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令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道3号 北九州市 黒崎バイパス 200

改築 国道3号 岡垣町～宗像市 岡垣バイパス 250

改築 国道3号 久留米市 鳥栖久留米道路 650

改築 国道201号 篠栗町～飯塚市 八木山バイパス 398

改築 国道201号 香春町 香春拡幅 200

改築 国道208号 大牟田市～大川市 有明海沿岸道路（大牟田～大川） 210

改築 国道210号 久留米市～うきは市 浮羽バイパス 300

改築 国道497号 福岡市～糸島市 今宿道路 562

路線名 備考

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

交通安全 国道3号 岡垣町、宗像市 福岡3号交通安全対策 41

交通安全 国道201号 飯塚市、田川市 福岡201号交通安全対策 39

交通安全 国道202号 福岡市 福岡202号交通安全対策 30

交通安全 国道209号

大牟田市、
みやま市、
筑後市、
久留米市

福岡209号交通安全対策 123

交通安全 国道210号 うきは市 福岡210号交通安全対策 20

備考

交通安全 国道10号
苅田町、行橋市、
築上町、豊前市、
上毛町

福岡10号交通安全対策 51

路線名



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

春の町地区電線共同溝（北九州市） 270

吉塚・榎田地区電線共同溝（福岡市） 350

電線共同溝 国道10号 北九州市 福岡10号電線共同溝 275 霧ヶ丘地区電線共同溝 275

電線共同溝 国道202号 糸島市 福岡202号電線共同溝 200 前原地区電線共同溝 200

電線共同溝 国道209号 筑後市 福岡209号電線共同溝 250 羽犬塚地区電線共同溝 250

路線名 備考

電線共同溝 国道3号 北九州市、福岡市 福岡3号電線共同溝 620



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道3号 北九州市～八女市 福岡3号維持管理 252

維持管理 国道202号 福岡市～糸島市 福岡202号維持管理 136

維持管理 国道208号 大牟田市～大川市 福岡208号維持管理 136

維持管理 国道209号 大牟田市～久留米市 福岡209号維持管理 41

維持管理 豪雪対策 7

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表（ゼロ国債）

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 国道3号 北九州市～八女市 福岡3号維持管理 200

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （主） 筑紫野古賀線 須恵町 須恵工区 150

改築 （主） 飯塚大野城線 宇美町、大野城市 乙金２工区 10

改築 （主） 鳥栖朝倉線 小郡市 味坂SIC（仮称）工区 950

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道200号 筑紫野市 山家工区 10

土砂災害対策 (一) 英彦山香春線 添田町 津野工区 5

路線名 備考



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福岡県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 福岡市 福岡市無電柱化推進計画事業 386

(市)大橋駅前１号線(塩原工区)、(市)博多駅草ヶ江線(六本松・谷工
区)、(市)百道通線、(主)志賀島和白線、(都)国道３号線（東那珂工
区）、(都)国道３号線（半道橋・板付工区）、(都)博多箱崎線(千代・馬
出工区)



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福岡県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 朝倉市 馬田小地区 福岡県 10

交通安全対策（地区内連携） 糸島市 怡土小地区 福岡県 5

交通安全対策（地区内連携） 新宮町 緑ヶ浜地区 福岡県 20

交通安全対策（地区内連携） 東峰村 東峰小地区 福岡県 39



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福岡県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 福岡県 橋梁長寿命化修繕計画 2,097 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福岡県 トンネル長寿命化修繕計画 120 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福岡県 道路附属物等長寿命化修繕計画 65 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 福岡市 橋梁長寿命化修繕計画 60 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 久留米市 橋梁長寿命化修繕計画 32 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯塚市 橋梁長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 飯塚市 道路附属物等長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大野城市 橋梁長寿命化修繕計画 11 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 遠賀町 橋梁長寿命化修繕計画 12 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
福岡県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

