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様式－１ 

平成２９年度 国際競争拠点都市整備事業再評価の対象となる事業概要と原局の対応方針 

№ 事  業  名 事 業 概 要 補 助 対 象 事 業 進 捗 状 況 適 用 
対応方針 

国際競争拠点都市

整備事業

（国土交通省

所管事業） 

【住宅都市局  

都心創生課】 

○事業箇所

福岡都心地区

○面積

231ha

○事業期間

H25年度～ H29年度

○総事業費

32.0億円

拠点間回遊案内強化事業 

（地下鉄旅客案内設備の改良） 

拠点間回遊案内強化事業 

（地下鉄空港線・七隈線乗換案内モ

ニターの設置） 

明治公園自転車駐輪場整備

事業 

天神明治通り地区地下通路

整備事業 

天神３号線外地下通路・駐輪

場整備事業 

はかた駅前通り再整備事業 

平成26年度完了 

平成27年度完了 

平成26年度完了 

平成30年度以降完

了予定 

平成29年度完了予

定 

平成30年度以降完

了予定 

事業採択後 5年経過

事業  

事業継続

資料１－１ 
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福岡都心地域 面積 事業採択年度 平成２４年度 総事業費

細項目

  134.6百万円 H24 ～ H26

   17.5百万円 H27 ～ H27

  450.0百万円 H25 ～ H26

西日本鉄道(株) 1,643.0百万円 H27 ～ H30

  512.0百万円 H27 ～ H29

  481.0百万円 H28 ～ H30

＜整備方針＞ ＜事業の上位計画＞

＜補助対象事業＞

国際競争拠点都市整備事業　再評価総括表
１．事業概要

231ha 32億円

福岡市基本計画
福岡市都市計画マスタープラン
都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針

　建築物の建て替え等の更新期を捉え，官民共働で高質なビジネス環境や広域から人を集める魅力づくりを推進し，都心部の国際競争力を高め，
商業，文化，国際ビジネスなどの集積を促進する。特に，都心部の核となる天神・渡辺通，博多駅周辺，ウォーターフロントの３地区について，それ
ぞれの都市機能を高めるとともに，回遊性の向上を図り，地区間相互の連携を高める。

特定都市再生緊急整備地域の名称

はかた駅前通り再整備事業

天神３号線外地下通路・駐輪場整備事業

２．事業の必要性について

天神明治通り地区地下通路整備事業

明治公園自転車駐車場整備事業

拠点間回遊案内強化事業（地下鉄空港線・七
隈線乗換案内モニターの設置）

事業期間

拠点間回遊案内強化事業（地下鉄旅客案内
設備の改良）

事業種別 事業名称 事業主体 全体事業費

鉄道施設の建設又は改良

鉄道駅周辺施設の整備 鉄道駅周辺施設

鉄道施設
福岡市

福岡市

（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
○九州の陸の玄関である博多駅周辺において，平成２３年の九州新幹線全線開通及び開通に合わせた新博多駅ビルの整備や博多駅前広場の再整備を契機として，更新期を迎えた周辺ビルの建替えに
よる機能性の高いオフィスビルや新たな商業施設（JRJP博多ビル，KITTE博多）の整備が進んでいる。
○九州屈指の商業集積地である天神地区においても，国家戦略特区をトリガーとした新たな空間と雇用を創出する「天神ビッグバンプロジェクト」が平成27年に始動し，「航空法の高さ制限の特例承認」や
「容積率の緩和制度」を福岡市の独自施策として実施することで，都市機能の大幅な向上と増床を図っている。
○博多駅周辺における新たな民間ビルの整備やエリアマネジメント団体による継続的なイベント等の実施により福岡市を訪れる来街者が増加しており，特に，クルーズ船寄港の急増や本市における国際的
なMICE誘致の取り組み等により，海外からの来街者が急増している。

事業規模

２駅（天神・博多駅）

１駅（天神駅）

駐輪場：711台
（自転車　611台　原付100台）

延長：120m，幅員：6m

通路　延長：130m，幅員：4～5.5m
駐輪場：自転車約400台

延長：約520m，幅員：約27ｍ

資料１－２
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評価項目

国際空港等へのアクセス性の向上が見込まれる。

●拠点駅周辺の利便性・快適性の向上

・明治公園の再整備に合わせた［明治公園自転車駐車場を整備］し，周辺の放置自転車や老朽化したサイクル
ポストを撤去することで，博多駅周辺の歩行者空間を確保
・「地下鉄空港線天神駅」及び「西鉄大牟田線天神駅」の歩行者ネットワークを強化する［天神明治通り地区地
下通路、天神３号線外地下通路を整備］
・自転車通行空間の確保や歩道の拡幅（5.5m⇒7.25m）など，　「天神地区」と「博多駅周辺地区」の回遊主軸で
ある［はかた駅前通りの再整備］
・博多駅博多口における多層階ネットワークを形成する、民間開発における歩行者空間を整備を誘導［ＪＲＪＰ
博多ビル，ＫＩＴＴＥ博多］

特定都市再生緊急整備地域内における拠点駅を中心とした歩行者ネット
ワークの利便性や快適性の向上が見込まれる。

●災害時支援
・災害時における帰宅困難者のための一時避難場所の確保［ＪＲＪＰ博多ビル，ＫＩＴＴＥ博多，ソラリアプラザ］
・防災用備蓄倉庫の設置［ＪＲＪＰ博多ビル，ＫＩＴＴＥ博多］

地域の防災計画に位置づけられた施設がある。または、都市再生安全確
保計画等に位置づけられた施設整備を伴う事業であり、災害時の安全確
保などに貢献する。

評価指標 指標チェックの根拠
（２）事業の効果や必要性を評価するための指標

１．国際競争力の強化

●国際空港等へのアクセス性の向上
・電車の乗換案内や遅延状況等の表示情報の充実，多色化（7色）による視認性の向上など、老朽化した［地
下鉄旅客案内設備の改良］
・「地下鉄空港線天神駅」の出入口に，両駅の時刻表などを表示する［地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニ
ターの設置］

グローバルな企業活動等の誘発効果が大きい事業である。
・1フロア700坪を超える九州最大級のオフィス空間を整備するとともに，グローバルな企業を誘致［JRJP博多ビ
ル］

●企業活動の誘発

４．その他

●事業の効率性（必須項目）

拠点間回遊案内強化事業（地下鉄旅客案内設備の改良）：B/C＝1.6
拠点間回遊案内強化事業（地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニターの設置）：B/C＝1.33
明治公園自転車駐車場：B/C＝1.24
天神明治通り地区地下通路：B/C＝2.00
天神３号線外地下通路・駐輪場：B/C＝2.95
はかた駅前通り：B/C＝1.32

●上位計画への位置づけ
福岡都心地域整備計画都市再生特別措置法に基づく特定都市再生緊急整備地域の整備計画に

位置づけられている。
●国家戦略特別区域等の認定

福岡市　グローバル創業・雇用創出特区
国家戦略特別区域に含まれている。
●民間による投資の誘発

（仮称）天神ビジネスセンター、ＫＩＴＴＥ博多、ＪＲＪＰ博多ビル、西鉄ソラリアプラザ（改造）
民間による投資の誘発効果が大きい事業である。

●交通安全の向上
・［天神明治通り地区地下通路、天神３号線外地下通路］を整備
・自転車通行空間の整備による自転車と歩行者を分離［はかた駅前通り再整備事業］
・多層階歩行者ネットワークを形成する民間開発における歩行者空間の整備を誘導［ＪＲＪＰ博多ビル，ＫＩＴＴＥ
博多］

