
通学路における安全対策の推進(防災・安全） ○

平成29年度　～　平成33年度　（5年間）

・通学路の安全対策が必要な箇所に対し、対策を実施した割合の向上。

　　　（H29当初） （H33末）

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

A１　河川事業

0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円

効果促進事業費の割合

全体事業費

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

3,352百万円 Ａ 3,352百万円 Ｂ

八女市、筑後市、行橋市、中間市、小郡市、宗像市、古賀市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島市、宇美町、志免町、新宮町、水巻町、遠賀町、大木町、福

智町、みやこ町

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）
平成２９年３月２１日

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

計画の目標

「通学路交通安全プログラム」に基づき公表された通学路の交通安全対策を行うことにより、通学路の安全性向上を図り、児童、生徒が安全に通学できるまちづくりを行う。

　また、踏切道の拡幅等の踏切における事故対策を行うことにより、児童、生徒が安全に通学できるまちづくりを行う。

　　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

備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

・（連携中枢都市圏北九州都市圏）に基づき実施される要素事業：

A4-5,6,7,17,24,25,26,27,34,35

・（久留米広域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施される要素

事業：A4-1,2,3,8,16,28

・（八女市定住自立圏共生ビジョン）：A4-31,32

・（有明圏域定住自立圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：

A4-9,29

・（田川広域定住自立圏ビジョン）に基づき実施される要素事業：

A4-36

0% 100%

事業

地域 交付 直接

事業実施期間（年度） 全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（河川事業） ・・・ －

A2　海岸事業

事業

地域 交付 直接

事業実施期間（年度） 全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（海岸事業） ・・・ －

A3　急傾斜地崩壊対策事業

事業

地域 交付 直接

全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（急傾斜地崩壊対策事業） ・・・ －

A4　道路事業

事業

地域 交付 直接 道路

全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接 種別

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

A4-1 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市道 交安 歩道設置   0.59km 235 ー

A4-2 道路 一般 大木町 直接 大木町 町道 交安 自歩道設置   0.6km 　 256 ー

A4-3 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市道 交安 歩道設置   0.21km 128 ー

A4-4 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市道 交安 カラー舗装   3.7km 35 ー

A4-5 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市道 交安 安全施設設置   1.00km 　 30 ー

A4-6 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 町道 交安 カラー舗装   1.9km 25 ー

A4-7 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 町道 交安 安全施設設置   10箇所 5 ー

A4-8 道路 一般 大木町 直接 大木町 町道 交安 自歩道設置   0.46km 　 138 ー

A4-9 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市道 交安 カラー舗装   1.5km 30 ー

A4-10 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 町道 交安 歩道設置   0.182㎞ 83 ー

費用便益比

（1）八町牟田10号線 大木町

（1）大崎・下岩田14号線 小郡市

（他）波多江篠原線ほか13路線 糸島市

（1）大橋2丁目・寅新地線ほか16路線 行橋市

（1）山手線ほか2路線 遠賀町

（2）ナノミ・ミシマ線ほか９路線 みやこ町

（1）八町牟田10号線

事業実施期間（年度）

備考

（他）三国・大保原５０７９号線 小郡市

大木町

（1）尾野・泰仙寺線ほか４路線 みやま市

（他）小万崎～柳ヶ浦線 新宮町

番号

事業者

省略

工種

要素となる事業名 事業内容

市町村名

費用便益比

備考

番号

事業者

事業及び

施設種別

省略

工種

要素となる事業名

備考

番号

事業者

事業及び

施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業内容 市町村名

事業実施期間（年度）

費用便益比

備考

番号 事業者

事業及び

施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

費用便益比



A4-11 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 町道 交安 歩道設置   0.215㎞ 　 117 ー

A4-12 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 町道 交安 歩道設置   0.316㎞ 144 ー

A4-13 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 町道 交安 歩道設置   0.095㎞ 31 ー

A4-14 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 町道 交安 歩道設置   0.065㎞ 　 27 ー

A4-15 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市道 交安 路肩整備   0.12㎞ 23 ー

A4-16 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市道 交安 カラー舗装   3.2㎞ 26 ー

A4-17 道路 一般 中間市 直接 中間市 市道 交安 歩道設置   0.75km 80 ー

A4-18 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市道 交安 カラー舗装   2.0km 28 ー

A4-19 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市道 交安 歩道設置   0.2km 　 150 ー

A4-20 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市道 交安 カラー舗装   10箇所 4 ー

A4-21 道路 一般 志免町 直接 志免町 町道 交安 路肩整備   0.66㎞ 4 ー

A4-22 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 町道 交安 カラー舗装   0.5㎞ 　 4 ー

A4-23 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市道 交安 路肩整備   0.3㎞ 109 ー

A4-24 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 町道 交安 交差点改良   15ｍ 60 ー

A4-25 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 町道 交安 歩道設置   240ｍ 　 30 ー

A4-26 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 町道 交安 歩道設置   100ｍ 20 ー

A4-27 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 町道 交安 歩道設置   21ｍ 216 ー

A4-28 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市道 交安 歩道設置   95m 　 122 ー

A4-29 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市道 交安 歩道設置   98m 30 ー

A4-30 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市道 交安 踏切拡幅   10ｍ 130 ー

