 福岡市

A1-6-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 西部水処理センター汚泥処理改築 汚泥焼却監視制御設備等 福岡市

A1-6-4 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 野添ポンプ場改築 雨水　発電機設備等 福岡市

A1-6-5 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 飛石町ポンプ場改築 雨水　監視制御設備等 福岡市

A1-6-7 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 姪浜ポンプ場改築 雨水　ｹﾞｰﾄ設備等 福岡市

A1-6-8 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 弁天町ポンプ場改築 雨水　発電機設備 福岡市

A1-6-9 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 興徳寺ポンプ場改築 雨水　屋根防水 福岡市

A1-6-10 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 原第１ポンプ場改築 耐震化　土木構造物等 福岡市

A1-6-14 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 七隈第６雨水幹線整備 L=50m 福岡市

A1-6-16 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 L=458m 福岡市

A1-6-17 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 改築 東長尾第１雨水幹線改築 （地震対策） 耐震化　L=390m 福岡市

A1-6-19 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 改築 （地震対策） 耐震化　L=200m 福岡市

A1-6-20 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 西部水処理センター水処理改築 沈砂池設備等 福岡市

A1-6-22 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 田島第２ポンプ場新設 （浸水対策） 雨水　3.3m3/s 福岡市

A1-6-24 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 弁天町ポンプ場改築 耐震化　委託等 福岡市
No.7 新西部処理区
A1-7-3 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 改築 今宿ポンプ場改築 汚水　電気設備等 福岡市

A1-7-7 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 今宿第８雨水幹線整備 L=180m 福岡市

A1-7-8 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 今宿第９雨水幹線整備 L=240m 福岡市

A1-7-9 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 今宿第１１雨水幹線整備 L=130m 福岡市

A1-7-10 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 L=100m 福岡市

A1-7-11 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 周船寺第４雨水幹線整備 L=48m 福岡市
No.8 全処理区（下水道事業計画区域全体）
A1-8-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 施設計画見直し等 調査・計画策定 福岡市

A1-8-2 下水道 一般 福岡市 間接 民間 雨水流出抑制施設助成 雨水貯留ﾀﾝｸ，浸透施設 福岡市

Ａ2　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

A2-1-1 河川 一般 福岡市 直接 - 都市基盤2 - 金屑川都市基盤河川改修事業 福岡市

A2-1-2 河川 一般 福岡市 直接 - 都市基盤2 - 水崎川都市基盤河川改修事業 福岡市

A2-1-3 河川 一般 福岡市 直接 - 都市基盤2 - 周船寺川都市基盤河川改修事業 福岡市

A2-1-4 河川 一般 福岡市 直接 - 準用2 - 片江川福岡都市圏域総流防事業 福岡市

A2-1-5 河川 一般 福岡市 直接 - 流域貯留2 - 那珂川流域貯留浸透事業 福岡市

A2-1-6 河川 一般 福岡市 直接 - 準用単 - 香椎川福岡都心圏域総流防事業 福岡市

A2-1-7 河川 一般 福岡市 直接 - 特構2 - 特定構造物改築事業 福岡市

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

（浸水対策）

周船寺第２２雨水幹線整備 （浸水対策）

原田隈第１９雨水幹線整備 （浸水対策）

生の松原地区外改築

（浸水対策）

（浸水対策）

事業実施期間

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

治水池　3池

長寿命化　N=2箇所

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

L=567m、護岸、掘削、橋梁

L=1,904m、護岸、掘削、橋梁、堰

L=980m、築堤、護岸、橋梁、堰

L=490m、護岸、橋梁

L=720m、地下河川



Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

C1-4-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 井尻地区枝線整備 雨水管　15ha 福岡市

C1-5-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 草ヶ江地区枝線整備 浸透側溝 13ha 福岡市

C1-5-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 春吉地区枝線整備 浸透側溝 34ha 福岡市

C1-5-3 下水道 一般 福岡市 間接 民間 分流化改造工事費助成 福岡市

C1-8-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 老朽管調査 テレビカメラ，目視調査 福岡市

C1-8-4 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 下水道ＢＣＰ策定 福岡市下水道ＢＣＰ策定

