
福 岡 県

道 路 局



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

改築 国道3号 北九州市 黒崎バイパス 2,700

改築 国道3号 岡垣町～宗像市 岡垣バイパス 2,590

改築 国道3号 福岡市 博多バイパス（下臼井～空港口） 50

改築 国道3号 久留米市 鳥栖久留米道路 1,253

改築 国道201号 篠栗町～飯塚市 八木山バイパス 4,224

改築 国道201号 香春町 香春拡幅 930

改築 国道201号 香春町～みやこ町 仲哀拡幅 50

改築 国道202号 福岡市 春吉橋架替 503

改築 国道202号 福岡市 周船寺橋架替 3

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） 500

改築 国道208号 大川市 大川佐賀道路 632

改築 国道208号 みやま市～柳川市 浦島橋架替 98

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業費路線名 備考

改築 国道210号 久留米市～うきは市 浮羽バイパス 263

改築 国道497号 福岡市～糸島市 今宿道路 600



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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

市民球場入口交差点改良（北九州市） 24

三萩野歩道改良（北九州市） 39

戸畑バイパス西交差点改良（北九州市） 120

若木台交差点改良（福津市） 42

千早・箱崎自転車通行空間整備（福岡市） 69

諏訪野町３丁目交差点改良（久留米市） 18

一丁田自歩道整備（久留米市） 90

新代交差点改良（広川町） 63

新産業団地入口交差点改良（広川町） 60

路線名 備考

1,005交通安全 国道3号

北九州市、
福津市、
福岡市、
久留米市、
広川町、八女市

福岡3号交通安全対策



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業費路線名 備考

吉田交差点改良（八女市） 210

本村北交差点改良（八女市） 30

辺春歩道整備（八女市） 240

潤崎・下貫交差点改良 21

朽網小入口交差点改良 21

長浦交差点改良（田川市） 9

下津熊歩道整備（行橋市） 87

中村大学前交差点改良（福岡市） 144

周船寺地区歩道整備（福岡市） 12

池田自歩道整備（糸島市） 30

前原郵便局前交差点改良（糸島市） 69

二丈福井歩道整備（糸島市） 18

北九州市、
福津市、
福岡市、
久留米市、
広川町、八女市

福岡3号交通安全対策

交通安全 国道10号 北九州市 福岡10号交通安全対策 42

交通安全 国道3号 1,005

田川市、行橋市 福岡201号交通安全対策 96交通安全 国道201号

交通安全 国道202号 福岡市、糸島市 福岡202号交通安全対策 273



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業費路線名 備考

西鉄渡瀬駅前交差点改良（大牟田市） 18

濃施南歩道整備（みやま市） 12

渡瀬歩道整備（みやま市） 21

中島歩道整備（柳川市） 6

芝原歩道整備（柳川市） 291

西蒲池歩道整備（柳川市） 171

幡保自歩道整備（大川市） 9

幡保・三丸歩道整備（大川市） 12

交通安全 国道208号
大牟田市、
みやま市、
柳川市、大川市

福岡208号交通安全対策 540



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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） 事業費路線名 備考

今福歩道整備（みやま市） 6

上長田歩道整備（みやま市） 99

熊野歩道整備（筑後市） 18

上原々交差点改良（筑後市） 150

赤坂歩道整備（筑後市） 24

高良台歩道整備（久留米市） 75

交通安全 国道210号 うきは市 福岡210号交通安全対策 9 中千足歩道整備 9

交通安全 国道209号
みやま市、
筑後市、
久留米市

福岡209号交通安全対策 372



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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) 141

筒井地区電線共同溝（北九州市) 118

則松地区電線共同溝（北九州市) 151

千早・名島地区電線共同溝（福岡市) 375

吉塚・榎田地区電線共同溝（福岡市) 240

諏訪野地区電線共同溝（久留米市) 3

片野新町地区電線共同溝 233

霧ヶ丘地区電線共同溝 137

今宿・周船寺地区電線共同溝（福岡市) 120

前原地区電線共同溝（糸島市) 37

備考

電線共同溝 国道3号
北九州市、福岡
市、久留米市

路線名

1,028

国道202号 福岡市、糸島市

370

157

福岡3号電線共同溝

福岡10号電線共同溝

福岡202号電線共同溝

電線共同溝 国道10号 北九州市

電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３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 備考路線名

船津地区電線共同溝（大牟田市) 305

今古賀地区電線共同溝（柳川市) 30

電線共同溝 国道209号 筑後市 福岡209号電線共同溝 40 羽犬塚地区電線共同溝 40

335福岡208号電線共同溝電線共同溝 国道208号
大牟田市、柳川
市



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 （都） 戸畑枝光線 北九州市 牧山ランプ～枝光ランプ 700

改築 （主） 筑紫野古賀線 須恵町 須恵工区 319

改築 （主） 飯塚大野城線
宇美町、大野城
市

乙金２工区 170

改築 （都） 千鳥橋唐人町線 福岡市 石城町～那の津 50

改築 （主） 鳥栖朝倉線 小郡市 味坂SIC(仮称)工区 1,190

改築 （主） 門司行橋線 行橋市 行橋市工区 390

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 (一) 英彦山香春線 添田町 津野工区 17

土砂災害対策 (一) 北矢部冬野黒木線 八女市 八女市工区 10

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 福岡県 福岡県無電柱化推進計画事業 51
(主)宗像玄海線(宗像市工区)〔宗像市〕、(一)那珂川大
野城線(大野城市工区)〔大野城市〕

無電柱化推進計画事業 柳川市 福岡県無電柱化推進計画事業 25
(市)西鉄柳川通線(柳川市1工区)、(市)本城町東北町
線(柳川市2工区)

無電柱化推進計画事業 大野城市 福岡県無電柱化推進計画事業 58 (市)白木原下大利線(大野城市工区)

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 1,136

(国)495号(和白丘工区)、(主)志賀島和白線、(一)桧原
比恵線(平尾工区)、(市)西新通線(西新工区)、(市)千
代今宿線(長垂工区)、(市)博多駅草ヶ江線(六本松･谷
工区)、(市)大橋駅前1号線(塩原工区)、(市)清水干隈
線(長住･寺塚工区)、(市)清水干隈線(七隈8工区)、
(都)博多箱崎線(千代･馬出工区)、(都)国道3号線(半
道橋･板付工区)、(都)国道3号線(東那珂工区)



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 大牟田市 みなと小地区 福岡県 29

交通安全対策（地区内連携） 小郡市 小郡市立石小地区 福岡県 39

交通安全対策（地区内連携） 宗像市 玄海東小地区 福岡県 11

交通安全対策（地区内連携） 太宰府市 天拝小地区 福岡県 34

交通安全対策（地区内連携） 福津市 本木小地区 福岡県 10

交通安全対策（地区内連携） 嘉麻市 嘉穂小地区 福岡県 34

交通安全対策（地区内連携） 嘉麻市 千手小地区 福岡県 34

交通安全対策（地区内連携） 嘉麻市 稲築地区 嘉麻市 5

交通安全対策（地区内連携） 朝倉市 朝倉市立石小地区 福岡県 78

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 39

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（地区内連携） 東峰村 東峰小地区 福岡県 49

交通安全対策（地区内連携） 上毛町 南吉富小地区 福岡県 10



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福岡県 福岡県通学路緊急対策推進計画 794

玉川小学校、安武小学校、金島小学校、江上小学
校、荒木小学校、三潴小学校、城島小学校、水分小
学校、西国分小学校、西牟田小学校、善道寺小学
校、大善寺小学校、竹野小学校、津福小学校、田主
丸小学校、南小学校、北野小学校、下境小学校、新
入小学校、直方西小学校、頴田小中一貫校、菰田小
学校、若菜小学校、庄内小学校、穂波東小学校、伊
田小学校、金川小学校、岡山小学校、黒木小学校、
上陽北汭学園、星野小学校、八幡小学校、八女市立
立花小学校、水洗小学校、三又小学校、田口小学
校、木室小学校、今元小学校、今川小学校、角田小
学校、合岩小学校、黒土小学校、太宰府小学校、上
西郷小学校、吉井小学校、江南小学校、大石小学
校、福富小学校、宮若西小学校、三奈木小学校、秋
月小学校、立石小学校、開小学校、桜舞館小学校、
清水小学校、二川小学校、引津小学校、可也小学
校、長糸小学校、安徳小学校、岩戸小学校、片縄小
学校、須恵第一小学校、須恵第三小学校、新宮町立
立花小学校、山田小学校、頃末小学校、内浦小学
校、浅木小学校、島門小学校、桂川小学校、三並小
学校、三輪小学校、中牟田小学校、下広川小学校、
上広川小学校、伊方小学校、上野小学校、下城井小
学校、小原小学校、西角田小学校、八津田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 北九州市 北九州市通学路緊急対策推進計画 49
医生丘小学校、高槻小学校、合馬小学校、志井小学
校、富野小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福岡市 福岡市通学路緊急対策推進計画 10 堅粕小学校、原西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 久留米市 福岡県久留米市通学路緊急対策推進計画 43 荒木小学校、山川小学校、城島小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 直方市 福岡県直方市通学路緊急対策推進計画 22 直方東小学校、直方南小学校、直方北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飯塚市 福岡県飯塚市通学路緊急対策推進計画 21
伊岐須小学校、飯塚小学校、飯塚鎮西小学校、穂波
東小学校、立岩小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 八女市 福岡県八女市通学路緊急対策推進計画 10 上妻小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 筑後市 福岡県筑後市通学路緊急対策推進計画 55
羽犬塚小学校、下妻小学校、古川小学校、古島小学
校、松原小学校、水田小学校、西牟田小学校、筑後
小学校、筑後北小学校、二川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大川市 福岡県大川市通学路緊急対策推進計画 6 川口小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 行橋市 福岡県行橋市通学路緊急対策推進計画 152 延永小学校、行橋小学校、泉小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊前市 福岡県豊前市通学路緊急対策推進計画 12 山田小学校、千束小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中間市 福岡県中間市通学路緊急対策推進計画 15 中間東小学校、中間南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小郡市 福岡県小郡市通学路緊急対策推進計画 28 御原小学校、大原小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 太宰府市 福岡県太宰府市通学路緊急対策推進計画 163 水城西小学校、太宰府西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 古賀市 福岡県古賀市通学路緊急対策推進計画 26 花見小学校、古賀西小学校、千鳥小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福津市 福岡県福津市通学路緊急対策推進計画 22
上西郷小学校、津屋崎小学校、福間小学校、福間南
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） うきは市 福岡県うきは市通学路緊急対策推進計画 6
吉井小学校、御幸小学校、江南小学校、大石小学
校、福富小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宮若市 福岡県宮若市通学路緊急対策推進計画 20 宮田南小学校、宮田北小学校、光陵小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 朝倉市 福岡県朝倉市通学路緊急対策推進計画 82 甘木小学校、金川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） みやま市 福岡県みやま市通学路緊急対策推進計画 132 瀬高小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 糸島市 福岡県糸島市通学路緊急対策推進計画 90 加布里小学校、雷山小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 那珂川市 福岡県那珂川市通学路緊急対策推進計画 1 安徳北小学校、片縄小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宇美町 福岡県宇美町通学路緊急対策推進計画 10 井野小学校、宇美小学校、原田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 須恵町 福岡県須恵町通学路緊急対策推進計画 26 須恵第三小学校、須恵第二小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 新宮町 福岡県新宮町通学路緊急対策推進計画 11 新宮東小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 水巻町 福岡県水巻町通学路緊急対策推進計画 163 伊左座小学校、頃末小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 岡垣町 福岡県岡垣町通学路緊急対策推進計画 46
海老津小学校、吉木小学校、戸切小学校、山田小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 桂川町 福岡県桂川町通学路緊急対策推進計画 37 桂川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 筑前町 福岡県筑前町通学路緊急対策推進計画 48 東小田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大木町 福岡県大木町通学路緊急対策推進計画 38 大莞小学校、木佐木小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 広川町 福岡県広川町通学路緊急対策推進計画 5 上広川小学校、中広川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福智町 福岡県福智町通学路緊急対策推進計画 148 金田義務教育学校、上野小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 西日本鉄道天神大牟田線
春日市、大野城
市

春日原駅～下大利駅間 2,200

連続立体交差 西日本鉄道天神大牟田線 福岡市 雑餉隈駅付近 1,600

連続立体交差 ＪＲ筑豊本線・鹿児島本線 北九州市 折尾駅付近 1,024

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 7,817 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 187 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 182 別紙参照

道路メンテナンス事業 北九州市 橋梁長寿命化修繕計画 1,537 別紙参照

道路メンテナンス事業 北九州市 トンネル長寿命化修繕計画 34 別紙参照

道路メンテナンス事業 北九州市 道路附属物等長寿命化修繕計画 253 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 489 別紙参照

道路メンテナンス事業 福岡市 道路附属物等長寿命化修繕計画 210 別紙参照

道路メンテナンス事業 大牟田市 橋梁長寿命化修繕計画 26 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 152 別紙参照

道路メンテナンス事業 直方市 橋梁長寿命化修繕計画 62 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 58 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

道路メンテナンス事業 田川市 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 柳川市 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 八女市 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照

道路メンテナンス事業 筑後市 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 大川市 橋梁長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 行橋市 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 豊前市 橋梁長寿命化修繕計画 81 別紙参照

道路メンテナンス事業 中間市 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照

道路メンテナンス事業 小郡市 橋梁長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 筑紫野市 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 春日市 道路附属物等長寿命化修繕計画 10 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 13 別紙参照

道路メンテナンス事業 宗像市 橋梁長寿命化修繕計画 69 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

道路メンテナンス事業 太宰府市 橋梁長寿命化修繕計画 118 別紙参照

道路メンテナンス事業 古賀市 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 古賀市 道路附属物等長寿命化修繕計画 68 別紙参照

道路メンテナンス事業 福津市 橋梁長寿命化修繕計画 56 別紙参照

道路メンテナンス事業 うきは市 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 宮若市 橋梁長寿命化修繕計画 67 別紙参照

道路メンテナンス事業 嘉麻市 橋梁長寿命化修繕計画 52 別紙参照

道路メンテナンス事業 朝倉市 橋梁長寿命化修繕計画 51 別紙参照

道路メンテナンス事業 みやま市 橋梁長寿命化修繕計画 42 別紙参照

道路メンテナンス事業 糸島市 橋梁長寿命化修繕計画 95 別紙参照

道路メンテナンス事業 那珂川市 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 宇美町 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 篠栗町 橋梁長寿命化修繕計画 11 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

道路メンテナンス事業 志免町 橋梁長寿命化修繕計画 13 別紙参照

道路メンテナンス事業 須恵町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 新宮町 橋梁長寿命化修繕計画 1 別紙参照

道路メンテナンス事業 久山町 橋梁長寿命化修繕計画 54 別紙参照

道路メンテナンス事業 粕屋町 橋梁長寿命化修繕計画 2 別紙参照

道路メンテナンス事業 芦屋町 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 水巻町 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 岡垣町 橋梁長寿命化修繕計画 33 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 6 別紙参照

