
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月31日

計画の名称 2　市民がより安全で安心できる道づくり

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

交付対象 北九州市

計画の目標 歩行者の安全確保及び危険な交差点等の交通安全性向上を図るため、歩道設置や交差点改良等の交通安全施策、道路の維持修繕等を推進し、誰もが安全・安心に通行できる道路交通環境を創出するもの。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              11,740  Ａ              11,653  Ｂ                   0  Ｃ                  87  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.74 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 北九州市内の道路交通における死傷事故率を平成２４年度比で１割削減することを目指す。

死傷事故率 0％ 3％ 10％

死傷事故率　＝　年間事故死傷件数／自動車走行台キロ（件／億台キロ）

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

1 案件番号： 0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （2）山手町藤木1号線 現道拡幅　1.6㎞ 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         617 －

A01-002

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）322号（守恒） 交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■          94 －

H28よりP11へ移行

A01-003

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）199号（御開） 歩道（L＝250m、W＝2.5m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■           0 －

A01-004

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）322号（片野） 立体横断施設（N＝2基） 北九州市  ■  ■         106 －

A01-005

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）3号ほか4路線 道路照明（N＝1000基） 北九州市  ■  ■  ■  ■         107 －

A01-006

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）3号（大川橋） 交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         690 －

A01-007

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）3号（大里） 交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■           0 －

A01-008

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）長行田町線（長尾

）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■          30 －

H28よりP11へ移行

1 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-009

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）有毛引野線（竹末

）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■           2 －

A01-010

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）門司行橋線（吉志

）

歩道（L＝50m、W＝2.0m） 北九州市  ■          41 －

A01-011

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）北九州小竹線（豊

町）

歩道（L＝400m、W＝4.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         105 －

A01-012

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）直方水巻線（楠橋

西）

歩道（L＝400m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         138 －

A01-013

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）長行田町線ほか県

道路線

道路照明（N＝2000基） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          87 －

A01-014

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）井手浦徳力線（新

道寺）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■           0 －

H28よりP11へ移行

2 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-015

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）三萩野魚町線ほか1

92路線

自転車通行帯（L＝13㎞、W＝

1.5m）

北九州市  ■  ■  ■          74 －

H30よりP11　A-36へ移行

A01-016

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）須磨園南原曽根線

（朽網東）

自歩道（L＝220m、W＝4.0m） 北九州市  ■          15 －

H28よりP11へ移行

A01-017

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）城野砂津線ほか1線

（片野）

歩道（L＝530m、W＝2.5m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         205 －

A01-018

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）井手浦徳力線（志

井第2）

歩道（L＝1000m、W＝2.5m） 北九州市  ■           5 －

H28よりP11へ移行

A01-019

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）若富士町1号線ほか

（若富士町）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■         149 －

H28よりP11へ移行

A01-020

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）一枝25号線ほか1線

（一枝）

歩道（L＝120m、W＝3.0m） 北九州市  ■  ■  ■          39 －

3 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-021

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）浜町13号線ほか4線 歩車共存道路（L＝1.7㎞、W

＝5.0m）

北九州市  ■           0 －

H28よりP11へ移行

A01-022

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）黒崎岸の浦1号線（

岸の浦）

自歩道（L＝180m、W＝4.0m） 北九州市  ■  ■  ■          28 －

A01-023

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）砂津城内1号線ほか

市道路線

道路照明（N＝2000基） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         126 －

A01-024

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （2）大鳥居高須東1号線

（高須）

歩道（L＝220m、W＝3.5m） 北九州市  ■  ■  ■          41 －

A01-025

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）美原町8号線（美原

町）

歩道（L＝15m、W＝3.0m） 北九州市  ■          28 －

H28よりP11へ移行

A01-026

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）美吉野町6号線ほか

2線（美吉野）

歩道（L＝350m、W＝1.5m） 北九州市  ■           2 －

H28よりP11へ移行

4 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-027

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）清水3号線（清水） 踏切構造改良（L＝40m、W＝9

.0m）

北九州市  ■           4 －

H28よりP11へ移行

A01-028

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）菅原2号線（菅原） 歩道（L＝60m、W＝2.5m） 北九州市  ■           0 －