調査

宅内分流化改造工事費助成

枝線整備

枝線整備

枝線整備

事業実施期間（年度）

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容  市町村名

市町村名
工種

工種
省略



国費率 50～55%

福岡県

平成22年度～平成26年度

基幹事業

都道府県名

交付期間

計画に位置づけ
実施した事業

新たに追加し
た事業

当初計画から
削除した事業

効果促進事業

１）

交付期間の変更

事業の実施状況

基幹事業

関連事業

効果促進事業

効果促進事業

基幹事業

交付期間の変更による事業，指標，目標数値への影響
平成22年度～平成26年度

-

当初

変更

事後評価シート

－

資料10-1

「その他関連事業」に防災安全交付金
事業へ移行した事業全てを位置付け，
指標全てを一元管理したため，目標及
び数値指標への影響はない。

削除／追加の理由事業名

【下水道事業】
No.1 西戸崎処理区(西戸崎水処理センター水処理改築，西戸崎ポンプ場改築，大岳ポンプ場改築，志賀島ポン
プ場改築，西戸崎処理区雨水吐室改築，大岳第１汚水幹線改築（地震対策），大岳西戸崎汚水幹線改築（地震対
策）)
No.2 和白処理区(和白水処理センター水処理改築，和白水処理センター汚泥処理改築，和白丘地区雨水管整備
（浸水対策），唐の原第７雨水幹線整備（浸水対策）)
No.3 東部処理区(東部水処理センター水処理改築，東部水処理センター汚泥処理改築，城浜ポンプ場改築，筥
松第１ポンプ場改築，筥松第２ポンプ場改築，筥松第３ポンプ場改築，堅粕第１ポンプ場改築，堅粕第３ポンプ
場改築，坂本町ポンプ場改築，松崎第１ポンプ場改築，米田ポンプ場改築，原田ポンプ場改築，原田ポンプ場改
築（浸水対策），箱崎ポンプ場新設（浸水対策），東部処理区雨水吐室改築，香椎駅前地区雨水管整備（浸水対
策），八田第１５雨水幹線整備（浸水対策），筥松第９雨水幹線整備（浸水対策），箱崎９号幹線整備（浸水対
策），千代地区雨水管整備（浸水対策）)
No.4 南部処理区(月隈ポンプ場改築，那珂ポンプ場改築，板付第２雨水幹線整備（浸水対策），諸岡第４雨水
幹線整備（浸水対策），諸岡第７雨水幹線整備（浸水対策），井尻地区雨水管整備（浸水対策），花畑第１３雨
水幹線整備（浸水対策），玉川第１汚水幹線改築（地震対策）)
No.5 中部処理区(中部水処理センター水処理改築，中部水処理センター汚泥処理改築，沖浜ポンプ場改築，高
宮ポンプ場改築,築地町ポンプ場改築，草ヶ江ポンプ場改築，田島ポンプ場改築,藤崎ポンプ場改築，城西ポンプ
場改築，浜の町ポンプ場改築，梅光園ポンプ場改築,向島ポンプ場改築，博多駅北ポンプ場新設，鳥飼ポンプ場
新設，城西第２ポンプ場新設，藤崎ポンプ場増設，那の津ポンプ場新設，中部処理区雨水吐室改築，菰川滞水池
改築，比恵９号幹線整備（浸水対策），比恵地区雨水管整備（浸水対策），住吉地区雨水管整備（浸水対策），
中部７号幹線整備（浸水対策），中部２号幹線整備（浸水対策），天神地区雨水管整備（浸水対策），春吉３号
幹線整備（浸水対策），平尾第１４雨水幹線整備（浸水対策），鳥飼２，３号幹線整備（浸水対策），草ヶ江地
区雨水管整備（浸水対策），城西５号幹線整備（浸水対策），西新地区雨水管整備（浸水対策），藤崎３，４号
幹線整備（浸水対策），博多駅周辺地区分流化整備（合流改善），天神周辺地区分流化整備（合流改善），博多
１号幹線改築（地震対策），住吉幹線改築（地震対策），博多駅前地区改築（地震対策），荒戸地区改築（地震
対策），薬院新川幹線改築（地震対策），第１遮集幹線外改築（地震対策），第２遮集幹線改築（地震対策），
菰川幹線改築（地震対策），別府地区改築（地震対策）,荒江地区改築（地震対策），七隈地区改築（地震対
策），高宮２号幹線改築（地震対策），百道第２雨水幹線外改築（地震対策）)
No.6 西部処理区(西部水処理センター汚泥処理改築，能古ポンプ場改築,野添ポンプ場改築，飛石町ポンプ場改
築，神功町ポンプ場改築，姪浜ポンプ場改築，弁天町ポンプ場改築,興徳寺ポンプ場改築，原第１ポンプ場改
築，原第２ポンプ場改築，七隈第１雨水幹線整備（浸水対策），七隈第４雨水幹線整備（浸水対策），七隈第６
雨水幹線整備（浸水対策），草ヶ江七隈第2雨水幹線整備（浸水対策），原田隈第１９雨水幹線整備（浸水対
策），東長尾第１雨水幹線改築（地震対策）
No.7 新西部処理区(今宿ポンプ場改築，今宿第８雨水幹線整備（浸水対策），今宿第９雨水幹線整備（浸水対
策），今宿第１１雨水幹線整備（浸水対策），周船寺第２２雨水幹線整備（浸水対策），周船寺第４雨水幹線整
備（浸水対策）)
No.8 全処理区(雨水流出抑制施設助成)
【河川事業】
金屑川都市基盤河川改修事業，水崎川都市基盤河川改修事業，周船寺川都市基盤河川改修事業，片江川福岡都市
圏域総流防事業，那珂川流域貯留浸透事業

