
社会資本総合整備計画
2 　人と環境にやさしい道づくり

　平成26年度～平成29年度（4年間） 　福岡市

主要施設からの徒歩圏域内における都市計画道路の歩道整備率（フラット化）を算出する。
　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）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 策定状況

2-A1 道路 一般 福岡市 直接 (一)後野福岡線　花畑1工区 640

2-A2 道路 一般 福岡市 直接 (主)福岡早良大野城線　周船寺2工区 1,215

2-A3 道路 一般 福岡市 直接 (他)田尻2123号線　田尻工区 194

2-A4 道路 一般 福岡市 直接 (1)御供所井尻3号線　祇園町工区 144

2-A6 道路 一般 福岡市 直接 (1)博多駅春日原2号線　諸岡工区 105

2-A8 道路 一般 福岡市 直接 (1)長浜博多駅1号線　長浜工区 40

2-A10 道路 一般 福岡市 直接 (1)清水干隈線　長尾工区 153

2-A13 道路 一般 福岡市 直接 (他)井尻１００５号線　井尻４号踏切 77

2-A14 道路 一般 福岡市 直接 (主)福岡早良大野城線　千里工区 705

2-A15 道路 一般 福岡市 直接 (2)西新通線　百道浜工区 136

2-A16 道路 一般 福岡市 直接 (一)周船寺有田線　橋本2工区 341

合計 3,750

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 策定状況

合計 0

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 H26 H27 H28 H29

2-C1 道路 一般 福岡市 直接 都市サイン整備事業 102
合計 102

番号 備考

2-C1

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29

0

番号 備考

平成29年3月31日

計画の名称 重点計画の該当
計画の期間 交付対象

（H26当初） （H27末） （H29末）

58.3% 59.3% 63.2%

計画の目標

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。

　　計画の成果目標（定量的指標）

・主要な施設（様々な人が利用する学校，病院，市区役所，公園など）からの徒歩圏域の中で，これら拠点が複数立地するエリア内において
　都市計画道路の歩道整備（フラット化）率を58.3%(H26)から63.2%(H29)に拡大

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

2.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

0百万円 Ｃ 102百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 3,852百万円 Ａ 3,750百万円 Ｂ

福岡市 自歩道整備　L=0.54km 福岡市

福岡市 自歩道整備　L=0.36km 福岡市

福岡市 歩道整備　L=0.41km 福岡市

福岡市 自歩道整備　L=0.60km 福岡市

福岡市 歩道整備　L=0.80km 福岡市

福岡市 踏切改良　L=0.02km 福岡市

福岡市 段差解消　L=0.60km 福岡市

福岡市 段差解消　L=0.10km 福岡市

福岡市 歩道整備　L=0.4km 福岡市

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

福岡市 自歩道整備　L=0.60km 福岡市

福岡市 歩道整備　L=0.66km 福岡市

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

福岡市 施設案内板設置 福岡市

一体的に実施することにより期待される効果
道路事業（歩道整備、フラット化等）と一体的に整備することで、市民だけでなく市外からの来街者等を含めた誰もが安心して目的地へ移動することができる。

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名
全体事業費
（百万円）（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果



交付金の執行状況
（単位：百万円）

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

2.2% 2.5% 1.9% 5.3%

未契約繰越＋不用率が10％を超え
ている場合その理由

－ － - -

うち未契約繰越額
（g）

4.408 2.239 1.721 2.750

不用額
（h = c+d-e-f）

0.000 0.000 0.000 0.000

支払済額
（e）

181.002 57.376 65.184 45.197

翌年度繰越額
（f）

16.125 31.348 25.507 6.710

交付額
（c=a+b）

197.127 72.599 59.342 26.400

前年度からの繰越額
（d）

0.000 16.125 31.348 25.507

配分額
（a）

197.127 72.599 59.342 26.400

計画別流用
増△減額
（b）

0.000 0.000 0.000 0.000

H26 H27 H28 H29



社会資本総合整備計画 平成29年3月31日

　人と環境にやさしい道づくり
　平成26年度～平成29年度（4年間） 　福岡市

計画の名称
計画の期間 交付団体

（様式３）


	2人と環境にやさしい
	○【60福岡市】社会資本総合整備計画（2人と環境にやさしい）170201
	○【60福岡市】社会資本総合整備計画（2人と環境にやさしい）1702012

	○【60福岡市】社会資本総合整備計画（2人と環境にやさしい）170201