道路メンテナンス事業 小竹町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 鞍手町 橋梁長寿命化修繕計画 164 別紙参照

道路メンテナンス事業 筑前町 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 東峰村 橋梁長寿命化修繕計画 6 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

道路メンテナンス事業 大刀洗町 橋梁長寿命化修繕計画 16 別紙参照

道路メンテナンス事業 大木町 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照

道路メンテナンス事業 広川町 橋梁長寿命化修繕計画 19 別紙参照

道路メンテナンス事業 香春町 橋梁長寿命化修繕計画 40 別紙参照

道路メンテナンス事業 添田町 橋梁長寿命化修繕計画 53 別紙参照

道路メンテナンス事業 糸田町 橋梁長寿命化修繕計画 8 別紙参照

道路メンテナンス事業 川崎町 橋梁長寿命化修繕計画 65 別紙参照

道路メンテナンス事業 大任町 橋梁長寿命化修繕計画 3 別紙参照

道路メンテナンス事業 赤村 橋梁長寿命化修繕計画 25 別紙参照

道路メンテナンス事業 福智町 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 苅田町 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 みやこ町 橋梁長寿命化修繕計画 46 別紙参照

道路メンテナンス事業 吉富町 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

道路メンテナンス事業 上毛町 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 築上町 橋梁長寿命化修繕計画 76 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３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 太宰府市 板付牛頸筑紫野線 田中橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 久留米筑紫野線 無名橋２ 橋梁 修繕
福岡県 福津市 玄海田島福間線 奴山口橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 藤田上官線 川尻橋 橋梁 修繕
福岡県 上毛町 山内吉富線 迫池橋 橋梁 修繕
福岡県 遠賀町 岡垣遠賀線 島田川橋 橋梁 修繕
福岡県 岡垣町 岡垣宗像線 新矢矧橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 橋本辻町線 下宮永町１号橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 県道一部三川線 馬場橋4 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 香春町 県道英彦山香春線 高野橋 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 久留米市 県道吉井久留米自転車道 第11号橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道久留米基山筑紫野線 三国橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道久留米基山筑紫野線 新浜橋1 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道宮本大川線 吉原橋2 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 県道橋本辻町線 山王橋2 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道金田夏吉伊田線 経塚橋側道橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道金田夏吉伊田線 立石橋3 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 桂川町 県道桂川下秋月線 第1号橋 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 県道幸袋柏森線 川島橋側道橋 橋梁 修繕
福岡県 赤村 県道行橋添田線 畑橋3 橋梁 修繕
福岡県 糸田町 県道香春糸田線 上糸田1号橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道香春糸田線 町八橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道香春糸田線 日吉橋2 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 県道高田山川線 仁王目橋 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 県道高田天道(S)線 酒屋橋1 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 県道高田天道(S)線 天道橋2 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 県道黒崎開濃施線 北新開橋 橋梁 修繕
福岡県 遠賀町 県道黒山広渡線 堺橋上り 橋梁 修繕
福岡県 築上町 県道黒平椎田線 花田橋1 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 大川市 県道佐賀大川線 鐘ヶ江大橋 橋梁 修繕
福岡県 大川市 県道佐賀大川線 鐘ヶ江陸橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道佐賀八女線 六五郎橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道佐賀八女線 六五郎橋側道橋 橋梁 修繕
福岡県 新宮町 県道山田新宮線 夜臼大橋 橋梁 修繕
福岡県 宗像市 県道宗像玄海線 第一亀石橋 橋梁 修繕
福岡県 宗像市 県道宗像玄海線 牟田尻橋 橋梁 修繕
福岡県 筑前町 県道女男石野町線 依井ボックス橋（594-3） 橋梁 修繕
福岡県 宗像市 県道勝浦宗像線 用山橋 橋梁 修繕
福岡県 築上町 県道小山田東八田線 鬼太郎橋 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 中間市 県道新延中間線 中間大橋 橋梁 修繕
福岡県 大川市 県道新田榎津線 柳原橋 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 福智町 県道赤池糸田線 岩渕ボックスカルバート 橋梁 修繕
福岡県 糸田町 県道赤池糸田線 真岡1号橋 橋梁 修繕
福岡県 福智町 県道赤池糸田線 神崎1号橋 橋梁 修繕
福岡県 福智町 県道赤池糸田線 神崎2号橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道川宮伊田線 A無名1号橋 橋梁 修繕
福岡県 川崎町 県道川崎猪国線 塩尻橋 橋梁 修繕
福岡県 糸島市 県道前原富士線 蛇石橋 橋梁 修繕
福岡県 糸島市 県道前原富士線 筒井高架橋 橋梁 修繕
福岡県 みやこ町 県道大久保犀川線 無名5号橋 橋梁 修繕
福岡県 宗像市 県道大島循環線 第一水飲橋 橋梁 修繕
福岡県 宗像市 県道大島循環線 第二水飲橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 県道大牟田植木線 上高田上の橋 橋梁 修繕
福岡県 大川市 県道大牟田川副線 新田大橋 橋梁 修繕
福岡県 糸島市 県道大野城二丈線 高上橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 県道大和城島線 起田１号橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 県道大和城島線 起田２号橋 橋梁 修繕
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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 大木町 県道大和城島線 北島脇橋 橋梁 修繕
福岡県 中間市 県道中間水巻線 大膳橋 橋梁 修繕
福岡県 吉富町 県道中津吉富線 和井田跨線橋 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道中津豊前線 角川橋 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 豊前市 県道中津豊前線 八尋橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道猪国豊前桝田(S)線 新田尻橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 県道猪国豊前桝田停車場線 中村橋9 橋梁 修繕
福岡県 行橋市 県道長尾稗田平島線 京都橋 橋梁 修繕
福岡県 直方市 県道直方芦屋線 新入橋 橋梁 修繕
福岡県 直方市 県道直方宗像線 井関大橋 橋梁 修繕
福岡県 中間市 県道直方水巻線 弁天橋2 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 飯塚市 県道鶴三緒田川線 栄橋2 橋梁 修繕
福岡県 添田町 県道添田小石原線 大焼橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 県道添田小石原線 中元寺1号橋 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 県道添田赤池線 角堂橋側道橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道添田赤池線 鹿馬橋 橋梁 修繕
福岡県 川崎町 県道添田赤池線 新中村橋 橋梁 修繕
福岡県 福智町 県道添田赤池線 大浦橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 県道田主丸停車場線 中央橋1 橋梁 修繕
福岡県 川崎町 県道田川桑野線 荒平1号橋 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道田川直方線 吉田橋6 橋梁 修繕
福岡県 福智町 県道田川直方線 馬場新橋 橋梁 修繕
福岡県 福智町 県道田川直方線 睦橋2 橋梁 修繕
福岡県 田川市 県道田川直方線 糒橋 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 大野城市 県道那珂川大野城線 白鳥橋2 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 小竹町 県道南良津宮田線 南良津大橋 橋梁 修繕
福岡県 大任町 県道八女香春線 上今任1号橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 県道八女香春線 畑川橋1 橋梁 修繕
福岡県 添田町 県道八女香春線 落合3号橋 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 県道飯江長田線 飯江１号橋 橋梁 修繕
福岡県 嘉麻市 県道飯塚山田線 白門橋1 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 福津市 県道飯塚福間線 大道橋2 橋梁 修繕
福岡県 遠賀町 県道浜口遠賀線 井竜橋 橋梁 修繕
福岡県 大刀洗町 県道冨多大城線 両町橋 橋梁 修繕
福岡県 粕屋町 県道福岡篠栗線 門松大橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道福岡筑紫野線 筑紫野大橋（下り線） 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 県道福岡筑紫野線 筑紫野大橋（上り線） 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 久山町 県道福岡直方線 首羅橋側道橋下り 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 筑前町 県道福岡日田線 依井新町ボックス橋（112-1） 橋梁 修繕
福岡県 朝倉市 県道福岡日田線 甘木橋 橋梁 修繕
福岡県 豊前市 県道豊前耶馬渓線 下川底２号橋 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 遠賀町 県道北九州芦屋線 島津BOX 橋梁 修繕
福岡県 福智町 県道北九州小竹線 鶯橋 橋梁 修繕
福岡県 大川市 県道本町新田大川線 金剛院橋 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 豊前市 県道野地塔田線 広瀬橋2 橋梁 修繕
福岡県 上毛町 県道野地塔田線 新世橋 橋梁 修繕
福岡県 上毛町 県道野路土佐井線 大城戸一ﾉ橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 県道柳川城島線 第一号橋1 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 高田柳川線 沓江橋 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 国道200号 みずほ橋 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 国道200号 随道橋 橋梁 修繕
福岡県 筑紫野市 国道200号 筑紫大橋 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 国道200号 冷水大橋 橋梁 修繕
福岡県 飯塚市 国道200号(冷水道路) 茜大橋 橋梁 修繕
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福岡県 直方市 国道200号BP 下境橋（下り線） 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 東峰村 国道211号 つづみの里床版橋（211-5） 橋梁 修繕
福岡県 嘉麻市 国道211号 嘉麻三号橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 国道264号 豆津橋 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 横川橋3 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 観音口橋 橋梁 修繕
福岡県 嘉麻市 国道322号 三日町橋1 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 新御祓橋 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 瀬戸橋7 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 谷口橋2 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 中津原橋 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 仲村橋 橋梁 修繕
福岡県 香春町 国道322号 殿町橋 橋梁 修繕
福岡県 川崎町 国道322号BP 岩鼻橋 橋梁 修繕
福岡県 久留米市 国道385号 青木中津大橋 橋梁 修繕
福岡県 那珂川町 国道385号 中ノ原橋 橋梁 修繕
福岡県 筑前町 国道386号 弥永１号ボックス橋（386-BP-10） 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 国道443号 蒲船津橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 国道443号 田島橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 国道443号 白鳥橋1 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 福津市 国道495号 今川橋4 橋梁 修繕
福岡県 岡垣町 国道495号 汐入川橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 国道500号 広畑橋2 橋梁 修繕
福岡県 添田町 国道500号 西谷3号橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 国道500号 赤松ヶ谷橋 橋梁 修繕
福岡県 添田町 国道500号 八坂橋 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 黒崎開濃施線 高田陸橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 枝光今古賀線 今古賀橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 枝光今古賀線 扇町橋 橋梁 修繕
福岡県 宗像市 宗像玄海線 須恵橋側道橋 橋梁 修繕
福岡県 小竹町 小竹頴田線 御徳大橋 橋梁 修繕
福岡県 苅田町 小波瀬停車場線 新津橋 橋梁 修繕
福岡県 苅田町 須磨園南原曽根線 帯田橋 橋梁 修繕
福岡県 行橋市 節丸新田原停車場線 並松跨線橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 倉永三池線 室尾橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 大牟田高田線 田町橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 大牟田高田線 米の山橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 大牟田川副線 島添橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 大牟田川副線 新坪橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 大牟田川副線 宮田橋 橋梁 修繕
福岡県 みやま市 大牟田川副線 黒崎開1号橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 大牟田川副線 新友幸橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 大牟田川副線 岬18号橋 橋梁 修繕
福岡県 大牟田市 南関大牟田北線 中尾橋 橋梁 修繕
福岡県 苅田町 門司行橋線 第５号橋 橋梁 修繕
福岡県 柳川市 柳川城島線 口の坪橋 橋梁 修繕
福岡県 朝倉市 県道甘木朝倉田主丸線 屋形原橋1 橋梁 更新
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 四条野橋 橋梁 更新
福岡県 筑紫野市 県道久留米筑紫野線線 西小田橋 橋梁 更新
福岡県 八女市 県道久留米立花線 上矢部川橋 橋梁 更新
福岡県 八女市 県道久留米立花線 星野川橋 橋梁 更新
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 宗像市 県道玄海田島福間線 川端橋 橋梁 更新
福岡県 久留米市 県道佐賀八女線 大清橋 橋梁 更新
福岡県 古賀市 県道薦野福間線 薦野橋 橋梁 更新
福岡県 柳川市 県道大牟田川副線 三明橋 橋梁 更新
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 大刀洗町 県道中尾大刀洗線 筑後川橋 橋梁 更新
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福岡県 うきは市 県道朝田日田線 分田橋2 橋梁 更新
福岡県 大刀洗町 県道鳥栖朝倉線 桂川橋 橋梁 更新
福岡県 大刀洗町 県道鳥栖朝倉線 佐田川橋1 橋梁 更新
福岡県 直方市 県道直方芦屋線 天神橋 橋梁 更新
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 福智町 県道田川直方線 人見橋 橋梁 更新
福岡県 うきは市 県道八女香春線 今川橋2 橋梁 更新
福岡県 みやま市 県道富久瀬高線 幸作橋 橋梁 更新
福岡県 うきは市 県道保木吉井線 長野橋 橋梁 更新
福岡県 飯塚市 県道北九州小竹線 口の原橋 橋梁 更新
福岡県 朝倉市 国道322号 皐月橋1 橋梁 更新
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 宮ノ尾橋 橋梁 更新
福岡県 点検計画

福岡県トンネル長寿命化修繕計画
福岡県 東峰村 県道八女香春線 斫石トンネル 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 筑紫野市 国道200号(冷水道路) 冷水トンネル 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 大牟田市 南関大牟田北線 上内横断歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡県 遠賀町 岡垣遠賀線 ははこ歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡県 赤村 県道行橋添田線BP ボックスカルバート２２ 道路附属物等 修繕
福岡県 福智町 県道田川直方線BP 福智４号カルバート 道路附属物等 修繕
福岡県 筑紫野市 県道福岡筑紫野線 塔ノ原横断歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡県 飯塚市 国道200号 枝国歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡県 桂川町 国道200号 大師歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡県 香春町 国道322号BP 香春４号カルバート 道路附属物等 修繕
福岡県 香春町 国道322号BP 香春５号カルバート 道路附属物等 修繕
福岡県 大任町 国道322号BP 大任３号カルバート 道路附属物等 修繕

北九州市橋梁長寿命化修繕計画
北九州市 北九州市 県道大積清見線 花園橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 県道湯川赤坂線 妙見橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 県道湯川赤坂線 妙見山田川１号橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 県道新北九州空港連絡線 北九州空港連絡橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 国道199号 新赤坂橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 国道199号 中原大橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 国道199号 港橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道上上津役32号線 建郷川８号橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道上上津役32号線 建郷川９号橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道上香月2号線 黒川橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道永犬丸南町31号線 西山橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道大字大蔵25号線 南河内橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道徳力葛原線 新竹馬橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道中原中原東1号線 中原跨線橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道日明36号線 新平松橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道広石11号線 広石跨線橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道本町小竹1号線 椿川１号橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道本町小竹1号線 西ノ門橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道本町小竹1号線 本村川１号橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 県道呼野道原徳吉線 山神橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 県道新門司港大里線 山門大橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 国道322号ほか 北九州モノレール 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道葛原横代東町1号線 竹馬橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道新高田4号線 南小倉交差橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道則松光明1号線 長崎町跨線橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道鷹見台38号線 鷹見大橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道徳力葛原線 葛原跨線橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道南若園横代北町1号線 権ケ迫橋（下り） 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道南若園横代北町1号線 権ケ迫橋(上り１) 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道楠橋4号線 井手原橋 橋梁 修繕
北九州市 北九州市 市道楠橋5号線 芝谷橋 橋梁 修繕
北九州市 点検計画