H28よりP11へ移行

A01-029

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （2）沖台1号線（沖台） 自歩道（L＝280m、W＝3.5m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          72 －

A01-030

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）東城野三郎丸1号線

（金久田橋）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■          16 －

H28よりP11へ移行

A01-031

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）砂津城内1号線ほか

（旦過）

自転車施設一式 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■           0 －

A01-032

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）田原新町下曽根新町

1号線ほか258線

自転車通行帯（L＝56㎞、W＝

1.5m）

北九州市  ■  ■  ■          54 －

H30よりP11　A-37へ移行

5 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-033

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）銀座12号線ほか1線

（銀座）

歩道（L＝115m、W＝3.0m） 北九州市  ■           0 －

A01-034

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）西鞘ヶ谷町正津町1

号線（西鞘ヶ谷）

歩道（L＝400m、W＝4.5m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-035

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）門司行橋線（吉志

二丁目）

歩道（L＝180m、W＝1.5m） 北九州市  ■  ■          32 －

A01-036

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）小倉中間線（香月

）

歩道（L＝170m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         122 －

A01-037

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）清水下到津1号線（

清水）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■          18 －

A01-038

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）光貞台2号線 歩道（L＝250m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■          19 －

6 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-039

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）柳町25号線（みず

き通り）

歩道（L＝380m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          60 －

A01-040

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）199号ほか14校区路

線（若松区内一円）

防護柵（L＝4.9㎞）、カラー

舗装（L＝14.8㎞）

北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         146 －

A01-041

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）199号ほか（若松区

内交差点）

交差点改良（N＝18箇所） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          79 －

A01-042

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）門司行橋線（松ヶ

江南）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-043

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）新門司港大里線 防護柵（L＝530m） 北九州市  ■          71 －

A01-044

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）小倉中間線（下畑

町）

歩道（L＝310m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■           6 －

7 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-045

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）須磨園南原曽根線

（朽網西）

自歩道（L＝80m、W＝2.5m） 北九州市  ■           0 －

H28よりP11へ移行

A01-046

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）戸畑停車場線ほか3

39線

自転車通行帯（L＝71㎞、W＝

1.5m）

北九州市  ■  ■  ■          66 －

H30よりP11　A-38へ移行

A01-047

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）城野砂津線（三郎

丸）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■          11 －

A01-048

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）鷹の巣17号線 歩道（L＝600m、W＝2.0m） 北九州市  ■          34 －

H28よりP11へ移行

A01-049

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）高須東55号線 歩道（L＝330m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-050

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）砂津城内1号線（紺

屋町）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         174 －

8 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-051

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）砂津上富野1号線（

神幸町）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■  ■  ■         101 －

A01-052

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）日の出町2号線 歩道（L＝150m、W＝2.5m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-053

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）湯川湯川新町2号線 立体横断施設（N＝2基） 北九州市  ■  ■  ■         120 －

A01-054

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）本町小竹1号線 歩道（L＝620m、W＝3.0m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-055

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）一枝10号線 歩道（L＝120m、W＝2.5m） 北九州市  ■          26 －

A01-056

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）春の町1号線ほか1

線

歩道（L＝310m、W＝2.5m） 北九州市  ■           0 －

9 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-057

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）西本町19号線 歩道（L＝220m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-058

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （2）二島赤岩町1号線 歩道（L＝500m、W＝3.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■          52 －

A01-059

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）曽根鞘ヶ谷線（熊

谷五丁目）

歩道（L＝100m、W＝2.5m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-060

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）3号（赤坂） 歩道（L＝200m、W＝2.0m） 北九州市  ■          20 －