歩行者デッキや歩行者通路等の整備により，歩行空間の安全性が向上す
る。

●施設整備等による快適性向上
・［はかた駅前通り］における官民連携によるフラワーポットやベンチ等の設置公園、広場等の公共用地の整備や街路樹塔の施設整備により周辺環境

の快適性が向上する。

２．防災機能の強化

●施設の安全性向上
・基準を上回る耐震性を備えた民間ビルの建設を誘導［ＪＲＪＰ博多ビル，ＫＩＴＴＥ博多］都市開発事業や公共公益施設の整備に伴う施設更新により、防災性が向

上する。

＜災害時における業務継続に貢献する施設＞
・72時間の非常用発電機を設置［JRJP博多ビル］

●施設のBCP対応化
都市開発事業に伴い自律分散型エネルギー施設が整備されるなど，災害
時における業務継続に貢献する。

３．都市環境の改善
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費用（C） 費用便益比（B/C）

  125.9百万円 1.60

   24.0百万円 1.33

  828.3百万円 1.24

1,578.7百万円 2.00

1,008.4百万円 2.95

  460.0百万円 1.32

対応方針（案）

　「国際空港へのアクセス性の向上」や「拠点駅周辺の利便性・快適性の向上」、「交通安全の向上」等の事業の効果や必要性を評価するための指標を十分に満たしており、「国際競争力の強化」、「防災機
能の強化」、「都市環境の改善」を図る上で重要な事業となっている。また、全ての補助対象事業において便益が費用を上回っていることから事業の投資効果が見込まれており、今後も継続して事業を実施
していく。

５．対応方針（案）

＜理由＞

４．コスト縮減や代替案立案等の可能性について

３．事業の進捗の見込みについて

平成27年度完了

平成26年度完了

（３）事業の投資効果
事業名称

拠点間回遊案内強化事業（地下鉄旅客案内設備の改良）

拠点間回遊案内強化事業（地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニターの設置）

明治公園自転車駐車場整備事業

天神明治通り地区地下通路整備事業

天神３号線外地下通路・駐輪場整備事業

はかた駅前通り再整備事業

事業名称 事業進捗の見通し

地下鉄七隈線延伸工事の陥没事故により施工できない区間があり，関係部局と工程調整を行っている。

事業名称 コスト縮減、代替案立案等

拠点間回遊案内強化事業（地下鉄旅客案内設備の改良）
拠点間回遊案内強化事業（地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニターの設置）

明治公園自転車駐車場整備事業

天神明治通り地区地下通路整備事業

天神３号線外地下通路・駐輪場整備事業

平成26年度完了

平成30年度以降の完了

平成29年度完了予定

平成30年度以降の完了

平成29年度本格工事着手。早期完了に向けて取り組んでいる。天神明治通り地区地下通路整備事業

はかた駅前通り再整備事業

各駅に設置していた管理設備を集約することで、設備費の低減を図っている。
既存の運行情報提供システムを活用することで，システム構築費用の低減を図っている。

明治公園の再整備にあわせた整備であり，用地の確保や整備費の低減を図っている。

隣接するビル建替えにあわせた、ビルの開発事業者による整備を実施している。

天神地下街の延伸時（H17開業）に整備した地下駐車場仮設車路の駆体を活用している。

通りの魅力向上に向けた取り組みをエリアマネジメント団体が中心となって実施している。

事業継続　　・　　中止

進捗状況便益(B)

  204.0百万円

    31.9百万円

1,028.8百万円

3,158.0百万円

2,975.8百万円

   605.1百万円

はかた駅前通り再整備事業
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国際競争拠点都市整備事業
再評価について

福岡市住宅都市局

都心創生部 都心創生課

平成30年1月

資料１－３

6



国際競争拠点都市整備事業とは

【国際競争力強化につながる事業】
・国際空港へアクセスする道路等の新設又は改築
・国際空港へのアクセス改善につながる鉄道施設等の建設又は改良
・鉄道駅（日乗降客数１０万人以上の駅）周辺施設の整備
・地域の拠点となる市街地再開発や土地区画整理事業
・ＢＲＴの整備 等

国際競争拠点都市整備事業（公共公益施設整備型）

特定都市再生緊急整備地域 （７都市１３地域）特定都市再生緊急整備地域 （７都市１３地域）
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事業概要＜補助対象事業および主な都市開発事業＞

 国際競争拠点都市整備事業を活用し，６事業を実施
 国際競争力強化に向けた民間ビル開発を誘導
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事業を巡る社会情勢等の変化

事業の効果を把握するための定性的評価

費用便益比（Ｂ／Ｃ）の検証

コスト削減や代替案立案等の可能性について

再評価のフロー

対応方針（案）

事業の進捗の見込みについて
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事業を巡る社会経済情勢等の変化

 平成２３年の九州新幹線の全線開通にあわせて新博多駅ビル及び博多
口駅前広場を整備

整備前 整備後

JR博多シティ

駅前広場

旧博多駅ビル

駅前広場

ＪＲＪＰ博多ビル
（Ｈ２８．４開業）

ＫＩＴＴＥ博多
（Ｈ２８．４開業）

 博多駅の整備を契機に，更新期を迎えた周辺ビルの建替えが進んでいる

ＫＩＴＴＥ博多

ＪＲＪＰ博多ビル

ＪＲ博多シティ

駅前広場

建替え中

建替え中
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 国家戦略特区をトリガーとしたプロジェクト
新たな空間と雇用を創出する「天神ビッグバン」をH27年2月に始動

「航空法の高さ制限の特例承認」や「容積率の緩和」を福岡市の独自施策として実施し，都市機能の大幅な向上と増床を図る

西中洲
天神ビッグバンの奥座敷

（H29着工）

 10年間でビル30棟の建替えを誘導することで
建設投資効果 2,900億円（10年間）
経済波及効果 8,500億円（建替え完了後毎年）

春吉橋（架替工事中）

水上公園（H28.7開業）

地下ネットワークの充実
（H29着工）

（仮称）天神ビジネスセンター
（H30着工予定）

旧大名小学校
（H29事業者公募開始）

事業を巡る社会経済情勢等の変化
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国際会議開催件数

H27_363回

７年連続！

 国際的なMICE誘致

 エリマネ団体によるイベント開催

Fukuoka
Street Party

ストリート
パフォーマンス

 博多駅周辺における民間開発  福岡市の入込客数の増加

 海外からの来街者数が急増
 クルーズ船の寄港急増

ＪＲ博多シティ

２年連続！

Meeting Incentive Tour Convention Exhibition

事業を巡る社会経済情勢等の変化
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評価項目評価項目

① 国際競争力
の強化

 国際空港等へのアクセス性の向上

 拠点駅の周辺の利便性・快適性の向上

 企業活動の誘発

 大規模な民間開発と一体的な実施

② 防災機能
の強化

 地域の安全性の向上

 施設の安全性の向上

 施設のＢＣＰ対応化

 災害時支援

 それぞれの評価項目でいずれかの評価指標を満足する必要がある

評価指標評価指標

③ 都市環境
の改善

 周辺交通の円滑化

 施設整備等による快適性の向上

 環境負荷の低減

 交通安全の向上

事業の効果を把握するための定性的評価

地下鉄旅客案内施設の改良
【拠点間回遊案内強化事業】

地下鉄空港線・七隈線
乗換案内モニターの設置

【拠点間回遊案内強化事業】

明治公園自転車駐輪場
整備事業

天神明治通り地区地下通路
整備事業

はかた駅前通り再整備事業

天神３号線外地下通路・駐輪場
整備事業

事業名称事業名称

都市開発事業
KITTE博多、JRJP博多ビル

ソラリアプラザ
（仮称）天神ビジネスセンター
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地下鉄旅客案内設備の改良【拠点回遊案内事業】

