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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29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（都）千代粕屋線（二又瀬） 現道拡幅：0.33km

（都）粕屋久山線 新規：0.25km

（都）屋形原須玖線 新規：1.24km

（主）福岡東環状線　（土井２工区） 現道拡幅：0.17km

（都）吉塚松崎線 新規：0.61km

（他）香椎４８００号線 （香椎工区） 新規：0.34km

（１）学園通線ほか　（田尻工区） 新規：1.36km

（都）野間屋形原線 新規：0.76km

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
(H26年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

0人 20,000人 16,000人

0人 15,000人 10,000人

3）その他

※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。

指標名・算定式

計画の名称

目標値と実績値に差が出た要因

交付対象事業費

整備中

要素事業名

福岡県

平成26年度～平成29年度（4年間）

平成26年度～平成29年度（4年間）

事後評価実施時期

市町村名

対象事業

都市の活力向上に資する道づくり

全体事業費 19,088百万円

整備中

整備中

整備中

整備中（1.36km暫定２車線供用済み）

完了

（都）千代粕屋線（二又瀬）、（都）粕屋久山線、（都）屋形原須玖線、（主）福岡東環状線　（土井２工区）、（都）吉塚松崎線、（他）香椎４８００号線 （香椎工区）、（１）学園通線
ほか　（田尻工区）、（都）野間屋形原線

A.地方道整備事業

事業進捗（H29年度末予定）

19,088百万円

整備中

整備中（1.13km部分供用済み）

要素事業名

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事
業の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況
（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係
者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用
しかできていない。

都心部20分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都心部20分圏域人口）－（H26当
初の都心部20分圏域人口）

ランプ5分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都市高速ランプ5分圏域人口）－
（H26当初の都市高速ランプ5分圏域人口）

（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係
者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用
しかできていない。

2）事業の効
果発現状況

・幹線道路の整備および新規路線の供用により、都心部と周辺地域との連携機能を強化。

－

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

進捗状況

資料３－１
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様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H26年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

0人 20,000人 16,000人

0人 15,000人 10,000人

※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。

主な事業効果
・（都）千代粕屋線（二又瀬）の全線供用、及び（都）屋形原須玖線の部分供用により、ランプ5分圏域人口が16,000人増加、都心部20分圏域人口が10,000人増加となった。
・幹線道路の整備による都市交通の円滑化。

都心部20分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都心部20分圏域人口）－（H26当
初の都心部20分圏域人口）

成果指標・算定式

（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係者との
協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできて
いない。

目標値と実績値に差が出た要因

福岡県および九州地域における中核的な役割を担っており、周辺地域ととも
に成長することが求められている。
そこで、都市内のＩＣアクセス性の向上を図ることで、立地競争力を強化し、都
市の活力向上を目指す。また、地域間ネットワークの強化・充実により、周辺
地域との連携・交流を促進し、都市圏全体としての成長を図る。

ランプ5分圏域人口の増分（人）＝
（整備後の都市高速ランプ5分圏域人口）－
（H26当初の都市高速ランプ5分圏域人口）

（主）福岡東環状線（土井2工区）等では、地元調整、関係者との
協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできて
いない。

都市の活力向上に資する道づくり

事業の目的

供用後供用前供用前 供用後

H26 H27 H28 H29

1-A1 街路 現道拡幅：0.33km 1,059 完了

1-A2 街路 新規：0.25km 1,838 整備中

1-A3 街路 新規：1.24km 4,214 整備中

1-A4 道路 現道拡幅：0.17km 543 整備中

1-A5 街路 新規：0.61km 2,800 整備中

1-A6 道路 新規：0.34km 1,528 整備中

1-A7 道路 新規：1.36km 2,297 整備中

1-A8 街路 新規：0.76km 4,809 整備中

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

事業内容
（延長・面積等）

事業実施期間（年度） H29年度末での
供用状況（予定）

（主）福岡東環状線（土井２工区）

な し

な し

（都）野間屋形原線

（１）学園通線ほか（田尻工区）

（他）香椎４８００号線（香椎工区）

（都）吉塚松崎線
Ａ.地方道路整備事業

（都）千代粕屋線（二又瀬）

（都）粕屋久山線

（都）屋形原須玖線

全体事業費
（百万円）

な し

区分 番号
事業
種別

要素事業名

（都）千代粕屋線（二又瀬） （都）屋形原須玖線
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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29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

(他)田尻2123号線　（田尻工区） 自歩道整備：0.54km

(1)御供所井尻3号線　（祇園町工区） 自歩道整備：0.36km

(1)博多駅春日原2号線　（諸岡工区） 段差解消：0.60km

(1)長浜博多駅1号線　（長浜工区） 段差解消：0.10km

(他)井尻１００５号線　（井尻４号踏切） 踏切改良：0.02km

(一)後野福岡線　（花畑1工区） 歩道整備：0.41km

(主)福岡早良大野城線　（周船寺2工区） 自歩道整備：0.60km

(1)清水干隈線　（長尾工区） 歩道整備：0.80km

(主)福岡早良大野城線　（千里工区） 自歩道整備：0.60km

(2)西新通線　（百道浜工区） 歩道整備：0.66km

(一)周船寺有田線　（橋本2工区） 歩道整備：0.4km

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
(H26年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

58.3% 63.2% 60.7%

3）その他

※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。

整備中

完了

完了

完了

完了

完了

福岡県

平成26年度～平成29年度（4年間）

A.地方道整備事業

成果目標の達成状況

整備中

指標名・算定式

整備中

施設案内板設置

3,852百万円

全体事業費 3,852百万円

(一)後野福岡線　（花畑1工区）、(主)福岡早良大野城線　（周船寺2工区）、(他)田尻2123号線　（田尻工区）、(1)御供所井尻3号線　（祇園町工区）、(1)博多駅春日原2号線
（諸岡工区）、、(1)長浜博多駅1号線　（長浜工区）、(1)清水干隈線　（長尾工区）、(他)井尻１００５号線　（井尻４号踏切）、(主)福岡早良大野城線　（千里工区）、(2)西新通線
（百道浜工区）、(一)周船寺有田線　（橋本2工区）

交付対象事業費

計画の名称

平成26年度～平成29年度（4年間）

事後評価実施時期

市町村名 人と環境にやさしい道づくり

都市サイン整備事業

事業進捗（H29年度末予定）要素事業名

進捗状況

整備中

整備中

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現
状況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事業
の効果発現状況（定性的な効果）

要素事業名

(1)清水干隈線　（長尾工区）等では、地元調整、関係者と
の協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しか
できていない。

目標値と実績値に差が出た要因

主要施設からの徒歩圏域内歩道整備率（フラッ
ト化）（％）＝
（主要施設からの徒歩圏域内歩道のフラット化
整備延長）/（主要施設からの徒歩圏域内都市
計画道路の全延長）

整備中

整備中

2）事業の効果
発現状況 ・歩道整備に伴うバリアフリー整備により、安心で快適な歩行空間を確保。

・自転車歩行者道設置に伴う、歩行者と自転車が共存した歩行空間を確保。
・踏切道における安全の確保。

・都市サイン（案内サイン）による、来訪者等に対する案内や情報提供の充実。

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

対象事業

都市サイン整備事業
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様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H26年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

58.3% 63.2% 60.7%

 ※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。

主要施設からの徒歩圏域内歩道整備率（フ
ラット化）（％）＝
（主要施設からの徒歩圏域内歩道のフラッ
ト化整備延長）/（主要施設からの徒歩圏域
内都市計画道路の全延長）

(1)清水干隈線　（長尾工区）等では、地元調整、関係者との協議
に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできていな
い。

人と環境にやさしい道づくり

事業の目的

主な事業効果
・（他）田尻2123号線（田尻工区）、（1）御供所井尻3号線（祇園町工区）、（1）長浜博多駅1号線（長浜工区）、（他）井尻1005号線（井尻4号踏切）等における歩道の整備により、主要な徒歩圏域内歩道における整
備率（フラット化）が58.3％から60.7％に拡大。
・歩行者の安心で快適な歩行空間を確保。

成果指標・算定式 目標値と実績値に差が出た要因

依然として歩道等の整備状況が十分でなく、すべての人にとって安心・快適
な歩行空間の確保が求められている。
そこで，子どもや高齢者をはじめ，誰もが安心して歩ける歩行空間の整備を
行う。
これに加え，上記と一体となり公共施設等への案内情報を的確に提供する
都市サインを設置することで，すべての人にわかりやすく親切な道づくりを目
指す。