北九州市トンネル長寿命化修繕計画
北九州市 北九州市 市道都下到津3号線 到津トンネル１ トンネル 修繕
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北九州市 北九州市 市道都下到津3号線 到津トンネル２ トンネル 修繕
北九州市道路附属物等長寿命化修繕計画

北九州市 北九州市 国道200号 町上津役歩道橋 道路附属物等 修繕
北九州市 北九州市 国道200号 向江第二歩道橋 道路附属物等 修繕
北九州市 北九州市 市道弁天町東篠崎1号線 南小倉横断歩道橋 道路附属物等 修繕
北九州市 北九州市 県道下到津戸畑線 白萩横断歩道橋 道路附属物等 修繕
北九州市 北九州市 県道三萩野魚町線 医療センター前歩道橋 道路附属物等 修繕
北九州市 北九州市 県道小倉停車場線 小倉駅小倉城口デッキ 道路附属物等 修繕
北九州市 北九州市 県道門司行橋線 さくら横断歩道橋 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 市道金武1492号線 鵜籠橋50577 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道町川原福岡線 郷口橋10281 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 主要地方道福岡太宰府線 箱崎橋10277 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 県道町川原福岡線 香椎跨線橋10099 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道飯場2664号線 野河内橋70384 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道石釜2645号線 滝川橋70386 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道田村1496号線 原井手橋70191 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道野芥1724号線 満所橋70255 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道井尻935号線 向屋敷橋側道橋40138 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道原団地665号線 大原側歩橋70542 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道香椎箱崎浜線 汐井大橋10265 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道三苫雁の巣線 無名橋10397 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道若久365号線 宮ノ下橋歩道部40090 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道博多駅前90号線 西宮島跨道橋10397 橋梁 修繕
福岡市 福岡市 市道板付1890号線 みずち橋20260 橋梁 修繕
福岡市 点検計画

福岡市道路附属物等長寿命化修繕計画
福岡市 福岡市 県道福岡筑紫野線 井尻歩道橋 道路附属物等 修繕
福岡市 福岡市 市道香椎箱崎浜線 無名歩道橋（香椎浜１丁目） 道路附属物等 修繕
福岡市 福岡市 市道香椎箱崎浜線 名島２号歩道橋 道路附属物等 修繕

大牟田市橋梁長寿命化修繕計画
大牟田市 大牟田市 市道宮崎田隈線 白銀今町橋 橋梁 修繕
大牟田市 大牟田市 市道今山歴木線 東山橋 橋梁 修繕
大牟田市 大牟田市 市道忠屋町2号線 忠屋町４号橋 橋梁 修繕
大牟田市 大牟田市 市道唐船松原町線 塩浜１号橋 橋梁 修繕
大牟田市 大牟田市 市道東宮浦町末広町線 新宮浦橋 橋梁 修繕
大牟田市 大牟田市 市道平野山団地12号線 高取２号橋 橋梁 修繕
大牟田市 大牟田市 市道歴木瓦町線 水洗橋 橋梁 修繕
大牟田市 大牟田市 市道檪野一部町線 東金ケ坂橋 橋梁 修繕
大牟田市 点検計画

久留米市橋梁長寿命化修繕計画
久留米市 久留米市 市道小森野高野H125号線 KH-17号橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道大依江上上J6号線 八ツ出橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道大石梅満B205号線 KB-34号橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道津福本荒木C3号線 KC-5号橋 橋梁 修繕
久留米市 久留米市 市道大手野中Ｅ1号線 筒川橋 橋梁 更新
久留米市 点検計画

直方市橋梁長寿命化修繕計画
直方市 直方市 市道永満寺2号線 善喜橋 橋梁 修繕
直方市 直方市 市道植木16号線 山田川3号橋 橋梁 修繕
直方市 直方市 市道下境120号線 岡森用水路②５号橋 橋梁 修繕
直方市 直方市 市道植木64号線 フケ水路②７号橋 橋梁 修繕
直方市 直方市 市道赤熊･野口線 小野牟田橋 橋梁 修繕
直方市 直方市 市道辻屋線 岡森用水路３号橋 橋梁 修繕
直方市 直方市 市道稗田・行常線 行常橋 橋梁 修繕
直方市 点検計画

飯塚市橋梁長寿命化修繕計画
飯塚市 飯塚市 市道有安・笠松線 鳥羽橋 橋梁 修繕
飯塚市 飯塚市 市道若菜・枝国線 枝国跨道橋 橋梁 修繕
飯塚市 点検計画

田川市橋梁長寿命化修繕計画
田川市 田川市 市道青葉中央通り線 松原橋 橋梁 修繕
田川市 田川市 市道白鳥町・成道寺公園線 成道寺公園橋 橋梁 修繕
田川市 田川市 市道下位登2号線 ヒラ庄司１号橋 橋梁 修繕
田川市 田川市 市道高柳団地1号線 高柳橋 橋梁 修繕
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田川市 田川市 市道新町・長浦線 穴ヶ迫橋 橋梁 修繕
田川市 点検計画

柳川市橋梁長寿命化修繕計画
柳川市 柳川市 市道京町上宮永町線 高門橋 橋梁 修繕
柳川市 柳川市 市道中島1号線 芝原橋2 橋梁 修繕
柳川市 柳川市 市道本城町東北町線 稲荷橋 橋梁 修繕
柳川市 柳川市 市道本城町東北町線 竹門橋 橋梁 修繕
柳川市 柳川市 市道屋敷田片原町線 沖ノ端橋 橋梁 修繕
柳川市 点検計画

八女市橋梁長寿命化修繕計画
八女市 八女市 市道荷稲五丁野線 大嶋橋 橋梁 修繕
八女市 八女市 市道小岩本線 小岩１号橋 橋梁 修繕
八女市 八女市 市道板屋・ミヤシノ線 一本松橋 橋梁 修繕
八女市 八女市 市道北平・大石線 大石２号橋 橋梁 修繕
八女市 八女市 市道本星野・底払線 底払橋 橋梁 修繕
八女市 点検計画

筑後市橋梁長寿命化修繕計画
筑後市 筑後市 市道下妻田中前村線 前村橋 橋梁 修繕
筑後市 点検計画

大川市橋梁長寿命化修繕計画
大川市 点検計画

行橋市橋梁長寿命化修繕計画
行橋市 行橋市 市道駅東通り2号線 神田町跨道橋 橋梁 修繕
行橋市 行橋市 市道宮ノ上・川向線 大提橋 橋梁 修繕
行橋市 行橋市 市道行事5丁目・門樋線 万年橋 橋梁 修繕
行橋市 行橋市 市道西宮市1号線 宮市橋 橋梁 修繕
行橋市 行橋市 市道西宮市4丁目2号線 須賀里橋 橋梁 修繕
行橋市 行橋市 市道樋口・宮ノ下線 宮田橋 橋梁 修繕
行橋市 点検計画

豊前市橋梁長寿命化修繕計画
豊前市 豊前市 市道産家・求菩提線 犬ヶ岳橋 橋梁 修繕
豊前市 豊前市 市道下河内29号線 佐瀬風橋 橋梁 修繕
豊前市 豊前市 市道岩屋10号線 宮の前橋 橋梁 修繕
豊前市 豊前市 市道岩屋23号線 下ノ川橋 橋梁 修繕
豊前市 豊前市 市道松江11号線 林道橋 橋梁 修繕
豊前市 点検計画

中間市橋梁長寿命化修繕計画
中間市 中間市 市道井手ノ元･出原線 黒川歩道橋 橋梁 修繕
中間市 中間市 市道下蓮花寺12号線 蓮花寺水路2号橋 橋梁 修繕
中間市 中間市 市道唐戸4号橋 稲荷郷橋 橋梁 修繕
中間市 中間市 市道片峯2号線 中鶴橋 橋梁 修繕
中間市 点検計画

小郡市橋梁長寿命化修繕計画
小郡市 小郡市 味坂・赤川1021号線 赤川用水橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 味坂・上西鯵坂1015号線 白粉田橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 味坂・光行1125号線 脇太郎橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 乙隈・吹上6号線 境橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 東町・大保原106号線 大堤橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 三国・古賀5203号線 北中尾橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 三国・津古5309号線 内畑２号橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 三国・津古5587号線 津古三橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 御原・稲吉2164号線 稲吉１号橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 御原・下岩田2097号線 飛鳥１号橋 橋梁 修繕
小郡市 小郡市 立石・吹上4116号線 吹上２号橋 橋梁 修繕
小郡市 点検計画

筑紫野市橋梁長寿命化修繕計画
筑紫野市 点検計画

春日市道路附属物等長寿命化修繕計画
春日市 春日市 市道1級第1号路線 千歳大橋自由通路 道路附属物等 修繕
春日市 春日市 市道歩専第7号路線 歩專７号歩道橋 道路附属物等 修繕
春日市 点検計画

大野城市橋梁長寿命化修繕計画
大野城市 点検計画

宗像市橋梁長寿命化修繕計画
宗像市 宗像市 市道土穴61号線 赤間大橋 橋梁 修繕
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宗像市 宗像市 市道河東8号線 河東下の橋 橋梁 修繕
宗像市 宗像市 市道開1号線 開橋 橋梁 修繕
宗像市 宗像市 市道久原1001号線 長輪橋 橋梁 修繕
宗像市 宗像市 市道四十里線 多礼橋 橋梁 修繕
宗像市 宗像市 市道鐘崎線 千代川橋 橋梁 修繕
宗像市 点検計画

太宰府市橋梁長寿命化修繕計画
太宰府市 太宰府市 市道観世音寺土地区画整理事業長浜・太宰府線 都府楼大橋 橋梁 修繕
太宰府市 太宰府市 市道三条台団地1号線 普賢橋 橋梁 修繕
太宰府市 点検計画

古賀市橋梁長寿命化修繕計画
古賀市 古賀市 市道薦野17号線 石原2号橋 橋梁 修繕
古賀市 古賀市 市道薦野8号線 上薦野橋 橋梁 修繕
古賀市 点検計画

古賀市道路附属物等長寿命化修繕計画
古賀市 古賀市 市道花見91号線 花見跨線人道橋 道路附属物等 修繕

福津市橋梁長寿命化修繕計画
福津市 福津市 市道勝浦１１１号線 奴山川１９号線 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道勝浦１４２号線 勝浦須多田下橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道勝浦193号線 黒石川１１号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道勝浦194号線 黒石川７号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道松原・花見線 越田橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道宮司・濵ノ久保８号線 中川４号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道宮司２８号線 三辻川５号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道渡・池尻３号線 渡池尻２号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道勝浦・新町2号線 奴山川２０号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道勝浦108号線 勝浦大割１号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道勝浦110号線 勝浦大割２号橋 橋梁 修繕
福津市 福津市 市道練原下・久保田線 奴山川１１号橋 橋梁 修繕
福津市 点検計画

うきは市橋梁長寿命化修繕計画
うきは市 うきは市 市道千足5丁目・上流川線 浮羽橋 橋梁 修繕
うきは市 うきは市 市道荒瀬・潜橋線 潜橋 橋梁 修繕
うきは市 うきは市 市道朝田・二の瀬線 鶏鳴橋 橋梁 修繕
うきは市 点検計画

宮若市橋梁長寿命化修繕計画
宮若市 宮若市 市道 古賀・山の口線 大地原橋 橋梁 修繕
宮若市 宮若市 市道 黒目・町線 若宮橋 橋梁 修繕
宮若市 宮若市 市道 小林・宮崎線 春日橋 橋梁 修繕
宮若市 宮若市 市道 男田元・滝ケ下線 第二中浦橋 橋梁 修繕
宮若市 点検計画

嘉麻市橋梁長寿命化修繕計画
嘉麻市 嘉麻市 才田･庄内線 平東橋 橋梁 修繕
嘉麻市 嘉麻市 市道稲築橋・次郎太郎線 漆生字柿木橋 橋梁 修繕
嘉麻市 嘉麻市 市道大谷・柿ノ木線 木城大橋 橋梁 修繕
嘉麻市 点検計画

朝倉市橋梁長寿命化修繕計画
朝倉市 朝倉市 市道甘木・長谷山線 庄屋橋 橋梁 修繕
朝倉市 点検計画

みやま市橋梁長寿命化修繕計画
みやま市 みやま市 市道掛東9号線 陣ノ内3号橋 橋梁 修繕
みやま市 みやま市 市道江浦町3号線 東百姓開3号橋 橋梁 修繕
みやま市 みやま市 市道三開・潟揚線 三開１号橋 橋梁 更新
みやま市 点検計画

糸島市橋梁長寿命化修繕計画
糸島市 糸島市 市道岐志・芥屋1号線 小田橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道岐志・芥屋1号線 平松橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道吉井真名子線 栗崎跨道橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道漁港通り線 恵美須橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道高上宮の前線 高上橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道坂本中ノ浦線 龍源寺橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道初・師吉線 塞橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道深江中幹線 塩屋町橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道瑞梅寺西の谷線 西谷橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道石崎小西橋線 小西橋 橋梁 修繕
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糸島市 糸島市 市道蔵持川面線 中町橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道鳥巣葉山線 江頭橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道福井浜幹線 冬切橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道末広モウタリ線 東山橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道門口橋富園線 極楽橋 橋梁 修繕
糸島市 糸島市 市道有坂橋線 有坂橋 橋梁 修繕
糸島市 点検計画

那珂川市橋梁長寿命化修繕計画
那珂川市 那珂川市 市道戸納線 戸納橋 橋梁 修繕
那珂川市 那珂川市 市道中ノ原埋金四郎五郎線 四郎五郎３号橋 橋梁 修繕
那珂川市 那珂川市 市道那珂川鳥栖線 大浦１号橋 橋梁 修繕
那珂川市 点検計画

宇美町橋梁長寿命化修繕計画
宇美町 宇美町 町道妻付～大谷線 山渋橋 橋梁 修繕
宇美町 宇美町 町道極楽寺3号線 極楽寺橋 橋梁 修繕
宇美町 宇美町 町道仲山1号線 仲山橋 橋梁 修繕
宇美町 宇美町 町道長谷～松ヶ本線 雑頭橋 橋梁 修繕
宇美町 宇美町 町道長谷～松ヶ本線 新宇美橋 橋梁 修繕
宇美町 点検計画

篠栗町橋梁長寿命化修繕計画
篠栗町 篠栗町 尾仲津波黒線 津波黒橋（歩行者橋） 橋梁 修繕
篠栗町 点検計画

志免町橋梁長寿命化修繕計画
志免町 志免町 町道カジ・角石線 別府橋 橋梁 修繕
志免町 志免町 町道永田・坂瀬線 迎田橋 橋梁 修繕
志免町 志免町 町道石枢・迎田線 吉原大橋 橋梁 修繕
志免町 点検計画