※ ２段目は次発電
車と電車接近の
相互表示

 次発電車と電車接近の双方を同時に表示
 停車駅や乗換情報，遅延状況など，表示情報を充実
 ７色カラー化による視認性の向上 （改良前：３色 → 改良後：７色）

 国際空港へのアクセス性の向上
国際空港へのアクセス性の向上が見込まれる。

設置個所

地下鉄空港線天神駅コンコース

 移動時間を考慮した時刻
表を表示

 地下街の地図や距離，乗
換可能時間等を表示

地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニターの設置【拠点回遊案内事業】

時刻表
乗換地図

２．事業の必要性 （２）事業の効果や必要性を評価するために必要な指標

乗換案内モニター

地下街

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

旅客案内設備

設置台数 （天神駅 10台 、博多駅 23台）

①国際競争力の強化
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 拠点駅周辺の利便性・快適性の向上
特定都市再生緊急整備地域内における拠点駅を中心とした歩行者ネットワークの利便性や快適性の向上が見込まれる。

 明治公園に駐輪場を整備することで，周辺の放置自転車や老朽化したサイクルポスト
の撤去が可能となり，博多駅周辺の歩行者空間を確保

博多駅

ＪＲ博多シティ

ＪＲＪＰ博多ビル

ＫＩＴＴＥ博多

明治公園
自転車駐輪場

撤去したサイクルポスト
（合計 １５５台）

整備前 整備後
明治公園自転車駐輪場の整備

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

路上サイクルポスト

公園周辺の放置自転車

事業の効果を把握するための定性的評価

①国際競争力の強化

15



 拠点駅周辺の利便性・快適性の向上
特定都市再生緊急整備地域内における拠点駅を中心とした歩行者ネットワークの利便性や快適性の向上が見込まれる。

天神明治通り地区地下通路，天神３号線外地下通路の整備

 「地下鉄天神駅」と「西鉄福岡（天神）駅」
をバリアフリー動線で結ぶ歩行者ネット
ワークの強化

天神明治通り地区地下通路

天神３号線外地下通路

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

地下鉄
天神駅

西鉄福岡
（天神）駅

地下鉄
天神南駅

凡例
主要な既存地下通路等
既存地下ネットワーク
新規地下通路

事業の効果を把握するための定性的評価

コンコース接続部（イメージ）

①国際競争力の強化
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 拠点駅周辺の利便性・快適性の向上
特定都市再生緊急整備地域内における拠点駅を中心とした歩行者ネットワークの利便性や快適性の向上が見込まれる。

はかた駅前通りの再整備

5.5m 16m 5.5m

7.25m 12.5m 7.25m
1.5m 1.5m

27m

【整備後】車道３車線，歩行者 ７．２５ｍ ，自転車 １．５ｍ

【現況】車道５車線，歩行者＋自転車：５．５ｍ

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

整備後（イメージ）

 歩道の拡幅や自転車専用空間の確保による歩行者の快適性の向上

ＪＲ博多シティ

ＫＩＴＴＥ博多

ＪＲＪＰ博多ビル

明治公園

博多区役所
博多警察署

藤田公園

バスセンター

キャナルシティ

事業の効果を把握するための定性的評価

①国際競争力の強化
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 拠点駅周辺の利便性・快適性の向上
特定都市再生緊急整備地域内における拠点駅を中心とした歩行者ネットワークの利便性や快適性の向上が見込まれる。

民間開発による歩行者空間の整備の誘導【JRJP博多ビル，KITTE博多】

 博多駅博多口において，多層階ネットワークを形成する民間開発による歩行者
空間を誘導

博多駅周辺の多層階歩行者ネットワーク

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

地 下

民間整備

公共整備

事業の効果を把握するための定性的評価

①国際競争力の強化

地 上（2階）

民間整備

公共整備

KITTE博多

JRJP博多ビル

ＪＲ博多シティ

地 上（1階）

民間整備

公共整備

KITTE博多

JRJP博多ビル

ＪＲ博多シティ

KITTE博多

JRJP博多ビル

18



 企業活動の誘発
グローバルな企業活動などの誘発効果が大きい事業である。

JRJP博多ビル

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

【JRJP博多ビル】

事業の効果を把握するための定性的評価

①国際競争力の強化

1フロア700坪を超える九州 大級のオフィス空間を整備するとともに，グローバルな
企業を誘致

主要用途 事務所，店舗，駐車場

構造 鉄骨造
（一部鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄
筋コンクリート造）

階数 地上１２階，地下３階

延床面積 約44,000㎡（約13,000坪）

総貸付
面積

事務所 約24,000㎡（約7,200坪）
（1フロアあたり700坪超）
店舗 約2,800㎡（約800坪）

施設構成 ３～１２階 事務所
地下１～２階 店舗

 新のオフィス空間を整備
・天井髙2,800㎡，OAフロア100㎜
・LED照明（一部自動調光），Low-eガラス採用
・グリッド式システム天井の採用 等
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 施設の安全性の向上
都市開発事業や公共公益施設の整備に伴う施設更新により，防災性が向上する。

 施設のBCP対応化
都市開発事業に伴い自律分散型エネルギー施設が整備されるなど，災害時における業務継続に貢献する。

 災害時支援
地域の防災計画に位置付けられた施設がある。または，都市再生安全確保計画等に位置付けられた施設整備を
伴う事業であり，災害時の安全確保に貢献する。

設計地震力を建築基準法の1.56倍
以上相当に設定

 72時間対応の非常用発電機を設置
帰宅困難者対策として市と協定締

結（防災備蓄倉庫および退避施設
（約100㎡）を整備）

JRJP博多ビル KITTE博多 西鉄ソラリアプラザ

設計地震力を建築基準法の1.25倍
以上相当に設定

帰宅困難者対策として市と協定締
結（防災備蓄倉庫および退避施設
（約100㎡）を整備）

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

【JRJP博多ビル，KITTE博多，西鉄ソラリアプラザ】

②防災機能の強化

事業の効果を把握するための定性的評価

帰宅困難者対策として市と協
定締結（1階広場の開放）

20



「はかた駅前通り」における官民連携によるフラワーポットやベンチ等の設置

 博多駅周辺のエリアマネジメント団体である「博多駅まちづくり推進協議会」が
中心となって設置・維持管理を実施

 施設整備等による快適性の向上
公園，広場等の公共用地の整備や街路樹などの施設整備により周辺環境の快適性が向上する。

フラワーポットの設置 設置されたベンチ

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

③都市環境の改善

ＪＲ博多シティ

ＫＩＴＴＥ博多

ＪＲＪＰ博多ビル

明治公園

博多区役所
博多警察署

藤田公園

バスセンター

キャナルシティ

事業の効果を把握するための定性的評価
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5.5m 16m 5.5m