福岡県橋梁長寿命化修繕計画
福岡県 岡垣町 495号 新内浦橋下り 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 筑紫野インター線 武蔵3号地下道 橋梁 修繕
福岡県 古賀市 筑紫野古賀線 花見跨線橋 橋梁 修繕
福岡県 遠賀町 宮田遠賀線 西川大橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 久留米基山筑紫野線 原田インターＢＯＸ橋 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道宇ノ島港線 明神跨線橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 県道英彦山香春線 七石橋 橋梁 修繕
福岡県 遠賀町 県道岡垣遠賀線 西川橋 橋梁 修繕
福岡県 福智町 県道夏吉直方線 山川橋 橋梁 修繕
福岡県 直方市 県道夏吉直方線 東勘六橋 橋梁 修繕
福岡県 朝倉市 県道甘木朝倉田主丸線 朝羽大橋 橋梁 修繕
福岡県 朝倉市 県道甘木田主丸線 両筑橋 橋梁 更新
福岡県 八女市 県道岩野黒木線 真門橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道基山停車場平等寺筑紫野線 山神橋3 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道基山停車場平等寺筑紫野線 池渕橋 橋梁 修繕
福岡県 朝倉市 県道吉井恵蘇宿線 恵蘇宿橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道久留米基山筑紫野線 原田大橋（下り） 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道久留米基山筑紫野線 原田大橋（上り） 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道久留米基山筑紫野線 小森野橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道久留米基山筑紫野線 城山橋(上り) 橋梁 修繕
福岡県 小郡市 県道久留米小郡線 今朝丸橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道久留米城島大川線 若宮橋1 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道久留米筑後線 下川原橋側道橋 橋梁 修繕
福岡県 小郡市 県道久留米筑紫野線 松崎大橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道玉名八女線 西京町橋 橋梁 修繕
福岡県 行橋市 県道沓尾大橋線 今井渡橋 橋梁 修繕
福岡県 嘉麻市 県道熊ヶ畑上山田線 柿ノ木橋 橋梁 更新
福岡県 福津市 県道玄海田島福間線 前田橋22 橋梁 修繕
福岡県 筑後市 県道江島筑後線 瀬ノ下橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道香春糸田線 月廼輪橋 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道国見松江線 桐畑橋 橋梁 修繕
福岡県 遠賀町 県道黒山広渡線 水路橋 橋梁 修繕
福岡県 築上町 県道黒平椎田線 菖蒲橋2 橋梁 修繕
福岡県 嘉麻市 県道才田筑前内野(S)線 中島橋7 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道犀川豊前線 郷山橋 橋梁 修繕
福岡県 糸島市 県道桜井吉田線 桜井２号橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道三潴上陽線 大瀬橋 橋梁 修繕
福岡県 広川町 県道三潴上陽線 内田橋2 橋梁 修繕
福岡県 須恵町 県道志免須恵線 植木跨線橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 県道勝立三川線 千足橋 橋梁 修繕
福岡県 直方市 県道上境中泉(S)線 岡森橋 橋梁 修繕
福岡県 鞍手町 県道新延中間線 新菰川橋 橋梁 修繕
福岡県 中間市 県道新延中間線 中間大橋 橋梁 修繕
福岡県 苅田町 県道新北九州空港線 新北九州空港連絡橋主橋部（中央部） 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道吹春本分線 落合橋4 橋梁 修繕
福岡県 太宰府市 県道水城下臼井線 小柳橋5 橋梁 修繕
福岡県 筑後市 県道瀬高久留米線 高江橋2 橋梁 修繕
福岡県 筑後市 県道瀬高久留米線 前田橋19 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道西島筑邦線 天建寺橋 橋梁 修繕
福岡県 古賀市 県道薦野福間線 薦野橋 橋梁 更新
福岡県 大牟田市 県道大牟田高田線 高良橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 県道大牟田川副線 金助橋 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 県道大牟田川副線 三開橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 県道大牟田川副線 手鎌橋 橋梁 修繕
福岡県 大木町 県道大和城島線 水沼高架橋 橋梁 修繕
福岡県 筑後市 県道筑後城島線 筑後陸橋 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 県道筑紫野筑穂線 筑紫野筑穂線103号橋 橋梁 修繕
福岡県 中間市 県道中間宮田線 第二橋1 橋梁 修繕
福岡県 中間市 県道中間停車場線 昭和橋4 橋梁 修繕
福岡県 吉富町 県道中津吉富線 小池橋3 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道中津豊前線 広山橋 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道中津豊前線 中川側道橋（上り） 橋梁 修繕
福岡県 吉富町 県道中津豊前線 直江1号橋 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道中津豊前線 八尋橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道中尾大刀洗線 小屋場橋 橋梁 更新
福岡県 直方市 県道直方芦屋線 天神橋 橋梁 更新



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
福岡県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

福岡県 芦屋町 県道直方芦屋線 西祇園橋（下り線） 橋梁 更新
福岡県 芦屋町 県道直方芦屋線 西祇園橋（上り線） 橋梁 更新
福岡県 直方市 県道直方宗像線 井関大橋 橋梁 修繕
福岡県 行橋市 県道椎田勝山線 清地大橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 県道添田小石原線 中鶴橋2 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道田川犀川線 伊田3号橋 橋梁 修繕
福岡県 直方市 県道田川直方線BP 後口橋 橋梁 修繕
福岡県 福津市 県道渡津屋崎線 津屋崎橋 橋梁 修繕
福岡県 上毛町 県道東上戸原線 平松橋 橋梁 修繕
福岡県 築上町 県道東八田宇留津椎田線 寺渡橋 橋梁 修繕
福岡県 福津市 県道内殿手光線 通堂高架橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道白木上辺春線 中村橋8 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道八女香春線 蛇渕橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道八女瀬高線 慶甲橋 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道飯塚福間線 若宮大橋 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道飯塚福間線 瀬戸橋2 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 県道富久瀬高線 幸作橋 橋梁 更新
福岡県 大刀洗町 県道冨多大城線 両町橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道浮羽石川内線 薬師橋2 橋梁 修繕
福岡県 春日市 県道福岡筑紫野線 春日地下歩道 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道福岡直方線 芹田橋1 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道福岡直方線 進興橋 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道福岡直方線 水落５号橋 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道福岡直方線 天入寺橋 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道福岡直方線BP 龍徳橋1 橋梁 修繕
福岡県 宮若市 県道福岡直方線旧道 学橋2 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道豊前耶馬溪線 岡橋2 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道豊前耶馬溪線 都留橋 橋梁 修繕
福岡県 築上町 県道豊津椎田線 赤幡橋 橋梁 修繕
福岡県 水巻町 県道北九州芦屋線 御牧大橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 県道北矢部冬野黒木線 小原橋3 橋梁 修繕
福岡県 宗像市 県道野間須恵線 第二須恵橋 橋梁 修繕
福岡県 上毛町 県道野地塔田線 桑野橋1 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 国道200号 上西山２の橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 国道200号 上西山３の橋 橋梁 修繕
福岡県 直方市 国道200号BP 下境1号橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 国道200号BP 後原橋下り 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 国道200号BP 後原橋上り 橋梁 修繕
福岡県 直方市 国道200号BP 中泉大橋 橋梁 修繕
福岡県 直方市 国道200号BP 直方大橋（上り線） 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 国道200号BP 八代谷橋 橋梁 修繕
福岡県 嘉麻市 国道211号 嘉麻四号橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 国道322号 栄橋4 橋梁 修繕
福岡県 朝倉市 国道322号 皐月橋1 橋梁 更新
福岡県 那珂川町 国道385号 中ノ原橋 橋梁 修繕
福岡県 朝倉市 国道386号 佐田川橋 橋梁 更新
福岡県 八女市 国道442号 こと橋 橋梁 修繕
福岡県 筑後市 国道442号 羽犬塚陸橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 五反田橋5 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 高巣橋1 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 十丁橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 上谷口橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 杉町ボックス1号橋 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 谷口橋1 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 平橋2 橋梁 修繕
福岡県 八女市 国道442号 木屋橋 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 国道443号 舞の里大橋 橋梁 修繕
福岡県 古賀市 国道495号 花鶴橋 橋梁 修繕
福岡県 鞍手町 新延植木線 六田橋2号橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 大牟田川副線 堂面橋 橋梁 修繕

