
１２．既存施設の長寿命化の推進 ○

平成24年度　～　平成28年度　（5年間）

・「点検」が必要な橋梁に対し、「点検」を実施した橋梁の割合の向上　
・対策が必要な橋梁に対し、対策を実施した橋梁の割合の向上

（H24当初） （H28末）

事　後　評　価　

○事後評価の実施体制、実施時期

平成３１年３月

交付対象団体のホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

A１　道路事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

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

12-A1 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 156 策定済

12-A2 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 修繕 45 策定済

12-A3 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 42 策定済

12-A4 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 14 策定済

12-A5 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 11 策定済

12-A6 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 16 策定済

12-A7 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 50 策定済

12-A8 道路 一般 赤村 直接 赤村 市町村道 修繕 45 策定済

12-A9 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 67 策定済

12-A10 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 56 策定済

12-A11 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 455 策定済

12-A12 道路 一般 大川市 直接 大川市 市町村道 修繕 30 策定済

12-A13 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 74 策定済

事後評価の実施時期

交付対象団体にて評価を実施 公表の方法

省略
工種

要素となる事業名

（他）本村守部線・小石原川橋ほか6橋・大刀洗町工区 橋梁補修　７橋 大刀洗町

（１）浄真町駅西通線白金陸橋ほか18橋・大牟田市工区 橋梁補修　１９橋 大牟田市

橋梁補修　１４橋 豊前市（２）山内・下河内線大久保橋ほか13橋・豊前市工区

Ｄ 0百万円 12.7%

0%

市町村名

古賀市

春日市

古賀市

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

点検実施率（％）＝（「点検」を実施した道路施設数）／（「点検」が必要な道路施設数）

（１）鬼古賀下林線島添橋ほか5橋・大川市工区 橋梁補修　６橋 大川市

橋梁補修　１橋

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

Ａ 9,010百万円

0%

重点計画の該当

・（九州周防灘地区定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施

される要素事業：A-13,201,229,230,237

・（久留米広域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施され

る要素事業：A-

10,12,154,163,172,173,181,190,196,226,236,239

・（八女市定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される事

業：A-106,161

・（第2次有明県域定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施

される事業：A-11,145,162,197,225,238

・（北九州都市圏域連携中枢都市圏ビジョン）に基づき実施

される事業：A-13,14,15,18,19,151,155,156

171,174,178,179,182,183,184,189,198,199

200,201,202,203,204,208,210,214,228,229

230,232,233,237,244,245

備考

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

橋梁補修　１橋 広川町

（１）増永吉田線・広川町工区

平成28年10月11日

広川町

100%

社会資本総合整備計画
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

道路施設の適確な老朽化対策の推進のため、維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく定期点検・診断、修繕・更新等の公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を踏まえた橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、門型標識、シェッド等にか
かる「定期点検」及び「修繕（修繕と同時に行う耐震補強含む）」、「更新」、「撤去」等の対策と、「長寿命化計画の策定」を適切に実施することにより、総合的な事前防災・減災対策、老朽化対策を行い、生活空間の安全確保を図る。（平成２６年度ま
での、道路ストック総点検および、これに基づく修繕を含む。）

　　定量的指標の定義及び算定式

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値
備考

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値

－Ｂ10,326百万円

中間目標値

100%

Ｃ

対策実施率（％）＝（対策を実施した道路施設数）／（対策が必要な道路施設数）

1,316百万円全体事業費

事後評価の実施体制

番号 道路種別

（２）中道線五楽橋外5橋・古賀市工区 橋梁補修　６橋

（２）２級第２２号路線・春日市工区 橋梁補修　１橋

（２）千鳥新原線久保橋外2橋・古賀市工区 橋梁補修　３橋

交付対象事業

事業内容事業者

（１）古賀・頃末線・水巻町工区 橋梁補修　１橋 水巻町

（他）局前～新今川橋線・赤村工区 橋梁補修　１橋 赤村

（他）薦野18号線田中橋ほか16橋・古賀市工区 橋梁補修　１７橋 古賀市

（１）藤田線・広川町工区 橋梁補修　１橋 広川町

（１）太田一条線・広川町工区



12-A14 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道 改築 200 策定済

12-A15 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道 修繕 122 策定済

12-A16 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 市町村道 修繕 213 策定済

12-A17 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 226 策定済

12-A18 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 135 策定済

12-A19 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 341 策定済

12-A20 道路 一般 福津市 直接 福津市 市町村道 修繕 278 策定済

12-A21 道路 一般 大任町 直接 大任町 市町村道 修繕 77 策定済

12-A22 道路 一般 赤村 直接 赤村 市町村道 修繕 171 策定済

12-A23 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 294 策定済

12-A24 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 72 策定済

12-A25 道路 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 市町村道 修繕 79 策定済

12-A26 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 修繕 115 策定済

12-A27 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 74 策定済

12-A28 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 11 策定済

12-A75 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 22 策定済

12-A82 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 26 －

12-A90 道路 一般 久山町 直接 久山町 市町村道 修繕 13 策定済

12-A93 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道 修繕 98 策定済

12-A95 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 44 －

12-A106 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 修繕 110 策定済

12-A145 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 修繕 橋梁補修  ７橋 135 策定済