【下水道事業】
井尻地区枝線整備，草ヶ江地区枝線整備，春吉地区枝線整備,老朽管調査，老朽化調査ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築
【河川事業】
雨に強い都市づくり事業，河川水位標の設置，水防資機材備蓄倉庫整備事業

【下水道事業】
No.2 和白処理区(和白水処理センター汚泥処理新設)
No.3 東部処理区(下水管渠汚泥処理場新設，東部水処理センター汚泥処理増設)
No.5 中部処理区(飯倉梅光園汚水幹線整備，中部水処理センター汚泥処理増設，菰川滞水池増設)
No.7 新西部処理区(元岡第４雨水幹線整備)

【下水道事業】新西部水処理センター環境保全施設新設，生活保護世帯水洗化補助

平成24年度に創設された防災・安全交付金事
業へ移行したため。

移行先の計画名
「福岡市における安全・安心・快適な暮らし
の実現（防災・安全）」

下水道ビジョン2018に基づく下水道整備計画
において，事業スケジュールの変更や調整，
状況変化に応じ，当整備計画内で左記の事業
の追加を行った。

　福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

削除／追加による目標，指標，数値目標への影響

計画名

交付対象事業見込額

No.2 和白処理区（和白水処理センター水処理増設，香椎浜第２ポンプ場新設，アイランドシティ地区雨水管整備，アイランドシティ地区汚水管整備，和白水処理センター汚泥処理新設），No.3 東
部処理区（東部水処理センター実証実験，下水管渠汚泥処理場新設），No.5 中部処理区（飯倉梅光園汚水幹線整備），No.6 西部処理区（西部水処理センター水処理増設），No.7 新西部処理区
（新西部水処理センター水処理新設，新西部水処理センター汚泥処理新設，元岡区画整理地区汚水管整備，田尻太郎丸汚水幹線整備，田尻今宿汚水幹線整備），No.8全処理区（施設計画見直し等）

－

－

事業名

15,046百万円事後評価実施時期

福岡市市町村名

平成27年度

追加事業による事業効果を示す指標と
して，「⑪下水道バイオマスリサイク
ル率」，「⑫50年経過管渠における改
築更新実施済率」を追加した。



単位 基準年度 目標年度

指標７ 下水道処理人口普及率

H26

指標９
治水の根幹となる主要な河川にお
ける、浸水を防止するための整備
状況

％ 46 Ｈ22

Ｈ22 3

68 H26

※指標改善への貢献度
 ○：評価値が目標値に達した場合
 ×：評価値が目標値には達していないものの，基準年度よりは改善していると認められる場合

40 H260 H24

指標１１ 下水道バイオマスリサイクル率 ％

重要な管渠の地震対策実施率

指標１０

下水道による都市浸水対策の達成
率

事前調査により想定していた，地下埋設物の位置の相
違により，移設の再協議などを行う必要が生じたた
め，工事の完了時期が遅れ，目標の達成には至らな
かった。ただし，一定の事業進捗によって従前値より
も向上していることが確認された。

100 -
各処理場の長寿命化計画はすべて策定し，目標値を達
成した。

計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

39 H24 41 H26

40

指標

社会資本総合整備
計画に記載した評価
の指標（定量的指標）
の実現状況

692

50年経過管渠の改築更新実施率

％

％

％

％

指標３ 重要な施設の地震対策実施率 ％

指標６

指標１２

×

85 Ｈ26

％ 0

実績値

２）

指標１

指標２

高度処理整備率

指標４
処理場における長寿命化計画策定
率

指標５ 合流式下水道改善率

指標８ 雨水流出抑制施設助成件数

雨水流出抑制に効果的な治水池の
整備状況

箇所 0

助成制度のＰＲを積極的に実施し，施設の導入促進・
防災意識の向上に努めてきたが，一部の費用負担が生
じることもあり，助成活用が低く，目標値を下回る結
果となった。
ただし，一定の事業進捗によって従前値よりも向上し
ていることが確認された。

計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

79

54

-

-

-

件

Ｈ26 55

％ 99.5 Ｈ22

％

目標達成度○△×の理由

事前調査により想定していた，地下埋設物の位置や，
土質の相違により，工法の再検討などを行う必要が生
じたため，工事の完了時期が遅れ，目標の達成には至
らなかった。ただし，一定の事業進捗によって従前値
よりも向上していることが確認された。