福岡県トンネル長寿命化修繕計画
福岡県 八女市 県道八女香春線 合瀬耳納トンネル トンネル 修繕
福岡県 久山町 県道福岡直方線 新犬鳴トンネル トンネル 修繕

福岡県道路附属物等長寿命化修繕計画
福岡県 直方市 県道福岡直方線 蛭子歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡県 直方市 国道200号 感田歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡県 直方市 国道200号 西尾歩道橋 道路附属物等 修繕



令和３年度　補正予算　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成
福岡県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

福岡県 久留米市 国道322号 合川歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡市橋梁長寿命化修繕計画

福岡市 福岡市 市道上月隈線 無名橋20205 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 県道町川原福岡線 大橋10205 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 県道福岡直方線 原田橋側道橋10272 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道下月隈板付線 上月隈橋20239 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道蒲田1219号線 辻橋10243 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道原田吉塚（東－2）線 六高橋10299 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道三苫雁の巣線 パークウェイ2号橋10398 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 上月隈線 無名橋20211 橋梁 修繕

久留米市橋梁長寿命化修繕計画
久留米市 久留米市 市道玉満生岩M1298号線 大坪大橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道玉満生岩M2号線 生津大橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道玉満草場M1号線 福光橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道原中牟田J161号線 西村中橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道今山K736号線 KK-167号橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道四郎丸上青木J62号線 一の宮橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道常盤田主丸T417-1号線 三夜橋2 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道楢津J363号線 元食２号橋 橋梁 修繕

飯塚市橋梁長寿命化修繕計画
飯塚市 飯塚市 市道御徳・烏尾線 大城川橋 橋梁 修繕
飯塚市 飯塚市 市道片島・平恒線 新宮ノ前橋 橋梁 修繕
飯塚市 飯塚市 市道高田・長尾線 常楽橋 橋梁 修繕
飯塚市 飯塚市 市道平恒・案内・北明線 第2案内橋 橋梁 修繕

飯塚市道路附属物等長寿命化修繕計画
飯塚市 飯塚市 市道目尾・久保白線 目尾中央橋 道路附属物等 撤去

大野城市橋梁長寿命化修繕計画
大野城市 大野城市 市道乙金1061号線 乙金跨道橋 橋梁 修繕
大野城市 大野城市 市道乙金東0507号線 乙金東2号橋 橋梁 更新

遠賀町橋梁長寿命化修繕計画
遠賀町 遠賀町 町道ナギノ線 風呂ヶ谷橋 橋梁 修繕
遠賀町 遠賀町 町道村下・桶渕線 第３村下橋 橋梁 修繕



福 岡 県

水管理・国土保全局



令和３年度補正予算　河川事業（直轄・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

遠賀川 遠賀川 一般河川改修事業 1,412　 直方市
のおがたし

、飯塚市
いいづかし

、福智町
ふくちまち

、添田町
そえだまち

、大
おお

任
とう

町
まち

山国川 山国川 一般河川改修事業 385　
《福岡

ふくおか

県
けん

》上毛町
こうげまち

《大分県
おおいたけん

》中津市
なかつし

矢部川 矢部川 一般河川改修事業 179　 柳川
やながわ

市
し

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 1,106　

《福岡
ふくおか

県
けん

》久留米市
くるめし

《佐賀県
さがけん

》神埼市
かんざきし

、鳥栖市
とすし

《熊本
くまもと

県
けん

》小国町
おぐにまち

遠賀川 遠賀川 河川維持修繕事業 833　 嘉麻
か ま

市
し

～河口
か こ う

山国川 山国川 河川維持修繕事業 232　 中津
な か つ

市
し

～河口
か こ う

矢部川 矢部川 河川維持修繕事業 210　 みやま市
し

、八女
や め

市
し

～河口
か こ う

筑後川 筑後川 河川維持修繕事業 1,819　 日田
ひ た

市
し

～河口
か こ う

遠賀川 総合水系環境整備事業 60　 田川市
た が わ し

、中間市
な か ま し

山国川 総合水系環境整備事業 87　 吉富町
よしとみまち

矢部川 総合水系環境整備事業 66　 筑後市
ち く ご し

筑後川 総合水系環境整備事業 110　 うきは市
し

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度補正予算　河川事業（補助・福岡県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