12-A146 道路 一般 川崎町 直接 川崎町 市町村道 修繕 橋梁補修  ９橋 200 策定済

12-A151 道路 一般 香春町 直接 香春町 市町村道 修繕 橋梁補修  ５橋 23 策定済

12-A153 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 修繕 90 策定済

12-A154 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 85 策定済

12-A155 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道 修繕 131 策定済

12-A156 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 市町村道 修繕 84 策定済

12-A157 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村道 修繕 460 策定済

12-A158 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 修繕 75 策定済

12-A159 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 32 策定済

12-A160 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 319 策定済

12-A161 道路 一般 八女市 直接 八女市 市町村道 修繕 88 策定済

12-A162 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市町村道 修繕 31 策定済

12-A163 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 修繕 353 策定済

12-A164 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 421 策定済

12-A165 道路 一般 志免町 直接 志免町 市町村道 修繕 24 策定済

12-A166 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 市町村道 修繕 42 策定済

12-A167 道路 一般 添田町 直接 添田町 市町村道 修繕 125 策定済

12-A168 道路 一般 福津市 直接 福津市 市町村道 修繕 93 策定済

12-A169 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 162 策定済

12-A170 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 市町村道 修繕 35 策定済

12-A171 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 105 策定済

12-A172 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 橋梁補修　１橋 19 策定済

12-A173 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 橋梁補修　１橋 11 策定済

12-A174 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 市町村道 修繕 72 策定済

12-A175 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 38 策定済

12-A176 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 修繕 76 策定済
12-A177 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 48 策定済

12-A178 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 26 策定済

12-A179 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 58 策定済

12-A180 道路 一般 東峰村 直接 東峰村 市町村道 修繕 106 策定済

12-A181 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 修繕 11 策定済

12-A182 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 67 策定済

12-A183 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 修繕 50 策定済

12-A184 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 39 策定済

12-A185 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 市町村道 修繕 15 策定済

12-A186 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 市町村道 修繕 14 策定済

12-A187 道路 一般 広川町 直接 広川町 市町村道 修繕 25 策定済

12-A188 道路 一般 福津市 直接 福津市 市町村道 修繕 42 策定済

12-A189 道路 一般 直方市 直接 直方市 市町村道 修繕 28 策定済

橋梁点検事業 橋梁点検 広川町

橋梁点検事業 橋梁点検 福津市

橋梁点検事業 橋梁点検 直方市

橋梁点検事業 橋梁点検 宇美町

橋梁点検事業 橋梁点検 太宰府市

（２）三八松120号線八田橋ほか1橋・大木町工区 橋梁補修　　２橋 大木町

（他）桐ノ木・貴船線　桐ノ木１号線ほか5橋・宮若市工区 橋梁補修　　６橋 宮若市

（２）土井ノ内・ウドの上線二反田橋ほか11橋・行橋市工区 橋梁補修　　１２橋 行橋市

（１）新橋線新橋ほか4橋・直方市工区 橋梁補修　　５橋 直方市

（１）中崎砥石渡線川曲橋ほか9橋・東峰村工区 橋梁補修　　１０橋 東峰村

（２）大井・駕与丁線高橋ほか2橋・粕屋町工区 橋梁補修　　３橋 粕屋町
（他）西原・仏谷線一の瀬橋ほか11橋・朝倉市工区 橋梁補修　１２橋 朝倉市
（２）橋詰上ノ原線松本橋ほか1橋・福智町工区 橋梁補修　　３橋 福智町

