
活力ある地域社会を支えるための基盤整備の推進と快適な市街地交通の実現

平成２５年度～平成２９年度（５年間） 福岡県、遠賀町、筑紫野市、古賀市、宗像市、苅田町、岡垣町、大野城市、豊前市、宇美町、篠栗町

（H29末）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域交付直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別種別対象間接 H25 H26 H27 H28 H29

31-A1 街路 一般福岡県直接 改築　0.37km 粕屋町 46 150 200 260 336 992

31-A2 街路 一般福岡県直接 改築　1.13km 宇美町 71 71

31-A3 街路 一般福岡県直接 改築　1.07km 飯塚市 440 742 600 600 2,382

31-A4 街路 一般古賀市直接 踏切除却　0.42km 古賀市 458 232.1 232.1 922

31-A5 街路 一般筑紫野市直接 結節点改築　0.30㎞ 筑紫野市 226.8 226.8 226.8 227 227 1,134

31-A6 街路 一般宗像市直接 結節点改築　0.12km 宗像市 240 195 241 676

31-A7 街路 一般遠賀町直接 交通結節点改築　0.32km 遠賀町 168 168 336

31-A8 街路 一般岡垣町直接 結節点改築　0.58㎞ 岡垣町 497 330 320 1,147

31-A9 街路 一般苅田町直接 改築　0.51km 苅田町 154 154 154 117 579

31-A10 街路 一般苅田町直接 改築　0.33km 苅田町 35 35 35 20 125

31-A11 街路 一般福岡県直接 改築　0.19km 糸島市 213 430 306 949

31-A12 街路 一般福岡県直接 改築　0.48km 大川市 580 220 800

31-A13 街路 一般福岡県直接 改築　1.52km 志免町、宇美町 150 500 500 1,150

31-A14 街路 一般福岡県直接 改築　0.47km 春日市 313 607 670 1,590

31-A15 街路 一般大野城市直接 改築　0.24km 大野城市 40 22 62

社会資本総合整備計画 平成28年3月18日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象
計画の目標

市街地における街路整備により交通の円滑化、物流を担う広域ネットワークの確保、公共交通機関へのアクセス性の向上を図ることで、市街地の活性化を促進する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

・渋滞によって損失する時間を現状から147万人時/年　削減する
・結節点改築を展開する鉄道駅における駅利用に関する満足度を36%から向上させる

　　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
（H25当初） （H27末）

渋滞損失時間の削減量
整備有無の2ケースによる将来交通量推計を基に改築事業により削減される渋滞損失時間を算定

0万人時/年 73万人時/年 147万人時/年

駅利用者の満足度
県民を対象にしたアンケート調査により事業対象駅の駅利用の快適性に対して満足とする割合を計測する。

36% 向上 向上

Ｄ
効果促進事業費の割合

1.5%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 13,754百万円 Ａ 13,544百万円 Ｂ Ｃ 210百万円

市町村名

福岡県

福岡県

福岡県

古賀市

筑紫野市

宗像市

遠賀町

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

粕屋久山線

堤上野線

志免宇美線（志免宇美工区）

志免宇美線（宇美工区）

鯰田中線（川島工区）

浜大塚線

ＪＲ二日市駅地区

ＪＲ東郷駅地区

遠賀川駅地区

事業者
要素となる事業名

（延長・面積等）

岡垣町

苅田町

苅田町

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

大野城市

長浜太宰府線（須玖北工区）

現人橋乙金線（乙金東団地内工区）

海老津駅地区

尾倉与原線

与原白石線

北新地新田線

31-A15 街路 一般大野城市直接 改築　0.24km 大野城市 40 22 62

31-A16 街路 一般豊前市直接 改築　0.76km 豊前市 139 50 44 233

31-A17 街路 一般宇美町直接 改築  0.33km 宇美町 300 12 312

31-A18 街路 一般大野城市直接 改築　0.41㎞ 大野城市 15 15 30

31-A20 街路 一般苅田町直接 改築　0.22km 苅田町 2 20 20 42

31-A21 街路 一般篠栗町直接 交通結節点改築　0.07km 篠栗町 11 11

合計 13,544

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
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 H25 H26 H27 H28 H29