須恵町橋梁長寿命化修繕計画
須恵町 点検計画

新宮町橋梁長寿命化修繕計画
新宮町 点検計画

久山町橋梁長寿命化修繕計画
久山町 久山町 町道前田～証拠線 前田１号橋 橋梁 修繕
久山町 久山町 町道片見鳥～寺ノ下線 丁田橋 橋梁 修繕
久山町 久山町 町道和田線 大藪橋 橋梁 修繕
久山町 点検計画

粕屋町橋梁長寿命化修繕計画
粕屋町 点検計画

芦屋町橋梁長寿命化修繕計画
芦屋町 点検計画

水巻町橋梁長寿命化修繕計画
水巻町 水巻町 町道ｲﾜｾﾞ･松ヶ谷線 吉隈橋 橋梁 修繕
水巻町 水巻町 町道猪熊･朳線 新曲川橋 橋梁 修繕
水巻町 点検計画

岡垣町橋梁長寿命化修繕計画
岡垣町 岡垣町 町道元松原・吉木線 今橋 橋梁 修繕
岡垣町 岡垣町 町道高倉・中村1号線 中村橋1 橋梁 修繕
岡垣町 点検計画

遠賀町橋梁長寿命化修繕計画
遠賀町 点検計画

小竹町橋梁長寿命化修繕計画
小竹町 点検計画

鞍手町橋梁長寿命化修繕計画
鞍手町 鞍手町 町道八尋・長谷・室木線 西原橋 橋梁 修繕
鞍手町 点検計画

筑前町橋梁長寿命化修繕計画
筑前町 筑前町 町道安田・高上線 竹ヶ下橋 橋梁 修繕
筑前町 筑前町 町道篠隈・福島線 大坪橋 橋梁 修繕
筑前町 筑前町 町道池田・向原線 池田橋① 橋梁 修繕
筑前町 点検計画

東峰村橋梁長寿命化修繕計画
東峰村 東峰村 村道辻・久保田線 塔の元橋 橋梁 修繕
東峰村 東峰村 村道中尾線 1039床版橋 橋梁 修繕

大刀洗町橋梁長寿命化修繕計画
大刀洗町 大刀洗町 町道上野高樋本郷線 高樋橋 橋梁 修繕
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大刀洗町 大刀洗町 町道六ノ坪中川線 中川新川橋 橋梁 修繕
大刀洗町 点検計画

大木町橋梁長寿命化修繕計画
大木町 点検計画

広川町橋梁長寿命化修繕計画
広川町 広川町 町道芥神線 上太田橋 橋梁 修繕
広川町 広川町 町道久泉増永線 本川原橋 橋梁 修繕
広川町 広川町 町道東中園線 東中園橋 橋梁 修繕
広川町 点検計画

香春町橋梁長寿命化修繕計画
香春町 香春町 町道鈴麦～アイブチ線 北鈴麦橋 橋梁 修繕
香春町 香春町 町道古宮～井堀線 住野橋 橋梁 修繕
香春町 香春町 町道道地丸～町線 鷹巣橋 橋梁 修繕
香春町 香春町 町道二重田～瀬戸線 上朝倉橋 橋梁 修繕
香春町 点検計画

添田町橋梁長寿命化修繕計画
添田町 添田町 町道大瀬線 大瀬橋 橋梁 修繕
添田町 点検計画

糸田町橋梁長寿命化修繕計画
糸田町 点検計画

川崎町橋梁長寿命化修繕計画
川崎町 川崎町 町道下ノ丸上ノ丸線 上ノ丸橋 橋梁 修繕
川崎町 川崎町 町道東川村中線 三枚田橋 橋梁 修繕
川崎町 川崎町 町道前牟田橋石ケ坪線 前牟田橋 橋梁 修繕
川崎町 川崎町 町道門田内木城線 乱橋 橋梁 修繕
川崎町 川崎町 町道西川馬ケ鼻線 冥加塚橋 橋梁 修繕
川崎町 点検計画

大任町橋梁長寿命化修繕計画
大任町 点検計画

赤村橋梁長寿命化修繕計画
赤村 赤村 村道四郎丸～大内田線 火渡橋 橋梁 修繕
赤村 赤村 村道珠数丸～大伊良線 下灰ノ木橋 橋梁 修繕
赤村 赤村 村道石坂～犀川線 見取橋 橋梁 修繕
赤村 赤村 村道中村～大任線 流れ橋 橋梁 修繕
赤村 赤村 村道油須原～瓜生線 上道目木橋 橋梁 修繕

福智町橋梁長寿命化修繕計画
福智町 福智町 町道古門善角線支線3号線 亀崎橋 橋梁 修繕
福智町 福智町 町道新町松山線 松山橋 橋梁 修繕
福智町 福智町 町道西古門堤防線 卯ノ木橋 橋梁 修繕
福智町 福智町 町道飛松・岩屋口線 岩屋口橋 橋梁 修繕
福智町 点検計画

苅田町橋梁長寿命化修繕計画
苅田町 苅田町 町道一ツ橋・浄土院線 一ツ橋 橋梁 修繕
苅田町 苅田町 町道京町・藪下線 南原橋 橋梁 修繕
苅田町 苅田町 町道鋤崎・谷線 落合橋 橋梁 修繕
苅田町 苅田町 町道尾倉・出口1号線 出口橋 橋梁 修繕
苅田町 点検計画

みやこ町橋梁長寿命化修繕計画
みやこ町 みやこ町 町道大阪・内垣線 安平橋 橋梁 修繕
みやこ町 みやこ町 町道折立・畑藪線 畑藪橋 橋梁 修繕
みやこ町 みやこ町 町道才毛・千休田線 御手水橋 橋梁 修繕
みやこ町 みやこ町 町道本庄・高座線 折立橋 橋梁 修繕
みやこ町 みやこ町 町道ミノブ・ユジ線 メナシ橋 橋梁 修繕
みやこ町 みやこ町 町道三町田・上ノ藪線 鐙畑橋 橋梁 修繕
みやこ町 みやこ町 町道屋敷・遠地線 花熊内橋 橋梁 修繕
みやこ町 点検計画

吉富町橋梁長寿命化修繕計画
吉富町 吉富町 町道幸子楡生線 みちのり橋 橋梁 修繕
吉富町 点検計画

上毛町橋梁長寿命化修繕計画
上毛町 上毛町 町道下村・野間線 楠元橋 橋梁 修繕
上毛町 点検計画

築上町橋梁長寿命化修繕計画
築上町 築上町 町道臼田4号線 鏑宅新橋 橋梁 修繕
築上町 築上町 町道寒田2号線 助四郎橋 橋梁 修繕
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築上町 築上町 町道岩丸60号線 小木戸橋 橋梁 修繕
築上町 築上町 町道岩丸70号線 船川原橋 橋梁 修繕
築上町 築上町 町道小山田14号線 小山田3号橋 橋梁 修繕
築上町 築上町 町道真如寺18号線 草切道橋 橋梁 修繕
築上町 築上町 町道築城73号線 築城７号橋 橋梁 修繕
築上町 築上町 町道椎田13号線 小川橋 橋梁 修繕
築上町 築上町 町道椎田上り松線 尾崎橋 橋梁 修繕
築上町 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：福岡県 単位：百万円

まちと自然の交流まちづくり計画 嘉麻市 24

　小　計 24

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



福 岡 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　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 1,780　 芦屋町
あ しや まち

、直方市
のおがたし

、飯塚市
いいづかし

、小竹
こ た け

町
まち

、福智町
ふ く ち ま ち

、田川
た が わ

市
し

、添田町
そ えだ まち

山国川 山国川 一般河川改修事業 487　
《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 995　 柳川市
やなが わし

、みやま市
し

筑後川 筑後川 一般河川改修事業 3,739　

《福岡県
ふくおかけん

》久留米市
く る め し

、うきは市
し

《佐賀県
さ が け ん

》佐賀市
さ が し

、鳥栖
と す

市
し

、神埼
かんざき

市
し

《大分県
おおいたけん

》日田市
ひ た し

筑後川 筑後川 流域治水整備事業 910　 久留米市
く る め し

遠賀川 遠賀川 河川工作物関連応急対策事業 358　 田川市
た が わ し

、宮若市
みやわかし

、芦屋町
あ しや まち

筑後川 筑後川 河川工作物関連応急対策事業 440　 久留米市
く る め し

遠賀川 総合水系環境整備事業 52　 嘉麻
か ま

市
し

、宮若
みやわか

市
し

、田川
た が わ

市
し

、中間
なか ま

市
し

山国川 総合水系環境整備事業 39　 上毛町
こ う げ ま ち

矢部川 総合水系環境整備事業 77　 筑後
ち く ご

市
し

筑後川 総合水系環境整備事業 46　 久留米
く る め

市
し

、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４年度当初予算　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 520　 朝倉市
あ さ く ら し

矢部川 沖端川 事業間連携河川事業 50　 柳川市
やながわし

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

紫川 神嶽川 事業間連携河川事業 210　 北九州市
きたきゅうしゅうし

遠賀川 西川 大規模特定河川事業 200　 鞍手町
く ら て ま ち

筑後川 花宗川 大規模特定河川事業 250　 大川市
おおかわし

瑞梅寺川 瑞梅寺川 大規模特定河川事業 400　 糸島市
い と し ま し

多々良川 多々良川 大規模特定河川事業 250　 福岡市
ふ くおかし

釣川 山田川 大規模特定河川事業 110　 宗像市
むなかたし

紫川 神嶽川 大規模特定河川事業 210　 北九州市
きたきゅうしゅうし

遠賀川　外 曲川　外 河川メンテナンス事業 378　 ※個別施設については、別紙参照



令和４年度当初予算　河川メンテナンス事業（補助・福岡県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 施設名 備　　　　　考

北九州市
きたきゅうしゅうし

遠賀川 曲川 鯨瀬排水機場

岡垣町
おかがきまち

汐入川 汐入川 汐入川水門

福岡市
ふ くおかし

御笠川 上牟田川 上牟田排水機場

特定構造物更新事業

福岡市

福岡県



福岡県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 筑後川筑後川水系ダム群連携 401 449 

※本表の外に事業費（交付金）として、水資源開発事業の小石原川ダムに係る特定事業先行調整費及びダム建設調整費の償還分5,366百万円がある。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・福岡県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 八女市、宮若市、太宰府市、久山町 310 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・福岡県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

八女市 矢部川 矢部川 日向神ダム

宮若市 遠賀川 八木山川 力丸ダム

太宰府市 御笠川 山の神川 北谷ダム

久山町 多々良川 猪野川 猪野ダム

福岡県



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 2,417
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 2,439

合計 2 箇所 4,856

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（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 しかのしまがわ しかのしまがわ ふくおかし ひがしく しかのしま さぼうえんていこう

砂防等事業 志賀島川 志賀島川 福岡市 東区 志賀島 砂防堰堤工 10
ひいがわ しじゅうがわ２ ふくおかし みなみく かしはらにちょうめ さぼうえんていこう

樋井川 四十川２ 福岡市 南区 柏原2丁目 砂防堰堤工 10
いきさんがわ すだのがわ いとしまし にじょういきさん けいりゅうほぜんこう

一貴山川 須田野川 糸島市 二丈一貴山 渓流保全工 40

むろみがわ あぶらやまがわ ふくおかし さわらく にしあぶらやま さぼうえんていこう

室見川 油山川 福岡市 早良区 西油山 砂防堰堤工 30

ななでらがわ いまじゅくたにかわ（３） ふくおかし にしく かみのはる さぼうえんていこう

七寺川 今宿谷川（３） 福岡市 西区 上ノ原 砂防堰堤工 30
ふくよしがわ ふくいたにがわ いとしまし にじょうふくい さぼうえんていこう

福吉川 福井谷川 糸島市 二丈福井 砂防堰堤工 30
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 60
ちくごがわ めおとぎがわ くるめし くさのまちよしき さぼうえんていこう

筑後川 夫婦木川 久留米市 草野町吉木 砂防堰堤工 50
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 50
ちくごがわ かがりがわ うきはし うきはまちにいかわ さぼうえんていこう

筑後川 鹿狩川 うきは市 浮羽町新川 砂防堰堤工 30
やべがわ つづらがわ みやまし やまかわまちかわらうち さぼうえんていこう

矢部川 九折川 みやま市 山川町河原内 砂防堰堤工 30
やべがわ きたのせきがわ１ みやまし やまかわまちきたのせき さぼうえんていこう

矢部川 北の関川１ みやま市 山川町北関 砂防堰堤工 10
おんががわ おがわちがわ１ のおがたし かみとんの さぼうえんていこう

遠賀川 小川内川１ 直方市 上頓野 砂防堰堤工 20
たまがわ ひさげたにがわ みやこぐん かんだまち ひさげ さぼうえんていこう

玉川 提谷川 京都郡 苅田町 提 砂防堰堤工 20
ながおがわ べっしょだにがわ ゆくはしし にゅうがく さぼうえんていこう

長峡川 別所谷川 行橋市 入覚 砂防堰堤工 40

令和４年度　当初予算　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）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



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 てらむらかみたにがわ あさくらぐん とうほうむら ふくい さぼうえんていこう

砂防等事業 筑後川 寺村上谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 10
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

筑後川 正信沢川 朝倉市 杷木星丸 砂防堰堤工 60
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 60
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 340
ちくごがわ はるたにがわ 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 原谷川 朝倉郡 東峰村 福井 砂防堰堤工 10
やべがわ ひろのがわ やめし ほしのむら けいりゅうほぜんこう

矢部川 広野川 八女市 星野村 渓流保全工 20
やべがわ さんじゃきがわ やめし くろぎまちかさはら さぼうえんていこう

矢部川 左手上川 八女市 黒木町笠原 砂防堰堤工 20
やべがわ しゃかたかわ やめし くろぎまちかさはら さぼうえんていこう

矢部川 釈形川 八女市 黒木町笠原 砂防堰堤工 30
やべがわ くらばしらがわ やめし くろぎまちかさはら けいりゅうほぜんこう

矢部川 蔵柱川 八女市 黒木町笠原 渓流保全工 20
やべがわ くりばやしがわ やめし くろぎまちくりばやし さぼうえんていこう

矢部川 栗林川 八女市 黒木町栗林 砂防堰堤工 50
おおかわ おくだがわ きたきゅうしゅうし もじく おくだ　さんちょうめ さぼうえんていこう

大川 奥田川 北九州市 門司区 奥田3丁目 砂防堰堤工 10
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 37
なかがわ なめりがわ なかがわし なめり けいりゅうほぜんこう