供用後供用前 供用後

（他）田尻2123号線（田尻工区）

H26 H27 H28 H29

2-A3 道路 自歩道整備：0.54km 194 完了

2-A4 道路 自歩道整備：0.36km 144 完了

2-A6 道路 段差解消：0.60km 105 完了

2-A8 道路 段差解消：0.10km 40 完了

2-A13 道路 踏切改良：0.02km 77 完了

2-A1 道路 歩道整備：0.41km 640 整備中

2-A2 道路 自歩道整備：0.60km 1,215 整備中

2-A10 道路 歩道整備：0.80km 153 整備中

2-A14 道路 自歩道整備：0.60km 705 整備中

2-A15 道路 歩道整備：0.66km 136 整備中

2-A16 道路 歩道整備：0.4km 341 整備中

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業 2-C1 道路 施設案内板設置 102 整備中

その他関連する事業

(他)田尻2123号線　（田尻工区）

都市サイン整備事業

(1)御供所井尻3号線　（祇園町工区）

(1)博多駅春日原2号線　（諸岡工区）

(1)長浜博多駅1号線　（長浜工区）

(他)井尻１００５号線　（井尻４号踏切）

な し

(一)周船寺有田線　（橋本2工区）

(2)西新通線　（百道浜工区）

(1)清水干隈線　（長尾工区）
Ａ.地方道路整備事業

(一)後野福岡線　（花畑1工区）

(主)福岡早良大野城線　（周船寺2工区）

H29年度末での
供用状況（予定）

な し

区分

(主)福岡早良大野城線　（千里工区）

番号
事業
種別

要素事業名
全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）事業内容
（延長・面積等）

（主）福岡早良大野城線（周船寺2工区）

供用前
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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29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（主）福岡早良大野城線　（千里工区） 歩道整備：0.38km

（１）千鳥橋唐人町線　（舞鶴工区） 自歩道整備：0.47km

（他）清川１７２号線　（清川２工区） 歩道整備：0.86km

城南区城南地区（一）東油山唐人線　（東油山工区） 歩道整備：1.32km

南区大橋・高宮地区（１）大楠平和線　（大楠工区） 電線共同溝：0.49km

（２）那珂麦野線　（那珂４工区） 歩道整備：0.60km 完了

（他）荒戸１１９３号線　（荒戸工区） 歩道整備：0.33km 完了

（１）荒戸荒津線　（荒戸１工区） 歩道整備：0.58km 完了

（他）博多駅南２４１４号線ほか２路線　（博多駅南工区） 歩道整備：0.34km 完了

（都）長尾橋本線 延長：1,356m 幅員：22m 完了

（１）長浜博多駅１号線　（長浜工区） 電線共同溝：0.10km 完了

（都）長浜臨港線（電共） 延長：1,040m 幅員：27m 完了

（２）舞鶴港線　（港工区） 自歩道整備：0.38km 完了

（１）南庄小田部線　（小田部２工区） 自歩道整備：0.64km

（都）博多箱崎線 延長：721m 幅員：16m 整備中

（一）大原周船寺停車場線　（周船寺工区） 自歩道整備：0.24km 整備中

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
(H24年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

43.8% 45.0% 44.2%

83.7% 86.2% 84.8%

47.2km 49.7km 49.7km

3）その他

※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。

1）事業の実施
状況

進捗状況

A.地方道整備事業

福岡県 市町村名 計画の名称

事業内容（延長・面積等）

生活空間の安全・安心が確保された道づくり

平成25年度　～　平成29年度（5年間） 全体事業費 53,554百万円

対象事業

（１）南庄小田部線　（小田部２工区）、（１）上牟田清水２号線　（博多駅南工区）、（国）２６３号　（重留工区）、（一）水城下臼井線　（大井工区）、（１）田島原線ほか　、（主）福岡早良大
野城線　（千里工区）、（一）桧原比恵線　（平尾工区）、（１）千鳥橋唐人町線　（舞鶴工区）、（他）清川１７２号線　（清川２工区）、南区大橋・高宮地区（国）３８５号　（清水工区）、東区
中部地区（国）４９５号　（和白丘工区）、早良区早良地区（主）福岡早良大野城線　（脇山２工区）、東区中部地区（一）町川原福岡線　（下原工区）、東区中部地区（一）町川原福岡線
（香椎駅東工区）、城南区城南地区（一）東油山唐人線　（東油山工区）、南区大橋・高宮地区（１）大楠平和線　（大楠工区）、（一）桧原比恵線　（平尾工区）、（２）那珂麦野線　（那珂
４工区）、（他）荒戸１１９３号線　（荒戸工区）、（一）大原周船寺停車場線　（周船寺工区）、（１）荒戸荒津線　（荒戸１工区）、（他）博多駅南２４１４号線ほか２路線　（博多駅南工区）、
（１）長浜博多駅１号線　（長浜工区）、（２）高砂平尾線　（高砂工区）、（他）今宿東１６３７号線　（今宿東工区）、（都）国道３号線、（都）国道３号線（東那珂）、（都）老司片江線、（都）長
尾橋本線、（都）博多箱崎線、（都）長浜臨港線（電共）、（一）大原周船寺停車場線　（周船寺駅前交差点）、（一）大原周船寺停車場線　（周船寺工区）、（一）猪野土井線　（土井４工
区）、（１）地行鳥飼七隈線　（鳥飼１工区）、（１）清水干隈線ほか　（七隈工区）、（２）舞鶴港線　（港工区）、（他）百道浜２７８７号線　（百道浜工区）、（他）香住ヶ丘２３１０号線　（香椎
花園前２号踏切）、（１）清水干隈線　（干隈工区）、（２）高美台線　（高美台工区）、（都）築港石城町線、（主）福岡志摩線　（元浜工区）、（２）西新通線　（西新工区）、（国）４９５号　（和
白工区）、（都）老司片江線（やよい坂）

平成25年度　～　平成29年度（5年間）

事業進捗（H29年度末予定）

完了

完了

完了

事後評価実施時期 交付対象事業費 53,554百万円

2）事業の効果
発現状況

指標名・算定式 目標値と実績値に差が出た要因

成果目標の達成状況

要素事業名

要素事業名

整備中

他31路線

安全安心歩行率(％)＝
２ｍ以上の歩道が設置されている延長／道路総延長×
100

（１）南庄小田部線　（小田部２工区）等では、地元調
整、関係者との協議に時間を要しており、H29末時点で部
分的な供用しかできていない。

完了

完了

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）

－

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

無電柱化路線の整備率（％）＝
整備延長（km）／福岡市における無電柱化計画路線延
長（km）×１００

（都）博多箱崎線等では、地元調整、関係者との協議に時
間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできてい
ない。

自転車通行空間の整備延長（km）＝
整備延長（km）＋整備延長（km）

－

成果目標以外の要素事業の効果発現状
況（定性的な効果）

・2m以上の幅員を備えた歩道の整備により、通学児童をはじめとする歩行者の安全性を確保。
・電線共同溝の整備により、安全・安心な通行空間の確保、及び都市景観の向上。
・自転車歩行者道設置により、歩行者と自転車が共存した自転車通行空間を確保。
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様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H24年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

43.8% 45.0% 44.2%

83.7% 86.2% 84.8%

47.2km 49.7km 49.7km

※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。

－

主な事業効果
・（他）荒戸1193号線　（荒戸工区）、（2）舞鶴港線　（港工区）等の供用により、主要な幹線道路における2m以上歩道の整備率が43.8％から44.2％に拡大。歩行者・自転車の安全・安心な歩行環境を確保。
・（1）大楠平和線（大楠工区）、（１）長浜臨港線　（電共）等の供用により、福岡市における無電柱化路線の整備率が83.7％から84.8％に拡大。地震等災害時における通行機能を確保。
・（都）長尾橋本線等の供用により、自転車通行空間の整備延長が47.2kmから49.7kmに延伸。歩行者・自転車の安全で快適な通行空間を確保。

生活空間の安全・安心が確保された道づくり

事業の目的 成果指標・算定式 目標値と実績値に差が出た要因

依然として歩道等の整備状況が十分でない為、通学児童をはじめとする歩
行者等の安全が脅かされている状況である。
また、福岡市が定めた「福岡市地域防災計画」に基づき、地震発生時におけ
る電柱倒壊や切断された電線の路上への垂れ下がり等により、緊急車両そ
の他の交通に支障が生ずることを防ぐとともに、避難路や緊急物資輸送路
及び防災空間としての道路の機能を保つため、無電柱化や緊急輸送道路の
整備が求められている。更には、近年の自転車交通需要の増加へも早急な
対応が求められている。
これらを踏まえ、道路空間等の整備・活用により、高齢者や、子ども、市域外
からの来街者等を含めたすべての人が安心して行動できる環境の形成を図
る。