A01-061

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）199号（大里本町） 交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          90 －

A01-062

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）黒崎21号線ほか2線 歩道（L＝300m、W＝2.0m） 北九州市  ■         135 －

A01-063

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）長行田町線（貴船

町）

歩道（L＝230m、W＝2.0m） 北九州市  ■          18 －

10 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-064

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）中津口古船場町1号

線（中津口）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■           0 －

H28よりP11へ移行

A01-065

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）千代ケ崎1号線 歩道（L＝580m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         102 －

A01-066

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）浅生23号線 歩道（L＝150m、W＝2.0m） 北九州市  ■          10 －

A01-067

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）小倉中間線（網代

橋）

歩道（L＝70m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■           0 －

A01-068

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）吉野町2号線 歩道（L＝500m、W＝8.0m） 北九州市  ■          21 －

H28よりP11へ移行

A01-069

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）常盤町7号線 歩道（L＝320m、W＝1.5m） 北九州市  ■           0 －

11 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-070

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）中井36号線ほか26

線

路面標示（ゾーン30） 北九州市  ■  ■  ■  ■          16 －

A01-071

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）井堀2号線ほか 歩道（L＝300m、W＝3.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A01-072

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）尾倉24号線 歩道（L＝360m、W＝2.5m） 北九州市  ■          21 －

A01-073

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）則松8号線ほか 路面標示（ゾーン30） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          17 －

A01-074

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）城内木町1号線（大

手町）

歩道（L＝100m、W＝7.0m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-075

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）322号（市丸） 歩道（L＝200m、W＝1.0m） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-076

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）浅野1号線（浅野） 立体横断施設（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■           0 －

12 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-077

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）3号 舗装修繕（L＝3.3㎞） 北九州市  ■           0 －

A01-078

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）199号 舗装修繕（L＝3.6㎞） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         239 －

A01-079

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）322号 舗装修繕（L＝1.9㎞） 北九州市  ■  ■          82 －

A01-080

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）495号 舗装修繕（L＝1.5㎞） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■          87 －

A01-081

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）門司行橋線 舗装修繕（L＝0.9㎞） 北九州市  ■          13 －

A01-082

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）曽根鞘ヶ谷線 舗装修繕（L＝2.0㎞） 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■           0 －

A01-083

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）北九州芦屋線 舗装修繕（L＝2.5㎞） 北九州  ■  ■  ■          54 －

13 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-084

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）八幡戸畑線 舗装修繕（L＝0.6㎞） 北九州市  ■          17 －

A01-085

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （一）井手浦徳力線 舗装修繕（L＝0.5㎞） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-086

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （一）下到津戸畑線 舗装修繕（L＝0.5㎞） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-087

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （一）湯川赤坂線 舗装修繕（L＝0.5㎞） 北九州市  ■          22 －

A01-088

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （一）頓田二島線 舗装修繕（L＝2.0㎞） 北九州市  ■          16 －

A01-089

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）本町小竹1号線 舗装修繕（L＝3.2㎞） 北九州市  ■  ■          30 －

14 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-090

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）魚町馬借1号線 舗装修繕（L＝0.6㎞） 北九州市  ■          17 －

A01-091

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）中原中原東1号線ほ

か

舗装修繕（L＝0.8㎞） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-092

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （他）西港町15号線ほか 舗装修繕（L＝1.0㎞） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-093

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （他）二島83号線ほか 舗装修繕（L＝0.8㎞） 北九州市  ■  ■  ■          67 －

A01-094

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （2）有毛蜑住1号線ほか 舗装修繕（L＝1.2㎞） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-095

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）西新町下二十町1号

線

舗装修繕（L＝2.8㎞） 北九州市  ■  ■          27 －

15 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-096

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）322号（城野アンダ

ーパス）

冠水警報装置（N＝1基） 北九州市  ■          90 －

A01-097

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （一）下到津戸畑線（一

枝アンダーパス）

冠水警報装置（N＝1基） 北九州市  ■          64 －

A01-098

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）浅野米町1号線（京

町アンダーパス）

冠水警報装置（N＝1基） 北九州市  ■          71 －

A01-099

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）211号ほか 歩道橋修繕（N＝2箇所） 北九州市  ■           0 －