（１）砂山・中底井野線下大隈田水路1号橋ほか5橋・中間市工区 橋梁補修　　６橋 中間市

栗木・探野線神の園橋・うきは市工区 うきは市

（１）役場・猪倉線石ヶ崎橋ほか5橋・鞍手町工区 橋梁補修　　６橋 鞍手町

（他）東福間駅自由通路・福津市工区 橋梁補修　１橋 福津市

（１）才田・庄内線、城ヶ浦橋ほか6橋・嘉麻市工区 橋梁補修　７橋 嘉麻市

（1）城山～新原線熊本橋ほか1橋・須恵町工区 橋梁補修　２橋 須恵町

（１）権現堂幹線・権現堂橋ほか3橋・小竹町工区 橋梁補修　　４橋 小竹町

（１）上町・下井線不動谷二号橋ほか10橋・添田町工区 橋梁補修　１８橋 添田町

（2）枝光保加町線並石橋ほか2橋・柳川市工区 橋梁補修　３橋 柳川市

（１）大崎・下岩田１４号線稲吉橋ほか11橋・小郡市工区 橋梁補修　１２橋 小郡市

（他）江井手本線・本田野橋ほか24橋・宗像市工区 橋梁補修　１９橋 宗像市

内浦・什王堂線汐入川橋ほか6橋・岡垣町工区 橋梁補修　７橋 岡垣町

流川・宮田線流川橋・うきは市工区 うきは市

（他）石岡線・石岡橋ほか5橋・八女市工区 橋梁補修　３橋 八女市

（他）神田京町1号線井場川下橋ほか20橋・苅田町工区 橋梁補修　２１橋 苅田町

(他)旧県道井原線立角橋ほか8橋・糸島市工区 橋梁補修　９橋 糸島市

（他）名子山線・名子山跨道橋ほか7橋・新宮町工区 橋梁補修　８橋 新宮町

(1)席田・浦田線志免平成橋ほか1橋・志免町工区 橋梁補修　２橋 志免町

（他）障子岳1号線・宇美町工区 橋梁補修　８橋 宇美町

（他）新町1号線・第2少田橋ほか6橋・遠賀町工区 橋梁補修　７橋 遠賀町

橋梁点検事業 橋梁点検 八女市

（1）尾野・河原内線・立山橋ほか6橋・みやま市工区 みやま市

（2）上真崎宮ノ前線柏木橋ほか8橋・川崎町工区 川崎町

（２）前川原～沓形線・下香春橋ほか4橋・香春町工区 香春町

（１）馬間田下妻線蔵屋敷１号橋ほか4橋・筑後市工区 橋梁補修　５橋 筑後市

(他)成道寺橋・大橋線・成道寺橋ほか11橋・田川市工区 橋梁補修　１２橋 田川市

法面補修 L=0.05km 太宰府市

（他）原田・美しが丘北線五郎山大橋ほか1橋・筑紫野市工区 橋梁補修　２橋 筑紫野市

（１）第１２号路線春日橋ほか6橋・春日市工区 橋梁補修　７橋 春日市

（他）南ヶ丘・日の浦線牛頸橋ほか8橋・大野城市工区 橋梁補修　９橋 大野城市

（２）柳場～後山線柳場橋ほか11橋・赤村工区

(1)那珂川鳥栖線　大谷二の橋ほか11橋・那珂川町工区 橋梁補修　１２橋 那珂川町

中央第１線江南橋ほか3橋・うきは市工区 橋梁補修　4橋 うきは市

橋梁補修　９橋 桂川町

橋梁補修　１２橋 赤村

（１）片島・平恒線徳前大橋ほか1橋・飯塚市工区 橋梁補修　２橋 飯塚市

（１）北古賀・中屋線馬場嶋橋ほか8橋・桂川町工区

橋梁補修　１４橋 福津市

（１）上今任・向田線今任橋・大任町工区 橋梁補修　１橋

橋梁点検事業 橋梁点検 久山町

橋梁点検事業 橋梁点検 糸島市

（１）長浦見六線・福智町工区 法面補修 L=0.05km 福智町

（１）観世音寺土地区画整理事業長浜太宰府線都府楼大橋外・太宰府市工区 橋梁補修　１１橋 太宰府市

橋梁点検事業 橋梁点検 古賀市

（他）水城団地６号線・太宰府市工区

（他）五徳線五徳橋ほか4橋・みやこ町工区 橋梁補修　５橋 みやこ町

大任町

（１）曽根田・篠隈線玉虫橋ほか4橋・筑前町工区 橋梁補修　５橋 筑前町

（他）帯田・汐辛田線丸ノ内2号橋ほか8橋・芦屋町工区 橋梁補修　９橋 芦屋町

（１）月夜待・ヌメリ石線吉田大橋ほか13橋・水巻町工区 橋梁補修　１４橋 水巻町

（１）手光・上西郷線・光陽台跨線橋ほか13橋・福津市工区

（他）龍毛線・みやこ町工区 橋梁架替　１橋 みやこ町

（２）増永吉田線増永橋ほか8橋・広川町工区 橋梁補修　９橋 広川町



12-A190 道路 一般 大木町 直接 大木町 市町村道 修繕 20 策定済

12-A191 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 市町村道 修繕 173 策定済

12-A192 道路 一般 篠栗町 直接 篠栗町 市町村道 修繕 13 策定済

12-A193 道路 一般 須恵町 直接 須恵町 市町村道 修繕 19 策定済

12-A194 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 市町村道 修繕 7 策定済

12-A195 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 市町村道 修繕 30 策定済

12-A196 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 市町村道 修繕 21 策定済

12-A197 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 市町村道 修繕 65 策定済

12-A198 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 市町村道 修繕 12 策定済

12-A199 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 市町村道 修繕 22 策定済

12-A200 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 32 策定済

12-A201 道路 一般 築上町 直接 築上町 市町村道 修繕 22 策定済

12-A202 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 市町村道 修繕 52 策定済

12-A203 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 市町村道 修繕 29 策定済

12-A204 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 市町村道 修繕 9 策定済

12-A205 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 市町村道 修繕 56 策定済

12-A206 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 市町村道 修繕 10 策定済

12-A207 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 市町村道 修繕 34 策定済