那珂川 南面里川 那珂川市 南面里 渓流保全工 50
ちくごがわ しもにしやまがわ ちくしのし やまえ さぼうえんていこう

筑後川 下西山川 筑紫野市 山家 砂防堰堤工 80

30箇所 1,287合計

令和４年度　当初予算　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 渓流名 所在地



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） みやまし せたかまちおおくさ ようへきこう

砂防等事業 女山（２） みやま市 瀬高町大草 擁壁工 9
かみさか みやこぐん みやこまち かみさか のりめんこう

上坂 京都郡 みやこ町 上坂 法面工 36

ほさか あさくらし はきほさか のりめんこう

穂坂 朝倉市 杷木穂坂 法面工 27

みやのお(a) やめし やべむらきたやべ のりめんこう

宮ノ尾(a) 八女市 矢部村北矢部 法面工 63
たかすにし きたきゅうしゅうし わかまつく たかすにし のりめんこう

高須西 北九州市 若松区 高須西 法面工 14

ふなこし きたきゅうしゅうし やはたにしく ふなこしにちょうめ のりめんこう

船越 北九州市 八幡西区 船越2丁目 法面工 9

6箇所 158
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福岡県　3/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス すえがわ　ほか かすやぐん　ほか すえまち　ほか さたに　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 須恵川　外 粕屋郡　外 須恵町　外 佐谷　外 老朽化対策 215

１箇所 215
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（福岡県　4/5）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

ふくおかし はらまちちく はらまちちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

福岡県 福岡市 原町地区 原町地区急傾斜地崩壊防止施設　 法面工 改築
すえまち すえがわ さたにさぼうえんてい

須恵町 須恵川　 佐谷砂防堰堤　 砂防堰堤工 修繕　
くるめし おおたにがわ　ほか おおたにがわさぼうえんてい　とう

久留米市 大谷川　外 大谷川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
おおむたし みさきちく　ほか みさきちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

大牟田市 岬地区　外 岬地区急傾斜地崩壊防止施設　等 アンカー工　等 修繕　等
みやまし まゆみがわ　ほか まゆみがわさぼうえんてい　とう

みやま市 真弓川　外 真弓川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
のおがたし ちかつがわ　ほか ちかつさぼうえんてい　とう

直方市 近津川　外 近津砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
こうげまち ともえだがわ おおいりさぼうえんてい

上毛町 友枝川　 大入砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕　
ちくじょうまち いわまるがわ ひでのさぼうえんてい

築上町 岩丸川　 日出野砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕　
あさくらし ならはらちく　ほか ならはらちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

朝倉市 楢原地区　外 楢原地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 改築　等
ちくぜんまち さかねがわ さかねさぼうえんてい

筑前町 坂根川 坂根砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕　
とうほうむら ほうしゅやまがわ ほうしゅやまがわさぼうえんてい

東峰村 宝珠山川 宝珠山川砂防堰堤 砂防堰堤工 修繕　
やめし やべがわ　ほか やべがわさぼうえんてい　とう

八女市 矢部川　外 矢部川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
きたきゅしゅうし かどいわがわ　ほか かどいわさぼうえんてい　とう

北九州市 角岩川　外 角岩川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 修繕　等
みずまきまち こがちく こがちくじすべりぼうししせつ

水巻町 古賀地区 古賀地区地すべり防止施設 法面工　等 改築　等
たがわし ごうやちく　ほか ごうやちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

田川市 岩屋地区 外 岩屋地区急傾斜地崩壊防止施設　等 擁壁工　等 改築　等
ふくちまち ふくちがわ あがのさぼうえんてい

福智町 福智川 上野砂防堰堤　 砂防堰堤工 修繕　
そえだまち ふかくらがわ ふかくらがわさぼうえんてい

添田町 深倉川　 深倉川砂防堰堤　 砂防堰堤工 修繕　
かわらまち やましたちく やましたちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

香春町 山下地区 山下地区急傾斜地崩壊防止施設 法面工 修繕
いいづかし おおたに（1）ちく　ほか おおたに（1）ちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ　とう

飯塚市 大谷（1）地区　外 大谷（1）地区急傾斜地崩壊防止施設　等 法面工　等 改築　等
かまし まどころちく まどころちくきゅうけいしゃちほうかいぼうししせつ

嘉麻市 政所地区 政所地区急傾斜地崩壊防止施設　 アンカー工 修繕

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（福岡県　5/5）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



福岡県 （単位：百万円）

海岸保全施設整備連携事業 柳川海岸 柳川市
やながわし

322

海岸メンテナンス事業 前原・福岡海岸、大和海岸、福岡県沿岸海岸 糸島市
い と し ま し

、福岡市
ふ く お か し

、新宮町
しんぐうまち

　等
と う

120 ※個別内容については、別紙参照

福岡県　計 442

令和４年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 備考



令和４年度当初予算　海岸メンテナンス事業（補助・福岡県）

※点検及び計画策定のみの箇所は記載していない。

別　　　紙

都道府県 市町村 海岸 施設 備　　　　　考

福岡県 糸島市、福岡市 前原・福岡海岸メンテナンス事業 護岸

福岡県 柳川市 大和海岸メンテナンス事業 護岸

福岡県

糸島市、福岡市、新宮町、古賀市、福
津市、宗像市、岡垣町、芦屋町、北九
州市、苅田町、行橋市、築上町、豊前
市、吉富町、柳川市、みやま市、大牟
田市

福岡県沿岸海岸メンテナンス事業 長寿命化計画



令和４年度当初予算　下水道事業

都道府県名：福岡県 （単位：千円）

小倉都心部地区事業間連携下水道事
業

北九州市
浸水対策下水道事業
（事業間連携下水道事業）

420,000 210,000

天神周辺地区大規模雨水処理施設整
備事業

福岡市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

1,995,562 997,781

筒川排水区大規模雨水処理施設整備
事業

久留米市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

430,596 215,298

金丸川・池町川流域内地区下水道床
上浸水対策事業

久留米市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

414,558 207,279

下弓削川・江川流域内地区下水道床
上浸水対策事業

久留米市
浸水対策下水道事業
（下水道床上浸水対策事業）

230,366 115,183

東部ポンプ場大規模雨水処理施設整
備事業

行橋市
浸水対策下水道事業
（大規模雨水処理施設整備事業）

69,602 34,801

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費

計 3,560,684 1,780,342



福　岡　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　福岡県

（単位：百万円）

整備 海の中道海浜公園 福岡市 302

維持管理 海の中道海浜公園 福岡市 1,168

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



福岡県

（項）国営公園等事業費（目）都市公園事業費補助（目細）都市公園事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 218,480 218,480

0 109,240 109,240

0 23,200 23,200

0 11,600 11,600

0 241,680 241,680

0 120,840 120,840

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

令和４年度当初予算　社会課題対応型都市公園機能向上促進事業

都市名 事業主体
新規
継続

事業名 補助率
内示額

備   考

1/2

福岡市 福岡市 新規
福岡市社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業

1/2

合　　計

福岡市 福岡県 新規
福岡県社会課題対応型都市
公園機能向上促進事業



令和４年度　当初予算配分

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 摘　　要

3,252,000

大牟田市 大牟田市 継続 延命公園周辺地区 1/2 1,626,000

94,400

久留米市 久留米市 継続 中央部地区 1/2 47,200

25,000

久留米市 久留米市 継続 大善寺地区 1/2 12,500

1,059,556

飯塚市 飯塚市 継続 飯塚拠点連携型拠点地区 4.5/10 476,800

608,000

飯塚市 飯塚市 新規 飯塚駅周辺地区 1/2 304,000

48,000

田川市 田川市 継続 田川伊田駅周辺地区（第二期） 1/2 24,000

1/2, 73,684

宗像市 宗像市 継続 赤間地区 4.5/10 35,000

107,800

那珂川市 那珂川市 新規 中心拠点地区 1/2 53,900

199,111

遠賀町 遠賀町 新規 遠賀中心市街地区 4.5/10 89,600

80,000

鞍手町 鞍手町 新規 鞍手地区 1/2 40,000

5,547,551

合計 2,709,000

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 北九州市

（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 摘　　要

750,200

北九州市 北九州市 継続 小倉都心地区（第4期） 1/2 375,100

1/2, 358,526

北九州市 北九州市 継続 折尾地区（第4期） 4.5/10 170,300

18,000

北九州市 北九州市 継続 東田地区 1/2 9,000

1,126,726

合計 554,400

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 福岡市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

130,000

福岡市 市 継続 福岡都心地域 1/2 65,000 国際競争拠点都市整備事業

130,000

合計 65,000

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

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）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

39,820

うきは市 うきは市 新規 うきは市全域 1/2 19,910 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

39,820

合計 19,910

内示額について、下段を国費とする。



令和4年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 福岡市

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市再生推進事業費補助　（目細）都市再生推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

16,400

福岡市 福岡市 新規 福岡市都市計画区域 1/2 8,200 都市空間情報デジタル基盤構築支援事業

16,400

合計 8,200

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 福岡県

（項）市街地防災事業費　　（目）地下街防災推進事業費補助　（目細）地下街防災推進事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

585,000

福岡市 地下街管理会社 継続 天神地下街 1/3 195,000 本省配分

585,000

合計 195,000

内示額について、下段を国費とする。



令和４年度

街路交通調査 福岡県
（単位：千円）

（ 12,600 ）
4,200

計 （ 12,600 ）
4,200

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

行橋市管内 行橋市 継 1/3
行橋市総合都市交通
体系調査

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 （都） 戸畑枝光線 北九州市 牧山ランプ～枝光ランプ 700

改築 （都） 千鳥橋唐人町線 福岡市 石城町～那の津 50

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 路線名 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 西日本鉄道天神大牟田線
春日市、大野城
市

春日原駅～下大利駅間 2,200

連続立体交差 西日本鉄道天神大牟田線 福岡市 雑餉隈駅付近 1,600

連続立体交差 ＪＲ筑豊本線・鹿児島本線 北九州市 折尾駅付近 1,024

備考



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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 福岡県 福岡県無電柱化推進計画事業 51
(主)宗像玄海線(宗像市工区)〔宗像市〕、(一)那珂川大
野城線(大野城市工区)〔大野城市〕

無電柱化推進計画事業 柳川市 福岡県無電柱化推進計画事業 25
(市)西鉄柳川通線(柳川市1工区)、(市)本城町東北町
線(柳川市2工区)

無電柱化推進計画事業 大野城市 福岡県無電柱化推進計画事業 58 (市)白木原下大利線(大野城市工区)

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 1,136

(国)495号(和白丘工区)、(主)志賀島和白線、(一)桧原
比恵線(平尾工区)、(市)西新通線(西新工区)、(市)千
代今宿線(長垂工区)、(市)博多駅草ヶ江線(六本松･谷
工区)、(市)大橋駅前1号線(塩原工区)、(市)清水干隈
線(長住･寺塚工区)、(市)清水干隈線(七隈8工区)、
(都)博多箱崎線(千代･馬出工区)、(都)国道3号線(半
道橋･板付工区)、(都)国道3号線(東那珂工区)



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福岡県 福岡県通学路緊急対策推進計画 794

玉川小学校、安武小学校、金島小学校、江上小学
校、荒木小学校、三潴小学校、城島小学校、水分小
学校、西国分小学校、西牟田小学校、善道寺小学
校、大善寺小学校、竹野小学校、津福小学校、田主
丸小学校、南小学校、北野小学校、下境小学校、新
入小学校、直方西小学校、頴田小中一貫校、菰田小
学校、若菜小学校、庄内小学校、穂波東小学校、伊
田小学校、金川小学校、岡山小学校、黒木小学校、
上陽北汭学園、星野小学校、八幡小学校、八女市立
立花小学校、水洗小学校、三又小学校、田口小学
校、木室小学校、今元小学校、今川小学校、角田小
学校、合岩小学校、黒土小学校、太宰府小学校、上
西郷小学校、吉井小学校、江南小学校、大石小学
校、福富小学校、宮若西小学校、三奈木小学校、秋
月小学校、立石小学校、開小学校、桜舞館小学校、
清水小学校、二川小学校、引津小学校、可也小学
校、長糸小学校、安徳小学校、岩戸小学校、片縄小
学校、須恵第一小学校、須恵第三小学校、新宮町立
立花小学校、山田小学校、頃末小学校、内浦小学
校、浅木小学校、島門小学校、桂川小学校、三並小
学校、三輪小学校、中牟田小学校、下広川小学校、
上広川小学校、伊方小学校、上野小学校、下城井小
学校、小原小学校、西角田小学校、八津田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 北九州市 北九州市通学路緊急対策推進計画 49
医生丘小学校、高槻小学校、合馬小学校、志井小学
校、富野小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 福岡市 福岡市通学路緊急対策推進計画 10 堅粕小学校、原西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 久留米市 福岡県久留米市通学路緊急対策推進計画 43 荒木小学校、山川小学校、城島小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 直方市 福岡県直方市通学路緊急対策推進計画 22 直方東小学校、直方南小学校、直方北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 飯塚市 福岡県飯塚市通学路緊急対策推進計画 21
伊岐須小学校、飯塚小学校、飯塚鎮西小学校、穂波
東小学校、立岩小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 八女市 福岡県八女市通学路緊急対策推進計画 10 上妻小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 筑後市 福岡県筑後市通学路緊急対策推進計画 55
羽犬塚小学校、下妻小学校、古川小学校、古島小学
校、松原小学校、水田小学校、西牟田小学校、筑後
小学校、筑後北小学校、二川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大川市 福岡県大川市通学路緊急対策推進計画 6 川口小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 行橋市 福岡県行橋市通学路緊急対策推進計画 152 延永小学校、行橋小学校、泉小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 豊前市 福岡県豊前市通学路緊急対策推進計画 12 山田小学校、千束小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 中間市 福岡県中間市通学路緊急対策推進計画 15 中間東小学校、中間南小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 小郡市 福岡県小郡市通学路緊急対策推進計画 28 御原小学校、大原小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 太宰府市 福岡県太宰府市通学路緊急対策推進計画 163 水城西小学校、太宰府西小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 古賀市 福岡県古賀市通学路緊急対策推進計画 26 花見小学校、古賀西小学校、千鳥小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福津市 福岡県福津市通学路緊急対策推進計画 22
上西郷小学校、津屋崎小学校、福間小学校、福間南
小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） うきは市 福岡県うきは市通学路緊急対策推進計画 6
吉井小学校、御幸小学校、江南小学校、大石小学
校、福富小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宮若市 福岡県宮若市通学路緊急対策推進計画 20 宮田南小学校、宮田北小学校、光陵小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 朝倉市 福岡県朝倉市通学路緊急対策推進計画 82 甘木小学校、金川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） みやま市 福岡県みやま市通学路緊急対策推進計画 132 瀬高小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 糸島市 福岡県糸島市通学路緊急対策推進計画 90 加布里小学校、雷山小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 那珂川市 福岡県那珂川市通学路緊急対策推進計画 1 安徳北小学校、片縄小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宇美町 福岡県宇美町通学路緊急対策推進計画 10 井野小学校、宇美小学校、原田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 須恵町 福岡県須恵町通学路緊急対策推進計画 26 須恵第三小学校、須恵第二小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 新宮町 福岡県新宮町通学路緊急対策推進計画 11 新宮東小学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３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

交通安全対策（通学路緊急対策） 水巻町 福岡県水巻町通学路緊急対策推進計画 163 伊左座小学校、頃末小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 岡垣町 福岡県岡垣町通学路緊急対策推進計画 46
海老津小学校、吉木小学校、戸切小学校、山田小学
校

