


平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　福岡市

改築事業（幹線道路ネットワーク整備） （単位：百万円）
全体事業費

(億円） 事業費 負担金

一般国道3号 博多バイパス L=7.7km 449 700 233

・調査推進：香椎地区（埋蔵文化財調査）
　　　　　　構造物詳細設計
・用地買収推進：下原・香椎駅東・香椎・水谷・
　　　　　　　  松崎地区 A=390m2
・用地国債(再取得)：香椎駅東・香椎・
                    水谷地区 A=3,200m2
・工事推進：松香台跨道橋(L=54m)上部工
            香椎地区改良 L=700m
　　　　　　石坂地区改良 L=100m
            水谷地区改良 L=300m

・調査推進：＜道路詳細設計＞
　　　　　　＜構造物詳細設計＞
・用地買収推進：＜下原・香椎駅東・香椎・
 　　　　　　　　水谷・松崎地区 A=1,900m2＞
・用地補償：＜香椎地区支障物件移設補償＞
・工事推進：＜松香台地区改良 L=140m＞
　　　　　　＜脇田地区改良 L=300＞
　　　　　　＜香椎地区改良 L=700m＞
　　　　　　＜石坂地区改良 L=300m＞
            ＜水谷地区改良 L=300m＞

ー～5億円程度

用地進捗率：約９８％
事業進捗率：約８９％
福岡市東区下原～
　国道201号(松島交差点)
　L=5.2km(6/6)
　平成28年度以降供用予定

一般国道202号 福岡外環状道路 L=16.2km 2,090 250 83

・調査推進：事業損失調査、構造物詳細設計
・用地補償：井尻地区事業損失補償
・工事推進：井尻地区歩道橋(L=22m)設置

・用地補償：井尻地区事業損失補償
・工事推進：井尻地区歩道橋(L=22m)設置
　　　　　　井尻地区側道部舗装 L=500 4～5億円程度

福岡市博多区立花寺～同市南区的場
　L=3.9㎞(4/4)
　平成23年4月29日供用済

計 950 317 残事業費:約54億円

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注）全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。
(注）Ｈ２４年度予定事業内容のうち<　>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注）備考欄の用地進捗率は、平成２３年１０月末時点

(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２３年度三次補正投入時点である

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

路線名 箇所名 事業規模
平成２３年度当初

Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容 H２４年度事業進捗見込み 備　　考



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　福岡市

交通安全事業（Ⅰ種） (単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 177 59

馬出横断歩道橋 － － 60
・調査設計
・工事

－ 平成23年度完成

千鳥橋交差点改
良

－ － 90
・調査設計
・工事

・調査設計
・工事

平成24年度完成予定

二又瀬交差点改
良

－ － 27
・調査設計
・工事

－ 平成23年度完成

－ 177 59   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

全体事業費
（億円）

Ｈ２３年度事業内容 備考
平成２３年度当初

Ｈ２４年度予定事業内容 Ｈ２４年度事業進捗見込み

1～2億円程度

合　　　　計

事業規模

国道3号 福岡3号交差点改良等

箇所名等



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　福岡市

交通安全事業（Ⅱ種） （単位：百万円）

事業費 負担金

－ － 34 17 防護柵、区画線、視線誘導標 防護柵、区画線、視線誘導標

－ － 4 2 防護柵、区画線 防護柵、区画線、視線誘導標

－ － 54 27 防護柵、区画線、視線誘導標 防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標

－ 92 46   

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

箇所名等

国道3号 －

Ｈ２４年度事業進捗見込み
全体事業費

（億円）
Ｈ２３年度事業内容

0.1～1億円程度

合　　　　計

国道201号 －

国道202号 －

備考事業規模
平成２３年度当初

Ｈ２４年度予定事業内容



平成２４年度概算要求　道路関係（直轄）　福岡市

電線共同溝事業

事業費 地方負担金

福岡3号電線共同溝 1,083 542

L=4.6km 42 180 本体工事、調査設計、支障物件移設 本体工事、支障物件移設、調査設計 平成28年度以降供用予定

L=1.6km 17 128 本体工事、調査設計、支障物件移設 本体工事、引込連系管路工事、調査設計 平成26年度供用予定

L=1.9km 20 179 本体工事、調査設計、支障物件移設 本体工事、引込連系管路工事、調査設計 平成26年度供用予定

L=3.2km 20 446 本体工事、調査設計、支障物件移設 本体工事、支障物件移設、調査設計 平成28年度以降供用予定

L=2.4km 20 150 本体工事、調査設計、支障物件移設 本体工事、調査設計 平成28年度以降供用予定

福岡202号電線共同溝 847 424

L=1.5km 17 331
路面復旧工事、調査設計、連系設備補償、事業損失
補償

－ 平成23年度供用予定

L=2.1km 25 386 路面復旧工事、調査設計、事業損失補償 － 平成23年度供用予定

L=1.9km 15 130 引込連系管路工事、調査設計、事業損失補償 路面復旧工事、調査設計 平成25年度供用予定

1,930 965    

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

　　　福重地区電線共同溝

　　　千代(１)地区電線
　　　共同溝

　　　千代(２)地区電線
　　　共同溝

合　　　　計

備考Ｈ２４年度事業進捗見込み事業規模
全体事業費

（億円）

平成２３年度当初

Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容

　　　原(２)地区電線共同溝

国道202号

国道3号

　　　馬出地区電線共同溝

箇所名等

７～９億円程度

　　　小田部地区電線共同溝

　　　千早・名島地区
　　　電線共同溝

　　　東比恵(その２)地区
　　　電線共同溝



平成２４年度概算要求　福岡市における事業計画（港湾関係〔直轄〕）

港湾整備事業

負担基本額 負担額

博多港
博多港IC地区国際海上コンテ
ナターミナル整備事業

379 300 100 航路・泊地(-15m) 航路・泊地(-15m) - ～ 7億円程度 H28年度以降完成予定

博多港須崎ふ頭地区国際物流
ターミナル整備事業

252 1,230 554 航路(-12m) 航路(-12m) - ～ 36億円程度 H25年度完成予定

計 631 1,530 654

（注）H24年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考港湾名 プロジェクト名
Ｈ２３年度当初

（百万円）
Ｈ２４年度

事業進捗見込（注）
全体事業費

（億円）
Ｈ２３年度事業内容 Ｈ２４年度予定事業内容（注）