安全安心歩行率(％)＝
２ｍ以上の歩道が設置されている延長／道
路総延長×100

（１）南庄小田部線　（小田部２工区）等では、地元調整、関係者
との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかで
きていない。

無電柱化路線の整備率（％）＝
整備延長（km）／福岡市における無電柱化
計画路線延長（km）×１００

（都）博多箱崎線等では、地元調整、関係者との協議に時間を
要しており、H29末時点で部分的な供用しかできていない。

自転車通行空間の整備延長（km）＝
整備延長（km）＋整備延長（km）

供用後供用前供用前 供用後

（一）大原周船寺停車場線（周船寺工区）

事業実施期間（年度）

H25 H26 H27 H28 H29

5A4-6 道路 歩道整備：0.38km 35 完了

5A4-8 道路 自歩道整備：0.47km 95 完了

5A4-9 道路 歩道整備：0.86km 72 完了

5A4-15 道路 歩道整備：1.32km 30 完了

5A4-16 道路 電線共同溝：0.49km 113 完了

5A4-19 道路 歩道整備：0.60km 62 完了

5A4-20 道路 歩道整備：0.33km 60 完了

5A4-23 道路 歩道整備：0.58km 139 完了

5A4-24 道路 歩道整備：0.34km 16 完了

5A4-25 道路 電線共同溝：0.10km 45 完了

5A4-33 街路 延長：1,356m 幅員：22m 9,313 完了

5A4-35 街路 延長：1,040m 幅員：27m 858 完了

5A4-46 道路 自歩道整備：0.38km 70 完了

5A4-1 道路 自歩道整備：0.64km 1,274 整備中

5A4-34 街路 延長：721m 幅員：16m 2,523 整備中

5A4-38 道路 自歩道整備：0.24km 2,631 整備中

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

他31路線

（一）大原周船寺停車場線　（周船寺工区）

Ａ.地方道路整備事業

（１）長浜博多駅１号線　（長浜工区）

（都）長尾橋本線

（都）博多箱崎線

（２）那珂麦野線　（那珂４工区）

（他）荒戸１１９３号線　（荒戸工区）

（１）荒戸荒津線　（荒戸１工区）

（他）博多駅南２４１４号線ほか２路線　（博多駅南工区）

（主）福岡早良大野城線　（千里工区）

（１）千鳥橋唐人町線　（舞鶴工区）

（他）清川１７２号線　（清川２工区）

城南区城南地区（一）東油山唐人線　（東油山工区）

南区大橋・高宮地区（１）大楠平和線　（大楠工区）

全体事業費
（百万円）

な し

H29年度末での
供用状況（予定）

な し

（１）南庄小田部線　（小田部２工区）

事業内容
（延長・面積等）

区分 番号
事業
種別

要素事業名

な し

（都）長浜臨港線（電共）

（２）舞鶴港線　（港工区）

（1）大楠平和線（大楠工区）
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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29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区） 歩道整備：0.50km

（主）福岡太宰府線　（箱崎県道踏切工区） 踏切構造改良：0.08km

（一）谷荒戸線　（荒戸２工区） 歩道整備：0.45km

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区） 歩道整備：0.45km

（１）香椎花園線　（香住ヶ丘工区） 歩道整備：1.08km

（都）和白新宮線 延長：810m 幅員：25m

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区） 交差点改良：0.20km

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区） 電線共同溝：0.14km

（一）周船寺有田線　（有田工区） 歩道整備：0.40km

（２）福重石丸線　（石丸工区） 歩道整備：0.67km

（都）長尾橋本線（茶山） 延長：920m 幅員：22m

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
(H25当初)

目　標　値
(H29末)

実　績　値
（H29末予定）

0% 50% 33%

0% 56% 18%

3）その他

※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。

指標名・算定式

整備中

A.地方道整備事業

他5路線

要素事業名

整備中

完了（緊急合同点検：１箇所、福岡市通学路交通安全対策プログラム：２箇所）

進捗状況

整備中

【福岡市通学路交通安全対策プログラム】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要素事
業の要対策箇所数）×100

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）等では、地元
調整、関係者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分
的な供用しかできていない。

【緊急合同点検】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要素事
業の要対策箇所数）×100

2）事業の効果
発現状況

・歩道整備に伴い通学児童と自動車との接触の危険性が低下し、安全・安心で快適な歩行空間を確保。
・踏切道における安全の確保。

－

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現状
況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事業
の効果発現状況（定性的な効果）

成果目標の達成状況
（２）福重石丸線　（石丸工区）等では、地元調整、関係者
との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しか
できていない。

整備中

福岡県

平成25年度　～　平成29年度（5年間）

平成25年度　～　平成29年度（5年間）

事後評価実施時期

市町村名

対象事業

（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）、（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）、（１）香椎花園線　（香住ヶ丘工区）、（主）福岡太宰府線　（箱崎県道踏切工区）、（都）
和白新宮線、（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）、（一）谷荒戸線　（荒戸２工区）、（１）清水干隈線　（長住２工区）、（一）周船寺有田線　（有田工区）、（２）福重石丸線　（石丸工
区）、（２）姪の浜駅南線　（小戸工区）、（他）今宿東４２４２号線　（今宿東工区）、（主）福岡志摩線　（横浜工区）、（主）福岡志摩前原線　（今津長浜工区）、（都）長尾橋本線（茶
山）

通学路の安全が確保された道づくり

交付対象事業費

要素事業名

16,317百万円

整備中

事業進捗（H29年度末予定）

全体事業費

整備中

整備中

計画の名称

目標値と実績値に差が出た要因

16,317百万円

整備中

完了（緊急合同点検：１箇所）

完了（福岡市通学路交通安全対策プログラム：１箇所）
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様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H25当初)

目　標　値
(H29末)

実　績　値
（H29末予定）

0% 50% 33%

0% 56% 18%

※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。

目標値と実績値に差が出た要因

依然として歩道等の整備状況が十分でない為、通学児童をはじめとする歩行
者等の安全が脅かされている状況である。
そこで、緊急合同点検に基づき公表された通学路の安全対策および、平成２
７年３月に策定した「福岡市通学路交通安全対策プログラム」（以下，プログラ
ム。）に基づき公表された通学路の安全対策のため，道路空間等の整備・活
用を行い、高齢者や、子ども、市域外からの来街者等を含めたすべての人が
安心して行動できる環境の形成を図る。

【緊急合同点検】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要
素事業の要対策箇所数）×100

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）等では、地元調整、
関係者との協議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供
用しかできていない。

通学路の安全が確保された道づくり

事業の目的

主な事業効果

・緊急合同点検により要対策箇所となった（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）、（主）福岡太宰府線（箱崎県道踏切工区）における対策の実施により、要対策箇所が２箇所問題解消し、通学児童の安全
性が確保された。
・「福岡市通学路交通安全対策プログラム」によりした（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）、（一）谷荒戸線　（荒戸２工区）の２路線における対策により、要対策箇所が３箇所問題解消し、通学児童の安
全性が確保された。

【福岡市通学路交通安全対策プログラム】
通学路の安全確保率（％）＝
（通学路の安全が確保された箇所数）／（要
素事業の要対策箇所数）×100

成果指標・算定式

（２）福重石丸線　（石丸工区）等では、地元調整、関係者との協
議に時間を要しており、H29末時点で部分的な供用しかできてい
ない。

供用後供用前 供用前 供用後

H25 H26 H27 H28 H29

6A4-1 道路 歩道整備：0.50km 1,219 完了

6A4-4 道路 踏切構造改良：0.08km 54 完了

6A4-8 道路 歩道整備：0.45km 71 完了

6A4-2 道路 歩道整備：0.45km 634 整備中

6A4-3 道路 歩道整備：1.08km 780 整備中

6A4-5 街路 延長：810m 幅員：25m 3,474 整備中

6A4-6 道路 交差点改良：0.20km 1,163 整備中

6A4-7 道路 電線共同溝：0.14km 228 整備中

6A4-10 道路 歩道整備：0.40km 540 整備中

6A4-11 道路 歩道整備：0.67km 1,300 整備中

6A4-16 街路 延長：920m 幅員：22m 4,733 整備中

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

Ａ.地方道路整備事業

他5路線

全体事業費
（百万円）

な し

区分 番号
事業
種別

要素事業名

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）

（２）福重石丸線　（石丸工区）

事業実施期間（年度） H29年度末での
供用状況（予定）

な し

（主）福岡太宰府線　（箱崎県道踏切工区）

（一）谷荒戸線　（荒戸２工区）

事業内容
（延長・面積等）

（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）

な し

（都）長尾橋本線（茶山）

（都）和白新宮線

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）

（１）香椎花園線　（香住ヶ丘工区）

（一）周船寺有田線　（有田工区）

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）

（一）谷荒戸線（荒戸2工区）（主）福岡早良大野城線（内野1工区）
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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29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