筑後川 桂川、荷原川 河川災害復旧等関連緊急事業 2,400　 朝倉市
あ さ く ら し

紫川 紫川 事業間連携河川事業 60　 北九州市
きたきゅうしゅうし



福岡県

　令和３年度補正予算直轄ダム事業
（単位：百万円）

事業費は共同費である。

※工事諸費等を除く

水資源開発事業 筑後川寺内ダム 75

筑後川筑後大堰 49

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備　　　　　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

ちくごがわ あかたにかわ あかたにがわさぼうしせつぐん あさくらし はき

筑後川河川 特定緊急砂防 筑後川 赤谷川 赤谷川砂防施設群 朝倉市 杷木 砂防堰堤工 870
ちくごがわ あかたにかわ おといしがわさぼうしせつぐん あさくらし はき

筑後川 赤谷川 乙石川砂防施設群 朝倉市 杷木 砂防堰堤工 847

合計 2 箇所 1,717

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（補正）（福岡県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ちくごがわ まさのぶさわがわ あさくらし はきほしまる さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 正信沢川 朝倉市 杷木星丸 砂防堰堤工 50
ちくごがわ のべたたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

筑後川 延田谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 30
ちくごがわ つかはらたにがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 塚原谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 30
ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが けいりゅうほぜんこう

筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 160
おんががわ くぼのおがわ いいづかし やきやま さぼうえんていこう

遠賀川 久保ノ尾川 飯塚市 八木山 砂防堰堤工 120
ちくごがわ たなばたがわ くるめし たぬしまるまちなかお さぼうえんていこう

筑後川 七夕川 久留米市 田主丸町中尾 砂防堰堤工 10
ちくごがわ さんこうがわ くるめし くさのまちよしき けいりゅうほぜんこう

筑後川 三光川 久留米市 草野町吉木 渓流保全工 10

７箇所 410

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福岡県　1/5）

合計

事業区分 所在地水系名 渓流名



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ぞやま（２）ちく みやまし せたかまち　おおくさ まちうけようへきこう

砂防等事業 女山（２）地区 みやま市 瀬高町大草 待受擁壁工 27
たかすにしちく きたきゅうしゅうし わかまつく たかすにし のりわくこう

高須西地区 北九州市 若松区 高須西 法枠工 18

２箇所 45
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３年度補正予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福岡県　2/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 ちくごがわ おにがじょうがわ３ あさくらし いないばる さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 鬼ヶ城川３ 朝倉市 荷原 砂防堰堤工 111
ちくごがわ ばばたにがわ あさくらし くろかわ けいりゅうほぜんこう

筑後川 馬場谷川 朝倉市 黒川 渓流保全工 40
ちくごがわ だいこくがわ あさくらし くろかわ けいりゅうほぜんこう

筑後川 大黒川 朝倉市 黒川 渓流保全工 170
ちくごがわ おにがじょうがわ４ あさくらし いないばる えんていかいりょうこう

筑後川 鬼ヶ城川４ 朝倉市 荷原 堰堤改良工 60
ちくごがわ みやぞのがわ２ あさくらし くろかわ さぼうえんていこう

筑後川 宮園川２ 朝倉市 黒川 砂防堰堤工 130
ちくごがわ まさのぶがわ あさくらし はきほしまる けいりゅうほぜんこう

筑後川 正信川 朝倉市 杷木星丸 渓流保全工 70
ちくごがわ なかぐみたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 中組谷川 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 230
ちくごがわ しらきたにがわ（３） あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川（３） 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 40
ちくごがわ しらきたにがわ あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 560
ちくごがわ しらきたにがわ（２） あさくらし はきしらき けいりゅうほぜんこう

筑後川 白木谷川（２） 朝倉市 杷木白木 渓流保全工 40
ちくごがわ そうずがわ あさくらし はきこが けいりゅうほぜんこう

筑後川 寒水川 朝倉市 杷木古賀 渓流保全工 210
ちくごがわ ふなぞこたにがわ あさくらし はきこが さぼうえんていこう

筑後川 船底谷川 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 40
ちくごがわ そうずがわ（５） あさくらし はきこが さぼうえんていこう

筑後川 寒水川（５） 朝倉市 杷木古賀 砂防堰堤工 40
ちくごがわ わかいちさわがわ あさくらし はきわかいち けいりゅうほぜんこう

筑後川 若市沢川 朝倉市 杷木若市 渓流保全工 40
ちくごがわ しわたにがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 志波谷川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 200

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　3/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 ちくごがわ どうめきがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 導目木川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 70
ちくごがわ きたがわ（２） あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 北川（２） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 40
ちくごがわ きたがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 北川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 40
ちくごがわ ゆのかわ あさくらし はきしらき さぼうえんていこう

筑後川 由の川 朝倉市 杷木白木 砂防堰堤工 190
ちくごがわ しわさわがわ あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 志波沢川 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 100
ちくごがわ からすやまたにがわ あさくらし はきしわ えんていかいりょうこう