合計

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 H25 H26 H27 H28 H29

31-C1施設整備一般筑紫野市直接 筑紫野市 16 163 179

31-C2緑地整備一般筑紫野市直接 筑紫野市 16 6 22

31-C3施設整備一般筑紫野市直接 筑紫野市 1 1

31-C4施設整備一般筑紫野市直接 筑紫野市 2 3 5

31-C7施設整備一般遠賀町直接 遠賀町 3 3
合計 210

番号 備考

31-C1JR二日市駅地区(31-A5)の結節点改善事業と一体的に整備を行うことで東西駅前広場、次田大門線の交通結節機能の強化を図る。

31-C2JR二日市駅地区(31-A5)の結節点改善事業と一体的に整備を行うことで次田大門線の景観形成を図る。

31-C3JR二日市駅地区(31-A5)の結節点改善事業と一体的に整備を行うことで、自転車で道路を利用する住民の利便性を確保する。

31-C4

31-C7遠賀川駅地区(31-A7)の整備とあわせて、現在ある駐車場の整備拡充により交流連携機能の強化と利便性の向上を図る。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

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 H28 H29 H30 H31 H32

合計

番号 備考

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

曽根行橋線（町）

篠栗駅東側自由通路線

番号 事業者 要素となる事業名

筑紫野市 JR二日市駅東西自由通路 用地補償、JR委託工事

筑紫野市 次田大門線緑地整備 用地買収

市町村名 全体事業費
（百万円）

遠賀町 駐車場整備事業 駐車場整備工事

筑紫野市 駐輪場整備事業 駐輪場整備工事

筑紫野市 観光情報提供センター整備事業 観光案内所整備

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

JR二日市駅地区(31-A5)の結節点改善事業と一体的に整備を行うことで、地域住民の憩いの場や二日市温泉街の情報発信の場とし、地域の活性化を図る。

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）

宇美町

大野城市

苅田町

篠栗町

事業内容

大野城市

豊前市

現人橋乙金線（乙金東団地内工区）

上町沓川池線

光正寺井野線

日の浦池線

※ 全体事業費や事業実施期間は計画期間内における数字であるため、必ずしもそれぞれの事業箇所全体の数字と一致しない。
　 また、予算確保の状況や用地買収の進捗などにより変更が生じるため、整備計画は随時見直しを行っている。



社会資本総合整備計画　参考図面
計画の名称活力ある地域社会を支えるための基盤整備の推進と快適な市街地交通の実現

計画の期間平成２５年度～平成２９年度 交付団体
福岡県、遠賀町、筑紫野市、古賀市、宗像市、苅田町、岡垣町、大野城市、
豊前市、宇美町、篠栗町

（様式第８）

志免宇美線（志免宇美工区）

北新地新田線

上町沓川池線光正寺井野線

曽根行橋線（町）

篠栗駅東側自由通路線

長浜太宰府線（須玖北工区）

堤上野線

現人橋乙金線（乙金東団地内工区）

日の浦池線



計画の名称：活力ある地域社会を支える基盤整備の推進と快適な市街地交通の実現

事業主体名：福岡県、遠賀町、筑紫野市、古賀市、宗像市、苅田町、岡垣町、
　　　　　　　 　大野城市、豊前市、宇美町、篠栗町

チェック欄チェック欄チェック欄チェック欄

①基本方針・上位計画等との適合等 ◯①基本方針・上位計画等との適合等 ◯①基本方針・上位計画等との適合等 ◯①基本方針・上位計画等との適合等 ◯

②地域の課題への対応 ◯②地域の課題への対応 ◯②地域の課題への対応 ◯②地域の課題への対応 ◯

③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ◯③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ◯③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ◯③整備計画の目標と定量的指標の整合性 ◯

④定量的指標の明瞭化 ◯④定量的指標の明瞭化 ◯④定量的指標の明瞭化 ◯④定量的指標の明瞭化 ◯

⑤目標と事業内容の整合性 ◯⑤目標と事業内容の整合性 ◯⑤目標と事業内容の整合性 ◯⑤目標と事業内容の整合性 ◯

⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ◯⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ◯⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ◯⑥事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ◯

⑦円滑な事業執行の環境⑦円滑な事業執行の環境⑦円滑な事業執行の環境⑦円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性） ◯◯◯◯

⑧地元の機運⑧地元の機運⑧地元の機運⑧地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性） ◯◯◯◯

社会資本整備総合交付金チェックシート社会資本整備総合交付金チェックシート社会資本整備総合交付金チェックシート社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性

Ⅱ．整備計画の効果・効率性Ⅱ．整備計画の効果・効率性Ⅱ．整備計画の効果・効率性Ⅱ．整備計画の効果・効率性

Ⅲ．計画の実現可能性Ⅲ．計画の実現可能性Ⅲ．計画の実現可能性Ⅲ．計画の実現可能性