（１）多の津内橋線　（多の津工区） 舗装修繕：0.50km

（１）千代今宿線　（荒戸工区） 舗装修繕：0.48km

（１）千代今宿線　（西新工区） 舗装補修：1.15km

（２）唐人町豊浜線　（地行浜工区） 舗装修繕：0.42km 完了

（２）唐人町豊浜線　（百道浜工区） 舗装修繕：1.45km 完了

（主）志賀島和白線ほか 舗装補修：88.00km 整備中

（他）三筑３１１９号線ほか 舗装補修：290.00km 整備中

（１）博多駅姪浜線ほか 照明灯整備(LED化) N=35,385基 整備中

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
(H25年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

5.0% 3.2% 4.1%

12.4千トン 10.2千トン 10.9千トン

3）その他

※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。

・舗装修繕による、道路の長寿命化
・標識点検による、道路の安全な通行を確保
・照明灯をLED灯に切り替えることによる、道路の安全な通行を確保。

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）

－

今後の事業予定　等 ・整備中の路線については、引き続き国の交付金を活用しながら、地元関係者等との協議・調整を図り、早期完了に努める。

A.地方道整備事業

他25路線

2）事業の効果
発現状況

指標名・算定式 目標値と実績値に差が出た要因

成果目標の達成状況

要修繕（わだち掘れ30mm、ひび割れ率30％）延
長比率（％）＝
（要修繕(わだち掘れ30mm、ひび割れ率30％)延
長）／（総延長）×100

地元調整・関係者との協議に時間を要する箇所が複数あり、H29
末時点で要修繕箇所の整備が計画通りできていない。

CO2排出量（千トン）＝
（H25当初のCO2排出量）－（1基当たりのCO2削
減量×H25当初からの整備基数）

限られた予算の中、同計画において市民の安全にかかわる道路
や橋梁の維持管理に重点を置く結果となったため、LEDの整備
が計画通りできていない。

成果目標以外の要素事業の効果発現状
況（定性的な効果）

要素事業名 事業内容（延長・面積等） 事業進捗（H29年度末予定）

平成25年度　～　平成29年度（5年間） 事後評価実施時期 交付対象事業費 26,655百万円

1）事業の実施
状況

要素事業名

対象事業

（１）多の津内橋線　（多の津工区）、（１）千代今宿線　（荒戸工区）、（１）千代今宿線　（西新工区）、（２）唐人町豊浜線　（地行浜工区）、（２）唐人町豊浜線　（百道浜工区）、
（主）志賀島和白線ほか、（他）三筑３１１９号線ほか、（２）原田吉塚線ほか　（橋梁長寿命化）、（１）千代今宿線ほか　（橋梁長寿命化）、（国）２６３号ほか　（橋梁長寿命化）、
（主）大野城二丈線ほか　（橋梁長寿命化）、（一）入部中原停車場線ほか　（橋梁長寿命化）、（１）千代今宿線　（興徳寺橋）、（主）福岡直方線ほか、（１）香椎箱崎浜線ほか、
（主）博多停車場線ほか、（１）博多駅姪浜線ほか、（他）美和台2975号線　（美和台工区）、（他）名島2042号線　（名島工区）、（他）舞松原1613号線　（舞松原工区）、（他）若宮
1773号線　（若宮工区）、（他）渡辺通139号線ほか、（１）博多駅姪浜線ほか、（主）大野城二丈線ほか、（一）志賀島循環線　（東海岸工区）、（国）２６３号ほか、（主）福岡早良大
野城線ほか、（他）長谷香椎線ほか、（１）千代今宿線ほか

進捗状況

完了

完了

完了

福岡県 市町村名 計画の名称 道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり

平成25年度　～　平成29年度（5年間） 全体事業費 26,655百万円
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様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H25年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

5.0% 3.2% 4.1%

12.4千トン 10.2千トン 10.9千トン

※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。

限られた予算の中、同計画において市民の安全にかかわる道路
や橋梁の維持管理に重点を置く結果となったため、LEDの整備が
計画通りできていない。

主な事業効果
・（１）多の津内橋線　（多の津工区）、（１）千代今宿線　（荒戸工区）、（２）唐人町豊浜線　（地行浜工区）等における舗装修繕により、要修繕延長比率は5.0％から4.1％に縮減。安全な走行環境を確保。
・（１）博多駅姪浜線ほかの部分的な整備により、LED灯の整備基数が増加し、CO2排出量は12.4千トンから10.9千トンに縮減。

道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり

事業の目的 成果指標・算定式 目標値と実績値に差が出た要因

健全な都市機能を支えてきた幹線道路（舗装や橋梁等）の老朽化が進み、利
用者にとっては危険であると共に快適な道路とは言い難く、地震や大雨等の
災害発生時、また既存道路の維持管理面においても早急な対応が求められ
ている。
また，道路照明灯のLED化を進めることで，消費電力やCO2排出量の削減を
図るとともに、劣化による照度低下を抑制し安全に通行することが可能とな
る。
そのような、既存道路施設等を適確に維持管理することにより、災害に強く、
市民の安全と安心が確保されるまちを形成する。

要修繕（わだち掘れ30mm、ひび割れ率
30％）延長比率（％）＝
　(要修繕(わだち掘れ30mm、ひび割れ率
30％)延長)／(総延長)×100

地元調整・関係者との協議に時間を要する箇所が複数あり、H29
末時点で要修繕箇所の整備が計画通りできていない。

CO2排出量（千トン）＝
　（H25当初のCO2排出量）－（1基当たりの
CO2削減量×H25当初からの整備基数）

供用後供用前供用前 供用後

事業実施期間（年度）

H25 H26 H27 H28 H29

7A4-1 道路 舗装修繕：0.50km 34 完了

7A4-2 道路 舗装修繕：0.48km 104 完了

7A4-3 道路 舗装補修：1.15km 118 完了

7A4-4 道路 舗装修繕：0.42km 87 完了

7A4-5 道路 舗装修繕：1.45km 120 完了

7A4-6 道路 舗装補修：88.00km 5,597 整備中

7A4-7 道路 舗装補修：290.00km 9,500 整備中

7A4-21 道路 1,398 整備中

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

照明灯整備(LED化) N=35,385基

Ａ.地方道路整備事業

な　　　し

な　　　し

H29年度末での
供用状況（予定）

（２）唐人町豊浜線　（地行浜工区）

な　　　し

（主）志賀島和白線ほか

（２）唐人町豊浜線　（百道浜工区）

要素事業名
事業内容

（延長・面積等）
全体事業費
（百万円）

区分 番号
事業
種別

（他）三筑３１１９号線ほか

（１）多の津内橋線　（多の津工区）

（１）千代今宿線　（荒戸工区）

（１）千代今宿線　（西新工区）

（１）博多駅姪浜線ほか

他25路線

（1）鳥飼藤崎線（鳥飼6工区）（一）都地姪浜線（橋本1工区）

11



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29年度 国費率 0.55

A.地方道整備事業

Ｂ.関連社会資本整備事業

Ｃ.効果促進事業

その他関連する事業

A.地方道整備事業 西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近） 連続立体交差事業、延長：1,900m

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
(H25年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

65% 100% 100%

3）その他

※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。

2）事業の効
果発現状況 ・鉄道の高架化により、交通渋滞の緩和および踏切事故の解消が期待される。

・鉄道で分断された地域間の交流が深まり、地域の一体化が期待される。

－

1）事業の実施
状況

事業内容（延長・面積等）

今後の事業予定　等 ・関係機関との協議・調整を図り、平成３２年度の高架切替に努める。

成果目標以外の要素事業の効果発現状
況（定性的な効果）

関連社会資本整備事業、効果促進事業
の効果発現状況（定性的な効果）

要素事業名

－

目標値と実績値に差が出た要因

事業用地確保面積率（％）＝
事業用地確保面積（㎡）／計画事業用地面積（㎡）

対象事業

指標名・算定式

福岡県

平成25年度　～　平成29年度（5年間）

平成25年度　～　平成29年度（5年間）

事後評価実施時期

市町村名

事業進捗（H29年度末予定）要素事業名

雑餉隈駅周辺における安心で快適なまちづくり

28,297百万円

全体事業費 28,297百万円

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近）

交付対象事業費

計画の名称

成果目標の達成状況

進捗状況

整備中
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様式２—２　計画の概要

当初現況値
(H25年当初)