筑後川 烏山谷川 朝倉市 杷木志波 堰堤改良工 40
ちくごがわ どうめきがわ（１） あさくらし はきしわ さぼうえんていこう

筑後川 導目木川（１） 朝倉市 杷木志波 砂防堰堤工 130
ちくごがわ きたがわみぎしせん あさくらし はきしわ けいりゅうほぜんこう

筑後川 北川右支川 朝倉市 杷木志波 渓流保全工 210
ちくごがわ やさかがわ あさくらし みやの けいりゅうほぜんこう

筑後川 八坂川 朝倉市 宮野 渓流保全工 40
ちくごがわ やさかたにがわ２ あさくらし みやの さぼうえんていこう

筑後川 八坂谷川２ 朝倉市 宮野 砂防堰堤工 200
ちくごがわ たけやまぐちたにがわ４ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 竹山口谷川４ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 40
ちくごがわ くらたにたにがわ１ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 倉谷谷川１ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 40
ちくごがわ くらたにたにがわ２ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 倉谷谷川２ 朝倉市 山田 砂防堰堤工 40
ちくごがわ やまのかみたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 山の神谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 40
ちくごがわ やまおさかたにがわ あさくらし すがわ えんていかいりょうこう

筑後川 山尾坂谷川 朝倉市 須川 堰堤改良工 40

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　4/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 ちくごがわ みょうけんがわ あさくらし すがわ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 筑後川 妙見川 朝倉市 須川 砂防堰堤工 40
ちくごがわ ならがたにがわ あさくらし やまだ さぼうえんていこう

筑後川 奈良ヶ谷川 朝倉市 山田 砂防堰堤工 40
ちくごがわ いまみちがわ あさくらぐん とうほうむら こいしわらつづみ えんていかいりょうこう

筑後川 今道川 朝倉郡 東峰村 小石原鼓 堰堤改良工 260
ちくごがわ ほんさこがわ あさくらぐん とうほうむら ほうしゅやま けいりゅうほぜんこう

筑後川 本迫川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 渓流保全工 380
ちくごがわ ちよまるがわ あさくらぐん とうほうむら ほうしゅやま けいりゅうほぜんこう

筑後川 千代丸川 朝倉郡 東峰村 宝珠山 渓流保全工 200
ちくごがわ やまのかみたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

筑後川 山ノ神谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 40
ちくごがわ かづらはえたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

筑後川 葛生谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 40

３７箇所 4,241

渓流名 所在地

合計

令和３年度補正予算　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（福岡県　5/5）

事業区分 水系名



福　岡　県

都市局



※市町村名は令和3年12月1日現在である。
種　　　別：　国営公園
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　福岡県

（単位：百万円）

維持管理 海の中道海浜公園 福岡市 870 うち５か年加速化対策　70百万円

令和３年度　補正予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和３年度　補正予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 福岡県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 今回内示額 改内示額 摘　　要

614,000 66,000 680,000

大牟田市 大牟田市 継続 延命公園周辺地区 1/2 307,000 33,000 340,000

614,000 66,000 680,000

合計 307,000 33,000 340,000

内示額について、下段を国費とする。



令和３年度　補正予算　箇所表

種　　別：無電柱化（補助） ※市町村名は、令和３年１２月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:福岡県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 福岡市 福岡市無電柱化推進計画事業 386

(市)大橋駅前１号線(塩原工区)、(市)博多駅草ヶ江線(六本
松・谷工区)、(市)百道通線、(主)志賀島和白線、(都)国道３号
線（東那珂工区）、(都)国道３号線（半道橋・板付工区）、(都)
博多箱崎線(千代・馬出工区)

※上記箇所は全て防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策



港 湾 局

(単位：百万円)

単年度支出 ゼロ国債 合　計

福岡県

福岡県

福岡県国際拠点港湾 北 九 州 北 九 州 市 小 計 2,491 2,491

福岡県 直 轄 2,091 2,091

福岡県 補 助 400 400

福岡県

福岡県 博 多 福 岡 市 小 計 180 180

福岡県 直 轄 180 180

福岡県

福岡県重 要 港 湾 苅 田 福 岡 県 小 計 1,966 1,966

福岡県 直 轄 1,666 1,666

福岡県 補 助 300 300

福岡県

福岡県 三 池 福 岡 県 小 計 300 300

福岡県 直 轄 300 300

福岡県

4,457 480 4,937合　　　　計

港湾管理者

令 和 ３ 年 度 補 正 予 算

摘　　要

事業区分
事　　業　　費

福 岡 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名



令和３年度　補正予算配分箇所表（空港整備）

「国庫債務負担行為（ゼロ国債）」

［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 59 無線施設整備

羽 田 59 無線施設整備

新 潟 266 滑走路端安全区域整備

福 岡 59 無線施設整備

熊 本 59 無線施設整備

宮 崎 59 無線施設整備

鹿 児 島 59 無線施設整備

成 田 59 無線施設整備

中 部 59 無線施設整備

関 西 59 無線施設整備

伊 丹 59 無線施設整備

秋 田 321 滑走路改良

青 森 411 滑走路改良、誘導路改良

花 巻 314 滑走路改良

福 島 660 滑走路端安全区域整備、滑走路改良

富 山 208 滑走路改良

佐 賀 509 滑走路改良、エプロン改良等

（北海道）

新 千 歳 1,371 誘導路新設、耐震対策、無線施設整備

稚 内 35 浸水対策

釧 路 320 照明施設整備

函 館 65 浸水対策

帯 広 150 誘導路改良

女 満 別 82 庁舎改修

（沖縄）

那 覇 60 無線施設整備

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港
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Ⅴ．令和３年度鉄道局関係補正予算配分概要 