A01-100

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）大門金田1号線ほか 歩道橋修繕（N＝9箇所） 北九州市  ■           0 －

A01-101

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）小倉停車場線ほか1

路線

立体横断施設修繕（N＝3箇所

）

北九州市  ■           0 －

A01-102

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）小倉中間線 防災対策（法面対策L＝130m

）

北九州市  ■  ■  ■          80 －

16 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-103

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 3号線 L＝2.1㎞ 北九州市  ■         110 －

H28よりP1へ移行

A01-104

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 新設 7号線（富士見工区） L＝0.5㎞ 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         350 －

A01-105

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 9号線（高野工区） L＝1.8㎞ 北九州市  ■  ■  ■       1,007 －

H30よりP11へ移行

A01-106

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 12号線（浅川工区） L＝0.5㎞ 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■       1,603 －

A01-107

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 香月線 L＝0.6㎞ 北九州市  ■  ■  ■  ■         309 －

A01-108

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 中央町穴生線 L＝2.0㎞ 北九州市  ■  ■  ■  ■  ■         973 －

A01-109

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 日明渡船場線 L＝3.9㎞ 北九州市  ■         287 －

H28よりP1へ移行

A01-110

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）199号 道路護岸修繕（L＝310m） 北九州市  ■  ■  ■          96 －

17 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-111

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）黒崎11号線ほか2線 歩道（L＝380m、W＝2.0m） 北九州市  ■  ■  ■  ■         170 －

A01-112

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）皇后崎町12号線 歩道（L＝90m、W＝3.0m） 北九州市  ■          10 －

A01-113

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）黄金片野1号線 舗装修繕（L＝0.3㎞） 北九州市  ■           0 －

A01-114

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （一）三萩野魚町線 舗装修繕（L＝0.6㎞） 北九州市  ■          54 －

A01-115

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）新町井ノ浦線 舗装修繕（L＝0.4㎞） 北九州市  ■           0 －

A01-116

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

（国）322号ほか4路線 市内全域の道路案内標識点検 北九州市  ■  ■  ■  ■           6 －

18 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-117

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

点検調

査

（他）馬場山楠橋1号線ほ

か市道路線

市内全域の道路案内標識点検 北九州市  ■  ■  ■  ■          14 －

A01-118

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

（国）3号ほか4路線 市内全域の路面性状調査 北九州市  ■  ■  ■  ■          34 －

A01-119

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

（他）砂津城内1号線ほか

市道路線

市内全域の路面性状調査 北九州市  ■  ■  ■  ■         105 －

A01-120

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

（国）322号ほか4路線 市内全域の道路構造物点検 北九州市  ■  ■  ■          11 －

A01-121

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

（他）大積柄杓田1号線ほ

か市道路線

市内全域の道路構造物点検 北九州市  ■  ■  ■  ■          36 －

A01-122

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）199号ほか2路線 横断歩道橋修繕（日吉横断歩

道橋ほか13橋）

北九州市  ■          15 －

H29よりP6へ移行

19 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-123

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）小倉中間線ほか10

路線

横断歩道橋修繕（永犬丸横断

歩道橋ほか34橋）

北九州市  ■          77 －

H29よりP6へ移行

A01-124

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （他）大門金田1号線ほか

31路線

横断歩道橋修繕（金田町横断

歩道橋ほか38橋）

北九州市  ■          23 －

H29よりP6へ移行

A01-125

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）足原6号線ほか7線 路面標示（ゾーン30） 北九州市  ■           0 －