目　標　値
（H29末）

実　績　値
（H29末予定）

65% 100% 100%

※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。

雑餉隈駅周辺における安心で快適なまちづくり

事業の目的

主な事業効果
・鉄道の高架化により、交通渋滞の緩和および踏切事故の解消が期待される。
・鉄道で分断された地域間の交流が深まり、地域の一体化が期待される。

成果指標・算定式 目標値と実績値に差が出た要因

鉄道の高架化により、踏切での交通渋滞や事故の解消を図り、鉄道により分
断された市街地を一体化するなど、沿線地域の良好な住環境を形成する。
また、併せて側道整備を行い、沿線の交通の利便性や安全性を高めるととも
に、駅へのアクセス性を高め、公共交通の利用促進を図る。

事業用地確保面積率（％）＝
事業用地確保面積（㎡）／計画事業用地面
積（㎡）

－

供用後供用前供用前 供用後

H25 H26 H27 H28 H29

Ａ.地方道路整備事業 8-A1 街路 28,297 整備中

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

連続立体交差事業、延長：1,900m

事業内容
（延長・面積等）

事業実施期間（年度） H29年度末での
供用状況（予定）

な し

な し

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近）

全体事業費
（百万円）

な し

（側道18号線） （仮線道路）
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道路事業事後評価について

平成３０年１月

福岡市 道路下水道局
計画部 道路計画課

資料３－２

計画１：「都市の活力向上に資する道づくり」

計画２：「人と環境にやさしい道づくり」

計画３：「生活空間の安全・安心が確保された道づくり」

計画４：「通学路の安全が確保された道づくり」

計画５：「道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり」

計画６：「雑餉隈駅周辺における安心で快適なまちづくり」
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社会資本総合整備計画について
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交付金事業の変遷

•平成２１年度に、道路特定財源の一般財源化に際し、地域の活力の基盤の創造に資するよう、
道路を中心に関連する他のインフラ整備やソフト事業も対象とした新たな交付金制度を創設。

•平成２２年度に、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に一括し、
社会資本整備総合交付金を創設。

•平成２３年度に、地域自主戦略交付金を創設。

•平成２４年度に、地域自主戦略交付金について、都道府県分の対象事業を拡大・増額。政令指
定都市に一括交付金を導入。

•平成２５年度以降は、防災・安全交付金によりインフラ再構築及び生活空間の安全確保の取組
を集中的に支援。社会資本整備総合交付金により地域の社会資本整備を総合的に支援 。

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６～Ｈ２９

活力創出基盤整備

・道路、港湾

水の安全・
安心基盤整備

・治水､下水道､海岸

市街地整備
・都市公園､市街地､
広域連携 等

地域住宅支援

・住宅､住環境整備

より一層柔軟な流用が可能
になるなど、地方の使い勝
手を大幅に向上。

４分野を統合

・道路、港湾
・治水､下水道､海岸
・都市公園､市街地､
広域連携 等

・住宅､住環境整備

投資補助金を所管する全て
の府省が投資補助金を一括
交付金化。（都道府県分を対象）

事業の更なる重点化

・都道府県分の対象
事業の拡大増額

・新たに政令指定都市
分を導入

成長力強化や地域活
性化等につながる事
業

「命と暮らしを守るイ
ンフラ再構築」、「生
活空間の安全確保」
を集中的に支援

成長力強化や地域活
性化等につながる事
業

「命と暮らしを守るイ
ンフラ再構築」、「生
活空間の安全確保」
を集中的に支援

社会資本整備
総合交付金

地域活力基盤
創造交付金

社会資本整備
総合交付金

社会資本整備
総合交付金

社会資本整備
総合交付金

防災･安全交付金

社会資本整備
総合交付金

防災･安全交付金

地域自主戦略交付金

地域自主戦略交付金

地方道路整備事業

関連事業
・関連社会資本整備
事業

・効果促進事業
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社会資本総合整備に関する6つの整備計画の概要

●周辺地域との連携・交流の不足

●幹線道路（舗装や橋梁等）の老朽化
による危険性の高まり

●歩道等の整備が不十分なことによる
通学児童等の安全性の低下

●地域間ネットワークの強化・充実

●通学児童等の歩行の安全性確保

計画１：都市の活力向上に資する道
づくり

計画２：人と環境にやさしい道づくり

計画３：生活空間の安全・安心が確
保された道づくり

＜道路交通の現状・問題点等＞

●歩道等の整備不十分なことによる子
どもや高齢者等の安全性の低下

●自転車走行空間の不足

＜現状・問題点への対策方針＞

●自転車関連事故の増加への対応

●既存道路施設等の適確な維持管理

＜社会資本総合整備計画（目標・概要）＞

●道路照明灯の劣化による危険性の
高まり

●踏切での交通渋滞や事故の発生
●鉄道の高架化による市街地の一体

化および沿線地域の住環境の形成

●地震発生時における電柱倒壊等に
よる緊急車両等の通行機能低下

●安心・快適な歩行空間の確保

●防災空間等の道路機能の確保

計画４：通学路の安全が確保された
道づくり

計画５：道路ストックの適確な維持管
理による安全・安心なまちづ
くり

計画６：雑餉隈駅周辺における安心
で快適なまちづくり
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各計画の事業内容と成果について
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都市内のＩＣアクセス性の向上を図ることで、立地競争
力を強化し、都市の活力向上を目指す。また、地域間
ネットワークの強化・充実により、周辺地域との連携・
交流を促進し、都市圏全体としての成長を図る。

計画１

地域の現状・課題 計画の目標

都市の活力向上に資する道づくり

●周辺地域との連携・交流の不足

福岡市は、福岡県および九州地域における中核的な役割を担っ
ており、周辺地域とともに成長することが求められています。

福岡市基本計画より

渋滞している幹線道路
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計画１

事業箇所

計画期間 平成26年度～平成29年度 交付期間 平成26年度～平成29年度 全体事業費 19,088百万円

都市の活力向上に資する道づくり

1-A1 街路

1-A2 街路

1-A3 街路

1-A4 道路

1-A5 街路

1-A6 道路

1-A7 道路

1-A8 街路

（主）福岡東環状線（土井２工区）

（都）吉塚松崎線

（他）香椎４８００号線（香椎工区）

（１）学園通線ほか（田尻工区）

（都）野間屋形原線

番号
事業
種別

要素事業名

（都）千代粕屋線（二又瀬）

（都）粕屋久山線

（都）屋形原須玖線
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成果指標および達成状況①

計画１

【算定式】

（整備後の都市高速ランプ5分圏域人口）－（H26当初の
都市高速ランプ5分圏域人口）

【成果指標】

福岡都市高速道路の各ランプの5分圏域人口の増分（人）

当初 目標値 実績値

年度 H26 H29末 H29末
（予定）

成果指標 0人 20,000人 16,000人

福岡市では、市民生活の核となる拠点間の円滑な移動の確保を目指しており、
市域内の拠点間の連携強化や周辺市町等との交流・連携を支える福岡都市高速
道路へのアクセス向上を図るため、幹線道路の整備を行い都市高速の各ランプ
への5分圏人口の拡大を図ることを成果指標としております。

整備効果①：都市高速道路のアクセス性向上

○（都）千代粕屋線（二又瀬）の全線供用等により、都市高速道
路に接続する幹線道路のアクセス性が向上し、都市高速道路のア
クセス性が向上されました。

整備効果事例

（都）千代粕屋線（二又瀬）

供用後

■成果指標の目標値および実績値

都市の活力向上に資する道づくり

※人口は平成22年国勢調査結果を基に算出
※平成H27年国勢調査結果を用いた場合の実績値は18,000人
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成果指標および達成状況②