交通安全対策（通学路緊急対策） 桂川町 福岡県桂川町通学路緊急対策推進計画 37 桂川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 筑前町 福岡県筑前町通学路緊急対策推進計画 48 東小田小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 大木町 福岡県大木町通学路緊急対策推進計画 38 大莞小学校、木佐木小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 広川町 福岡県広川町通学路緊急対策推進計画 5 上広川小学校、中広川小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 福智町 福岡県福智町通学路緊急対策推進計画 148 金田義務教育学校、上野小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福岡県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（一）金山櫟野線　大牟田市１工区 大牟田市 福岡県

（主）久留米筑後線　久留米市１６工区 久留米市 福岡県

（主）久留米柳川線　久留米市２１工区 久留米市 福岡県

（主）久留米柳川線　久留米市７工区 久留米市 福岡県

（主）佐賀八女線　久留米市１９工区 久留米市 福岡県

（主）武島白口線　久留米市５工区 久留米市 福岡県

（一）安武本国分線　久留米市１０工区 久留米市 福岡県

（一）金丸田主丸線　久留米市１２工区 久留米市 福岡県

（一）御井諏訪野線　久留米市１工区 久留米市 福岡県

（一）御井諏訪野線　久留米市２工区 久留米市 福岡県

（一）江島筑後線　久留米市１８工区 久留米市 福岡県

（一）荒木停車場線　久留米市６工区 久留米市 福岡県

（一）上高橋野町線　久留米市８工区 久留米市 福岡県

（一）城島三潴線　久留米市２０工区 久留米市 福岡県

（一）菅原豊城線　久留米市１１工区 久留米市 福岡県

（一）藤田日吉町線　久留米市３工区 久留米市 福岡県

（一）富田大城線　久留米市２２工区 久留米市 福岡県

（一）浮羽草野久留米線　久留米市１３工区 久留米市 福岡県

（一）浮羽草野久留米線　久留米市１４工区 久留米市 福岡県

（一）浮羽草野久留米線　久留米市１５工区 久留米市 福岡県

（一）武島白口線　久留米市４工区 久留米市 福岡県

（一）豊田北野線　久留米市９工区 久留米市 福岡県

（一）防所城島線　久留米市１７工区 久留米市 福岡県

（主）直方水巻線　直方市５工区 直方市 福岡県

（主）福岡直方線　直方市１工区 直方市 福岡県

（主）福岡直方線　直方市２工区 直方市 福岡県

（一）直方鞍手線　直方市３工区 直方市 福岡県

（一）直方鞍手線　直方市４工区 直方市 福岡県

一般国道200号　飯塚市５工区 飯塚市 福岡県

一般国道211号　飯塚市４工区 飯塚市 福岡県

（主）飯塚大野城線　飯塚市２工区 飯塚市 福岡県

（一）口の原稲築線　飯塚市１工区 飯塚市 福岡県

（一）瀬戸飯塚線　飯塚市３工区 飯塚市 福岡県

（主）田川直方線　田川市１工区 田川市 福岡県

（主）田川直方線　田川市２工区 田川市 福岡県

（一）金田夏吉伊田線　田川市３工区 田川市 福岡県

（主）久留米立花線　八女市５工区 八女市 福岡県

（主）久留米立花線　八女市６工区 八女市 福岡県

（主）田主丸黒木線　八女市７工区 八女市 福岡県

（主）八女香春線　八女市１０工区 八女市 福岡県

（主）八女香春線　八女市１１工区 八女市 福岡県

（主）八女香春線　八女市１２工区 八女市 福岡県

（主）八女香春線　八女市１３工区 八女市 福岡県

（主）八女香春線　八女市９工区 八女市 福岡県

（主）浮羽石川内線　八女市８工区 八女市 福岡県

（一）船小屋八女線　八女市１工区 八女市 福岡県

（一）田主丸黒木線　八女市１４工区 八女市 福岡県

（一）唐尾広川線　八女市１５工区 八女市 福岡県

（一）唐尾広川線　八女市２工区 八女市 福岡県

（一）唐尾広川線　八女市３工区 八女市 福岡県

（一）湯辺田瀬高線　八女市４工区 八女市 福岡県

（主）八女瀬高線　筑後市１工区 筑後市 福岡県

（一）宮本大川線　大川市３工区 大川市 福岡県

福岡県通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福岡県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（一）鐘ケ江酒見間線　大川市１工区 大川市 福岡県

（一）鐘ケ江酒見間線　大川市２工区 大川市 福岡県

（一）元永高瀬線　行橋市２工区 行橋市 福岡県

（一）天生田吉国線　行橋市１工区 行橋市 福岡県

（主）犀川豊前線　豊前市５工区 豊前市 福岡県

（主）犀川豊前線　豊前市６工区 豊前市 福岡県

（主）犀川豊前線　豊前市７工区 豊前市 福岡県

（一）鬼木三毛門線　豊前市２工区 豊前市 福岡県

（一）鬼木三毛門線　豊前市３工区 豊前市 福岡県

（一）鬼木三毛門線　豊前市４工区 豊前市 福岡県

（一）国見松江線　豊前市１工区 豊前市 福岡県

（一）内山三条線　太宰府市１工区 太宰府市 福岡県

（主）飯塚福間線　福津市１工区 福津市 福岡県

（主）飯塚福間線　福津市２工区 福津市 福岡県

（一）町川原赤間線　福津市３工区 福津市 福岡県

（一）町川原赤間線　福津市４工区 福津市 福岡県

（主）久留米浮羽線　うきは市５工区 うきは市 福岡県

（主）久留米浮羽線　うきは市６工区 うきは市 福岡県

（主）久留米浮羽線　うきは市７工区 うきは市 福岡県

（主）八女香春線　うきは市１０工区 うきは市 福岡県

（一）甘木吉井線　うきは市１工区 うきは市 福岡県

（一）吉井妹川線　うきは市２工区 うきは市 福岡県

（一）浮羽草野久留米線　うきは市３工区 うきは市 福岡県

（一）浮羽草野久留米線　うきは市４工区 うきは市 福岡県

（一）保木吉井線　うきは市８工区 うきは市 福岡県

（一）保木吉井線　うきは市９工区 うきは市 福岡県

（主）福岡直方線　宮若市１工区 宮若市 福岡県

一般国道386号　朝倉市１工区 朝倉市 福岡県

（主）甘木朝倉田主丸線　朝倉市２工区 朝倉市 福岡県

（主）甘木朝倉田主丸線　朝倉市４工区 朝倉市 福岡県

（一）女男石野町線　朝倉市３工区 朝倉市 福岡県

（一）塔ノ瀬十文字小郡線　朝倉市５工区 朝倉市 福岡県

（一）塔ノ瀬十文字小郡線　朝倉市６工区 朝倉市 福岡県

（一）塔ノ瀬十文字小郡線　朝倉市７工区 朝倉市 福岡県

（主）高田山川線　みやま市６工区 みやま市 福岡県

（一）黒崎開濃施線　みやま市１工区 みやま市 福岡県

（一）上楠田濃施線　みやま市２工区 みやま市 福岡県

（一）飯江長田線　みやま市３工区 みやま市 福岡県

（一）飯江長田線　みやま市４工区 みやま市 福岡県

（一）飯江長田線　みやま市５工区 みやま市 福岡県

（主）前原富士線　糸島市２工区 糸島市 福岡県

（主）前原富士線　糸島市４工区 糸島市 福岡県

（主）大野城二丈線　糸島市１工区 糸島市 福岡県

（主）大野城二丈線　糸島市３工区 糸島市 福岡県

（主）福岡志摩前原線　糸島市７工区 糸島市 福岡県

（一）船越前原線　糸島市５工区 糸島市 福岡県

（一）津和崎潤線　糸島市６工区 糸島市 福岡県

一般国道385号　那珂川市３工区 那珂川市 福岡県

（一）山田中原福岡線　那珂川市２工区 那珂川市 福岡県

（一）那珂川大野城線　那珂川市１工区 那珂川市 福岡県

（主）志免須恵線　須恵町１工区 須恵町 福岡県

（主）志免須恵線　須恵町２工区 須恵町 福岡県

（主）志免須恵線　須恵町３工区 須恵町 福岡県

福岡県通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福岡県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（一）山田新宮線　新宮町２工区 新宮町 福岡県

（一）町川原福岡線　新宮町１工区 新宮町 福岡県

（一）町川原福岡線　新宮町２工区 新宮町 福岡県

（一）猪野篠栗線　久山町１工区 久山町 福岡県

（一）猪野篠栗線　久山町４工区 久山町 福岡県

（一）猪野土井線　久山町２工区 久山町 福岡県

（一）猪野土井線　久山町３工区 久山町 福岡県

（一）水巻芦屋線ほか1路線　水巻町１工区 水巻町 福岡県

（一）岡垣玄海線　岡垣町１工区 岡垣町 福岡県

（一）岡垣玄海線　岡垣町２工区 岡垣町 福岡県

（一）岡垣玄海線　岡垣町３工区 岡垣町 福岡県

（一）岡垣玄海線　岡垣町４工区 岡垣町 福岡県

（一）岡垣玄海線　岡垣町５工区 岡垣町 福岡県

（主）遠賀宮田線　遠賀町１工区 遠賀町 福岡県

（主）遠賀宮田線　遠賀町２工区 遠賀町 福岡県

（一）岡垣遠賀線　遠賀町３工区 遠賀町 福岡県

一般国道200号　桂川町１工区 桂川町 福岡県

（主）穂波嘉穂線　桂川町２工区 桂川町 福岡県

（主）穂波嘉穂線　桂川町３工区 桂川町 福岡県

一般国道200号　筑前町５工区 筑前町 福岡県

一般国道386号　筑前町２工区 筑前町 福岡県

一般国道386号　筑前町４工区 筑前町 福岡県

一般国道386号　筑前町８工区 筑前町 福岡県

（主）筑紫野三輪線　筑前町７工区 筑前町 福岡県

（一）三箇山山隈線　筑前町３工区 筑前町 福岡県

（一）山家西小田線　筑前町６工区 筑前町 福岡県

（一）女男石野町線　筑前町１工区 筑前町 福岡県

（主）三潴上陽線　広川町１工区 広川町 福岡県

（主）三潴上陽線　広川町２工区 広川町 福岡県

（主）三潴上陽線　広川町３工区 広川町 福岡県

（主）三潴上陽線　広川町４工区 広川町 福岡県

（主）三潴上陽線　広川町５工区 広川町 福岡県

（主）三潴上陽線　広川町６工区 広川町 福岡県

（主）田川直方線　福智町３工区 福智町 福岡県

（一）夏吉直方線　福智町１工区 福智町 福岡県

（一）夏吉直方線　福智町２工区 福智町 福岡県

（一）下深野犀川線　築上町４工区 築上町 福岡県

（一）黒平椎田線　築上町３工区 築上町 福岡県

（一）上ノ河内有安線　築上町２工区 築上町 福岡県

（一）東八田宇留津椎田線　築上町１工区 築上町 福岡県

（主）井手浦徳力線 北九州市 北九州市

（主）小倉中間線 北九州市 北九州市

（市）宮の町小熊野１号線 北九州市 北九州市

（市）小文字２号線 北九州市 北九州市

（市）千代ヶ崎28号線 北九州市 北九州市

（市）博多駅山王線 福岡市 福岡市

（市）原716号線 福岡市 福岡市

（市）C6号線ほか1路線　荒木町工区 久留米市 久留米市

（市）J63号線　浮島工区 久留米市 久留米市

（市）F197号線　山川町工区 久留米市 久留米市

（市）上老良・我孫子線　古町工区 直方市 直方市

（市）出山・浦田線　頓野工区 直方市 直方市

（市）丸山町2号線　丸山町工区 直方市 直方市

北九州市通学路緊急対策推進計画

福岡市通学路緊急対策推進計画

福岡県久留米市通学路緊急対策推進計画

福岡県直方市通学路緊急対策推進計画

福岡県通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福岡県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）伊岐須・相田線　相田工区 飯塚市 飯塚市

（市）新飯塚・鯰田線　立岩工区 飯塚市 飯塚市

（市）後牟田工業団地2号線　伊岐須工区 飯塚市 飯塚市

（市）四反田・後牟田線　伊岐須1工区 飯塚市 飯塚市

（市）四反田・後牟田線　伊岐須2工区 飯塚市 飯塚市

（市）川島・立岩線　立岩工区 飯塚市 飯塚市

（市）南尾・平恒2号線　平恒工区 飯塚市 飯塚市

（市）出口・片峰線　西徳前工区 飯塚市 飯塚市

（市）潤野工業団地線　潤野工区 飯塚市 飯塚市

（市）津江南北線　津江工区 八女市 八女市

（市）上妻167号線　津江工区 八女市 八女市

（市）山ノ井長浜線　上北島工区 筑後市 筑後市

（市）山ノ井長浜線　野町工区 筑後市 筑後市

（市）若菜羽犬塚線　山ノ井工区 筑後市 筑後市

（市）上原々熊野線　熊野工区 筑後市 筑後市

（市）蔵数水田線　熊野工区 筑後市 筑後市

（市）天堤欠塚線　前津工区 筑後市 筑後市

（市）二本松溝口線　山ノ井工区 筑後市 筑後市

（市）富久江口線　富久工区 筑後市 筑後市

（市）一条田中線　西牟田1工区 筑後市 筑後市

（市）一条田中線　西牟田2工区 筑後市 筑後市

（市）水田野町線　下北島工区 筑後市 筑後市

（市）水田野町線　野町工区 筑後市 筑後市

（市）中折地下妻線、(市)下妻八束町馬間田土穴線、(市)馬間田木ノ下下妻高板線　下妻工区 筑後市 筑後市

（市）二本松鵜池線　長浜工区 筑後市 筑後市

（市）馬間田学校線　下妻工区 筑後市 筑後市

（市）富久二川校線　富久工区 筑後市 筑後市

（市）久恵上宮ノ本北長田西宮ノ元線　北長田工区 筑後市 筑後市

（市）久富水尻鳥居線　久富工区 筑後市 筑後市

（市）熊野屋敷久富大門口線　熊野工区 筑後市 筑後市

（市）古島前田線　古島工区 筑後市 筑後市

（市）山ノ井新溝線　長浜工区 筑後市 筑後市

（市）山ノ井徳久線　山ノ井工区 筑後市 筑後市

（市）西牟田上京手５号線　西牟田工区 筑後市 筑後市

（市）長浜行町島廻線　長浜工区 筑後市 筑後市

（市）徳久アザミノ羽犬塚射場ノ本線　徳久工区 筑後市 筑後市

（市）徳久川原田線、(市)山ノ井徳久線　徳久工区 筑後市 筑後市

（市）和泉トノエ徳久アザミノ線　山ノ井工区 筑後市 筑後市

福岡県大川市通学路緊急対策推進計画 （市）津村北島線　一木・津工区 大川市 大川市

（市）広ワラ・上花松線　長音寺工区 行橋市 行橋市

（市）西宮市1号線　西宮市工区 行橋市 行橋市

（市）前田・綿打線　泉中央工区 行橋市 行橋市

（市）蓑干・川原線　東泉工区 行橋市 行橋市

（市）四郎丸・野田線　四郎丸工区 豊前市 豊前市

（市）千束・山内線　千束工区 豊前市 豊前市

（市）外扇・通谷線　通谷工区 中間市 中間市

（市）仮家・小牟田線　中間工区 中間市 中間市

（市）外扇・小松ヶ浦線　中尾工区 中間市 中間市

（市）新土手・殿牟田線　土手ノ内工区 中間市 中間市

（市）瑞穂団地3号線　中間工区 中間市 中間市

（市）通谷団地151号線　桜台工区 中間市 中間市

（市）大崎・下岩田14号線　下岩田工区 小郡市 小郡市

（市）三国･三沢5697号線　大保工区 小郡市 小郡市

福岡県飯塚市通学路緊急対策推進計画

福岡県八女市通学路緊急対策推進計画

福岡県筑後市通学路緊急対策推進計画

福岡県行橋市通学路緊急対策推進計画

福岡県豊前市通学路緊急対策推進計画

福岡県中間市通学路緊急対策推進計画

福岡県小郡市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福岡県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）関屋・向佐野線　向佐野工区 太宰府市 太宰府市