天神明治通り地区地下通路，天神３号線外地下通路の整備

7.25m 12.5m 7.25m
1.5m 1.5m

27m

 自転車走行空間の確保

はかた駅前通りの再整備

自転車通行空間

 官民連携による歩行者ネットワークの形成

 交通安全の向上
歩行者デッキや歩行者通路等の整備により，歩行者空間の安全性が向上する。

はかた駅前通りの再整備

指標のチェックの根拠指標のチェックの根拠

【民間開発】 JRJP博多ビル，KITTE博多

天神明治通り地区地下通路

天神３号線外地下通路
地 上

民間整備

公共整備

KITTE博多

JRJP博多ビル

ＪＲ博多シティ

新規地下通路

事業の効果を把握するための定性的評価

 多層階ネットワークを形成する民間開発における歩行者空間の整備誘導

既存地下ネットワーク
主要な既存地下通路等

凡例

③都市環境の改善
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費用便益比（B／C）

地下鉄旅客案内施設の改良
【拠点間回遊案内強化事業】

事業名称事業名称

Ｂ／Ｃ＝１．６０
便益（Ｂ）２０４．０百万円，費用（Ｃ）１２５．９百万円

地下鉄空港線・七隈線
乗換案内モニターの設置

【拠点間回遊案内強化事業】

Ｂ／Ｃ＝１．３３
便益（Ｂ）３１．９百万円，費用（Ｃ）２４．０百万円

明治公園自転車駐輪場
整備事業

Ｂ／Ｃ＝１．２４
便益（Ｂ）１，０２８．８百万円，費用（Ｃ）８２８．３百万円

天神明治通り地区地下通路
整備事業

Ｂ／Ｃ＝２．００
便益（Ｂ）３，１５８．０百万円，費用（Ｃ）１，５７８．７百万円

天神３号線外地下通路・駐輪場
整備事業

Ｂ／Ｃ＝２．９５
便益（Ｂ）２，９７５．８百万円，費用（Ｃ）１，００８．４百万円

はかた駅前通り再整備事業 Ｂ／Ｃ＝１．３２
便益（Ｂ）６０５．１百万円，費用（Ｃ）４６０．０百万円

費用便益比（Ｂ／Ｃ）費用便益比（Ｂ／Ｃ）

資料1‐4を参照
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事業の進捗の見込みについて

地下鉄旅客案内施設の改良
【拠点間回遊案内強化事業】

事業名称事業名称

地下鉄空港線・七隈線
乗換案内モニターの設置

【拠点間回遊案内強化事業】

明治公園自転車駐輪場
整備事業

天神明治通り地区地下通路
整備事業

天神３号線外地下通路・駐輪場
整備事業

はかた駅前通り再整備事業

進捗状況進捗状況

平成２６年度
完了

平成２７年度
完了

平成２６年度
完了

平成３０年度
以降完了予定

事業進捗の見込み事業進捗の見込み

 平成２９年度本格工事着手
 早期完了に向けて取り組んでいる

平成２９年度
完了予定

平成３０年度
以降完了予定

 地下鉄七隈線陥没事故により施
工できない区間があり，関係部
局と工程調整を行っている
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コスト縮減や代替案の立案について

地下鉄旅客案内施設の改良
【拠点間回遊案内強化事業】

事業名称事業名称

 各駅に設置していた管理設備を集約し，
設備費を低減

地下鉄空港線・七隈線
乗換案内モニターの設置

【拠点間回遊案内強化事業】

明治公園自転車駐輪場
整備事業

天神明治通り地区地下通路
整備事業

天神３号線外地下通路・駐輪場
整備事業

はかた駅前通り再整備事業

コスト縮減・代替案立案等コスト縮減・代替案立案等

 既存の情報システムを活用することで，
システム構築費用を低減

 明治公園の再整備にあわせた整備により，
用地確保や整備費を低減

 隣接するビルの建替えにあわせた，ビル
の開発事業者による整備

 天神地下街の延伸時に整備した地下駐
車場仮設車路の躯体を活用

 通りの魅力向上に向けた取り組みをエリア
マネジメント団体が中心となって実施
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対応方針（案）

 「事業の効果や必要性を評価するための指標」の条件を満
たしており，投資効果も認められるため，今後も事業を継続
していく。

「国際空港へのアクセス性の向上」や「拠点駅周辺の利便性・快適性の向上」，
「交通安全の向上」等事業の効果や必要性を評価するための指標を満たして
いる

 「国際競争力の強化」や「防災機能の強化」，「都市環境の改善」を
図る上で重要な事業となっている。

すべての補助対象事業において便益が費用を上回っている。
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対象事業箇所別調書

事業種別

事　　業　　概　　要

事業の必要性について

費用便益分析（B/C) 総便益（B) 総費用（C)

事業の進捗の見込み

〈阻害要因の有無〉

〈今後の見通し〉

コスト縮減方策・代替案立案について

地元の意見などその他特記事項

○特になし

○更新前は各駅に設置していた管理設備を集約し、設備費の低減・運営の効率化を図っている。

事業の投資効果

拠点間回遊案内強化事業
(地下鉄の旅客案内設備の改良)

鉄道施設

平成24年度ウ、事業採択年度

オ、事業上の上位計画

204.0百万円

○平成26年度完了

○特になし

1.60 125.9百万円

＜事業のあらまし＞
○地下鉄天神駅及び博多駅の旅客案内設備について，老朽化が進んでいたLED表示装置と中央
装置の更新にあわせて，乗換案内や電車の遅延状況等の表示情報の充実，多色化（７色)による視
認性の向上など，設備の機能拡充を図っている。

○設備の機能拡充により拠点駅である地下鉄天神駅及び博多駅の利便性が向上し，天神地区及
び博多駅周辺地区の更なる交通結節機能の強化に寄与するものである。

＜事業をめぐる社会経済情勢の変化＞
○博多駅周辺地区における新たな民間開発やエリアマネジメント団体によるイベント等の実施によ
り福岡市を訪れる来街者は増加しており，特に国際的なMICEの誘致や近年のクルーズ船の寄港急
増により海外からの来街者が急増している。

○福岡空港と直結する地下鉄博多駅及び天神駅は，「博多駅周辺地区」，「天神地区」の交通結節
拠点となる駅であり，福岡市の国際競争力強化を図るために，更新期を捉えた設備の機能拡充等
により，交通結節機能の強化を進めていく必要がある。

エ、全体事業費 134.6百万円

「都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針」

所管課

事　　　業　　　名

地下鉄空港線天神駅及び博多駅

２駅（天神・博多駅）

ア、事業箇所

交通局電気課

イ、計画面積・延長及び幅員等

資料１－４
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拠点間回遊案内強化事業（地下鉄旅客案内設備の改良）の 

費用便益分析について 

 拠点間回遊案内強化事業（地下鉄旅客案内設備の改良）は，「一般化時間による交通結節点利便性評価

手法」（国土交通省 国土技術政策総合研究所）を参考に，情報提供による利便性向上効果の便益を算定

し，費用便益分析を行う。  

（１）便益と費用の考え方

便益（Ｂ）＝以下の算定式によって駅毎，年度毎に算出する。 

Bt[円/年]＝9.4※1[秒/人]÷60×40※2[円/分]×R×P[人/日]×365 

Bt：t 年度の便益 

R：利用者数の通勤・通学目的以外の利用者の比率  

P：天神駅および博多駅の利用者数  

※1 乗換経路情報がないことによる損失時間

※2 時間価値原単価

費用（Ｃ）＝設備建設費と維持管理費を費用として計上。 

（２）便益の算出

①利用者数の通勤・通学目的以外の利用者の比率

一日乗車券の使用者の比率を通勤・通学目的以外の利用者の比率とし，福岡市高速鉄道事業概要の

値を用いる。

②各駅の年間利用者数

福岡市高速鉄道事業概要(H28)の値を用いる。

（３）費用の算出

費用については、整備事業費及び維持管理費を対象として設定する。 

（４）費用便益比の算出

＜前提条件＞  

・現在価値算出のための社会的割引率：４％ ・基準年次：平成 28 年

・検討年数：供用後 17 年(LED 表示器の耐用年数)