計画１

【算定式】

（整備後の都心部20分圏域人口）－（H26当初の都心部
20分圏域人口）

【成果指標】

福岡都心部20分圏域人口の増分（人）

当初 目標値 実績値

年度 H26 H29末 H29末
（予定）

成果指標 0人 15,000人 10,000人

整備効果②：福岡都心部からのアクセス性向上

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

都市の活力向上に資する道づくり

（都）千代粕屋線（二又瀬）

供用後

○（都）千代粕屋線（二又瀬）の全線供用等により、主要な幹線
道路のアクセス性が向上し、福岡都心部からのアクセス性が向上
されました。

※人口は平成22年国勢調査結果を基に算出
※平成H27年国勢調査結果を用いた場合の実績値は11,000人

福岡市では、都心部を中心に、多様な都市機能が集積する各拠点を交通基盤の
ネットワークにより移動の円滑化が確保されたコンパクトな都市を目指してい
ることから、幹線道路の整備を行い福岡都心部からの20分圏域人口の拡大を
図ることを成果指標としております。
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地域の現状・課題 計画の目標

計画２ 人と環境にやさしい道づくり

●歩道等の整備不十分なことによる安心・快適な歩行空間の
不足

福岡市では、依然として歩道等の整備状況が十分でなく、すべ
ての人にとって安心・快適な歩行空間の確保が求められています。

子どもや高齢者をはじめ、誰もが安心して歩ける歩
行空間の整備を行う。これに加え、上記と一体とな
り公共施設等への案内情報を適確に提供する都市サ
インを設置することで、すべての人にわかりやすく
親切な道づくりを目指す。

歩道が整備されていない道路 歩行者と自転車が輻輳している歩道
23



事業箇所

計画２

計画期間 平成26年度～平成29年度 交付期間 平成26年度～平成29年度 全体事業費 3,852百万円

人と環境にやさしい道づくり

2-A1 道路

2-A2 道路

2-A3 道路

2-A4 道路

2-A6 道路

2-A8 道路

2-A10 道路

2-A13 道路

2-A14 道路

2-A15 道路

2-A16 道路

2-C1 道路

番号
事業
種別

要素事業名

(一)後野福岡線　（花畑1工区）

(主)福岡早良大野城線　（周船寺2工区）

(他)田尻2123号線　（田尻工区）

(1)御供所井尻3号線　（祇園町工区）

(1)博多駅春日原2号線　（諸岡工区）

(他)井尻１００５号線　（井尻４号踏切）

(主)福岡早良大野城線　（千里工区）

(2)西新通線　（百道浜工区）

(一)周船寺有田線　（橋本2工区）

都市サイン整備事業

(1)長浜博多駅1号線　（長浜工区）

(1)清水干隈線　（長尾工区）
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成果指標および達成状況

計画２

【算定式】

（主要施設からの徒歩圏域内歩道のフラット化整備延長）
／（主要施設からの徒歩圏域内都市計画道路の全延長）

【成果指標】

主要施設からの徒歩圏域内歩道整備率（フラット化）（％）

当初 目標値 実績値

年度 H26 H29末 H29末
（予定）

成果指標 58.3% 63.2% 60.7%

【参考】

歩道設置延長 28.2km 30.5km 29.3km

福岡市では、ユニバーサルデザインの理念に基づき、誰もが思いやりを持ち、
すべての人にやさしいまちづくりの実現を目指し、すべての人が安全で快適に
利用できる道路整備を進めております。そのため、子どもや高齢者等の誰もが
安心して歩けるよう、歩道のフラット化を進めていることから、歩道のフラッ
ト化整備率を成果指標としております。

整備効果①：安心・快適な歩行空間の確保

○（主）福岡早良大野城線（周船寺2工区）等の歩道の整備等によ
り、誰もが安心して歩ける歩行空間が確保されました。

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

人と環境にやさしい道づくり

供用後

（主）福岡早良大野城線（周船寺2工区）

勾配あり

大きな段差

同程度の高さ

平坦な歩行空間
誘導ブロッ ク
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地域の現状・課題

計画３ 生活空間の安全・安心が確保された道づくり

●歩道等の整備が不十分による通学児童等の安全性の低下

福岡市では、依然として歩道等の整備状況が十分でない為、通学児童をはじめと
する歩行者等の安全が脅かされている状況であるため歩行空間の設置が求められてい
ます。

●地震発生時における電柱倒壊等による緊急車両等の通行機能低下

福岡市では、福岡市が定めた「福岡市地域防災計画」に基づき、地震発生時におけ
る電柱倒壊や切断された電線の路上への垂れ下がり等により、緊急車両その他の交通
に支障が生ずることを防ぐとともに、避難路や緊急物資輸送路及び防災空間としての
道路の機能を保つため、無電柱化や緊急輸送道路の整備が求められています。

●自転車走行空間の不足

近年の自転車交通需要の増加へも早急な対応が求められています。

整備方針
計画の目標

道路空間等の整備・活用により、高齢者や、子ど
も、市域外からの来街者等を含めたすべての人が
安心して行動できる環境の形成を図る。

歩道が整備されていない通学路 無電柱化されていない道路 自転車歩行空間が整備されていない道路
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事業箇所

計画３

計画期間 平成25年度～平成29年度 交付期間 平成25年度～平成29年度 全体事業費 53,554百万円

生活空間の安全・安心が確保された道づくり

5A4-1 道路
5A4-2 道路
5A4-3 道路
5A4-4 道路
5A4-5 道路
5A4-6 道路
5A4-7 道路
5A4-8 道路
5A4-9 道路
5A4-10 道路
5A4-11 道路
5A4-12 道路
5A4-13 道路
5A4-14 道路
5A4-15 道路
5A4-16 道路
5A4-17 道路
5A4-18 道路
5A4-19 道路
5A4-20 道路
5A4-22 道路
5A4-23 道路
5A4-24 道路
5A4-25 道路
5A4-26 道路
5A4-29 道路
5A4-30 街路
5A4-31 街路
5A4-32 街路
5A4-33 街路
5A4-34 街路
5A4-35 街路
5A4-37 道路
5A4-38 道路
5A4-39 道路
5A4-40 道路
5A4-41 道路
5A4-46 道路
5A4-47 道路
5A4-50 道路
5A4-53 道路
5A4-54 道路
5A4-55 街路
5A4-56 道路
5A4-57 道路
5A4-58 道路
5A4-59 街路

（２）高美台線　（高美台工区）
（都）築港石城町線
（主）福岡志摩線　（元浜工区）
（２）西新通線　（西新工区）
（国）４９５号　（和白工区）

（１）地行鳥飼七隈線　（鳥飼１工区）

（１）清水干隈線　（干隈工区）

（１）清水干隈線ほか　（七隈工区）
（２）舞鶴港線　（港工区）
（他）百道浜２７８７号線　（百道浜工区）
（他）香住ヶ丘２３１０号線　（香椎花園前２号踏切）

南区大橋・高宮地区（１）大楠平和線　（大楠工区）

（１）荒戸荒津線　（荒戸１工区）
（他）博多駅南２４１４号線ほか２路線　（博多駅南工区）

（１）長浜博多駅１号線　（長浜工区）
（２）高砂平尾線　（高砂工区）

（都）老司片江線（やよい坂）

（都）長浜臨港線（電共）
（一）大原周船寺停車場線　（周船寺駅前交差点）

（一）大原周船寺停車場線　（周船寺工区）

（一）猪野土井線　（土井４工区）

番号 要素事業名

（１）南庄小田部線　（小田部２工区）
（１）上牟田清水２号線　（博多駅南工区）

（国）２６３号　（重留工区）
（一）水城下臼井線　（大井工区）

東区中部地区（国）４９５号　（和白丘工区）

（都）老司片江線
（都）長尾橋本線
（都）博多箱崎線

（他）今宿東１６３７号線　（今宿東工区）

（都）国道３号線

（１）田島原線ほか

早良区早良地区（主）福岡早良大野城線　（脇山２工区）

東区中部地区（一）町川原福岡線　（下原工区）

東区中部地区（一）町川原福岡線　（香椎駅東工区）

城南区城南地区（一）東油山唐人線　（東油山工区）

（２）那珂麦野線　（那珂４工区）
（他）荒戸１１９３号線　（荒戸工区）
（一）大原周船寺停車場線　（周船寺工区）

南区大橋・高宮地区（１）大楠平和線　（大楠工区）

（一）桧原比恵線　（平尾工区）

（都）国道３号線（東那珂）

（一）桧原比恵線　（平尾工区）
（１）千鳥橋唐人町線　（舞鶴工区）
（他）清川１７２号線　（清川２工区）
南区大橋・高宮地区（国）３８５号　（清水工区）

（主）福岡早良大野城線　（千里工区）

事業
種別
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成果指標及び達成状況①

計画３

整備効果①：通学路等の安全性の確保

○（一）大原周船寺停車場線（周船寺駅前工区）等の歩道整備に
より、市内主要幹線道路における安全な歩行空間が確保されまし
た。

【算定式】

2ｍ以上の歩道が設置されている延長／道路総延長×100

【成果指標】

安全安心歩行率（％）

福岡市では、子どもや高齢者をはじめ、誰もが安心して歩けるよう歩行空間の整備を
進めており、特に通学路の整備については優先的に取り組んでいるため、市内主要幹
線道路における、2ｍ以上の歩道が確保されている通学路の割合を成果指標としてお
ります。