（市）フケ・水城駅線　吉松工区 太宰府市 太宰府市

（市）フケ・水城駅線　向佐野工区 太宰府市 太宰府市

（市）篠振３号線　吉松工区 太宰府市 太宰府市

（市）花見・佐谷線　花見東工区 古賀市 古賀市

（市）翁・汐入線　古賀工区 古賀市 古賀市

（市）浜山１号線　千鳥工区 古賀市 古賀市

（市）年金向山線　西福間工区 福津市 福津市

（市）鞍掛河原線　上西郷工区 福津市 福津市

（市）井手ノ元浜山線　津屋崎工区 福津市 福津市

（市）花見71号線　花見の里工区 福津市 福津市

（市）日蒔野78号線　日蒔野工区 福津市 福津市

（市）日蒔野86号線　日蒔野工区 福津市 福津市

（市）柳ヶ宿五反田線　津屋崎工区 福津市 福津市

（市）下の川・糸丸線　古川1工区 うきは市 うきは市

（市）下の川・糸丸線　古川2工区 うきは市 うきは市

（市）下の川・糸丸線　古川3工区 うきは市 うきは市

（市）稲葉・東高見線　高見工区 うきは市 うきは市

（市）千足・中鶴線　西隈上工区 うきは市 うきは市

（市）塚本・江南線　江南工区 うきは市 うきは市

（市）高橋・富光線　新治工区 うきは市 うきは市

（市）書添・杉ノ本線　福益工区 うきは市 うきは市

（市）中町・続線　吉井工区 うきは市 うきは市

（市）本町・浮羽線　浮羽工区 うきは市 うきは市

（市）宮田・三坑線　磯光工区 宮若市 宮若市

（市）宮田・三坑線　宮田工区 宮若市 宮若市

（市）山部・辨鳥線　宮田工区 宮若市 宮若市

（市）天王寺2号線　宮田工区 宮若市 宮若市

（市）東町・磯光駅線　鶴田工区 宮若市 宮若市

（市）大内町住宅１号線　大内町工区 朝倉市 朝倉市

（市）東鳩胸・下古賀線　屋永工区 朝倉市 朝倉市

（市）坂田・竹飯線　下庄工区 みやま市 みやま市

（市）瀬高駅・八幡1号線　下庄工区 みやま市 みやま市

（市）加布里停車場線　加布里工区 糸島市 糸島市

（市）雷山線　雷山工区 糸島市 糸島市

福岡県那珂川市通学路緊急対策推進計画 （市）下片縄・今光橋線　今光工区 那珂川市 那珂川市

（町）馬場口～井野線　井野工区 宇美町 宇美町

（町）船石2号線　原田工区 宇美町 宇美町

（町）長谷～松ケ本線　井野工区 宇美町 宇美町

（町）岩崎～古宮線　須恵工区 須恵町 須恵町

（町）新原～旅石線　旅石工区 須恵町 須恵町

福岡県新宮町通学路緊急対策推進計画 （町）深町線　上府工区 新宮町 新宮町

（町）丸ノ西・五反五歩線　頃末南工区 水巻町 水巻町

（町）野間・迎線　二東工区 水巻町 水巻町

（町）海老津・戸切線　戸切工区 岡垣町 岡垣町

（町）吉木・海老津線　吉木東工区 岡垣町 岡垣町

（町）広丸・中村線　海老津工区 岡垣町 岡垣町

（町）高陽団地27号線　鍋田工区 岡垣町 岡垣町

（町）東松原・海老津線　東松原工区 岡垣町 岡垣町

（町）鍋田・高陽線　高陽台工区 岡垣町 岡垣町

（町）白谷・戸切線　海老津駅南工区 岡垣町 岡垣町

（町）吉木・宮ノ前線　吉木西工区 岡垣町 岡垣町

（町）矢口・中曽根線　吉木西工区 岡垣町 岡垣町

福岡県うきは市通学路緊急対策推進計画

福岡県宮若市通学路緊急対策推進計画

福岡県岡垣町通学路緊急対策推進計画

福岡県朝倉市通学路緊急対策推進計画

福岡県みやま市通学路緊急対策推進計画

福岡県糸島市通学路緊急対策推進計画

福岡県宇美町通学路緊急対策推進計画

福岡県須恵町通学路緊急対策推進計画

福岡県水巻町通学路緊急対策推進計画

福岡県太宰府市通学路緊急対策推進計画

福岡県古賀市通学路緊急対策推進計画

福岡県福津市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:福岡県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

福岡県岡垣町通学路緊急対策推進計画 （町）龍王団地14号線　海老津駅南工区 岡垣町 岡垣町

（町）土居・笹尾線　土師工区 桂川町 桂川町

（町）チサノ木・子ヤ線ほか　土居工区 桂川町 桂川町

福岡県筑前町通学路緊急対策推進計画 （町）篠隈・安野・四三島線　安野工区 筑前町 筑前町

（町）八町牟田10号線　筏溝工区 大木町 大木町

（町）蛭池1545号　線蛭池工区 大木町 大木町

（町）吉常川上線　上広川工区 広川町 広川町

（町）太原幹線　中広川工区 広川町 広川町

（町）久泉日吉線　中広川工区 広川町 広川町

（町）輝ヶ瀬水落線　上野工区 福智町 福智町

（町）堀川中元寺川堤防線　神崎工区 福智町 福智町

福岡県桂川町通学路緊急対策推進計画

福岡県大木町通学路緊急対策推進計画

福岡県広川町通学路緊急対策推進計画

福岡県福智町通学路緊急対策推進計画



福 岡 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福岡県
地区名 事業名 事業費 備考

福岡市東地区 地域居住機能再生推進事業 2,658,140
福岡市南地区 地域居住機能再生推進事業 937,544
中間市中鶴地区 地域居住機能再生推進事業 1,167,302

4,762,986合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福岡県
地区名 事業名 事業費 備考

福岡市 空き家対策総合支援事業 3,000
3,000合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福岡県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 99,759
99,759合計



防災・省エネまちづくり緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 福岡県
地区名 事業名 事業費 備考

香椎・臨海東地区 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 3,398,480
3,398,480合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

福岡県
福岡県
福岡県国 際 拠 点 港 湾 北 九 州 北 九 州 市 小 計 4,240
福岡県 直 轄 2,872
福岡県 補 助 1,368
福岡県
福岡県 博 多 福 岡 市 小 計 2,757
福岡県 直 轄 2,730
福岡県 補 助 27
福岡県
福岡県重 要 港 湾 苅 田 福 岡 県 小 計 1,238
福岡県 直 轄 1,013
福岡県 補 助 225
福岡県
福岡県 三 池 福 岡 県 小 計 700
福岡県 直 轄 700
福岡県
福岡県統 合 補 助 統 合 補 助 福 岡 市 小 計 60
福岡県 補 助 60
福岡県
福岡県
福岡県航 路 関 門 国 小 計 3,360
福岡県 直 轄 3,360
福岡県
福岡県海 洋 環 境 瀬 戸 内 海 国 小 計 171
福岡県 直 轄 171
福岡県

12,526
※関門航路については、山口県と福岡県にまたがっているため、両県に記載している。

福 岡 県

令 和 ４ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格　　等 港　　名

令和4年度事業費

摘　　要

合　　　　計

港湾管理者



港 湾 局

(単位：百万円)

老 朽 化 対 策 北 九 州 北 九 州 市 小 計 34

補 助 34

博 多 福 岡 市 小 計 130

補 助 130

大 牟 田 福 岡 県 小 計 100

補 助 100

長寿命化計画 福 岡 県 小 計 21

補 助 21

285

福 岡 県

令 和 ４ 年 度　 海 岸 事 業 予 算

事 業 種 別 海 岸 名 海岸管理者
令和4年度事業費

摘　　要

事 業 区 分 区分別事業費

合　　　　計



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 317 庁舎改修、無線施設整備、気象施設整備等

羽 田 47,275
人工地盤整備、空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改
良、誘導路改良、エプロン改良、建築施設整備、無線施設整備、照明施設
整備、気象施設整備、教育施設・住宅防音工事補助等

新 潟 3,763
浸水対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,863
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、気象施
設整備等

高 松 566 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

松 山 1,578
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 3,277 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

福 岡 27,456
滑走路増設、CIQ施設整備、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施
設・住宅防音工事補助等

北 九 州 448 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 3,217 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

熊 本 3,356 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

大 分 1,771
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 3,979
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整
備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

鹿 児 島 1,673
誘導路新設、浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備、住宅防音工事補助等

成 田 2,224 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備、環境整備事業等

中 部 881 庁舎改修、無線施設整備等

関 西 2,598 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 2,165 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 613
滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備、気象
施設整備等

山 形 242 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 94 浸水対策、無線施設整備等

青 森 525 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、気象施設整備等

花 巻 935 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

大 館 能 代 562 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

地 方 管 理 空 港

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

国 管 理 空 港

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 450 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備

福 島 719 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備等

富 山 301 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

能 登 51 滑走路端安全区域整備、耐震対策、無線施設整備

福 井 98 無線施設整備、気象施設整備

松 本 110 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

静 岡 430 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

神 戸 335 浸水対策、無線施設整備等

南 紀 白 浜 299 滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良等

鳥 取 181 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

出 雲 908 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 1,571 滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備

岡 山 130 無線施設整備等

佐 賀 578 滑走路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 224 照明施設整備等

百 里 154 無線施設整備等

小 松 504 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、照明施設整備等

美 保 758 エプロン改良、照明施設整備等

岩 国 71 浸水対策等

徳 島 251 浸水対策、滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,692
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

稚 内 140 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

釧 路 563 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

函 館 1,872
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、気象施
設整備、移転補償等事業等

旭 川 1,176 誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,080 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 118 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 63 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 97 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

紋 別 76 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備

女 満 別 167 庁舎改修、無線施設整備等

札 幌 253 滑走路端安全区域整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 78 耐震対策、無線施設整備

新 島 13 無線施設整備

神 津 島 13 無線施設整備

三 宅 島 204 無線施設整備

八 丈 島 398 無線施設整備

隠 岐 14 無線施設整備

対 馬 159 無線施設整備、照明施設整備

福 江 109 庁舎改修、無線施設整備

小 値 賀 6 照明施設整備

上 五 島 6 照明施設整備

壱 岐 3 浸水対策

種 子 島 100 滑走路端安全区域整備

屋 久 島 122 気象施設整備

（奄美）

奄 美 154 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備

喜 界 200 滑走路改良

徳 之 島 423 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和４年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

沖 永 良 部 124 気象施設整備

与 論 50 場周柵改良

（沖縄）

那 覇 9,572
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

粟 国 109 照明施設整備等

慶 良 間 112 照明施設整備等

久 米 島 178 無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備

南 大 東 137 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

北 大 東 519 滑走路改良等

伊 江 島 13 滑走路端安全区域整備

宮 古 113 滑走路端安全区域整備、庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備

多 良 間 69 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

新 石 垣 65 浸水対策、無線施設整備等

波 照 間 2 無線施設整備

与 那 国 95 無線施設整備

名 古 屋 78 無線施設整備、照明施設整備

八 尾 378 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

但 馬 12 無線施設整備

天 草 107 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

その他の空港等
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（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４年度予算　船舶交通安全基盤整備事業　全国箇所表

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 2,195 1.329

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

22 724 2.488

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

16 461 1.138

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

16 1,770 2.805

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

29 759 2.040

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

27 2,586 1.268

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

53 1,860 2.934

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

53 2,343 1.532

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

17 596 1.669

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

11 618 2.888

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

16 2,390 0.623

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

12 771 0.543

合　　　　　　　　計 271　※ 17,075 1.276

※端数処理の関係で、合計額は必ずしも一致しない。
※管区間等の重複事業箇所２箇所減算。

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

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



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 青苗岬船舶交通安全基盤整備事業 1

松前港船舶交通安全基盤整備事業(北海道) 1
恵山岬船舶交通安全基盤整備事業 1
葛登支岬船舶交通安全基盤整備事業 1
蛯谷漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
札刈漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
弁慶岬船舶交通安全基盤整備事業 1
襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1
室蘭港船舶交通安全基盤整備事業 1
十勝大津船舶交通安全基盤整備事業 1
釧路港船舶交通安全基盤整備事業 1
焼尻島船舶交通安全基盤整備事業 1
増毛港船舶交通安全基盤整備事業 1
鴛泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宗谷岬船舶交通安全基盤整備事業 1
石埼船舶交通安全基盤整備事業 1
能取岬船舶交通安全基盤整備事業 1
紋別船舶交通安全基盤整備事業 1
登栄床漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
落石岬船舶交通安全基盤整備事業 1
納沙布岬船舶交通安全基盤整備事業 1
苫小牧港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 22
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

艫作埼船舶交通安全基盤整備事業 1
高野埼船舶交通安全基盤整備事業 1
大間港船舶交通安全基盤整備事業 1
三厩漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜奥内漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八木港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
長渡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
気仙沼港船舶交通安全基盤整備事業 1
入道埼船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
小良ケ浜船舶交通安全基盤整備事業 1
塩屋埼船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

千葉港船舶交通安全基盤整備事業 1
勝浦船舶交通安全基盤整備事業 1
大原漁港船舶交通安全基盤整備事業(千葉県) 1
浜行川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
太東漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
御前埼船舶交通安全基盤整備事業 1
川奈埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊豆岬船舶交通安全基盤整備事業 1
稲取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
第二海堡船舶交通安全基盤整備事業 1
三崎漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿島港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
福江港船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
栄生漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
角石船舶交通安全基盤整備事業 1
錦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
甫母漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦中ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
奈屋浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
桃取漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥羽港船舶交通安全基盤整備事業 1
的矢港船舶交通安全基盤整備事業 1
退治埼八十島船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
一色港沖船舶交通安全基盤整備事業 1
東ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
錦波カブリ船舶交通安全基盤整備事業 1
長島イ島船舶交通安全基盤整備事業 1
尾鷲港船舶交通安全基盤整備事業 1
宿田曾漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
住吉ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
カツオビラシ船舶交通安全基盤整備事業 1
吉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
丸山出シ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 29
五 大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1