・費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝ 総便益（Ｂ） ／ 総費用（Ｃ）
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費用便益分析の結果 

（拠点間回遊案内強化事業<地下鉄旅客案内設備の改良>） 

(1)便益 （単位：百万円）

基準年

共用年

初年便益

基準年における現在価値

(1)便益 （単位：百万円）

整備事業費 維持管理費 合計

基準年

単純合計 131.0 12.0 143.0

基準年における現在価値 119.6 6.3 125.9

(3)評価指標の算定結果

費用便益比 B/C= 1.6

平成28年度

平成28年度

平成26年度

歩行者の移動サービス向上便益

17.6

204.0

（2）費用
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対象事業箇所別調書

事業種別

事　　業　　概　　要

イ、計画面積・延長及び幅員等

事業の必要性について

費用便益分析（B/C) 総便益（B) 総費用（C)

事業の進捗の見込み

〈阻害要因の有無〉

〈今後の見通し〉

コスト縮減方策・代替案立案について

地元の意見などその他特記事項

○特になし

○特になし

○平成27年度完了

○既存の運行情報提供システムを活用することで，システム構築費用の低減を図っている。

事業の投資効果
1.33 31.9百万円 24.0百万円

＜事業のあらまし＞
○地下鉄の「空港線天神駅」と「七隈線天神南駅」の乗換をスムーズに誘導するため，乗換可能な
電車の時刻表や運行状況，乗換ルート・時間等を表示する乗換案内モニターを両駅の出入口に設
置する。

○モニターの設置により，都心部の拠点である天神地区における移動の円滑化や拠点駅である地
下鉄天神駅へのアクセス強化を図っている。

＜事業をめぐる社会経済情勢の変化＞
○博多駅周辺地区における新たな民間開発やエリアマネジメント団体によるイベント等の実施によ
り福岡市を訪れる来街者は増加しており，特に国際的なMICEの誘致や近年のクルーズ船の寄港
急増により海外からの来街者が急増している。

○地下鉄空港線天神駅及び七隈線天神南駅は約550ｍの距離があり，福岡市の国際競争力強化
を図るためには，乗換等の利便性の向上など，交通結節機能の強化を進めていく必要がある。

鉄道施設

ア、事業箇所 地下鉄空港線天神駅

１駅（天神駅）

ウ、事業採択年度 平成27年度 エ、全体事業費 17.5百万円

所管課 交通局電気課

事　　　業　　　名
拠点間回遊案内強化事業

(地下鉄空港線・七隈線案内モニターの設置)

オ、事業上の上位計画

「都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針」
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拠点間回遊案内強化事業（地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニターの設置）

の費用便益分析について 

拠点間回遊案内強化事業（地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニターの設置）は，「一般化時間による交通

結節点利便性評価手法」（国土交通省 国土技術政策総合研究所）及び「都市再生総合整備事業及び市街

地環境整備事業の新規採択時マニュアル案（国土交通省）」を参考に，情報提供による利便性向上効果の

便益を算定し、費用便益分析を行う。  

（１）便益と費用の考え方

便益（Ｂ）＝以下の算定式によって駅毎，年度毎に算出する。 

Bt[円/年]＝9.4[秒/人]÷60×40[円/分]×R×P[人/日]×365 

Bt：t 年度の便益 

R：利用者数の通勤・通学目的以外の利用者の比率  

P：天神駅から天神南駅への乗換利用者数  

※1 乗換経路情報がないことによる損失時間

※2 時間価値原単価

費用（Ｃ）＝初期費用、更新費用、維持管理費を費用として計上。 

（２）便益の算出

①利用者数の通勤・通学目的以外の利用者の比率

普通切符及び一日乗車券の使用者の比率を通勤・通学目的以外の利用者の比率とし、福岡市地下鉄

事業概要（平成２８年度）を用いる。 

②年間利用者数

天神駅～天神南駅の乗換見込み数である 20,734[人／日]（平成２８年度）の半数を天神駅から天神

南駅への乗換利用者数とする。

（３）費用の算出

費用については、初期費用及び更新費用、維持管理費を対象として設定する。 

（４）費用便益比の算出

＜前提条件＞  

・現在価値算出のための社会的割引率：４％ ・基準年次：平成 28 年

・検討年数：供用後 10 年（機器の耐用年数は 5年のため，機器のみ 5年で更新）

・費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝ 総便益（Ｂ） ／ 総費用（Ｃ）

※1 ※2
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費用便益分析の結果 

(拠点間回遊案内強化事業<地下鉄空港線・七隈線乗換案内モニターの設置>) 

費用便益分析の結果（乗換案内システム構築工事）

(1)便益 （単位：千円）

基準年

共用年

初年便益

基準年における現在価値

(1)便益 （単位：千円）

整備事業費 維持管理費 合計

基準年

単純合計 17,517 7,388 24,905

基準年における現在価値 16,843 7,129 23,972

(3)評価指標の算定結果

費用便益比 B/C= 1.33

平成28年度

歩行者の移動サービス向上便益

平成28年度

平成27年度

4,678

31,872

（2）費用
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対象事業箇所別調書

事業種別

事　　業　　概　　要

イ、計画面積・延長及び幅員等

事業の必要性について

費用便益分析（B/C) 総便益（B) 総費用（C)

事業の進捗の見込み

〈阻害要因の有無〉

〈今後の見通し〉

コスト縮減方策・代替案立案について

地元の意見などその他特記事項

○特になし

○更新期を迎えていた明治公園再整備にあわせた整備により、用地確保や整備費の低減を図ってい
る。

事業の投資効果

明治公園自転車駐車場整備事業 鉄道駅周辺施設

平成25年度ウ、事業採択年度

オ、事業上の上位計画

1028.8百万円

○平成２６年度完了

○特になし

1.24 828.3百万円

エ、全体事業費 450.0百万円

「都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針」

＜事業のあらまし＞
○本市の陸の玄関口として広域交通の拠点である博多駅地区において，放置自転車対策と駅利
用者などの利便性向上，交通結節機能の強化を図るため，自転車駐車場の整備を行ったもので
ある。

○更新期を迎えていた明治公園の再整備の機会を捉え，公園の地下に駐輪場を整備することで，
博多駅周辺の放置自転車を排除するとともに，老朽化した路上駐輪場を撤去することで，安全で
安心な歩行空間の創出と都市景観の向上，博多駅周辺の回遊性向上を図っている。

<事業を巡る社会経済情勢等の変化＞
○博多駅周辺地区においては，平成２３年の九州新幹線の全線開通にあわせた新博多駅ビルや
博多口駅前広場の再整備，これを契機とした機能性の高いオフィスビル（JRJPビル）や新たな商業
施設（KITTE博多）の開業など，福岡市都心部における拠点としての機能集積が進んでいる。