当初 目標値 実績値

年度 H24 H29末 H29末
（予定）

成果指標 43.8% 45.0% 44.2%

【参考】

2ｍ以上の歩道

がある通学路
延長

350.3km 360.0km 353.9km

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

生活空間の安全・安心が確保された道づくり

供用前

供用後

（一）大原周船寺停車場線（周船寺駅前工区）
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成果指標及び達成状況②

計画３

【算定式】

整備延長(km)／福岡市における無電柱化計画路線延長(km) ×100

【成果指標】

無電柱化路線の整備率（％）

福岡市では、地震や台風などの災害時に、電柱倒壊による道路遮断の防止や、電力・
通信網の切断被害の軽減を図るため、無電柱化を推進していることから、無電柱化路
線の整備率を成果指標としております。

当初 目標値 実績値

年度 H24 H29末 H29末
（予定）

成果指標 83.7% 86.2% 84.8%

【参考】

無電柱化路線
の整備延長

134.9km 138.8km 136.6km

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

生活空間の安全・安心が確保された道づくり

整備効果②：安全・安心な通行空間の確保

○（1）大楠平和線（大楠工区）等における電線共同溝の整備に
より、電線倒壊等による交通の支障を防ぎ、安全・安心な通行空
間を確保できました。

供用前

供用後

（1）大楠平和線（大楠工区）
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成果指標及び達成状況③

計画３

【算定式】

整備延長(km)＋整備延長(km)

【成果指標】

自転車通行空間の整備延長（km）

近年、環境にやさしく手軽で健康によい交通手段として自転車の利用者が増加するの
に伴い、歩行者対自転車の事故が増加しております。そのため、福岡市では自転車事
故の削減を目指し、安全で快適な自転車通行空間の整備を推進していることから、自
転車通行空間の整備延長を成果指標としております。

当初 目標値 実績値

年度 H24 H29末 H29末
（予定）

成果指標 47.2km 49.7km 49.7km

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

生活空間の安全・安心が確保された道づくり

整備効果③：歩行者と自転車が共存する自転車通行空間の確保

○（都）長尾橋本線等における自歩道整備により、歩行者と自転
車が安全で快適に共存できる自転車通行空間が確保されました。

供用前

供用後

（都）長尾橋本線
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地域の現状・課題 計画の目標

通学路の安全が確保された道づくり計画４

緊急合同点検に基づき公表された通学路の安全対策
および、平成27年3月に策定した「福岡市通学路
交通安全対策プログラム｣に基づき公表された通学
路の安全対策のため、道路空間等の整備・活用を行
い、高齢者や、子ども、市域外からの来街者等を含
めたすべての人が安心して行動できる環境の形成を
図る。

●歩道等の整備が不十分なことによる通学児童等の安全性の
低下

福岡市では、依然として歩道等の整備状況が十分でない為、通学
児童をはじめとする歩行者等の安全が脅かされている状況であり、
安全な歩行空間の整備が求められています。

歩道が整備されていない通学路 歩道が整備されていない通学路
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事業箇所

計画４

計画期間 平成25年度～平成29年度 交付期間 平成25年度～平成29年度 全体事業費 16,317百万円

通学路の安全が確保された道づくり

6A4-1 道路

6A4-2 道路

6A4-3 道路

6A4-4 道路

6A4-5 街路

6A4-6 道路

6A4-7 道路

6A4-8 道路

6A4-9 道路

6A4-10 道路

6A4-11 道路

6A4-12 道路

6A4-13 道路

6A4-14 道路

6A4-15 道路

6A4-16 街路

番号
事業
種別

要素事業名

（主）福岡早良大野城線　（内野１丁目工区）

（主）福岡早良大野城線　（内野５丁目工区）

（１）香椎花園線　（香住ヶ丘工区）

（主）福岡太宰府線　（箱崎県道踏切工区）

（都）和白新宮線

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）

（１）博多駅草ヶ江線　（六本松工区）

（一）谷荒戸線　（荒戸２工区）

（１）清水干隈線　（長住２工区）

（都）長尾橋本線（茶山）

（一）周船寺有田線　（有田工区）

（２）福重石丸線　（石丸工区）

（２）姪の浜駅南線　（小戸工区）

（他）今宿東４２４２号線　（今宿東工区）

（主）福岡志摩線　（横浜工区）

（主）福岡志摩前原線　（今津長浜工区）
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成果指標及び達成状況①

計画４

【算定式】

（通学路の安全が確保された箇所数）／（要素事業の要対策箇所
数）×100

【成果指標】

通学路の安全確保率（％）

近年、登下校中の児童等の事故が相次いでおり、通学路の交通安全の確保の徹底のた
め、通学路の緊急合同点検を実施しました。その結果、福岡市でも危険箇所が明らか
となったことから、通学路の交通安全の確保のため、緊急合同点検に基づく要対策箇
所のうち安全が確保されている割合を成果指標としております。

当初 目標値 実績値

年度 H25 H29末 H29末
（予定）

成果指標 0％ 50％ 33％

【参考】

通学路の安全
が確保された
箇所数

0箇所 3箇所 2箇所

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

通学路の安全が確保された道づくり

整備効果①：安全が確保された通学路の確保

○（主）福岡太宰府線（箱崎県道踏切工区）等における歩道整備
により、通学児童が安全・安心に通学できる歩行空間が確保され
ました。

供用前

供用後

（主）福岡太宰府線（箱崎県道踏切工区）
※緊急合同点検に基づく要対策箇所 ６箇所
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成果指標及び達成状況②

計画４

【算定式】

（通学路の安全が確保された箇所数）／（要素事業の要対策箇所
数）×100

【成果指標】

通学路の安全確保率（％）

福岡市の通学路安全の確保に向け、関係機関が連携して、通学路の安全体制づくりを
進めるため「福岡市通学路交通安全対策プログラム」を策定し、通学路の安全確保を
図っていることから、プログラムに基づく要対策箇所のうち安全が確保されている割
合を成果指標としております。

当初 目標値 実績値

年度 H25 H29末 H29末
（予定）

成果指標 0％ 56％ 18％

【参考】

通学路の安全
が確保された
箇所数

0箇所 9箇所 3箇所

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

通学路の安全が確保された道づくり

供用前

供用後

○（主）福岡早良大野城線（内野1工区）等における歩道整備に
より、通学児童が安全・安心に通学できる歩行空間が確保されま
した。

整備効果②：安全が確保された通学路の確保

（主）福岡早良大野城線（内野1工区）
※福岡市通学路交通安全対策プログラムに基づく要対策箇所 １７箇所
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地域の現状・課題 計画の目標

道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり計画５

●幹線道路（舗装や橋梁等）の老朽化による危険性の高まり

福岡市では、健全な都市機能を支えてきた幹線道路（舗装や橋
梁等）の老朽化が進み、利用者にとっては危険であると共に快適
な道路とは言い難く、地震や大雨等の災害発生時、また既存道路
の維持管理面においても早急な対応が求められています。

