
１３．通学路における安全対策の推進 ○

平成24年度　～　平成28年度　（5年間）

・通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上。

（H24当初） （H28末）

平成28年3月22日

85%

社会資本総合整備計画
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

平成２６年度までは、「通学路緊急合同点検」及び「通学路合同点検」により公表された通学路の交通安全対策、平成２７年度以降は、「通学路交通安全プログラム」に基づき公表された通学路の交通安全対策を行うことにより、通学路の安全性向上を図
り、児童、生徒が安全に通学できるまちづくりを行う。

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値
備考

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

重点計画の該当

・（久留米広域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき

実施される要素事業：

A-3,4,5,30,50,58,60,68

・（八女市定住自立圏共生ビジョン）：A-49

・（第2次有明県域定住自立圏共生ビジョン）に基づ

き実施される要素事業：A-51,59

0%

中間目標値

100%

（H26末）

　通学路の安全対策実施率（％）＝（通学路の安全対策を実施した箇所）／（通学路の安全対策が必要な箇所）

みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、新宮町、須恵町、大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑
後市、筑紫野市、中間市、直方市、那珂川町、豊前市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、筑前町、うきは市

A１　道路事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円） 策定状況

13-A1 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 市町村道 交安 11

13-A2 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道 交安 17

13-A3 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 交安 185

13-A4 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 交安 175

13-A5 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 交安 31

13-A6 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市町村道 交安 8

13-A7 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 交安 4

13-A8 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道 交安 2

13-A9 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 77

13-A10 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 交安 39

13-A11 道路 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 市町村道 交安 123

13-A12 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 交安 8

13-A13 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 交安 3

13-A14 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 交安 5

13-A15 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道 交安 34

13-A16 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 交安 4

13-A17 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 7

13-A18 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 5

13-A24 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 64

13-A30 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 交安 257

省略
工種

要素となる事業名

全体事業費

番号
道路
種別

（１）須恵粕屋線外・須恵町工区 カラー舗装 L=1.14km

（他）溝添宮園線・糸島市工区 歩道設置 L=0.1km

(他)三国・大保原５０６４号線・小郡市工区 歩道整備 L=0.25km

カラー舗装 L=1.4km

（他）植木90号線・直方市工区 防護柵設置

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ 2,027百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｃ

筑後市

（他）野添5号線・桂川町工区 路肩整備 L=0.1km 桂川町

（他）塩ヒタシ・カケ塚線・筑紫野市工区 歩道整備 L=0.06km 筑紫野市

（他）上大利3313号線・大野城市工区 歩道設置 L=0.14km 大野城市

（他）山田0756号線外・大野城市工区

事業内容事業者

安全施設設置 築上町

直方市

（他）感田2号線・直方市工区 カラー舗装 L=0.5km 直方市

（１）夜臼～三代線・新宮町工区 交差点改良 L=0.15km 新宮町

（１）八町牟田10号線・大木町工区 自歩道整備 L=0.6km 大木町

(他)三国・大保原５０７９号線・小郡市工区 歩道整備 L=0.59km

（２）西大刀洗北鵜木線ほか29路線・大刀洗町工区 カラー舗装 L=12.51km

（他）枝光吉開線・柳川市工区 路肩整備 L=0.1km

（2）宇島・清水町線・豊前市工区 カラー舗装 L=0.36km

（他）宮川原・安平線外・みやこ町工区 安全施設設置

（他）高江西牟田旧県道線ほか51路線・筑後市工区 カラー舗装 L=0.35km

大野城市

（２）湖月園線・那珂川町工区 カラー舗装 L=0.9km 那珂川町

（２）前原潤線外・糸島市工区 カラー舗装 L=10km 糸島市

（２）小原椎田線外・築上町工区

交付対象事業

54百万円－Ｂ2,081百万円

備考

Ｄ 0百万円 2.6%

市町村名

須恵町

糸島市

小郡市

小郡市

大刀洗町

柳川市

豊前市

みやこ町



13-A31 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 60

13-A33 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 交安 16

13-A36 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 交安 6

13-A38 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 交安 16

13-A39 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 2

13-A40 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 交安 5

13-A41 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道 交安 9

13-A42 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道 交安 6

13-A43 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 交安 176

13-A44 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 交安 カラー舗装  L=0.7km 4

13-A45 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 交安 48

13-A46 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 交安 70

13-A47 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 交安 5

13-A48 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 交安 3

13-A49 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 交安 30

13-A50 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 交安 50

13-A51 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 交安 50

13-A52 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道 交安 23

13-A53 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 市町村道 交安 51

13-A54 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 交安 5

13-A55 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 路肩整備 L=1.44km 18

13-A56 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道 交安 5

13-A57 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道 交安 2

13-A58 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 交安 18

13-A59 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 交安 25

13-A60 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 交安 8

13-A61 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道 交安 ゾーン30 　N=1箇所 5

13-A62 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 48

13-A63 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 75

13-A64 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 83

カラー舗装 L=0.16km 中間市

（他）唐の尾線外・広川町工区 カラー舗装 L=0.9km 広川町

直方市

（他）感田83号線・直方市工区 防護柵設置 直方市

（２）鬼津若松線外・遠賀町工区 歩道設置・カラー舗装 L=1.65km 遠賀町

（他）新町３号線外・遠賀町工区 カラー舗装 L=1.22km

（他）山部102号線・直方市工区 自転車歩行者道 L=0.5km

（1）福地線・直方市工区 カラー舗装 L=1km

（１）瀬高・八幡２号線・みやま市工区 歩道設置 L=0.19km

（他）北山隈中央線外・大刀洗町工区 ゾーン30　

(1)太神・大江線ほか9路線・みやま市工区 カラー舗装 L=5.0km

直方市

（他）駅東通り2号線・行橋市工区 交差点改良 L=0.04km 行橋市

（他）宮園・前田線・中間市工区

遠賀町

みやま市

（他）安徳29号線他・那珂川町工区 那珂川町

（２）丸ノ内・京殿線ほか1路線・水巻町工区 カラー舗装 L=1.5km 水巻町

（２）２級第３号路線・春日市工区 歩道設置 L=0.54km 春日市

大刀洗町

（他）内川原大万寺線・那珂川町工区 カラー舗装 L=0.4km 那珂川町

（１）杉町高塚線ほか10路線・八女市工区 カラー舗装 L=6.0km 八女市

（１）大崎・下岩田14号線・小郡市工区 現道拡幅  L=0.21km 小郡市

みやま市

（他）波多江篠原線ほか10路線・糸島市工区 カラー舗装  L=3.7km 糸島市

（他）藪の内・鴨牟田線・筑前町工区 歩道整備  L=0.28km 筑前町

（１）大橋2丁目・寅新地線ほか16路線・行橋市工区 安全施設設置 L=1.00km 行橋市

筑後市

（１）山手線ほか2路線・遠賀町工区 カラー舗装 L=0.3km 遠賀町

（１）松原小学校線ほか12路線・筑後市工区

みやこ町

（１）八町牟田10号線・大木町２工区 自歩道整備 L=0.46km 大木町

（２）ナノミ・ミシマ線ほか９路線・みやこ町工区 安全施設整備　N=10箇所

（他）神木線・新宮町工区 歩道整備 L=0.316km 新宮町

カラー舗装 L=1.5km みやま市

（２）西大刀洗北鵜木線ほか2路線・大刀洗町工区 カラー舗装 L=1.27km 大刀洗町

（２）黒田原・深治線ほか１５路線・みやこ町工区 みやこ町

（他）小万崎～柳ヶ浦線・新宮町工区 歩道整備 L=0.182km 新宮町

（他）深町線・新宮町工区 歩道整備 L=0.215km 新宮町

（１）尾野・泰仙寺線ほか４路線・みやま市工区

道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安

13-A65 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 9

13-A66 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 15

13-A67 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 交安 10

13-A68 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 交安 6

13-A69 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 交安 6

小計（道路事業） 2,027

Ｃ　効果促進事業

C1　道路効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円）

13-C1 施設整備 一般 豊前市 直接 豊前市 54

54

番号 一体的に実施することにより期待される効果
13-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
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

番号

道路照明灯整備 新宮町

一体的に実施することにより期待される効果 備考

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

事業実施期間（年度）
全体事業費

（百万円）

備考
（面積等）

備考

歩行者の安全性向上を図るほか、犯罪の抑止効果もあり、児童の登下校の安全性向上に寄与する。

番号

道路照明灯整備事業

省略

工種
要素となる事業名事業者 事業内容 備考

事業実施期間（年度）
市町村名

新宮町

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。

防犯 防犯灯整備事業 防犯灯設置　 一般

（他）中原２号線・新宮町工区 歩道整備 L=0.065km 新宮町

（他）上北島篠島線・筑後市工区 現道拡幅  L=0.12km 筑後市
（１）高田・小向線ほか8路線・うきは市工区

路肩整備・カラー舗装　L=3.2km うきは市

（他）中原８号線・新宮町工区 歩道整備 L=0.095km 新宮町



社会資本総合整備計画　参考図面

計画の名称 １３．通学路における安全対策の推進

計画の期間 平成２４年度～平成２８年度　（５年間） 交付対象
みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、新宮町、須恵町、
大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、那珂川町、豊前
市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、筑前町、うきは市

（参考様式３）

糸島市

●13-A8,57,61

●13-C1

●13-A17,18,31,39,40

●13-A36

●13-A16

●13-A41,42,56

●13-A10

●13-A33,54

●13-A2,15,52

●13-A1

●13-A24,62,63,64,65,66,69

●13-A7

●13-A45

13-A46●

対象地域

（福岡県全域）

糸島市

凡例

●基幹事業（道路）

●関連社会資本整備事業

●効果促進事業

●13-A43,51,59

13-A14,44,48●

●13-A11

●13-A9,55,67

●

13-A12,13

●13-A38

●13-A3,4,50

13-A30,58●

●13-A5,47,60

13-A6●

13-A46●

●13-A49

●13-A53

●13-A68



計画の名称：   通学路における安全対策の推進

事業主体名： みやこ町、みやま市、遠賀町、桂川町、広川町、行橋市、糸島市、小郡市、
                  新宮町、須恵町、大刀洗町、大木町、大野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、
                  中間市、直方市、那珂川町、豊前市、柳川市、水巻町、春日市、八女市、
                  筑前町、うきは市

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 ○

⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境⑤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） ○○○○

⑥地元の機運⑥地元の機運⑥地元の機運⑥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） ○○○○

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

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