計画的な事業の実施及び効率的な事業実施によって目
標値を上回った。

計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

48 Ｈ22 58

99.6 26

H26

×Ｈ26

Ｈ26

54

68

-1174

○

○

×

52 Ｈ22

99.6 -

Ｈ22 1692

-

54 Ｈ26

36

Ｈ22

Ｈ22

目標
達成度

68 76 74

85 -

Ｈ22 100 Ｈ26

目標値 見込値従前値

Ｈ22

75 ○

○

○

既存治水池の機能向上を図る整備にあたり，平常時に
親水広場として利用されていることから地元協議が難
航したことや，堤体からの漏水が判明したことによる
安全性検証などに時間を要し目標達成には至らなかっ
た。
ただし，整備を実施した池において雨水の貯留量は増
加しており、一定の事業効果は確認された。
※３池(18,973m3) → １池(11,490m3）

○

-

45 -

-

計画的な事業の実施及び効率的な事業実施によって目
標値を上回った。

○

×

計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

-

○

1



－

３） 効果発現状況の整理

検討体制の整理

４）

モニタリングの
実施状況

住民参加プロセ
スの実施状況

パブリックコメ
ントでの意見

実施過程の検証

各指標の効果が
得られた要因の

整理
(成果と実施過程
の関係性の整理)

持続的な事業推
進体制の構築

・事業の推進にあたっては，地域住民などと円滑な合意形成を図るため，積極的な情報提供に努める必要がある。
・下水道部局による出前講座は，市民からの要望があれば，随時開催している。下水道事業の理解と協力を得る手法として，今後も積極的に開催を進めていく。
・福岡教育大学附属福岡小学校では，「浸水被害から福岡市民を救え！～地下から安全を見守る二つのレインボープラン」と題して，福岡市の浸水対策事業を素材としたカリキュラムを組み立て，福岡市と学校が連
携し，５年生の社会科の時間を利用し，学習に取り組んだ。この取り組みは，生徒自らの防災意識の向上や市政の取り組みを身近なものとして感じることができる良い実践例となっており，第５回（平成24年度）国
土交通大臣賞〈循環のみち下水道賞〉を受賞した。
・河川改修事業では，改修にあたり逐次地元説明会を実施し，事業に対する住民理解は得られており，住民意見を反映した河川改修に取り組んでいる。
・河川改修を実施している周船寺川に隣接する周船寺小学校では毎年，河川事業の必要性や環境保全について，河川についての総合学習を実施しており，この取組について一般市民の広く周知するため，動画配信を
行っている。

・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。
・事業実施と事業管理，計画の申請手続を行う部署を区分し，今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。

・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを既に導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。
・計画の策定と事業実施，事業管理を行う部署を区分し，チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。

・毎年指標の達成状況をモニタリングし，事業進捗との調整を行ってきた。
・指標の中には，事業が大規模であることや市民の理解が必要なものが存在し，事業途中での進捗の改善が難しい部分もある。

・「指標２：重要な管渠の地震対策実施率」
　　下水道施設としての機能や防災上の観点を踏まえ，優先的に実施していく管渠を「重要な管渠」として抽出し，計画的な耐震診断や耐震化を実施したため，実施率は目標値を上回った。耐震化により，被災時に
　も下水道の流下機能が確保され，安定した排水が可能となり，生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。
・「指標３：重要な施設の地震対策実施率」
　　下水道の根幹となる水処理センターやポンプ場，雨水滞水池などについては，有人施設における人命保護を最優先に，建築構造物から計画的に耐震化を実施し，対策が順調に進んだことで実施率は目標値を達成
　した。耐震化により，被災時にも下水道処理機能が確保され，安定した処理が可能となり，生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。
・「指標４：処理場における長寿命化計画策定率」
　　本市が管理する６箇所の水処理センターのうち５箇所はS41～55年度に供用を開始し，老朽化が著しく進んでいることから，計画的かつ効率的な改築更新を行うため，早急な長寿命化計画策定が必要であった。
　平成25年度に対象となる５箇所の水処理センター全ての長寿命化計画を策定し，目標を達成した。
・「指標６：高度処理整備率」
　　博多湾の富栄養化による水質汚濁を防止するため，湾内に流入する窒素・リンの同時除去を目的とし，和白・新西部水処理センターへの高度処理の導入を実施した。計画的な本事業の実施によって，高度処理整
　備率は目標値を達成した。高度処理を整備することで，公共用水域の水質保全・清らかな水環境の創造に寄与した。
・「指標７：下水道処理普及率」
　　本市の公共下水道普及率の最終目標値は99.7％であり，残り0.3％は他事業（集落排水事業等）による対策としており，現在，残る未整備地区について，区画整理等のまちづくりに併せた汚水管の整備を計画的
　に実施した結果，下水道普及率は目標値を達成した。公共下水道の整備により，居住環境の改善や，適切な下水処理による公共用水域の水質保全・清らかな水環境の創造に寄与した。
・「指標９：治水の根幹となる主要な河川における，浸水を防止するための整備状況」
　　治水対策の根幹である河川改修が，近隣住民等の合意を得られ計画に沿って順調に進捗したことで，整備率は目標に達しており，生活環境の向上や市民の安全・安心の確保に寄与した。
・「指標１１：下水道バイオマスリサイクル率」
　　下水処理過程において発生する消化ガス（バイオガス）を再生可能エネルギーとして活用するため，和白水処理センターで発生する消化ガスを利用した発電設備の計画的な導入及び水処理センターにおける処理
　設備の改築更新（機能向上）を行った結果，バイオマスリサイクル率は目標値を上回り，地球温暖化防止や下水道資源の有効活用などに寄与し，循環型社会への取組みに貢献した。
・「指標１２：50年経過管渠の改築更新実施率」
　　下水道管渠の法定耐用年数は50年となっており，布設から50年以上経過し老朽化した管渠は，破損による道路陥没等の原因となることから，早急な対策が必要とされる。本事業の計画的な実施によって，老朽化
　した管渠の改築更新は順調に進み，改築更新実施率は目標値を達成した。改築更新により，下水道管渠の老朽化を起因とする道路陥没件数の減少など，住環境の安全性向上に寄与した。