 

区    分 

 

 

線   名   等 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

備考 

 

都市鉄道整備事

業費補助 

        

        

     

     

 

 

 

 

 

札幌市（耐震補強） 

仙台市（浸水対策） 

東京都（耐震補強、大規模改良） 

横浜市（耐震補強、大規模改良） 

名古屋市（耐震補強、大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設） 

東京地下鉄（株）（浸水対策、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道（株）（大規模改良） 

 

計 

  

  52 

4 

  1,144 

      397 

   100 

2,171 

2,862 

   2,667 

  1,837 

 

 11,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道駅総合改善

事業費補助 

 

 

 

 

東日本旅客鉄道㈱(仙北町駅) 

東日本旅客鉄道㈱(北山形駅) 

東日本旅客鉄道㈱(結城駅) 

東海旅客鉄道㈱(岐阜駅) 

西日本旅客鉄道㈱(比良駅) 

西日本旅客鉄道㈱(黄檗駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

名古屋鉄道㈱(金山駅) 

近畿日本鉄道㈱(南が丘駅) 

南海電気鉄道㈱(尾崎駅) 

阪急電鉄㈱(春日野道駅) 

山陽電気鉄道㈱(東須磨駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

しなの鉄道㈱(戸倉駅) 

 

計 

 

45       

316 

30 

484 

197 

48 

356 

604 

194 

84 

750 

250 

5 

326 

 

3,687 

 

 

 

 

 

 

鉄道防災事業費

補助 

 

 

青函トンネル 

 

計 

 

    905 

 

      905 

 

 

 

 

 

鉄道施設総合安

全対策事業費補

助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（老朽化対策） 

北海道旅客鉄道（株）（千歳線、宗谷線） 

青森県（青い森鉄道線） 

アイジーアールいわて銀河鉄道（株）（いわて銀河鉄道線） 

富士急行（株）（大月線） 

岳南電車（株）（岳南鉄道線） 

大井川鐵道（株）（大井川本線） 

三岐鉄道（株）（三岐線） 

和歌山県（和歌山港線） 

智頭急行（株）（智頭線） 

土佐くろしお鉄道（株）（阿佐線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、長崎線、筑肥線） 

肥薩おれんじ鉄道（株）（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

小計 

 

 

        219 

        77 

        48 

        9 

        5 

30 

        15 

        8 

        56 

        20 

199 

28 

 

       714 
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（耐震対策） 

東武鉄道（株）（伊勢崎線） 

京王電鉄（株）（京王線、相模原線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線、常滑線、津島線） 

近畿日本鉄道（株）（難波線、けいはんな線） 

阪神電気鉄道（株）（阪神なんば線） 

九州旅客鉄道（株）（日豊線） 

 

小計 

 

（豪雨対策） 

東日本旅客鉄道（株）（上越線、奥羽線、東北線、磐越西線

、八戸線、小海線、吾妻線） 

西武鉄道（株）（池袋線、西武秩父線） 

京成電鉄（株）（本線） 

東急電鉄（株）（田園都市線、大井町線、池上線） 

東海旅客鉄道（株）（高山線、紀勢線） 

近畿日本鉄道（株）（大阪線） 

南海電気鉄道（株）（高野線、南海本線） 

西日本旅客鉄道（株）（因美線、播但線、山陽線、山陰線、

山口線） 

四国旅客鉄道（株）（予讃線） 

九州旅客鉄道（株）（鹿児島線、日豊線、久大線） 

西日本鉄道（株）（天神大牟田線） 

 

小計 

 

（浸水対策） 

北総鉄道（株）（北総線） 

名古屋鉄道（株）（名古屋本線） 

名古屋臨海高速鉄道（株）（西名古屋港線） 

近畿日本鉄道（株）（名古屋線） 

阪急電鉄（株）（宝塚本線、神戸本線） 

 

小計 

 

（地域鉄道安全対策（豪雨）） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

関東鉄道（株） 

長良川鉄道（株） 

伊豆急行（株） 

愛知環状鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

神戸電鉄（株） 

智頭急行（株） 

肥薩おれんじ鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

アルピコ交通（株） 

由利高原鉄道（株） 

近江鉄道（株） 

 

小計 

 

 

       29 

        418 

       288 

       425 

       8 

       5 

         

     1,173 

       

 

 645 

 

496 

        200 

       60 

       270 

163 

       70 

270 

 

141 

325 

        48 

         

      2,688 

 

      

        155 

       5 

       40 

36 

     85 

           

 321 

 

 

  9 

24 

24 

51 

24 

39 

12 

54 

27 

30 

15 

390 

60 

81 

     

840 
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（地域鉄道安全対策） 

伊賀市 

四日市市 

北近畿タンゴ鉄道（株） 

甲賀市 

秋田内陸縦貫鉄道（株） 

阿武隈急行（株） 

由利高原鉄道（株） 

しなの鉄道（株） 

長野電鉄（株） 

のと鉄道（株） 

北陸鉄道（株） 

IRいしかわ鉄道（株） 

万葉線（株） 

アルピコ交通（株） 

真岡鉄道（株） 

上信電鉄（株） 

野岩鉄道（株） 

上毛電気鉄道(株) 