12-A208 道路 一般 中間市 直接 中間市 市町村道 修繕 25 策定済

12-A209 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 市町村道 修繕 4 策定済

12-A210 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 市町村道 修繕 10 策定済

12-A211 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 市町村道 修繕 11 策定済

12-A212 道路 一般 川崎町 直接 川崎町 市町村道 修繕 44 策定済

12-A213 道路 一般 大任町 直接 大任町 市町村道 修繕 10 策定済

12-A214 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 11 策定済

12-A215 道路 一般 田川市 直接 田川市 市町村道 修繕 35 策定済

12-A216 道路 一般 添田町 直接 添田町 市町村道 修繕 19 策定済

12-A217 道路 一般 福智町 直接 福智町 市町村道 修繕 55 策定済

12-A218 道路 一般 赤村 直接 赤村 市町村道 修繕 10 策定済

12-A219 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 市町村道 修繕 30 策定済

12-A220 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 市町村道 修繕 20 策定済

12-A221 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 市町村道 修繕 6 策定済

12-A222 道路 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 市町村道 修繕 20 策定済

12-A223 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 修繕 10 策定済

12-A224 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 修繕 2 策定済

12-A225 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 市町村道 修繕 30 策定済

12-A226 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 市町村道 修繕 8 策定済

12-A227 道路 一般 宗像市 直接 宗像市 市町村道 修繕 25 策定済

12-A228 道路 一般 香春町 直接 香春町 市町村道 修繕 21 策定済

12-A229 道路 一般 上毛町 直接 上毛町 市町村道 修繕 26 策定済

12-A230 道路 一般 上毛町 直接 上毛町 市町村道 修繕 15 策定済

12-A231 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 市町村道 修繕 24 策定済

12-A232 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 市町村道 修繕 10 策定済

12-A233 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 市町村道 修繕 19 策定済

12-A234 道路 一般 志免町 直接 志免町 市町村道 修繕 14 策定済

12-A235 道路 一般 大任町 直接 大任町 市町村道 修繕 7 策定済

12-A236 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 市町村道 修繕 36 策定済

12-A237 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 市町村道 修繕 50 策定済

12-A238 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 市町村道 修繕 80 策定済

12-A239 道路 一般 大川市 直接 大川市 市町村道 修繕 6 策定済

12-A240 道路 一般 春日市 直接 春日市 市町村道 修繕 8

12-A241 道路 一般 赤村 直接 赤村 市町村道 修繕 2 策定済

12-A242 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 市町村道 修繕 3 策定済

12-A244 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 市町村道 修繕 1

12-A245 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 市町村道 修繕 2 策定済

12-A246 道路 一般 福津市 直接 福津市 市町村道 修繕 35 策定済

小計（道路事業） 9,010 －

（１）本町・新延線第四藺牟田橋ほか8橋・鞍手町工区 橋梁補修　９橋 鞍手町

橋梁点検事業 橋梁点検 志免町

大任町

橋梁点検事業 橋梁点検 小郡市

橋梁点検事業 橋梁点検 豊前市

長寿命化修繕計画策定事業 計画策定（見直）

橋梁点検事業 橋梁点検 柳川市

橋梁点検事業 橋梁点検 大川市

大型カルバート点検事業 大型カルバート点検 春日市

（他）飛道・上桜線島台橋・大任町工区 橋梁補修　１橋

赤村

橋梁点検事業 橋梁点検 那珂川町

（他）八反田線吉川橋撤去 橋梁撤去 宮若市
（他）東福間団地75号線JR東福間駅構内側道橋撤去 橋梁撤去 福津市

道路附属物点検事業 横断歩道橋点検 岡垣町

橋梁点検事業 橋梁点検 宗像市

橋梁点検事業 橋梁点検 香春町

橋梁点検事業 橋梁点検 春日市

長寿命化修繕計画策定事業 計画策定（見直） 春日市

橋梁点検事業 橋梁点検 大牟田市

橋梁点検事業 橋梁点検 遠賀町

（１）矢方・学校線下ノ川橋ほか1橋・上毛町工区 橋梁補修　２橋 上毛町

橋梁点検事業 橋梁点検 上毛町

橋梁点検事業 橋梁点検 大野城市

橋梁点検事業 橋梁点検 桂川町

橋梁点検事業 橋梁点検 筑紫野市

橋梁点検事業 橋梁点検 福智町

橋梁点検事業 橋梁点検 赤村

橋梁点検事業 橋梁点検 飯塚市