６）
次期計画への
指標の継続性

次期計画の名称

計画期間

現在設定してる
指標

指標に対する検
討事項

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現（２期計画）

平成２７年度～平成３０年度

既に事業実施中のため，以下の指標を設定している。

①下水道処理人口普及率

・下水道処理人口普及率は，行政人口全体に対する公共下水道で処理を実施している人口を表す，下水道事業の基本的かつ重要な指標であるため，引き続き指標として管理を行っていく。
・その他指標については，防災・安全交付金へ移行し，整備計画と主要施策の区別を行う。

・掘削を伴う下水道工事については，事前調査により想定していた，地下埋設物の位置や，土質の相違により，工法の再検討などを行う必要が生じた場合，工事の完了時期が遅れる場合が多く，事業進捗に影響を与
えやすい。
・雨水の流出抑制を目的とした，宅内の雨水タンク等の設置助成件数は，助成制度の認知度や，市民の災害に対する防災意識等に伴い指標値が左右される。

今後の方策

課題

今後の取組み方
針

・事業進捗管理を更に強化し，事業の進捗に遅れが生じた事業がある場合は，要因を分析し，部分供用開始等を視野に入れ，早期完了を目指す。
・助成件数については，申請者（市民）からの申請に基づくものであるため，市役所側でコントロールが困難な指標である。助成制度のＰＲは今後も引き続き継続し，市民への認知度・防災意識の向上に努めていく
一方，次期計画の指標としては，採用の可否も含め，慎重に検討を行う。
・河川事業の指標については，整備実施による治水安全度の向上など河川もしくはその流域における事業効果が確認できる指標設定に関して検討を行う。
・市民の理解・協力の意識向上に関しては，公共機関の連携や市民との対話機会を増やすことで，改善に努める。