A01-126

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）下到津戸畑線（井

堀交差点）

交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■  ■         109 －

A01-127

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

（国）322号ほか1路線 市内全域のアンダーパス構造

物点検

北九州市  ■  ■  ■           0 －

A01-128

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

（1）浅野米町1号線ほか

市道路線

市内全域のアンダーパス構造

物点検

北九州市  ■  ■          12 －

20 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-129

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）322号ほか1路線 アンダーパス構造物修繕（城

野アンダーパスほか1箇所）

北九州市  ■  ■  ■          91 －

A01-130

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）北九州小竹線 防災対策（法面対策L＝240m

）

北九州市  ■  ■  ■          54 －

A01-131

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）帆柱尾倉1号線 防災対策（法面対策L＝53m） 北九州市  ■  ■  ■           0 －

A01-132

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）元城町京良城町1号

線

防災対策（法面対策L＝160m

）

北九州市  ■          16 －

A01-133

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （他）大字大蔵27号線 防災対策（法面対策L＝60m） 北九州市  ■  ■  ■           0 －

A01-134

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）200号 舗装修繕（L＝0.7㎞） 北九州市  ■  ■          70 －

A01-135

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）黒川白野江東本町

線

舗装修繕（L＝0.3㎞） 北九州市  ■  ■           0 －

21 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-136

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）新門司港大里線 舗装修繕（L＝1.0㎞） 北九州市  ■          17 －

A01-137

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）吉志新門司1号線 舗装修繕（L＝0.8㎞） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-138

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （1）高田藤松1号線 舗装修繕（L＝0.4㎞） 北九州市  ■          11 －

A01-139

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

道路照明施設総点検（補

助国道）

市内全域の道路照明施設の総

点検

北九州市  ■  ■          23 －

H30より効果促進事業から移行

A01-140

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

道路照明施設総点検 市内全域の道路照明施設の総

点検

北九州市  ■  ■          83 －

H30より効果促進事業から移行

A01-141

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 修繕 （国）199号ほか3路線 防災対策（法面対策L＝770m

）

北九州市  ■  ■         103 －

22 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-142

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （主）中間引野線ほか4路

線

防災対策（法面対策L＝430m

）

北九州市  ■  ■          41 －

A01-143

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）一枝21号線ほか 歩道（L＝120m　W＝2.0m） 北九州市  ■          16 －

A01-144

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （1）弁天町東篠崎1号線

（紫歩道橋）

立体横断施設 北九州市  ■          24 －

A01-145

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）浅川日の峯25号線

ほか

路面標示（ゾーン30） 北九州市  ■           2 －

A01-146

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）永犬丸78号線 交差点改良（N＝1箇所） 北九州市  ■  ■           0 －

A01-147

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （他）高尾篠崎1号線ほか

1路線

防災対策（法面対策L＝50m） 北九州市  ■          17 －

23 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-148

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （１）柄杓田伊川1号線 舗装補修（L＝0.8km） 北九州市  ■           0 －

A01-149

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （他）新門司1号線 舗装補修（L＝0.5km） 北九州市  ■           0 －

A01-150

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （１）西港町1号線 舗装補修（L＝2.7km） 北九州市  ■          32 －

A01-151

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （１）弁天町東篠崎1号線 舗装補修（L＝0.6km） 北九州市  ■           0 －

A01-152

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （他）大膳8号線 防災対策（法面対策L＝30m） 北九州市  ■          16 －

A01-153

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）新門司港大里線（

戸ノ上一丁目）

交差点改良（N=1箇所） 北九州市  ■           6 －

24 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-154

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）徳力葛原線（企救

丘）

交差点改良（N=1箇所） 北九州市  ■           0 －

A01-155

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）直方行橋線（梨本

橋）

歩道（L=10m、W=1.2m） 北九州市  ■           0 －

A01-156

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 交安 （国）322号（守恒一丁目

）

歩道（L=150m、W=2.5m） 北九州市  ■           0 －

A01-157

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）下上津役折尾線（

永犬丸）

道路改良（L=100m）、交差点

改良（N=1箇所）

北九州市  ■          32 －

A01-158

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）有毛引野線（浅川

学園台）

交差点改良（N=1箇所） 北九州市  ■          12 －

A01-159

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （１）光明大浦1号線 道路改良（L=600m）、交差点

改良（N=3箇所）

北九州市  ■           0 －

25 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-160

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）篠崎14号線 歩道（L=400ｍ、W=2.0m） 北九州市  ■           0 －

