
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和01年12月20日

計画の名称 「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）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 福岡市

計画の目標 　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、港湾機能の確保に取り組んでいく。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,864  Ａ               4,738  Ｂ                   0  Ｃ                 126  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      2.59 ％

番号

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

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H26末） （H29末） （H31末）

   1 港湾施設について，適切な整備・改良を行うことにより，博多港の防災機能の確保，利用者の利便性・安全性の向上，施設の延命化を図る。

港湾施設の整備・改良[箇所] 0箇所 20箇所 38箇所

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-001 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 建設 アイランドシティ　防波

堤　整備

延長　L=100m 博多港・アイラ

ンドシティ地区

 ■         120 －

A02-002 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 アイランドシティ　岸壁

（-14.0m)　改良

延長　L=330m 博多港・アイラ

ンドシティ地区

 ■         126 策定済

A02-003 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 香椎パークポート　岸壁(

-13m)　改良

延長　L=300m 博多港・香椎パ

ークポート地区

 ■  ■  ■  ■         497 策定済

A02-004 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 香椎パークポート　香B-2

号線　道路改良

延長　L=814m 博多港・香椎パ

ークポート地区

 ■         106 策定済

A02-005 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱A-7号線　道

路改良

延長　L=430m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■         102 策定済

A02-006 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱A-8号線　道

路改良

延長　L=1,018m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■          99 策定済

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-007 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱B-6号線　道

路改良

延長　L=400m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■         165 策定済

A02-008 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱B-9号線　道

路改良

延長　L=140m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■          48 策定済

A02-009 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱B-17号線　

道路改良

延長　L=380m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■  ■         162 策定済

A02-010 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱B-20号線　

道路改良

延長　L=250m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■          84 策定済

A02-011 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱B-22号線　

道路改良

延長　L=300m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■  ■  ■          99 策定済

A02-012 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　道路改良 照明灯改良　基数　N=75基 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■  ■  ■         174 策定済

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-013 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　岸壁(-12m)　

改良

延長　L=294m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■          33 策定済

A02-014 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 中央ふ頭　岸壁(-10m)　

改良

延長　L=270m 博多港・中央ふ

頭地区

 ■          35 策定済

A02-015 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 博多ふ頭　岸壁(-5.5m)　

改良

延長　L=121m 博多港・博多ふ

頭地区

 ■  ■  ■  ■          54 策定済

A02-016 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 博多ふ頭　博A-7号線外　

道路改良

交差点改良　延長L=220m 博多港・博多ふ

頭地区

 ■          12 策定済

A02-017 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 東浜ふ頭　東岸壁(-7.5m)

　改良

延長　L=310m 博多港・東浜ふ

頭地区

 ■  ■          69 策定済

A02-018 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 東浜ふ頭　北岸壁(-7.5m)

　改良

延長　L=390m　 博多港・東浜ふ

頭地区

 ■  ■          72 策定済

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-019 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 東浜ふ頭　西岸壁(-5.5m) 延長　L=360m 博多港・東浜ふ

頭地区

 ■  ■          67 策定済

A02-020 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 東浜ふ頭　東A-7号線　道

路改良

延長　L=117m 博多港・東浜ふ

頭地区

 ■  ■          16 策定済

A02-021 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 須崎ふ頭　那A-4号線　道

路改良

延長　L=1,568m 博多港・須崎ふ

頭地区

 ■  ■         306 策定済

A02-022 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 須崎ふ頭　那A-12号線　

道路改良

延長　L=185m 福岡市／博多港

・須崎ふ頭地区

 ■          54 策定済

A02-023 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 須崎ふ頭　那B-15号線　

道路改良

延長　L=150m 博多港・須崎ふ

頭地区

 ■          33 策定済

A02-024 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 須崎ふ頭　那の津南岸壁(

-5.5m)　改良

延長　L=230m 博多港・須崎ふ

頭地区

 ■  ■         260 策定済

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-025 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 須崎ふ頭　西物揚場(-2.5

m)　改良

延長　L=357m 博多港・須崎ふ

頭地区

 ■         126 策定済

A02-026 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 須崎ふ頭　西防波堤　改

良

延長　L=1,274m 博多港・須崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■          93 策定済

A02-027 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 須崎ふ頭　道路改良 照明灯改良　基数　N=123基 博多港・須崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■  ■         138 策定済

A02-028 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 みなと大橋　改良 延長　L=251m 博多港・博多～

須崎ふ頭地区

 ■  ■         192 策定済

A02-029 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 新千鳥橋　改良 延長　L=136m 博多港・東浜～

中央ふ頭地区

 ■          62 策定済

A02-030 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 香椎アイランドブリッジ

　改良

延長　L=240m 博多港・アイラ

ンドシティ～香

椎パークポート

地区

 ■  ■          88 策定済

5 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-031 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 箱崎ふ頭　箱B-4号線　道

路改良

延長　L=1,500m 博多港・箱崎ふ

頭地区

 ■  ■  ■         210 策定済

A02-032 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 博多ふ頭浮桟橋　改良 付属施設　N=2箇所 博多港・博多ふ

頭地区

 ■          90 策定済

A02-033 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 西戸崎浮桟橋　改良 延長　L=25m 博多港・西戸崎

地区

 ■          24 策定済

A02-034 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 香椎かもめ大橋　改良 延長　L=789m 博多港・箱崎ふ

頭～香椎パーク

ポート地区

 ■  ■         300 策定済

A02-035 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 香椎パークポート　岸壁

（-13m）改良（その２）

延長　L=３００ｍ 博多港・香椎パ

ークポート地区

 ■  ■         147 策定済

A02-036 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 東防波堤　改良 延長　L=48m 博多港・その他

地区

 ■         342 策定済

6 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-037 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 中央ふ頭1号線外　道路改

良

交差点改良　延長L=540m 博多港・中央ふ

頭地区

 ■         123 策定済

A02-038 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 改良 中央ふ頭　岸壁（-7.5m）

改良

延長　L=390m 博多港・中央ふ

頭地区

 ■          10 策定済

 小計       4,738

合計       4,738

7 案件番号： 



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 C02-001 港湾 一般 福岡市 直接 福岡市 拠点 建設 歩行空間整備 安全対策施設の整備 博多港・中央ふ

頭地区

 ■         126 －

港湾事業（A02-014)：中央ふ頭　岸壁（-10m）　改良）と一体的に整備を行うことにより，利用者の利便性・安全性の向上を図る。

 小計         126

合計         126

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 H31

配分額 (a)                     236                     165                     181                     144                     158

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     236                     165                     181                     144                     158

前年度からの繰越額 (d)                       6                      28                       0                      18                       0

支払済額 (e)                     214                     193                     163                     162                      11

翌年度繰越額 (f)                      28                       0                      18                       0                     147

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       0                       0                     109

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                       0                       0                   68.98

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

関係者との協議に日時を要

したため 。また、国の2月

補正により追加配分されて

おり，契約に要する期間が

年度内で確保できないため

。

1 案件番号： 