○博多駅周辺地区の更なる拠点機能の強化を図るため，福岡市の陸の玄関口である博多駅への
交通利便性や歩行者空間の快適性の向上を図っていく必要がある。

所管課

事　　　業　　　名

博多区博多駅前3丁目

自転車駐車場　711台（自転車611台　原付100台）

ア、事業箇所

道路下水道　管理部　自転車課
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明治公園自転車駐車場の費用便益分析について 

 明治公園自転車駐車場整備については，「自転車の安全利用の促進及び自転車等の総合的推進に関する

法律（以下自転車法）」及び「自転車駐車場整備マニュアル」（監修：建設省都市局），「都市再生交通拠点

整備事業に関する費用便益マニュアル（案）」（平成 13 年 4 月 国土交通省）を参考に，駐輪場整備に伴

う便益を算定し、費用便益分析を行う。 

「自転車法」第５条において，地方公共団体は法令の規定に基づき自転車の整理，放置自転車の撤去等に

努めることとなっており，「自転車駐輪場整備マニュアル」第３章には，駐輪場整備と放置自転車の取締

り撤去は一体であると記載されている。 

以上のことから，便益の算定においては，放置自転車撤去及び指導に係る人件費の削減効果についても

便益として計上するものとした。 

（１）便益と費用の考え方

便益（Ｂ）＝①従前駐輪場にかかる維持管理費の縮減、②周辺路上駐輪場にかかる維持管理費の縮減、

③周辺の放置自転車撤去にかかる費用の縮減、④駐輪場収入、⑤周辺路上駐輪場の更新費

用の縮減、⑥歩行者の移動サービス向上を便益として計上する。 

費用（Ｃ）＝整備する駐輪場の建設費と維持管理費を費用として計上する。 

（２）便益の算出

①従前駐輪場にかかる維持管理費の縮減

従前、明治公園には周辺に 177 台の駐輪場が整備されていたが，老朽化や景観上の問題から，明治

公園自転車駐車場を整備し，周辺の駐輪場を撤去した。

従前駐輪場に要していた維持管理費用を便益とした。

②周辺路上駐輪場にかかる維持管理費の縮減

福岡市では，駐輪場整備方針において，路上駐輪場は暫定扱いとし，道路外の駐輪場が確保された

のちに撤去することとしており，明治公園自転車駐車場が整備されたことにより，現在までに周辺

の路上駐輪場 155 台を撤去したことで縮減された路上駐輪場の維持管理費用を便益とした。

③周辺の放置自転車撤去にかかる費用の縮減

明治公園自転車駐車場の整備により，駐輪場不足による放置自転車の減少に伴い周辺での放置自転

車撤去作業が減少したことで縮減された放置自転車の撤去費用を便益とした。

④駐輪場収入

明治公園自転車駐車場の年間収入から，従前駐輪場の収入を差し引いた額を便益とした。
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⑤周辺路上駐輪場の更新費用の縮減

路上駐輪場の耐用年数は，概ね１０年程度となっているが，明治公園自転車駐車場を整備し，周辺路

上駐輪場 155 台を廃止することで，縮減された更新費用を便益とした。

⑥歩行者の移動サービス向上

「都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュアル（案）」の歩行者の移動サービス向上

便益を参考に，歩道内に設置してあった路上駐輪場を撤去し，歩行空間が広がることで得られる，歩

行者の快適性向上便益を算定した。

（３）費用の算出

費用については、整備する駐輪場の建設費及び維持管理費を対象として設定する。 

（４）費用便益比の算出

＜前提条件＞ 

・現在価値算出のための社会的割引率：４％

・基準年次：平成 26 年

・検討年数：供用後 50 年

費用便益分析にあたっては、 

・整備施設の供用開始年を起算点として、50 年間にわたり各年次毎の便益と費用を算出する。

・算出した各年次の便益、費用の値を、割引率を用いて現在価値に換算し合計する。

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝ 総便益（Ｂ） ／ 総費用（Ｃ）
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費用便益分析の結果（明治公園自転車駐車場） 

（１）便益 （単位：百万円） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 合計

基準

年 
平成 26 年 

供用

年 
平成 26 年 

便益 17.43 27.44 3.63 311.8 115.13 553.60 1027.5 

（２）費用 （単位：百万円） 

建設費 維持管理費 合計 

基準年 平成 26 年 

費用 555.0 273.3 828.3 

（３）算定結果

費用便益比 Ｂ/Ｃ＝ 1.24 
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対象事業箇所別調書

事業種別

事　　業　　概　　要

イ、計画面積・延長及び幅員等

事業の必要性について

費用便益分析（B/C) 総便益（B) 総費用（C)

事業の進捗の見込み

〈阻害要因の有無〉

〈今後の見通し〉

コスト縮減方策・代替案立案について

地元の意見などその他特記事項

2.00 1,578.7百万円

○特になし

○隣接するビル建替えにあわせて，ビルの開発事業者により整備を実施している。

事業の投資効果
3,158.0百万円

○平成３０年度以降の完了

○輻輳する地下埋設物等を踏まえた工事を行う必要がある。

「福岡市都市計画マスタープラン」
「都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針」

＜事業のあらまし＞
○因幡町通りの地下に整備する「天神明治通り地区地下通路」は、「天神３号線外地下通路」と一
体的に整備することにより、「地下鉄空港線天神駅」と「西鉄福岡（天神）駅」とを結ぶ，誰もが分か
りやすく利用しやすい地下ネットワークを形成・拡充するものである。

○地上と地下で立体的な歩行者ネットワークを形成することで、地上部の混雑を軽減するととも
に、立体的なゆとりある回遊動線を創出する。

＜事業を巡る社会経済情勢等の変化＞
○天神地区においては，新たな空間と雇用を創出する「天神ビッグバンプロジェクト」が進めらてお
り，更新期を迎えたオフィスビルの建替えにあわせて，通りの賑わいや都市機能の強化拡充を
図っていくこととしている。

○また，天神地区は「地下鉄空港線天神駅」及び「西鉄福岡（天神）駅」等が交差する広域交通の
拠点であり，建築物の更新等による来街者の増加を踏まえ両駅をバリアフリー動線で接続する新
たな歩行者ネットワークの形成が必要となっている。

ウ、事業採択年度

オ、事業上の上位計画

平成27年度 エ、全体事業費 1,643百万円

所管課

事　　　業　　　名

福岡市中央区天神１丁目

延長120ｍ，幅員6ｍ

ア、事業箇所

住宅都市局　都心創生部　都心創生課

天神明治通り地区地下通路整備事業 鉄道駅周辺施設
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天神明治通り地区地下通路整備の費用便益分析について 