A01-161

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）片野37号線 歩道（L=300ｍ、W=2.0m） 北九州市  ■           0 －

A01-162

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （２）南丘熊谷1号線ほか カラー舗装（L=3.1km） 北九州市  ■           0 －

A01-163

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （１）穴生60号線ほか（

穴生駅）

歩行空間のバリアフリー化（

N=1箇所）

北九州市  ■          16 －

A01-164

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （主）曽根鞘ヶ谷線（熊

谷）

歩道（L=100m、W=2.5m） 北九州市  ■           2 －

A01-165

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （１）鍛冶町江南町1号線

（鍛冶町）

交差点改良（N=1箇所） 北九州市  ■           0 －

26 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-166

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）東鞘ヶ谷町13号線

ほか

歩道（L=40m、W=2.5m） 北九州市  ■           6 －

A01-167

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 （一）頓田二島線 防災対策（法面対策L＝270m

）

北九州市  ■           0 －

A01-168

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （１）乙丸1号線ほか1路

線

防災対策（法面対策L＝60m） 北九州市  ■           0 －

A01-169

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 （１）愛宕下到津1号線 アンダーパス構造物修繕（青

葉アンダーパス）

北九州市  ■          16 －

A01-170

街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 曽根苅田線 駅前広場整備 北九州市  ■           0 －

A01-171

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

修繕 長行田町線ほか1路線 アンダーパス修繕 北九州市  ■           3 －

A01-172

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

修繕 東港鋳物師町1号線 アンダーパス修繕 北九州市  ■           5 －

27 案件番号：  0000354698



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-173

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 都道府

県道

交安 （一）未就学児等対策 交差点改良等 北九州市  ■          17 －

A01-174

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

交安 （他）未就学児等対策 防護柵設置等 北九州市  ■          23 －

 小計      11,653

合計      11,653

28 案件番号：  0000354698



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-001

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 － 計画調

査

生活関連施設周辺のバリ

アフリー点検および対策

主要駅や官公庁施設、福祉施

設の入口から道路まで、障害

者団体との段差や勾配などの

点検および対策

北九州市  ■  ■           0 －

歩道設置や交差点改良の実施とあわせて、障害者団体との段差や勾配、視覚障害者用誘導ブロックの配置などの点検および対策を実施することで、連続したバリアフリー歩行空間の形成が推進される

。

C01-002

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

道路照明施設総点検（補

助国道）

市内全域の道路照明施設の総

点検

北九州市  ■           0 －

道路照明施設の健全性の点検を行うことで、倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。また、点検結果を活用することにより、道路照明LED化の効率的な実施を目指す。

H30より基幹事業へ移行

C01-003

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

道路照明施設総点検 市内全域の道路照明施設の総

点検

北九州市  ■           0 －

道路照明施設の健全性の点検を行うことで、倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。また、点検結果を活用することにより、道路照明LED化の効率的な実施を目指す。