５）



Ａ．基幹事業

A1-2-1 下水道 処理場 和白水処理センター水処理増設 処理能力　6,900m3/日 ○

A1-2-5 下水道 ポンプ場 香椎浜第２ポンプ場新設 汚水　0.18m3/s ○

A1-2-6 下水道 雨水 アイランドシティ地区雨水管整備 324ha ○

A1-2-7 下水道 汚水 アイランドシティ地区汚水管整備 324ha ○

A1-2-10 下水道 処理場 和白水処理センター汚泥処理新設 消化ガス発電機設備 ○

A1-3-1 下水道 処理場 東部水処理センター実証実験 高精度風量制御実証実験 ○

A1-3-34 下水道 処理場 下水管渠汚泥処理場新設 用地等

A1-5-52 下水道 汚水 飯倉梅光園汚水幹線整備 L=600m ○

A1-6-21 下水道 処理場 西部水処理センター水処理増設 用水設備等 ○

A1-7-1 下水道 処理場 新西部水処理センター水処理新設 15,400m3/日　生物反応槽等 ○

A1-7-2 下水道 処理場 新西部水処理センター汚泥処理新設 1.4t/日 汚泥処理施設等 ○

A1-7-4 下水道 汚水 元岡区画整理地区汚水管整備 汚水　16ha ○

A1-7-5 下水道 汚水 田尻太郎丸汚水幹線整備 L=1483m ○

A1-7-6 下水道 汚水 田尻今宿汚水幹線整備 L=2494m ○

A1-8-3 下水道 施設計画見直し等 調査・計画策定 ○ ○

指標11 指標12

指標改善への貢献度

指標２ 指標３ 指標４ 指標５ 指標６ 指標７ 指標８ 指標９ 指標10

※指標改善への貢献度
　○ ：指標への効果が見込まれる事業

要素事業と指標との関係

事業及び
施設種別

事業種別番号

No.6 西部処理区

No.7 新西部処理区

No.8 全処理区（下水道事業計画区域全体）

No.1 西戸崎処理区

No.2 和白処理区

No.3 東部処理区

No.4 南部処理区

No.5 中部処理区

要素となる事業名
（事業個所） 指標１

事業内容



西戸崎処理区 和白処理区 東部処理区 南部処理区 中部処理区 西部処理区 新西部処理区 全処理区

事業実施数 15 1 0 5 2 0 1 1 5 1

整備計画の全事業数 19 2 0 5 3 0 3 1 6 1

主要施策
未整備区域の解消

高度処理

事業の概要

処理区別
事業規模

基幹
事業

効果促
進事業

本市の下水道未整備区域に下水道の整備を行うため，水処
理センターの新設・増設，ポンプ場の新設及び汚水・雨水
幹線整備を実施。

○香椎浜第２ポンプ場新設
○アイランドシティ地区雨水・汚水管整備
○西部水処理センター水処理増設
○新西部水処理センター水処理新設
○元岡区画整理地区汚水管整備
○田尻太郎丸汚水幹線整備
○田尻今宿汚水幹線整備

博多湾の水質改善を目的として、現在の
水処理センターにおける窒素・リン同時
除去高度処理の導入を実施。

○和白水処理センター水処理増設
○新西部水処理センター水処理増設

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

主な事業内容

◆水処理センター新設（新西部水処理センター）

◆窒素・リン同時除去高度処理の導入

平成26年3月供用開始

硝化混合液（NO３
-） 硝化混合液（NO３

-） 硝化混合液（NO３
-）

凝集剤

和白水処理センター

（嫌気無酸素好気法）

新西部水処理センター

（凝集剤併用型ステップ流入式3段硝化脱窒法）



A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

No.1 西戸崎処理区

No.2 和白処理区

A1-2-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 増設 和白水処理センター水処理増設 処理能力　6,900m3/日 福岡市

A1-2-5 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 ポンプ場 新設 香椎浜第２ポンプ場新設 汚水　0.18m3/s 福岡市

A1-2-6 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 雨水 新設 アイランドシティ地区雨水管整備 324ha 福岡市

A1-2-7 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 新設 アイランドシティ地区汚水管整備 324ha 福岡市

A1-2-10 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 新設 和白水処理センター汚泥処理新設 消化ガス発電機設備 福岡市

No.3 東部処理区

A1-3-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 東部水処理センター実証実験 高精度風量制御実証実験 福岡市

A1-3-34 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 新設 下水管渠汚泥処理場新設 用地等 福岡市

No.4 南部処理区

No.5 中部処理区

A1-5-52 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 新設 飯倉梅光園汚水幹線整備 L=600m 福岡市

No.6 西部処理区

A1-6-21 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 増設 西部水処理センター水処理増設 用水設備等 福岡市

No.7 新西部処理区

A1-7-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 新設 新西部水処理センター水処理新設 福岡市

A1-7-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 新設 新西部水処理センター汚泥処理新設 福岡市

A1-7-4 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 新設 元岡区画整理地区汚水管整備 汚水　16ha 福岡市

A1-7-5 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 新設 田尻太郎丸汚水幹線整備 L=1483m 福岡市

A1-7-6 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 汚水 新設 田尻今宿汚水幹線整備 L=2494m 福岡市

No.8 全処理区（下水道事業計画区域全体）

A1-8-3 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 施設計画見直し等 調査・計画策定 福岡市