橋梁点検事業 橋梁点検 うきは市

橋梁点検事業 橋梁点検 田川市

橋梁点検事業 橋梁点検 添田町

橋梁点検事業 橋梁点検 糸田町

橋梁点検事業 橋梁点検 川崎町

橋梁点検事業 橋梁点検 大任町

橋梁点検事業 橋梁点検 嘉麻市

橋梁点検事業 橋梁点検 芦屋町

橋梁点検事業 橋梁点検 水巻町

橋梁点検事業 橋梁点検 朝倉市

橋梁点検事業 橋梁点検 筑前町

橋梁点検事業 橋梁点検 筑後市

橋梁点検事業 橋梁点検 岡垣町

橋梁点検事業 橋梁点検 苅田町

橋梁点検事業 橋梁点検 みやこ町

橋梁点検事業 橋梁点検 鞍手町

橋梁点検事業 橋梁点検 宮若市

橋梁点検事業 橋梁点検 築上町

橋梁点検事業 橋梁点検 中間市

橋梁点検事業 橋梁点検 みやま市

橋梁点検事業 橋梁点検 小竹町

橋梁点検事業 橋梁点検 須恵町

橋梁点検事業 橋梁点検 新宮町

橋梁点検事業 橋梁点検 粕屋町

橋梁点検事業 橋梁点検 行橋市

中道線五楽橋ほか5橋 橋梁補修　　６橋 古賀市

橋梁点検事業 橋梁点検 篠栗町

橋梁点検事業 橋梁点検 大刀洗町

橋梁点検事業 橋梁点検 大木町



Ｃ　効果促進事業

C1　道路効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28 （百万円）

12-C1 道路 一般 篠栗町 直接 篠栗町 6

12-C2 道路 一般 志免町 直接 志免町 6

12-C3 道路 一般 柳川市 直接 柳川市 20

12-C4 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 9

12-C5 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 5

12-C6 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 2

12-C7 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 4

12-C8 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 6

12-C9 道路 一般 大任町 直接 大任町 12

12-C10 道路 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 14

12-C11 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 18

12-C12 道路 一般 広川町 直接 広川町 3

12-C13 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 6

12-C14 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 12

12-C15 道路 一般 大木町 直接 大木町 10

12-C16 道路 一般 直方市 直接 直方市 5

12-C17 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 5

12-C18 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 20

12-C19 道路 一般 上毛町 直接 上毛町 7

12-C20 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 8

12-C21 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 15

12-C22 道路 一般 八女市 直接 八女市 18

12-C23 道路 一般 中間市 直接 中間市 13

12-C24 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 14

12-C25 道路 一般 田川市 直接 田川市 10

12-C26 道路 一般 福智町 直接 福智町 8

12-C27 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 12

12-C28 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 15

12-C29 道路 一般 直方市 直接 直方市 9

12-C30 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 8

12-C31 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 3

12-C32 道路 一般 志免町 直接 志免町 3

12-C33 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 10

12-C34 道路 一般 上毛町 直接 上毛町 7

12-C35 道路 一般 大川市 直接 大川市 4

12-C36 道路 一般 大牟田市 直接 大牟田市 20

12-C37 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 15

12-C38 道路 一般 直方市 直接 直方市 3

12-C39 道路 一般 直方市 直接 直方市 7

12-C40 道路 一般 添田町 直接 添田町 2

12-C41 道路 一般 田川市 直接 田川市 15

12-C42 道路 一般 粕屋町 直接 粕屋町 11

12-C43 道路 一般 中間市 直接 中間市 34

12-C44 道路 一般 遠賀町 直接 遠賀町 8

12-C45 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 9

12-C46 道路 一般 八女市 直接 八女市 1

12-C47 道路 一般 八女市 直接 八女市 1

12-C48 道路 一般 八女市 直接 八女市 1

12-C49 道路 一般 八女市 直接 八女市 1

12-C50 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 6

12-C51 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 4

12-C52 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 9