銚子電気鉄道（株） 

天竜浜名湖鉄道（株） 

大井川鐵道（株） 

えちぜん鉄道（株） 

愛知環状鉄道（株） 

伊勢鉄道（株） 

静岡鉄道（株） 

岳南電車（株） 

神戸電鉄（株） 

近江鉄道（株） 

叡山電鉄（株） 

一畑電車（株） 

土佐くろしお鉄道（株） 

伊予鉄道（株） 

松浦鉄道（株） 

島原鉄道（株） 

南阿蘇鉄道（株） 

甘木鉄道（株） 

熊本電気鉄道（株） 

長崎電気軌道（株） 

 

小計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

108 

512 

36 

390 

267 

30 

300 

276 

84 

123 

42 

99 

36 

75 

141 

195 

90 

24 

207 

240 

324 

300 

63 

123 

81 

567 

243 

57 

198 

309 

234 

171 

183 

60 

147 

558 

12 

 

6,968 
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(ホームドア) 

西日本旅客鉄道㈱（京都駅） 

東武鉄道㈱（西新井駅） 

東武鉄道㈱（谷塚駅） 

東武鉄道㈱（草加駅） 

東武鉄道㈱（新田駅） 

東武鉄道㈱（越谷駅） 

京成電鉄㈱（押上駅） 

京王電鉄㈱（笹塚駅） 

京王電鉄㈱（久我山駅） 

小田急電鉄㈱（町田駅） 

小田急電鉄㈱（相模大野駅） 

小田急電鉄㈱（海老名駅） 

小田急電鉄㈱（本厚木駅） 

小田急電鉄㈱（大和駅） 

近畿日本鉄道㈱（鶴橋駅） 

南海電気鉄道㈱（中百舌鳥駅） 

阪急電鉄㈱（西宮北口駅） 

阪神電気鉄道㈱（大阪梅田駅） 

 

小計 

 

計 

 

 

 

190 

17 

100 

22 

100 

22 

290 

575 

22 

476 

217 

329 

967 

199 

30 

111 

90 

144 

 

3,900 

 

16,604 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 

 



令和３年度補正予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業] （単位：百万円）

区　　　　分 事業箇所数 船舶交通安全基盤整備事業

海上保安庁 0 2,127

第一管区海上保安本部 0 0

第二管区海上保安本部 0 0

第三管区海上保安本部 0 0

第四管区海上保安本部 0 0

第五管区海上保安本部 0 0

第六管区海上保安本部 0 0

第七管区海上保安本部 1 69

第八管区海上保安本部 0 0

第九管区海上保安本部 1 173

第十管区海上保安本部 1 800

第十一管区海上保安本部 0 0

合　　　　　　　　　計 3 3,170

補助事業はなし ※ 維持管理費については事業箇所数に計上していない。

※ 端数処理の関係で、合計額は内訳と一致しない。

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



管区 事業箇所名 事業箇所数

七 関門港船舶交通安全基盤整備事業 1

九 沢崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1

十 鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1

合　　　　計 3



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（福岡県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

北部九州地域の産業を支えるイ
ンターチェンジや港湾・駅等の
物流拠点へのアクセス道路網の
整備

福岡県 952,500 

北部九州におけるストック効果
を高めるアクセス道路整備

福岡県 478,500 

1,431,000 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（加速化対策分）

（福岡県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

道路施設の適確な維持管理の推
進（防災・安全）

福岡県 1,611,996 

福岡県地域強靱化計画に基づく
代替性確保や信頼性を高めるた
めの道路整備（防災・安全）

福岡県 410,300 

老朽化等により対策が必要な港
湾施設の整備（防災・安全）
（重点）

福岡県 25,000 

福岡県における県域一体となっ
た災害に強い安全安心な県土づ
くりの推進計画（防災・安全）

福岡県,福岡市,古賀市,宗像市,岡垣町,芦屋
町,遠賀町,鞍手町,行橋市,豊前市,上毛町,
みやこ町,吉富町,久留米市,小郡市,大刀洗
町,筑後市,柳川市,みやま市,大牟田市,田川
市,筑紫野市,朝倉市,小竹町,北九州市,太宰
府市,糸島市,宇美町,志免町,香春町,大任
町,大野城市,須恵町,新宮町,八女市

2,694,250 

福岡県における県域一体となっ
た災害に強い安全安心な県土づ
くりの推進計画（防災・安全）
緊急対策

福岡県 474,000 

福岡県における県域一体となっ
た災害に強い安全安心な県土づ
くりの推進計画（防災・安全）
（重点）

福岡県 113,898 

快適な生活環境の整備（防災・
安全）

福岡県,飯塚市,柳川市,行橋市,中間市,小郡
市,筑紫野市,春日市,大野城市,太宰府市,古
賀市,福津市,うきは市,宮若市,那珂川市,志
免町,新宮町,芦屋町,苅田町,吉富町,宗像
市,みやま市,筑前町,みやこ町