A4-31 道路 一般 八女市 直接 八女市 市道 交安 路肩整備   5.00㎞ 　 30 ー

A4-32 道路 一般 八女市 直接 八女市 市道 交安 路肩整備   0.96㎞ 8 ー

A4-33 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市道 交安 自転車道及び歩道設置   0.7km 358 ー

A4-34 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 町道 交安 歩道設置   450ｍ 　 35 ー

A4-35 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 町道 交安 カラー舗装   450ｍ 5 ー

A4-36 道路 一般 福智町 直接 福智町 町道 交安 歩道設置   2.07km 596 ー

小計（道路事業） 3,352 －

A5　港湾事業

事業

地域 交付 直接 港湾

全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接 種別

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（道路事業） ・・・ －

A6　都市防災・公園事業

（1）輝ヶ瀬水落線 福智町

（1）八女立花線ほか４路線 八女市

（1）石原・剣ヶ渕線 八女市

（2）翁･汐入線ほか3路線 古賀市

（2）鯉口・三反間線 水巻町

（他）野添・ヲワチ線 水巻町

（他）西・迎線 水巻町

（2）丸ノ西・五反五歩線 水巻町

（他）岩津・留佐線 みやま市

（2）大浦荻浦線 糸島市

（1）志免９４号線ほか２路線 志免町

（1）小原～吉の浦線 宇美町

（他）大内町住宅１号線 朝倉市

（1）引船・琵琶ノ首線 水巻町

（1）引船・琵琶ノ首線 水巻町

事業実施期間（年度）

費用便益比

備考

（他）深町線 新宮町

（他）神木線 新宮町

（他）中原８号線 新宮町

（他）中原２号線 新宮町

（他）上北島篠島線 筑後市

番号

事業者

省略

工種

要素となる事業名 事業内容 港湾・地区名

（1）高田・小向線ほか8路線 うきは市

（1）外扇・通谷線ほか4路線 中間市

（2）熊野平蔵免車路線ほか14路線 筑後市

（2）一条田中線 筑後市

（他）須恵55号線ほか9路線 宗像市

（1）三沢・乙隈5号線 小郡市

A6　都市防災・公園事業

事業

地域 交付 直接

事業実施期間（年度） 全体事業費

個別施設計画

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

策定状況

小計（都市防災・公園事業） ・・・ －

Ｃ　効果促進事業

C1　河川効果促進事業

事業

地域 交付 直接

全体事業費

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

・・・

C5　港湾効果促進事業

事業

地域 交付 直接

全体事業費

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

小計 0

C6　都市防災・公園事業効果促進事業

事業

地域 交付 直接

事業実施期間（年度） 全体事業費

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33 （百万円）

小計 ・・・

番号

一体的に実施することにより期待される効果

備考

番号

事業者

要素となる事業名 事業内容 市町村名 備考

番号

事業者

省略

要素となる事業名 事業内容

市町村名 事業実施期間（年度）

備考

工種

事業実施期間（年度）

備考

工種

備考

事業者

要素となる事業名 事業内容 市町村名

費用便益比

番号

事業者

省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

番号



Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業

地域 交付 直接

種別

種別 対象 間接

H29 H30 H31 H32 H33

合計

番号

交付金の執行状況

（単位：百万円）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

不用額
（h = c+d-e-f）

うち未契約繰越額
（g）

翌年度繰越額
（f）

支払済額
（e）

前年度からの繰越額
（d）

交付額
（c=a+b）

計画別流用
増△減額
（b）

配分額
（a）

H29 H30 H31 H32 H33

番号 事業者

要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容

市町村名

事業実施期間（年度）

全体事業費

（百万円）

備考

（面積等）

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

(h = (g+h)/(c+d)）



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 通学路における安全対策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成２９年度～平成３３年度　（５年間） 交付対象
八女市、筑後市、行橋市、中間市、小郡市、宗像市、古賀市、うきは市、朝倉市、みやま市、
糸島市、宇美町、志免町、新宮町、水巻町、遠賀町、大木町、福智町、みやこ町

糸島市

●A4-7

●A4-17

●A4-6

●A4-5

●A4-4,30
A4-21●

●A4-33

●A4-24,25,26,27,34,35

●A4-22

●A4-20

●A4-10,11,12,13,14

●A4-36

対象地域

（福岡県全域）

凡例

●基幹事業（道路）

●A4-9,29

●A4-15,18,19

●A4-1,3,28

A4-2,8● ●A4-31,32

●A4-16

●A4-23



計画の名称：   通学路における安全対策の推進(防災・安全）

事業主体名： 八女市、筑後市、行橋市、中間市、小郡市、宗像市、古賀市、うきは市、朝倉市、みやま市、糸島
市、宇美町、志免町、新宮町、水巻町、遠賀町、大木町、福智町、みやこ町

チェック欄チェック欄チェック欄チェック欄

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

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

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

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

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

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

⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境⑤円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性）（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性） ○○○○

⑥地元の機運⑥地元の機運⑥地元の機運⑥地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性）（住民、民間等の活動・関連事業との連携等よる事業効果発現の確実性） ○○○○

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

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

Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性Ⅰ．目標の妥当性

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