12-C53 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 舗装点検 1

12-C54 道路 一般 水巻町 直接 水巻町 道路照明点検 5

12-C55 道路 一般 福智町 直接 福智町 12

12-C56 道路 一般 嘉麻市 直接 嘉麻市 舗装・道路付属物点検 4

12-C57 道路 一般 糸田町 直接 糸田町 舗装点検 5

計画・調査 道路ストック総点検 嘉麻市

計画・調査 道路ストック総点検 糸田町

計画・調査 道路ストック総点検 水巻町

計画・調査 道路附属物点検 水巻町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・擁壁等点検 福智町

計画・調査 道路附属物点検 照明・標識点検 宮若市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・道路付属物点検 筑後市

計画・調査 道路附属物点検 道路附属物点検 八女市

計画・調査 舗装点検 舗装点検 宮若市

計画・調査 舗装点検 舗装点検 八女市

計画・調査 法面・擁壁点検 法面・擁壁点検 八女市

計画・調査 主要幹線道路照明灯点検調査 道路照明点検 芦屋町

計画・調査 トンネル点検 トンネル点検 八女市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 中間市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検 遠賀町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検等 田川市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・道路付属物 粕屋町

計画・調査 道路ストック総点検 法面・盛土・擁壁等点検 直方市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・道路付属物点検 添田町

計画・調査 道路ストック総点検 道路照明点検 大野城市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検 直方市

計画・調査 道路ストック総点検 道路照明点検 大川市

計画・調査 道路ストック総点検 道路照明点検 大牟田市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 574橋 糸島市

計画・調査 道路ストック総点検 法面・道路標識点検 上毛町

計画・調査 舗装修繕計画策定事業 舗装点検 桂川町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検 志免町

計画・調査 王子団地路面陥没対策 路面陥没調査 直方市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検・道路付属物 那珂川町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 56橋 糸田町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 310橋 嘉麻市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 245橋 田川市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 141橋 福智町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 70橋 中間市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 123橋 岡垣町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 140橋 朝倉市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 251橋 八女市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 97橋 上毛町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 112橋 行橋市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 50橋 鞍手町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 393橋 宮若市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 213橋 大木町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 190橋 直方市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 88橋 粕屋町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 63橋 うきは市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 21橋 太宰府市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 8橋 広川町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 71橋 大任町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 141橋 筑紫野市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 143橋 みやこ町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 323橋 筑前町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 208橋 豊前市

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 106橋 苅田町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 14橋 小竹町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 81橋 篠栗町