●道路照明灯の劣化による通行時の安全性の低下

道路照明灯のLED化を進めることで、消費電力やCO2排出量の
削減を図るとともに、劣化による照度低下を抑制し通行時の安全
性向上が求められています。

既存道路施設等を適確に維持管理することにより、
災害に強く、市民の安全と安心が確保されるまちを
形成する。

わだち

ひびわれ

修繕前の舗装 LED化前の道路照明灯
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事業箇所

計画５

計画期間 平成25年度～平成29年度 交付期間 平成25年度～平成29年度 全体事業費 26,655百万円

道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり

7A4-1 道路

7A4-2 道路

7A4-3 道路

7A4-4 道路

7A4-5 道路

7A4-6 道路

7A4-7 道路

7A4-8 道路

7A4-27 道路

7A4-9 道路

7A4-10 道路

7A4-28 道路

7A4-11 道路

7A4-12 道路

7A4-13 道路

7A4-14 道路

7A4-15 道路

7A4-16 道路

7A4-17 道路

7A4-18 道路

7A4-19 道路

7A4-20 道路

7A4-21 道路

7A4-29 道路

7A4-22 道路

7A4-23 道路

7A4-24 道路

7A4-25 道路

7A4-26 道路

7A4-30 街路

7A4-31 街路

7A4-32 街路

7A4-33 街路

番号

（２）原田吉塚線ほか　（橋梁長寿命化）

（１）千代今宿線ほか　（橋梁長寿命化）

（国）２６３号ほか　（橋梁長寿命化）

（主）大野城二丈線ほか　（橋梁長寿命化）

（２）唐人町豊浜線　（地行浜工区）

（２）唐人町豊浜線　（百道浜工区）

（主）志賀島和白線ほか

（他）三筑３１１９号線ほか

事業
種別

要素事業名

（１）多の津内橋線　（多の津工区）

（１）千代今宿線　（荒戸工区）

（１）千代今宿線　（西新工区）

（主）福岡早良大野城線ほか

（他）美和台2975号線　（美和台工区）

（他）名島2042号線　（名島工区）

（他）舞松原1613号線　（舞松原工区）

（他）若宮1773号線　（若宮工区）

（国）２６３号ほか

（一）入部中原停車場線ほか　（橋梁長寿命化）

（１）千代今宿線　（興徳寺橋）

（主）福岡直方線ほか

（１）香椎箱崎浜線ほか

（主）博多停車場線ほか

（１）博多姪浜線ほか

（他）長谷香椎線ほか

（１）千代今宿線ほか

（主）福岡早良大野城線ほか

（主）大野城二丈線ほか

（主）福岡早良大野城線ほか

（他）渡辺通139号線ほか

（１）博多駅姪浜線ほか

（主）大野城二丈線ほか

（一）志賀島循環線　（東海岸工区）

（国）２６３号ほか
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成果指標及び達成状況①

計画５

【算定式】

（要修繕（わだち掘れ30mm、ひび割れ率30％）延長）／（総延
長）×100

【成果指標】

要修繕（わだち掘れ30mm、ひび割れ率30％）延長比率（％）

福岡市では、施設の安全性を確保し、安心して通行できる道路サービスを提供すると
ともに、財政負担の低減のため、予防保全型（わだち掘れ30mm、ひび割れ率30％
での補修）による維持管理に取り組んでいることから、市内主要幹線道路の総延長に
対する要修繕の延長比率を成果指標としております。

当初 目標値 実績値

年度 H25 H29末 H29末
（予定）

成果指標 5.0％ 3.2％ 4.1％

【参考】

要修繕延長 40.3km 25.9km 32.8km

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり

○（一）都地姪浜線（橋本1工区）等における舗装修繕作業によ
り、道路の長寿命化が図られ、安全な走行空間が確保されました。

供用前

供用後

（一）都地姪浜線（橋本1工区）

整備効果①：安全で快適な走行空間の確保
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成果指標及び達成状況②

計画５

【算定式】

（H25当初のCO2排出量）－（1基当たりのCO2削減量×H25当
初からの整備基数）

【成果指標】

CO2排出量（千トン）

福岡市では、交通安全上、必要不可欠な設備である道路照明灯のLED化を進めること
により、二酸化炭素の排出量や電力使用量の削減、電球の長寿命化による維持管理費
の削減を図っていることから、道路照明灯LED化によるCO2排出量を成果指標として
おります。

当初 目標値 実績値

年度 H25 H29末 H29末
（予定）

成果指標 12.4千トン 10.2千トン 10.9千トン

【参考】

LED整備基数 246基 9,665基 6,755基

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

道路ストックの適確な維持管理による安全・安心なまちづくり

○（1）博多駅姪浜線ほかの部分的な整備により、LED灯の整備
基数が増加し、夜間でも安全で快適な走行空間が確保されました。

整備効果②：安全で快適な走行空間の確保

供用後供用前

供用前 供用後

（一）後野福岡線（近影）

（一）後野福岡線（遠影）

※ LED化による１基当たりのCO2削減量：225.7ｋｇ

※ LED化による１基当たりの消費電力削減量：603.5kWh
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地域の現状・課題 計画の目標

計画６ 雑餉隈駅周辺における安心で快適なまちづくり

鉄道の高架化により、踏切での交通渋滞や事故の解
消を図り、鉄道により分断された市街地を一体化す
るなど、沿線地域の良好な住環境を形成する。また、
併せて側道整備を行い、沿線の交通の利便性や安全
性を高めるとともに、駅へのアクセス性を高め、公
共交通の利用促進を図る。

●踏切での交通渋滞や事故の発生

雑餉隈駅では、市街地に踏切があることで慢性的な交通渋滞や重
大な踏切事故が発生し、鉄道による地域の分断などが生じており、
安全で快適なまちづくりを行うための対応が求められています。

歩行者と車が輻輳している踏切（雑餉隈１号踏切） 踏切による渋滞（雑餉隈５号踏切）
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事業箇所

計画６

計画期間 平成25年度～平成29年度 交付期間 平成25年度～平成29年度 全体事業費 28,297百万円

雑餉隈駅周辺における安心で快適なまちづくり

8-A1 街路

番号
事業
種別

要素事業名

西鉄天神大牟田線（雑餉隈駅付近）
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成果指標および達成状況

計画６

【算定式】

事業用地確保面積（㎡）／計画事業用地面積（㎡）

【成果指標】

事業用地確保面積率（％）

当初 目標値 実績値

年度 H25 H29末 H29末
（予定）

成果指標 65% 100% 100%

【参考】

事業用地確保
面積

4,863㎡ 7,534㎡ 7,534㎡

福岡市の地域拠点である雑餉隈駅付近では、踏切による交通渋滞や交通事故、
地域の分断が問題視されているため、平成32年度の高架切替を目標に連続立
体事業を進めていることから、計画的な事業用地確保が必要であるため、事業
用地確保面積率を成果指標としております。

整備効果：踏切事故の解消及び、市街地の一体化

○ 鉄道の高架化により、交通渋滞の緩和及び踏切事故の解消が期
待される。また、鉄道により分断された地域間の交流が図られ、
市街地の一体化が見込まれる。

整備効果事例

■成果指標の目標値および実績値

雑餉隈駅周辺における安心で快適なまちづくり

事業用地確保面積とは、連続立体交差事業に伴う側道用地の買収面積およ
び仮設道路の借地面積を指す。

（仮設道路）

用地確保前 用地確保後

完成後のイメージ（雑餉隈５号踏切部）
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成果指標の達成状況まとめ

計 画 成果指標
①当初

(Ｈ25・H26)

②目標値

(Ｈ29末)

③実績値

(Ｈ29末)

都市の活力向上に資する道づくり ランプ5分圏域人口の増分（人） 0人 20,000人 16,000人

都心部20分圏域人口の増分（人） 0人 15,000人 10,000人

人と環境にやさしい道づくり 主要施設からの徒歩圏域内歩道整備率

（フラット化）（％）
58.3％ 63.2％ 60.7％

生活空間の安全・安心が確保された道
づくり

安全安心歩行率（％） 43.8％ 45.0％ 44.2％

無電柱化路線の整備率（％） 83.7％ 86.2％ 84.8％

自転車通行空間の整備延長（km） 47.2km 49.7km 49.7km

通学路の安全が確保された道づくり 通学路の安全確保率（緊急合同点検）（％） 0％ 50％ 33％

通学路の安全確保率（プログラムに基づく点
検）（％）

0％ 56％ 18％

道路ストックの適確な維持管理による安
全・安心なまちづくり

要修繕延長比率（％） 5.0％ 3.2％ 4.1％

CO2排出量（千トン） 12.4千トン 10.2千トン 10.9千トン

雑餉隈駅周辺における安心で快適なま
ちづくり

事業用地確保率（％）
65％ 100％ 100％

今後の課題
○ 成果指標の目標は、地元調整や用地買収の難航等計画どおり進んでいない事業もあるため、早期の供用に

向け、地元関係者や関係機関等との協議 ･調整を図る。

○ 既存道路の維持管理については、定期点検により損傷を早期発見し、優先順位を決定し、計画的かつ効率的
な対策を行うよう努める。

○ 成果指標の設定については、国から示された例を参考に、要素事業との関係性を見ながら、よりわかりやす
い指標が設定できるよう工夫する。
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