H30より基幹事業へ移行

C01-004

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

道路案内標識点検（補助

国道）

市内全域の道路案内標識点検 北九州市  ■           9 －

道路案内標識の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。

H28より基幹事業へ移行

C01-005

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

道路案内標識点検 市内全域の道路案内標識点検 北九州市  ■          28 －

道路案内標識の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。

H28より基幹事業へ移行

1 案件番号：  0000354698



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-006

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 － 計画調

査

交通事故データベース構

築

北九州市内の交通事故情報を

データベース化及び、GIS化

することによって、効果的な

交通安全対策を行う。

北九州市  ■  ■           0 －

福岡県警察が保有する北九州市内の交通事故情報をデータベース化及び、GIS化することによって、事故原因等を掴み、効果的な交通安全対策を行う。

C01-007

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

路面性状調査（補助国道

）

市全域の路面性状調査 北九州市  ■           1 －

路面性状調査を実施することにより、舗装の状況を把握し、舗装修繕の優先度を決定し、舗装の良好な状態を維持する。

H28より基幹事業へ移行

C01-008

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

路面性状調査 市全域の路面性状調査 北九州市  ■          23 －

路面性状調査を実施することにより、舗装の状況を把握し、舗装修繕の優先度を決定し、舗装の良好な状態を維持する。

H28より基幹事業へ移行

C01-009

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

歩道橋点検（補助国道） 市内全域の立体横断施設点検 北九州市  ■           0 －

歩道橋の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。

H28よりP6へ移行

C01-010

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

歩道橋点検 市内全域の立体横断施設点検 北九州市  ■           0 －

歩道橋の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。

H28よりP6へ移行

C01-011

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 国道 計画調

査

道路構造物点検（補助国

道）

市内全域の道路構造物点検 北九州市  ■           3 －

道路構造物の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。

H28より基幹事業へ移行

2 案件番号：  0000354698



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

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

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

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-012

道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村

道

計画調

査

道路構造物点検 市内全域の道路構造物点検 北九州市  ■          23 －

道路構造物の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。

H28より基幹事業へ移行

 小計          87

合計          87

3 案件番号：  0000354698



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

北九州市建設局道路部道路計画課が事後評価を実施。
学識経験者に意見聴取を実施。
　北九州市立大学　地域戦略研究所　内田教授
　九州工業大学　大学院工学研究院　寺町准教授

事後評価の実施体制

0000354698案件番号：

令和3年度

北九州市ホームページに掲載。

　「城野砂津線」や「黒崎２１号線ほか」の歩道整備により、歩車分離が図られ、安全・安心な歩行空間が確保された。
　また、「一般国道３号（大川橋）」や「清水下到津1号線（清水）」の交差点改良を行い、交通事故対策や渋滞対策が図られ
た。
　さらに、道路照明灯や防護柵、自転車通行帯などが整備されるとともに、舗装や道路構造物の点検・維持修繕が実施され、自
動車・自転車・歩行者の安全・安心な通行空間の確保が図られた。

　「中央町穴生線」をはじめとする都市計画道路の整備が進み、道路ネットワークが形成されるとともに、交差点改良による右
折レーンの設置等により、渋滞解消に寄与した。
　また、「小倉中間線ほか」の法面対策や市内一円の舗装修繕、その他道路構造物の維持修繕を実施し、緊急輸送道路をはじめ
とする道路ネットワークの安全性及び信頼性の向上が図られた。
　さらに、令和元年には大津市の事故を受け、未就学児の安全対策が実施され、より一層の安全確保が図られた。

　継続中の事業の進捗を図り、また、適宜新規事業に着手して、歩道整備や交差点改良等の交通安全対策を実施するとともに、適切な道路の維持管理を実施し、安全
・安心な道路環境を整備することで、市民生活の向上を図っていく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

死傷事故率（削減）

最　終
目標値

10％
歩道整備や交差点改良、適切な維持修繕の実施等により市内一円で整備効果を発現し、交通事故減少が図られた。また、「第９次北九州市交

通安全計画（H28～R2）」では、道路交通環境の整備を始めとしたハード対策だけでなく、交通安全思想の普及や安全運転の確保、道路交通秩

序の維持といったソフト対策を含めた８つの柱を掲げ、ハード・ソフト両面で対策を実施したことで、当初の目標を大幅に上回る成果が発現

した。
最　終

36％
実績値

1 案件番号：0000354698