 費用便益分析とは，対象となる事業の整備が行われる場合と行われない場合について，それぞれ一定

期間の便益額と費用額を算定し比較することにより，分析・評価を行うものである。 

 天神明治通り地区地下通路は，都市交通施設の中で「歩行者通路」に該当するため，国土交通省の「都

市再生交通拠点整備事業に係る費用便益分析マニュアル（案）（平成 13 年４月）」を参考に，費用便益分

析を行う。 

（１）便益と費用の考え方

便益（Ｂ）＝整備が行われる場合における，「時間短縮」「移動サービス向上」「上下移動快適性向上」

を便益として金銭表現したもの 

費用（Ｃ）＝整備事業費及び維持管理費 

（２）便益の算出

①時間短縮便益

移動に要する歩行時間の短縮を便益として捉え、金銭表現したもの。

歩行者の時間短縮便益（円／年） 

＝歩行者数（人／日）×短縮時間（分／人）×時間価値原単位※（円／分）×３６５日 

※40 円／分・人。平日休日とも同じ値を用いる。

②移動サービス向上便益

歩きやすさの向上、自動車と分離されることによる安心感・安全性の向上を便益として捉え、金銭

表現したもの。

歩行者の移動サービス向上便益（ 円／ 年） 

＝歩行者数（人/日）×移動の快適性向上に対する支払意思額※ （円/人）×３６５日 

※新規整備の場合 20 円/人

③上下移動快適性向上便益

エレベーターやエスカレーターの設置による上下移動快適性向上を便益として捉え、金銭表現した

もの。 

上下移動快適性向上便益（ 円／ 年）  

＝歩行者数（人/日）×施設利用による快適性向上に対する支払意思額※（円/人）×３６５日 

※２ 円/人

（３）費用の算出

費用については、整備事業費及び維持管理費を対象として設定する。 
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（４）費用便益比の算出

＜前提条件＞ 

・現在価値算出のための社会的割引率：４％

・基準年次：平成 26 年

・検討年数：供用後 50 年

費用便益分析にあたっては、 

・整備路線の供用開始年を起算点として、50 年間にわたり各年次毎の便益と費用を算出する。

・算出した各年次の便益、費用の値を、割引率を用いて現在価値に換算し合計する。

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝ 総便益（Ｂ） ／ 総費用（Ｃ）
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費用便益分析の結果（天神明治通り地区地下通路） 

（１）便益 （単位：億円） 

時間短縮便益 
移動サービス 

向上便益 

上下移動快適性

向上便益 
合計 

基準年 平成 26 年 

供用年 平成 31 年 

初年便益 0.62 0.76 0.02 1.41 

基準年における現在価

値 
14.04 17.18 0.37 31.58 

（２）費用 （単位：億円） 

整備事業費 維持管理費 合計 

基準年 平成 26 年 

単純合計 16.00 4.50 20.50 

基準年における現在価値 14.15 1.64 15.79 

（３）算定結果

費用便益比 Ｂ/Ｃ＝ 2.00 
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対象事業箇所別調書

事業種別

事　　業　　概　　要

イ、計画面積・延長及び幅員等

事業の必要性について

費用便益分析（B/C) 総便益（B) 総費用（C)

2,975.8 百万円 1,008.4 百万円

事業の進捗の見込み

〈阻害要因の有無〉

〈今後の見通し〉

コスト縮減方策・代替案立案について

地元の意見などその他特記事項

所管課 道路下水道局管理部自転車課，建設部西部道路課

事業名 天神３号線外地下通路・駐輪場整備事業 鉄道駅周辺施設

ア、事業箇所 　中央区天神一丁目

地下通路：延長130m　幅員4.0m～5.5m　自転車駐車場：400台

ウ、事業採択年度 　平成２７年度 エ、全体事業費 512.0百万円　

○平成１7年に開業した天神新地下街の延伸時に整備した地下駐車場車路の駆体をそのまま活用
し、工事費の削減を図っている。

○特になし

○特になし

○平成29年度：工事完成

オ、事業上の上位計画

「福岡市都市計画マスタープラン」
「都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針」

<事業のあらまし>
○「天神３号線外地下通路・駐輪場」は，天神地下街の延伸時（H17開業）に整備した地下駐車場
仮設車路の躯体を活用し，天神明治通り地区地下通路と一体的に整備することにより，「地下鉄
空港線天神駅」と「西鉄福岡（天神）駅」とを結ぶ，誰もが分かりやすく利用しやすい地下ネット
ワークを形成・拡充するものである。

○あわせて地下駐輪場を整備することにより，周辺歩道上の駐輪施設を撤去し，地上歩行者の
回遊性および都市景観の向上を図る。

＜事業を巡る社会経済情勢等の変化＞
○天神地区においては，新たな空間と雇用を創出する「天神ビッグバンプロジェクト」が進められ
ており，更新期を迎えたオフィスビルの建替えにあわせて，通りの賑わいや都市機能の強化拡
充を図っていくこととしている。

○また，天神地区は「地下鉄空港線天神駅」及び「西鉄福岡（天神）駅」等が交差する広域交通
の拠点であり，建築物の更新等による来街者の増加を踏まえ両駅をバリアフリー動線で接続す
る新たな歩行者ネットワークの形成が必要となっている。

事業の投資効果
2.95
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天神３号線外地下通路・駐輪場の費用便益分析について 

 天神３号線外地下通路および駐輪場については，地下通路・駐輪場それぞれについて便益を算出し，費

用便益分析を行う。 

地下通路については，都市交通施設の中で「歩行者通路」に該当するため，国土交通省の「都市再生交

通拠点整備事業に係る費用便益分析マニュアル（案）（平成 13 年４月）」を参考に便益を算出し，費用便

益分析を行う。 

駐輪場については，国土交通省 都市・地域整備局「都市再生交通拠点整備事業に係わる費用便益分析

マニュアル（案）」に基づき便益を算出し，費用便益分析を行う。

（１）便益と費用の考え方

○地下通路

便益（Ｂ）＝整備が行われる場合における，①時間短縮、②移動サービス向上を便益として計上する。 

※上下移動快適性向上便益については，本施設にエレベータ，エスカレータの設置が無い

ため対象外とする，

費用（Ｃ）＝建設費及び維持管理費を費用として計上する。 

○駐輪場

便益（Ｂ）＝整備が行われる場合における，①駐輪場収入、②路上駐輪場にかかる維持管理費の削減、

③放置自転車撤去にかかる費用の削減、④路上駐輪場の更新費の削減、⑤歩行者の移動サ

ービス向上を便益として計上する。 

費用（Ｃ）＝建設費及び維持管理費を費用として計上する。 

（２）便益の算出

○地下通路

①時間短縮

迂回または信号待ちなどの歩行者が地下通路によって時間短縮される効果を便益とした。

歩行者の時間短縮便益（円／年）

＝歩行者数（人／日）×短縮時間（分／人）×時間価値原単位※（円／分）×３６５日

※40 円／分・人。平日休日とも同じ値を用いる。

②移動サービス向上

歩きやすさの向上、自動車と分離されることによる安心感・安全性の向上を便益として捉え、金銭

表現したもの。

歩行者の移動サービス向上便益（ 円／ 年） 

＝歩行者数（人/日）×移動の快適性向上に対する支払意思額※ （円/人）×３６５日 

※新規整備の場合 20 円/人
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○駐輪場

①駐輪場収入

天神３号線外駐輪場(自転車 400 台)から従前路上駐輪場 260 台を差し引いた 140 台分の収入を便益

とした。

②路上駐輪場にかかる維持管理費の削減

福岡市では，駐輪場整備方針において，路上駐輪場は暫定扱いとし，道路外の駐輪場が確保された

のちに撤去することとしている

天神３号線外駐輪場を整備することで，周辺の路上駐輪場 260 台が撤去可能となり，撤去により削

減される路上駐輪場の維持管理費用を便益とした。

③放置自転車撤去にかかる費用の削減

地下駐輪場の整備により、駐輪場不足による放置自転車の減少に伴い周辺での放置自転車撤去作業

が減少したことで縮減された放置自転車の撤去費用を便益とした。

④路上駐輪場の更新費の削減

路上駐輪場の耐用年数は，概ね１０年程度となっており，天神３号線外駐輪場を整備し，周辺路上駐

輪場 260 台を廃止することで削減される路上駐輪場の更新費用を便益とした。

⑤歩行者の移動サービス向上

「都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュアル（案）」の歩行者の移動サービス向上

便益を参考に，歩道内に設置してあった路上駐輪場を撤去し，歩行空間が広がることで得られる，歩

行者の快適性向上便益を算定した。

（３）費用の算出

費用については、整備する駐輪場の建設費及び維持管理費を対象として設定する。 

（４）費用便益比の算出

＜前提条件＞ 

・現在価値算出のための社会的割引率：４％

・基準年次：平成 26 年度

・検討年数：供用後 50 年
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費用便益分析の結果（天神３号線外地下通路・駐輪場） 