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 81橋 志免町

事業実施期間（年度）
備考

工種

計画・調査 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 計画策定 449橋 柳川市

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名



12-C58 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 舗装点検 5

12-C59 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 法面・盛土・擁壁等点検 13

12-C60 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 道路照明点検 4

12-C61 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 トンネル点検 1

12-C62 道路 一般 川崎町 直接 川崎町 舗装点検 8

12-C63 道路 一般 筑前町 直接 筑前町 舗装点検 23

12-C64 道路 一般 豊前市 直接 豊前市 舗装・法面・付属物点検 8

12-C65 道路 一般 那珂川町 直接 那珂川町 照明器具・構造物点検 1

12-C66 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 舗装点検 2

12-C67 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 法面点検 3

12-C68 道路 一般 新宮町 直接 新宮町 舗装点検 2

12-C69 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 舗装点検・道路付属物 21

12-C70 道路 一般 添田町 直接 添田町 防災無線整備 350

12-C71 道路 一般 大任町 直接 大任町 舗装点検等 1

12-C72 道路 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 舗装点検 1

12-C73 道路 一般 苅田町 直接 苅田町 15

12-C74 道路 一般 桂川町 直接 桂川町 5

12-C75 道路 一般 古賀市 直接 古賀市 橋梁点検 2

12-C76 道路 一般 赤村 直接 赤村 8

12-C77 道路 一般 朝倉市 直接 朝倉市 15

12-C78 道路 一般 飯塚市 直接 飯塚市 24

12-C79 道路 一般 大野城市 直接 大野城市 9

12-C80 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 橋梁点検 12

12-C81 道路 一般 鞍手町 直接 鞍手町 舗装点検 4

12-C82 道路 一般 大木町 直接 大木町 1

12-C83 道路 一般 広川町 直接 広川町 計画策定 8

12-C84 道路 一般 広川町 直接 広川町 10

12-C85 道路 一般 岡垣町 直接 岡垣町 7

12-C86 道路 一般 みやこ町 直接 みやこ町 道路照明他点検 4

12-C87 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 橋梁点検 5

12-C88 道路 一般 八女市 直接 八女市 橋梁点検 10

12-C89 道路 一般 芦屋町 直接 芦屋町 2

12-C90 道路 一般 久山町 直接 久山町 橋梁点検 1

12-C91 道路 一般 久山町 直接 久山町 舗装・トンネル点検 5

12-C92 道路 一般 行橋市 直接 行橋市 9

12-C93 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 橋梁点検 3

12-C94 道路 一般 篠栗町 直接 篠栗町 4

12-C95 道路 一般 小竹町 直接 小竹町 5                 

12-C96 道路 一般 八女市 直接 八女市 9                 

12-C97 道路 一般 小郡市 直接 小郡市 5                 

12-C98 道路 一般 みやま市 直接 みやま市 10               

12-C99 道路 一般 宇美町 直接 宇美町 2

12-C100 道路 一般 福津市 直接 福津市 13

12-C101 道路 一般 宮若市 直接 宮若市 13

12-C102 道路 一般 香春町 直接 香春町 3

12-C103 道路 一般 直方市 直接 直方市 橋梁点検 22

12-C104 道路 一般 うきは市 直接 うきは市 7

12-C105 道路 一般 太宰府市 直接 太宰府市 橋梁点検 5

12-C106 道路 一般 八女市 直接 八女市 橋梁点検 15

12-C109 道路 一般 筑後市 直接 筑後市 80

12-C116 道路 一般 赤村 直接 赤村 20

小計 1,316

計画・調査 橋梁点検事業 太宰府市

計画・調査 橋梁点検事業 八女市

修繕 花田跨線橋線花田跨線橋撤去 橋梁撤去 筑後市

修繕 珠数丸～大伊良線旧ｶﾞﾗﾝ堂橋撤去 橋梁撤去 赤村

計画・調査 橋梁点検事業 直方市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検 うきは市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 宮若市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 香春町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検 宇美町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 福津市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 小郡市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 みやま市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検 小竹町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装点検 八女市

計画・調査 橋梁点検事業 糸島市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 篠栗町

計画・調査 橋梁点検事業 久山町

計画・調査 道路ストック総点検 久山町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 行橋市

計画・調査 橋梁点検事業 太宰府市

計画・調査 橋梁点検事業 八女市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 芦屋町

計画・調査 道路ストック総点検 法面・付属物点検 岡垣町

計画・調査 道路ストック総点検 みやこ町

計画・調査 橋梁点検事業 広川町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・付属物点検 広川町

計画・調査 橋梁点検事業 鞍手町

計画・調査 道路ストック総点検 鞍手町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・付属物点検 大木町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 飯塚市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面点検 大野城市

計画・調査 道路ストック総点検 法面・盛土・擁壁等点検 赤村

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 朝倉市

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・付属物点検 桂川町

計画・調査 橋梁点検事業 古賀市

計画・調査 道路ストック総点検 大任町

計画・調査 道路ストック総点検 大刀洗町

計画・調査 道路ストック総点検 舗装・法面・付属物点検 苅田町

計画・調査 道路ストック総点検 新宮町

計画・調査 道路ストック総点検 古賀市

防災 情報通信施設整備事業 添田町

計画・調査 道路ストック総点検 那珂川町

計画・調査 道路ストック総点検 太宰府市

計画・調査 道路ストック総点検 太宰府市

計画・調査 道路ストック総点検 川崎町

計画・調査 道路ストック総点検 筑前町

計画・調査 道路ストック総点検 豊前市

計画・調査 道路ストック総点検 糸島市

計画・調査 道路ストック総点検 糸島市

計画・調査 道路ストック総点検 糸島市

計画・調査 道路ストック総点検 糸島市



番号 一体的に実施することにより期待される効果

12-C1

12-C2

12-C3

12-C4

12-C5

12-C6

12-C7

12-C8

12-C9

12-C10

12-C11

12-C12

12-C13

12-C14

12-C15

12-C16

12-C17

12-C18

12-C19

12-C20

12-C21

12-C22

12-C23

12-C24

12-C25

12-C26

12-C27

12-C28

12-C29

12-C30

12-C31

12-C32

12-C33

12-C34

12-C35

12-C36

12-C37

12-C38

12-C39

12-C40

12-C41

12-C42

12-C43

12-C44

12-C45

12-C46

12-C47

12-C48

12-C49

12-C50

12-C51

12-C52

12-C53

12-C54

12-C55

12-C56

12-C57

12-C58

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路照明の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