Ａ2　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
工種

 市町村名番号 事業者
事業実施期間（年度）

工種
省略

要素となる事業名 事業内容

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

1.4t/日 汚泥処理施設等

15,400m3/日　生物反応槽等 

事業実施期間

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名



資料11-1

国費率 50%

単位 基準年度 目標年度

○

市町村名 福岡市

平成27年度

効果促進事業

－

見込値
目標
達成度

7,200 10,000 10,000

交付期間の変更による事業，指
標，目標数値への影響

実績値

事業名

－

福岡市における良好な水環境の創造

－

－

－

－

－

削除／追加の理由

－

－

事後評価シート

当初計画から
削除した事業

交付対象事業見込額

No.1 中部処理区（中部水処理センター再生処理施設改築，中部処理区再生水管整備）
No.2 東部処理区（東部処理区再生水管整備）

－

－

事業名

1,857百万円

福岡県

平成22年度～平成26年度

削除／追加による目標，指標，数値目標への影響

基幹事業

都道府県名

交付期間

基幹事業

－

事後評価実施時期

－

－

－

計画名

平成22年度～平成26年度

－

当初

変更

交付期間の変更

事業の実施状況１）

基幹事業

関連事業

効果促進事業

効果促進事業

計画に位置づけ
実施した事業

新たに追加し
た
事業

※指標改善への貢献度
 ○：評価値が目標値に達した場合
 ×：評価値が目標値には達していないものの，基準年度よりは改善していると認められる場合

２）

社会資本総合整備
計画に記載した評価
の指標（定量的指標）
の実現状況

指標 従前値 目標値 目標達成度○△×の理由

指標１ 中部水処理センター再生処理能力 m3/日 Ｈ22 Ｈ26 H26 ○ 計画的な事業の実施によって目標値を達成した。

指標２ 再生水供給区域  ha 1,261 Ｈ22 1,376 Ｈ26 1,421 H26
計画的な事業の実施及び当初見込んでいなかった供給区域（六本松地区，アイ
ランドシティ）の追加により目標値を上回った。



４）

各指標の効果が
得られた要因の
整理
（成果と実施過
程の関係性の整
理）

パブリックコメ
ントでの意見

課題の解決状況

検討体制の整理

モニタリングの
実施状況

持続的な事業推
進体制の構築

３） 効果発現状況の整理

実施過程の検証

５） 今後の方策

今後の取組み方針

・福岡市の再生水利用下水道事業については，供給箇所数日本一を誇る事業であり，今後も積極的に供給ニーズに応じた管路網の整備及びエリアの拡大を実施していく。

・「指標１：中部水処理センター再生処理能力」
　　中部地区の供給先増加に応じた能力増強を計画的に実施したことで，再生処理能力が計画通り向上し，目標値を達成した。再生処理能力が向上したことにより，再生水の安定供給及び更なる下水道有効
　資源の有効利用に寄与した。
・「指標２：再生水供給区域」
　　当初編入区域として見込んでいなかった六本松地区及びアイランドシティの一部早期供用開始により，供給区域を追加したことで目標値を上回った。

・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを既に導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を行うこととしている。
・計画の策定と事業実施，事業管理を行う部署を区分し，チェック体制の強化及び適切な事業推進体制を構築している。

・毎年指標の達成状況をモニタリングし，事業進捗との調整を行ってきた。

・道路下水道局では，市民からの要望があれば，いつでも出前講座を開催しており，下水道事業の理解と協力を得る手法として，今後も積極的に開催を進めていく。
・福岡教育大学附属福岡小学校では，「浸水被害から福岡市民を救え！～地下から安全を見守る二つのレインボープラン」と題して，福岡市の浸水対策事業を素材としたカリキュラムを組み立て，福岡市と学
校が連携し，５年生の社会科の時間を利用し，学習に取り組んだ。この取り組みは，生徒自らの防災意識の向上や市政の取り組みを身近なものとして感じることが出来る良い実践例となっている。この取組み
は，第５回（平成24年度）国土交通大臣賞〈循環のみち下水道賞〉を受賞している。

・本市では，公共事業再評価等監視委員会による事業評価システムを導入し，事業内容の評価及び検証を行っており，当事業についても当委員会による審議を継続して行うこととしている。
・事業実施と事業管理，計画の申請手続を行う部署を区分し，今後もチェック体制の強化及び適切な事業推進体制を維持する。

－

－

住民参加プロセ
スの実施状況

６）
次期計画への
指標の継続性

指標に対する検
討事項

・前計画は再生処理能力及び再生水供給区域を指標として設定していたが，２期計画期間内において大規模な供給先の追加及び供給区域の追加予定が無いことから，当該指標は削除し，現在の供給区域内にお
ける供給施設数を新たな指標として設け，今後は，供給施設の増加に寄与するＰＲ活動等を積極的に行っていく。