（１）便益

○地下通路 （単位：百万円） 

時間短縮便益 
移動サービス 

向上便益 
合計 

基準年 平成 26 年 

供用年 平成 30 年 

基準年における現在価値 209.0 399.0 608.0 

○駐輪場  （単位：百万円） 

① ② ③ ④ ⑤ 合計 

基準年 平成 26 年 

供用年 平成 30 年 

基準年におけ

る現在価値 
66.3 56.5 1.5 124.1 2119.4 2367.8 

（２）費用

○地下通路  （単位：百万円） 

建設費 維持管理費 合計 

基準年 平成 26 年 

基準年における現在価値 285.6 275.0 560.6 

○駐輪場  （単位：百万円） 

建設費 維持管理費 合計 

基準年 平成 26 年 

基準年における現在価値 222.4 225.4 447.8 

（３）算定結果

費用便益比 Ｂ/Ｃ＝ 2.95 

44



対象事業箇所別調書

事業種別

事　　業　　概　　要

イ、計画面積・延長及び幅員等

事業の必要性について

費用便益分析（B/C) 総便益（B) 総費用（C)

事業の進捗の見込み

〈阻害要因の有無〉

〈今後の見通し〉

コスト縮減方策・代替案立案について

地元の意見などその他特記事項

所管課 博多区　地域整備部　地域整備課

事　　　業　　　名 はかた駅前通り再整備事業 鉄道駅周辺施設

ア、事業箇所 福岡市博多区博多駅前２，３丁目

延長：約５２０ｍ　幅員：約２７ｍ

ウ、事業採択年度 平成２７年度 エ、全体事業費 481百万円

○特になし

○地下鉄七隈線延伸工事に起因する道路陥没事故（平成28年11月）

○地下鉄七隈線延伸工事の再開に合わせ、関係部署と工事工程について調整を進める。
平成３０年度以降の完了

○フラワーポットやベンチ等の設置など，通りの魅力向上に向けた取り組みをエリアマネジメント団体
が中心となって実施している。

オ、事業上の上位計画

「福岡市基本計画」
「福岡市都市計画マスタープラン」
「都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針」

＜事業のあらまし＞
○福岡市都心部の拠点である「博多駅周辺地区」，「天神地区」を結ぶ回遊主軸である「博多駅前
通り」において，車道を減車化（５車線⇒３車線）することで，自動車専用通行帯の整備，及び歩道
の拡幅を行い，歩行者空間の利便性や交通安全の向上を図る。

○歩道拡幅にあわせて，官民連携による歩行者空間等へのフラワーポットやベンチ等の設置によ
り，歩行者空間の快適性の向上や拠点間の回遊主軸の強化を図っていく。

<事業を巡る社会経済情勢等の変化＞
○博多駅周辺地区においては，平成２３年の九州新幹線の全線開通にあわせた新博多駅ビルや
博多口駅前広場の再整備，これを契機とした機能性の高いオフィスビル（JRJPビル）や新たな商業
施設（KITTE博多）の開業など，福岡市都心部における拠点としての機能集積が進んでいる。

○博多駅周辺地区の更なる拠点機能の強化のため，福岡市の陸の玄関口である博多駅への交
通利便性や歩行者空間の快適性の向上を図るとともに，拠点間の回遊機能の強化を図っていく必
要がある。

事業の投資効果
1.32 605.1百万円 460.0百万円
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はかた駅前通りの費用便益分析について 

 はかた駅前通りは，都市交通施設の中で「歩行者通路」に該当するため，国土交通省の「都市再生交通

拠点整備事業に係る費用便益分析マニュアル（案）（平成 13 年４月）」を参考に，費用便益分析を行う。 

（１）便益と費用の考え方

便益（Ｂ）＝整備が行われる場合における，「歩行者時間短縮」「歩行者の移動サービス向上」「滞留・

交流機会・都市景観向上」「自転車走行時間短縮」を便益として計上。 

費用（Ｃ）＝整備事業費及び維持管理費を費用として計上。 

（２）便益の算出

①歩行者時間短縮便益

歩道拡幅，自転車専用通行帯整備による歩行時間の短縮を便益とした。

歩行者の時間短縮便益（円／年） 

＝歩行者数（人／日）×歩行短縮時間（分／人）×時間価値原単位※（円／分）×３６５日 

※40 円／分・人。平日休日とも同じ値を用いる。

②歩行者の移動サービス向上便益

歩道拡幅，自転車専用通行帯整備による移動サービス向上を便益とした。

歩行者の移動サービス向上便益（ 円／ 年）

＝移動の快適性向上に対する支払意思額※（円/人）×歩道幅員低減率×目標年次歩行者数（人／年）

※20 円/人

③滞留・交流機会・都市景観向上

歩道拡幅による滞留・交流機会の創出，都市景観の向上を便益とした。

滞留・交流機会・都市景観向上（ 円／ 年）  

＝滞留・交流機会・都市景観向上に対する支払意思額※（円/人）×歩道幅員低減率×目標年次歩

行者数（人／年） 

※2 円/人

④自転車走行時間短縮

自転車専用通行帯整備による自転車走行時間の短縮を便益とした。

自転車走行時間短縮便益（ 円／ 年）  

＝自転車数（台）×自転車走行短縮時間（分）×時間価値※（円／人・分）×年間日数（日） 

※40 円／人・分
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（３）費用の算出

費用については、整備事業費及び維持管理費を対象として設定する。 

（４）費用便益比の算出

＜前提条件＞ 

・現在価値算出のための社会的割引率：４％

・基準年次：平成 27 年

・検討年数：供用後 50 年

費用便益分析にあたっては、 

・整備路線の供用開始年を起算点として、50 年間にわたり各年次毎の便益と費用を算出する。

・算出した各年次の便益、費用の値を、割引率を用いて現在価値に換算し合計する。

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝ 総便益（Ｂ） ／ 総費用（Ｃ）
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費用便益分析の結果（はかた駅前通り） 

（１）便益 （単位：億円） 

歩行時間短縮 
歩行者移動サ

ービス向上 

滞留・交流

機会・都市

景観向上 

自転車走行時

間減少 
合計 

基準年 平成 27 年 

供用年 平成 30 年 

初年便益 0.002 0.209 0.032 0.057 0.300 

基準年における現

在価値 
0.040 4.206 0.642 1.162 6.051 

（２）費用 （単位：億円） 

整備事業費 維持管理費 合計 

基準年 平成 27 年 

単純合計 4.4 1.0 5.4 

基準年における現在価値 4.2 0.4 4.6 

（３）算定結果

費用便益比 Ｂ/Ｃ＝ 1.32 
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