トンネルの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路付属物の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

舗装等の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路照明の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路照明の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路照明の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

道路標識の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路照明の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

備考

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

雨水管の損傷が原因と考えられる道路陥没により道路交通に障害を起こしていることから、雨水管の調査を行い、適切な補修を実施することにより、交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。

橋梁長寿命化修繕計画を策定することにより、橋梁の長寿命化を図り道路網の安全性・信頼性を確保する。



12-C59

12-C60

12-C61

12-C62

12-C63

12-C64

12-C65

12-C66

12-C67

12-C68

12-C69

12-C70

12-C71

12-C72

12-C73

12-C74

12-C75

12-C76

12-C77

12-C78

12-C79

12-C80

12-C81

12-C82

12-C83

12-C84

12-C85

12-C86

12-C87

12-C88

12-C89

12-C90

12-C91

12-C92

12-C93

12-C94

12-C95

12-C96

12-C97

12-C98

12-C99

12-C100

12-C101

12-C102

12-C103

12-C104

12-C105

12-C106

12-C109

12-C116

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

番号

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）

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む橋梁の撤去の実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

老朽化の進む橋梁の撤去の実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

番号

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む橋梁の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

法面の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

防災無線の整備により、町の防災体制強化が図られ、安全・安心な街づくりに寄与する。

トンネルの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

老朽化の進む舗装の点検を行うことにより、適切な修繕時期の把握を行い、修繕実施により道路交通の安全性・快適性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路ストックの点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。

道路照明の点検を行うことにより、損傷程度の把握を行い、必要な補修を実施することにより道路交通の安全性を確保する。



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・道路施設の維持修繕に関する省令・告示の規定に基づく点検を実施することで、総合的な事前防災・減災対策、老朽化が図られ、生活空間の安全を確保した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を踏まえた橋梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、門型標識、シェッド等の「修繕」「更新」「撤去」等の対策を実施することにより、
　　　交付対象事業の効果の発現状況 　総合的な事前防災・減災対策、老朽化が図られ、生活空間の安全を確保した。

最終目標値 100% ・予算の状況により、後年度の点検とした。
Ⅱ定量的指標の達成状況 ・点検方法が、遠方目視から近接目視となり、委託費が増となったため。

最終実績値 79%

最終目標値 100% ・補修費に対しての予算の確保に苦慮し、計画どおり補修工事を行うことができなかった。
・当初見込みより事業費が増加したため。
・計画策定後に、優先順位の高い橋梁が判明したため、当初計画橋梁に対し未工事の橋梁が発生した。

最終実績値 84%

最終目標値

最終実績値

Ⅲ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）

３．特記事項（今後の方針等）

・新たな社会資本総合整備計画「既存施設の長寿命化の推進（防災・安全）」により、引き続き事業を実施している。

指標①（点検の
実施率）

指標②（対策の
実施率）

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値

目標値と実績値
に差が出た要因

に差が出た要因



社会資本総合整備計画　参考図面

計画の名称 １２．既存施設の長寿命化の推進

計画の期間 平成２４年度～平成２８年度　（５年間） 交付対象

古賀市、春日市、広川町、水巻町、赤村、うきは市、みやこ町、芦屋町、鞍手町、遠賀町、岡
垣町、嘉麻市、苅田町、宮若市、桂川町、行橋市、志免町、糸田町、糸島市、篠栗町、小竹
町、上毛町、新宮町、須恵町、太宰府市、大川市、大刀洗町、大任町、大牟田市、大木町、大
野城市、築上町、筑後市、筑紫野市、筑前町、中間市、朝倉市、直方市、添田町、田川市、那
珂川町、粕屋町、八女市、飯塚市、福智町、福津市、豊前市、柳川市、川崎町、みやま市、香
春町、宇美町、小郡市、久山町、宗像市、東峰村

（参考様式３）

対象地域

（福岡県全域）

糸島市

●12-A1,3,9,75,191

12-C2，32●

凡例

●基幹事業（道路）

●関連社会資本整備事業

●効果促進事業

●12-A10,196

●12-A11,225

12-A12,239●

●12-A170,193

●12-A158,194

●12-A16,206

●12-A159,207

●12-A4～6,17,187

●12-A24,221

●12-A14,15,204

●12-A13,237

●12-A167,216

●12-A160,215

●12-A20,168,188,246

●12-A171,214,244
●12-A7,19,210

●12-A18,209

●12-A169,220

12-A23,219●

●12-A8,22,218,241
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