次期計画の名称

計画期間

現在設定してる
指標

福岡市における良好な水環境の創造（２期計画）

平成２７年度～平成３０年度

既に事業実施中のため，以下の指標を設定している。

①再生水供給施設数（箇所）



Ａ．基幹事業

A1-1-1 下水道 処理場 中部水処理センター再生処理施設改築 配水池，機械，電気 ○

A1-1-2 下水道 管渠 中部処理区再生水管整備 再生水管整備　L=970ｍ ○

A1-2-1 下水道 管渠 東部処理区再生水管整備 再生水管整備　L=5,322ｍ ○

Ｂ．関連社会資本整備事業
事業内容

Ｃ．効果促進事業
事業内容

※指標改善への貢献度
　○ ：指標への効果が見込まれる事業

指標１ 指標２

要素事業
（事業個所）

要素事業
（事業個所） 指標１ 指標２

要素事業と指標との関係

事業及び
施設種別

事業種別番号

番号 事業種別
事業及び
施設種別

番号 事業種別
事業及び
施設種別

No.2 東部処理区（再生水）

No.1 中部処理区（再生水）

指標改善への貢献度

計画（最終）内容

指標改善への貢献度

計画（最終）内容

要素となる事業名
（事業個所） 指標１

指標への貢献度

指標２
事業内容



西戸崎処理区 和白処理区 東部処理区 南部処理区 中部処理区 西部処理区 新西部処理区 全処理区

事業実施数 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0

整備計画の全事業数 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0

主要施策 主な事業内容

処理水の有効利用 本市は節水型都市づくりを推進するため，全国に先駆けて
「福岡市節水推進条例」を設置し，再生水利用に取り組ん
でおり，中部水処理センターは今後の需要の伸びに対応で
きるように増強工事を実施。

【主な事業】
○中部水処理センター　再生処理施設改築
○中部処理区再生水管整備
○東部処理区再生水管整備

事業の概要

福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現

事業規模
基幹
事業

効果促
進事業

処理区別

◆再生水供給区域

◆再生処理施設（中部水処理センター）



A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

No.1 中部処理区（再生水）

A-1-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 処理場 改築 中部水処理センター　再生処理施設改築 配水池，機械，電気 福岡市

A-1-2 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 管渠 新設 中部処理区再生水管整備 再生水管整備　L=970m 福岡市

No.2 東部処理区（再生水）

A-2-1 下水道 一般 福岡市 直接 福岡市 管渠 新設 東部処理区再生水管整備 再生水管整備　L=5,322m 福岡市

Ａ2　河川事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）

 市町村名

 市町村名

事業実施期間

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

工種

要素となる事業名 事業内容
工種

省略
要素となる事業名 事業内容番号 事業者

番号 事業者
省略



様式２—１　評価結果のまとめ

都道府県名 福岡市

計画期間 国費率 0.55

交付期間 平成27年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

・兵庫県南部地震と同程度
の地震動に対しても落橋に

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

A.地方道整備事業 （１）博多姪浜線　石堂大橋工区 事業延長：６４ｍ

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
当初現況値
(H23年度)

目　標　値
（H27年度）

実　績　値
（H27年度）

0橋 1橋 1橋

3）その他

福岡県

平成23年度

平成23年度～平成27年度

事後評価実施時期

市町村名

対象事業

交付対象事業費

計画の名称

要素事業名

2）事業の効
果発現状況

・兵庫県南部地震と同程度の地震動に対しても落橋に至らない耐震能力を確保した。
・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。

－

－

1）事業の実施
状況

進捗状況

要素事業名

（１）博多姪浜線　石堂大橋工区

事業進捗（H25年度末時点）

今後の事業予定　等
 ・全道路橋を対象として耐震対策の検討を進めていく。
 ・平成２６年国土交通省令第３９号に基づく法定点検や日常点検等を実施し，構造物の適切な管理に努めていく。

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

耐震補強が必要な橋梁に対し、整備が完
了した橋梁の数

目標値と実績値に差が出た要因

災害においても必要な「人、物、情報」のネットワークを確保するまちづくり（復興基本方針関連（全国防災））

　　　31百万円

事業内容（延長・面積等）

全体事業費 　　　31百万円

完了

資料12-1



様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H23年度)

目　標　値
(H27年度)

実　績　値
(H27年度)

0橋 1橋 1橋

災害においても必要な「人、物、情報」のネットワークを確保するまちづくり（復興基本方針関連（全国防災））

事業の目的

福岡市では、災害時においても人命救助や物資輸送などの応急活動を確
保及び市民生活が最低限継続できる道路として、緊急輸送道路の整備が
強く求められている。特に橋梁の耐震補強を行うことで災害時において
も必要な「人、物、情報」のネットワークを確保し、市民の安全と安心
が保たれるまちづくりを形成する。

主な事業効果
・兵庫県南部地震と同程度の地震動に対しても落橋に至らない耐震能力を確保した。

・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。

緊急輸送道路にかかる長さ１５
ｍ以上で、昭和５５年道路橋示
方書以前の基準を適用し整備さ
れた橋梁の耐震補強数を０橋
（H23）から１橋（H27）に拡大
する。

成果指標・算定式

－

目標値と実績値に差が出た要因

H23 H24 H25 H26 H27

Ａ.地方道路整備事業 5-A1 道路 31 完了

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

区分 番号
事業
種別

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）

な　　　し

な　　　し

H27年度末時点での
供用状況

（１）博多姪浜線　石堂大橋工区 橋梁耐震補強　L=0.064km

事業実施期間（年度）
全体事業費
（百万円）

な　　　し

新設 新設 新設
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