佐野漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
下荘漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
育波漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
湊港船舶交通安全基盤整備事業 1
津名港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
坊勢漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
雑賀埼船舶交通安全基盤整備事業 1
足摺岬船舶交通安全基盤整備事業 1
奈半利港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤岡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
室戸岬漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐喜浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
尼崎西宮芦屋港船舶交通安全基盤整備事業 1
洲本沖船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
垂水漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
播磨灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
堺漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
文里港船舶交通安全基盤整備事業 1
田辺灘島船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 27
六 広島港船舶交通安全基盤整備事業 1

六島船舶交通安全基盤整備事業 1
高島漁港船舶交通安全基盤整備事業(岡山県) 1
柱島港船舶交通安全基盤整備事業 1
久賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
大多府島船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島漁港船舶交通安全基盤整備事業(広島県) 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
山口港船舶交通安全基盤整備事業 1
地蔵埼船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
高松港船舶交通安全基盤整備事業 1
庵治白石礁船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
松山港船舶交通安全基盤整備事業 1
汐出磯船舶交通安全基盤整備事業 1
油トリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
今治港船舶交通安全基盤整備事業 1
ウズ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
鹿川港船舶交通安全基盤整備事業 1
大畠航路船舶交通安全基盤整備事業 1
広島湾船舶交通安全基盤整備事業 1
大砠船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
小アジワ島船舶交通安全基盤整備事業 1
備後灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
ワンワン瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
馬立ノ鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
城出シ磯船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
宇多津港船舶交通安全基盤整備事業 1
詫間港船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
薑鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
オーソノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
豊島甲埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄港船舶交通安全基盤整備事業 1
土庄東港船舶交通安全基盤整備事業 1
百尋磯船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘南航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横枕礁船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
東予港船舶交通安全基盤整備事業 1
坂手港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
七 佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1

関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑後川沖船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
角島港船舶交通安全基盤整備事業 1
筑前相ノ島船舶交通安全基盤整備事業 1
志賀島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
戸ヶ里漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
両開漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
呼子港船舶交通安全基盤整備事業 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
対馬瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
崎瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
平戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
田助漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
前津吉漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小田助瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
上県船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関漁港船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
鶴御埼船舶交通安全基盤整備事業 1
亀川漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
小祝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐賀関港船舶交通安全基盤整備事業 1
津久見港船舶交通安全基盤整備事業 1
保戸島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
大分港船舶交通安全基盤整備事業 1
深川湾船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
長門水島船舶交通安全基盤整備事業 1
海士ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
一ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
オノマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
地ノ島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
博多港船舶交通安全基盤整備事業 1
日比水道北曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
姫島曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
ワリ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
樺島水道楫懸船舶交通安全基盤整備事業 1
金剛曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
柱瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
五島神浦出シ東船舶交通安全基盤整備事業 1
干切瀬沖船舶交通安全基盤整備事業 1
片島水道中ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
臼ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ六ツ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
安岐埼沖船舶交通安全基盤整備事業 1
長瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
入津船舶交通安全基盤整備事業 1
備前碆船舶交通安全基盤整備事業 1
豊後大瀬船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 53
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

長尾鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
網代漁港船舶交通安全基盤整備事業(鳥取県) 1
出雲日御碕船舶交通安全基盤整備事業 1
麦山鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
大社漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
西郷港姫島船舶交通安全基盤整備事業 1
泊船舶交通安全基盤整備事業 1
宇竜漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
石見大崎鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
温泉津港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖俎岩船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
中海大グリ船舶交通安全基盤整備事業 1
中海丸グリ船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 17
九 粟島船舶交通安全基盤整備事業 1

弾埼船舶交通安全基盤整備事業 1
佐渡大埼船舶交通安全基盤整備事業 1
姫津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
椎泊漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1
禄剛埼船舶交通安全基盤整備事業 1
鵜浦漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
金沢港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11



管区 事業箇所名 事業箇所数
十 三角港船舶交通安全基盤整備事業 1

宮田漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
貝場漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
都井岬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
佐多岬船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎鼻船舶交通安全基盤整備事業（鹿児島県出水市） 1
竜郷港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深港船舶交通安全基盤整備事業 1
水俣港船舶交通安全基盤整備事業 1
熊本港船舶交通安全基盤整備事業 1
田浦七ッ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
八代港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
古仁屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 16
十一 那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1

粟国島船舶交通安全基盤整備事業 1
伊平屋島船舶交通安全基盤整備事業 1
久米島船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
伊計島船舶交通安全基盤整備事業 1
津堅島船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
合　　　　計 271※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算



福 岡 県

不動産・建設経済局



福岡県

事業費

4.760

福岡県 4.760計

社会資本整備円滑化地籍整備事業費補助 田川市

事業名 事業主体 備考

令和４年度　配分予算

（不動産・建設経済局地籍整備課所管　補助事業）

（単位：百万円）



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（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

北部九州地域への来訪者の滞在
促進戦略（広域的観光活性化）
（重点）

福岡県 170,550 

海岸利用促進のための海岸環境
整備

福岡県 11,000 

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 145,000 

福岡県住宅・住環境整備計画
（第３期）

福岡県,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,
田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋
市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日
市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津
市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま
市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免
町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,
水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川
町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川
町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,
赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛
町,築上町

6,366,110 

北部九州地域への来訪者の滞在
促進戦略（広域的観光活性化）

福岡県 790,200 

北部九州地域における自動車産
業等活性化戦略（広域的な物流
の効率性向上）

福岡県 406,350 

鉄道駅周辺の交通環境整備によ
る利便性の向上

大野城市,春日市 101,125 

快適な生活環境の整備

福岡県,飯塚市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫
野市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うき
は市,那珂川市,須恵町,新宮町,久山町,芦屋
町,水巻町,岡垣町,遠賀町,苅田町,みやこ
町,直方市,宮若市

1,562,875 

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

2,508,811 

福岡県住宅・住環境整備計画
（重点）（第２期）

福岡県,大牟田市,小竹町,添田町 983,628 



（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

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 470,760 

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 3,193,027 

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 1,885,251 

地域経済・産業の活力向上を図
る港湾施設の整備（地域活性
化）

福岡県 310,000 

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 1,559,800 

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 267,082 

１２　折尾駅周辺地区における
連続立体交差事業と連携したア
クセス道路整備

北九州市 348,700 

北九州市住宅・住環境整備計画
（第３期）

北九州市 1,019,977 

１　北九州市のものづくり産業
を支えるアクセス道路の整備

北九州市 787,000 

３　北九州市の物流・人流を支
える道路ネットワークの整備

北九州市 260,301 

北九州市における緑の保全とス
トック効果を高める公園づくり
の推進

北九州市 196,500 

北九州市における憩いと賑わい
に資する緑と公園づくりの推進

北九州市,福岡県 27,500 

北九州港における安全で利用し
やすい港づくり（地域活性化）

北九州市 75,000 



（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

北九州港における安全で利用し
やすい港づくり(地域活性化)
【重点】

北九州市 30,000 

風格ある緑豊かな環境共生都
市・福岡

福岡市 70,000 

橋本駅周辺におけるまちづくり 福岡市 108,226 

身近な生活に潤いをもたらす緑
づくり

福岡市 158,280 

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 990,007 

雑餉隈駅周辺地区都市再生整備
計画

福岡市 34,400 

舞鶴公園・南公園周辺地区都市
再生整備計画

福岡市 7,800 

良質な住宅・住環境の形成と住
宅セーフティネットの構築（第
３期）

福岡市 2,642,738 

「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］（地域活性化）

福岡市 155,400 

福岡市における安全・安心・快
適な暮らしの実現

福岡市 307,160 

福岡市における良好な水環境の
創造

福岡市 65,379 

七隈線沿線地区都市再生整備計
画事業

福岡市 157,600 

箱崎地区都市再生整備計画事業 福岡市 147,700 

福岡都心部地区都市再生整備計
画

福岡市 1,749,900 



（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

大牟田市における快適な生活環
境の整備（重点計画）

大牟田市 775,000 

中心市街地の再生とにぎわいの
創出（第2期）

大牟田市 9,000 

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 211,050 

魅力・賑わいの創出と地域活性
化の拠点となる公園づくり『く
るめ』

久留米市 6,500 

一人ひとりが愛着をもって住み
続けたくなるまちの実現（第３
期）

久留米市 294,602 

快適で潤いのある市民生活を支
援する下水道の整備

久留米市 1,189,284 

筑後川流域の交流促進及び生活
環境の改善を支援する道路の整
備

久留米市 191,326 

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

田川市,柳川市,八女市,行橋市,小郡市,筑紫
野市,大野城市,古賀市,うきは市,宮若市,朝
倉市,那珂川市,新宮町,久山町,遠賀町,桂川
町,大木町,広川町,添田町

639,639 

水郷柳河掘割地区都市再生整備
計画

柳川市 4,600 

開放感あふれる公園リニューア
ル事業『おおかわ』

大川市 40,000 

行橋市行事地区都市公園再編整
備事業

行橋市 35,000 

安全で住みよい未来をつくるま
ちづくり

筑紫野市 13,023 

安全かつ安心で住みよい居住空
間を創出するまちづくり

筑紫野市 17,500 

大野城市中心市街地まちづくり
計画

大野城市 126,979 



（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

世界遺産構成資産を中心とした
景観まちづくり

宗像市 1,800 

東福間駅周辺地区都市再生整備
計画

福津市 8,000 

宮若地区（第三期）都市再生整
備計画

宮若市 14,200 

朝倉市の快適な生活環境の整備
（重点計画）

朝倉市 146,350 

都市基盤整備による安全・安心
のまちづくり

糸島市 898,936 

那珂川市民の健康とやすらぎを
育む運動の森公園づくり事業

那珂川市 3,972 

宇美町における快適な生活環境
の整備

宇美町 54,300 

新宮町西地区都市再生整備計画 新宮町 30,400 

久山町安全・快適な魅力ある公
園づくり事業

久山町 38,468 

粕屋中心地区都市再生整備計画 粕屋町 10,000 

頃末南地区都市再生整備計画 水巻町 12,000 

高質な基盤整備による職住近接
の快適なまちづくり

苅田町 13,023 

34,856,089 

※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４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（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

福岡県における住宅・建築物の
安全性の向上（第３期）（防
災・安全）

福岡県,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,
田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋
市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日
市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津
市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま
市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免
町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,
水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川
町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川
町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,
赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛
町,築上町

923,762 

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 303,500 

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 28,980 

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 2,465,000 

道路施設の適確な維持管理の推
進（防災・安全）

福岡県 304,133 

福岡県公園施設緊急対策事業
（防災・安全）

福岡県,行橋市,春日市,大野城市,宇美町,小
郡市,広川町,朝倉市

522,625 

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,筑後
市,粕屋町,芦屋町,行橋市,添田町,直方市,
苅田町

113,395 

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

605,423 

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

3,458,147 

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 3,123,607 



（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,嘉麻
市,東峰村,苅田町,宮若市,粕屋町

2,887,305 

安全・安心に利用するための港
湾施設の整備（防災・安全）

福岡県 358,000 

交通安全・交通環境の向上（防
災・安全）

福岡県 143,879 

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 970,477 

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 1,034,534 

緊急輸送道路等、防災上重要な
道路の強化

福岡県 434,503 

皇后崎周辺地区他における安
全・安心な公園づくり

北九州市 31,800 

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 212,850 

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 15,000 

北九州市における安全・安心な
住宅・住環境の整備（防災・安
全）（第３期）

北九州市 476,024 

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 2,695,925 

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）（重点計
画）

北九州市 965,000 

２　北九州市の強靭化に資する
道路ネットワークの整備（防
災・安全）

北九州市 438,700 



（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

４　誰もが安全・安心に通行で
きるみちづくり（防災・安全）

北九州市 744,400 

１１　通学児童等の安全・安心
を確保するための道づくり

北九州市 411,750 

北九州市における都市公園の整
備による防災機能の向上（防
災・安全）

北九州市 209,500 

北九州市における都市公園の整
備による安全・安心の向上（防
災・安全）

北九州市 108,000 

市民の安全と安心を守る流域と
一体となった浸水対策の推進
（防災・安全）（第3期）

北九州市 295,000 

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 113,820 

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】(第2期計画)

北九州市 45,000 

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)(第
2期計画)

北九州市 108,000 

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 383,540 

安全・安心なまちづくり【防
災・安全】（第３期）

福岡市 650,647 

福岡市公園施設の長寿命化の推
進（防災・安全）

福岡市 176,000 

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 646,502 

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 224,000 

「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）第２期

福岡市 5,000 



（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）

福岡市 3,942,863 

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 628,968 

災害に強く市民の安全・安心を
支える道づくり

福岡市 203,703 

災害に強いまちづくり（防災・
安全）（大牟田市）

大牟田市 5,000 

大牟田市における快適な生活環
境の整備（防災・安全）

大牟田市 83,025 

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 60,000 

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 405,050 

市民が集う快適で安全安心な空
間づくり『くるめ』【防災・安
全】

久留米市 46,000 

久留米市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

久留米市 2,120 

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 52,290 

筑後川流域の交流促進及び生活
環境の改善を支援する道路の整
備（防災・安全）

久留米市 114,961 

国土強靱化地域計画に基づく市
町村道整備（防災・安全）

筑後市,小郡市 89,677 

筑紫野市宅地耐震化推進事業
（防災・安全）

筑紫野市 2,400 

太宰府市都市公園の長寿命化と
安全・安心対策事業

太宰府市 15,000 



（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

通学路における安全対策の推進
(防災・安全)

飯塚市,田川市,八女市,筑後市,豊前市,古賀
市,宮若市,糸島市,岡垣町,広川町

187,329 

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)

直方市,田川市,筑後市,大川市,豊前市,中間
市,小郡市,大野城市,古賀市,福津市,宮若
市,朝倉市,みやま市,糸島市,宇美町,粕屋
町,岡垣町,小竹町,添田町,川崎町,福智町,
苅田町,太宰府市,新宮町

645,477 

朝倉市の快適な生活環境の整備
（防災・安全）

朝倉市 70,065 

平成29年7月九州北部豪雨からの
希望ある将来へ繋ぐ復興まちづ
くりの推進（防災・安全）（朝
倉市）

朝倉市 143,100 

朝倉市宅地耐震化推進事業 朝倉市 69,300 

宇美町における快適な生活環境
の整備（防災・安全）

宇美町 4,400 

新宮町安全で安心できる公園づ
くり（防災・安全）

新宮町 16,000 

久山町災害に強いまちづくり(防
災・安全）

久山町 1,400 

添田町災害に強いまちづくりの
推進（防災・安全）

添田町 52,500 

33,474,356 

※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