289,600 

快適な生活環境の整備（防災・
安全）（重点計画）

直方市,飯塚市,行橋市,中間市,小郡市,筑紫
野市,春日市,宗像市,太宰府市,宮若市,みや
ま市,苅田町

153,834 

福岡県公園施設緊急対策事業
（防災・安全）

福岡県,大牟田市,飯塚市,大川市,行橋市,春
日市,大野城市,宗像市,筑前町,小郡市,宇美
町,古賀市,遠賀町,筑後市,糸島市,中間市,
広川町,粕屋町

55,250 

福岡県安全で安心できる公園づ
くり事業（防災・安全）

福岡県,飯塚市,田川市,豊前市,糸島市 24,426 

大牟田市における快適な生活環
境の整備（防災・安全）（重点
計画）

大牟田市 52,500 



（福岡県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

快適で潤いのある市民生活を支
援する下水道及び河川等の整備
（防災・安全）

久留米市 265,100 

快適で潤いのある市民生活を支
援する下水道及び河川等の整備
（防災・安全）（重点計画）

久留米市 66,060 

道路交通の円滑化、安全性・快
適性の向上を図る市町村道整備
(防災・安全)

豊前市,行橋市,岡垣町,添田町,筑後市,大刀
洗町,直方市,中間市,水巻町,芦屋町,福津
市,宗像市,粕屋町,築上町,苅田町,筑前町,
大任町,広川町,那珂川町,宇美町,嘉麻市,糸
田町,久山町,糸島市,田川市,朝倉市,みやま
市,新宮町,小郡市,桂川町,大川市,太宰府
市,福智町,古賀市,香春町,うきは市,宮若
市,大野城市,春日市,飯塚市,八女市,小竹
町,須恵町,柳川市,大木町,吉富町,那珂川
市,大牟田市,川崎町

175,128 

北九州港における安全で利用し
やすい港づくり(防災・安全)
【重点】

北九州市 66,000 

北九州市公共下水道事業「水め
ぐる”住みよいまち”をめざし
て」（防災・安全）

北九州市 702,500 

北九州港海岸における海岸保全
施設整備の推進（防災・安全）

北九州市 6,000 

旦過地区の安全安心とにぎわい
のあるまちづくり

北九州市 50,000 

折尾地区の安全・安心で快適な
まちづくり（防災・安全）

北九州市 18,000 

災害に強く市民の安全・安心を
支える道づくり

福岡市 126,305 

「東アジアに面する日本海ゲー
トウェイ」博多港の実現[重点]
（防災・安全）

福岡市 53,000 

福岡市における安全・安心・快
適な暮らしの実現（防災・安
全）

福岡市 47,000 

福岡市における安全・安心・快
適な暮らしの実現（防災・安
全）

福岡市 356,000 



（福岡県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

福岡市における安全・安心・快
適な暮らしの実現（防災・安
全）（重点計画）

福岡市 293,609 

福岡市宅地耐震化推進事業（防
災・安全）

福岡市 20,982 

8,150,738 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（福岡県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

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

福岡県,筑紫野市,豊前市,苅田町 253,000 

快適な生活環境の整備（重点計
画）

福岡県,直方市,飯塚市,柳川市,八女市,筑後
市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,宮若市,
みやま市,小竹町,鞍手町,広川町,苅田町,吉
富町,築上町

129,600 

福岡県における河川を身近に感
じられる環境整備

福岡県 70,000 

福岡県魅力の創出と地域活性化
の拠点となる公園づくり事業

福岡県 54,450 

中核都市に相応しい都心部形成
と地域間交流の促進に資する街
路事業

久留米市 63,000 

道路交通の円滑化、安全性・快
適性の向上を図る市町村道整備

大川市,行橋市,朝倉市,八女市,赤村,広川
町,田川市,遠賀町,新宮町,小郡市,柳川市,
筑後市,須恵町,うきは市,大牟田市,中間市,
添田町,粕屋町,那珂川市,那珂川町,苅田町,
宮若市,筑紫野市,糸島市,川崎町,直方市,水
巻町,大野城市,桂川町,大木町,古賀市

227,910 

都市基盤整備による安全・安心
のまちづくり

糸島市 812,345 

7　折尾駅周辺地区における魅力
あるまちづくりを支援するため
の道づくり

北九州市 10,000 

道路ネットワーク整備による都
市の成長に資する道づくり

福岡市 201,979 

1,822,284 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度補正予算　社会資本整備総合交付金の配分（通常分）

（福岡県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

交通安全・交通環境の向上（防
災・安全）

福岡県 407,715 

通学路における歩道整備などの
交通安全対策の推進（防災・安
全）

福岡県 319,000 

街路整備による緊急対策が必要
な通学路の安全性の確保(防災・
安全）

福岡県 228,250 

安全安心なくらしを支える都市
空間の形成（防災・安全）

福岡県,大野城市 150,000 

緊急輸送道路等、防災上重要な
道路の強化

福岡県 60,000 

久留米市の通学路における安全
対策の推進（防災・安全）

久留米市 15,400 

通学路における安全対策の推進
(防災・安全)

小郡市,大木町,糸島市,行橋市,遠賀町,みや
こ町,みやま市,新宮町,筑後市,うきは市,中
間市,宗像市,志免町,宇美町,朝倉市,水巻
町,八女市,古賀市,福智町,大牟田市,太宰府
市,福津市,久山町,直方市,大川市,苅田町,
豊前市,広川町,田川市,柳川市,飯塚市,須恵
町,那珂川市,宮若市,岡垣町,桂川町

237,538 

都市計画道路の立体交差化によ
る円滑な道路網、及び歩行者の
安全確保の形成(防災・安全)

古賀市 4,000 

すべての人が安全で快適に移動
できる道路空間を創出する道づ
くり

福岡市 119,648 

安全・安心で快適な通学路及び
自転車利用空間が確保された道
づくり

福岡市 37,757 



（福岡県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

1,579,308 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


