
社会資本総合整備計画

平成31年3月

福岡県　糸島市

糸島市集約型都市構造の形成による街なか賑わいのまちづくり

事後評価シート



糸島市集約型都市構造の形成による街なか賑わいのまちづくり
平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 福岡県、糸島市

Ａ1　基幹事業（道路）

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

A01-009 街路 一般 福岡県 間接 前原東土地区画整理事業 ① 糸島市 257

A01-010 街路 一般 糸島市 間接 前原東土地区画整理事業 ① 糸島市 25

A01-011 街路 一般 糸島市 直接 浦志自由通路線整備事業 ② 糸島市 38

A01-004 道路 一般 糸島市 直接 新駅北口停車場線 ③ 糸島市 72

A01-012 街路 一般 糸島市 直接 波多江駅自由通路線整備事業 ④ 糸島市 132

A01-005 道路 一般 糸島市 直接 波多江駅前線整備事業 ⑤ 糸島市 8

A01-006 道路 一般 糸島市 直接 松浦中線・松浦線整備事業 ⑥ 糸島市 13

A01-007 道路 一般 糸島市 直接 ⑦ 293

A01-013 街路 一般 糸島市 直接 浦志南北交通広場整備事業 ⑧ 南口2,490㎡  北口3,410㎡ 糸島市 24

A01-008 道路 一般 糸島市 直接 浦志有田線 ⑨ 糸島市 20

合計 882

Ａ2　基幹事業（市街地整備）

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

A10-001リノベーション 一般 糸島市 直接 糸島市中心市街地地区整備事業 ⑩ 糸島市 1,792

A10-002都市再生 一般 糸島市 直接 筑前深江駅周辺地区整備事業 ⑪ 糸島市 1,120

A10-003都市再生 一般 糸島市 直接 志摩地区観光整備事業 ⑫ 糸島市 52

A13-019都再区画 一般 糸島市 間接 前原東土地区画整理事業 ① 糸島市 432

合計 3,396

Ａ3　基幹事業（下水道）

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 省略 事業内容 事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 施設種別 工種 （延長・面積等） H26 H27 H28 H29 H30

A07-014下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 汚水 新設 前原処理区汚水枝線整備 ⑬ 糸島市 173

A07-015下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 汚水 新設 可也引津処理区汚水幹線整備 ⑭ 糸島市 228

A07-016下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 汚水 新設 可也引津処理区汚水枝線整備 ⑮ 糸島市 181

A07-020下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 処理場 改築 前原下水管理センター施設改築 ⑯ 糸島市 265

A07-021下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 - 改築 ストックマネジメント全体計画業務⑰ 糸島市 0

A07-017下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 雨水 新設 雨水貯留施設築造 ⑱ 糸島市 299

A07-018下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 雨水 新設 前原排水区雨水管渠整備 ⑲ 糸島市 608

合計 1,754

雨水管渠　Ｌ＝1,170m

水処理、汚泥処理施設改築

下水道施設全体の劣化・損傷を把
握するための点検・調査等

雨水貯留施設　Ａ＝8,830㎡

汚水枝線　Ａ＝3.0ha

汚水幹線　Ｌ＝644m

汚水枝線　Ａ＝9.0ha

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

（事業箇所）

糸島市 道路、サイン整備、観光トイレ他

糸島市前原東土地区画整理組合 都市再生土地区画整理事業　20.2ha

糸島市 図書館、多目的ホール他

糸島市 駅前広場3,000㎡、自由通路L=80m　他

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円） 備考

（事業箇所）

糸島市
（H29から都市再生整備計画事業
へ）

糸島市 Ｗ=9.85ｍ、Ｌ=690ｍ

糸島市 Ｗ=6.0ｍ、Ｌ=132ｍ

糸島市 Ｗ=11.5ｍ、Ｌ=900ｍ 糸島市

糸島市 Ｗ=2.5ｍ、Ｌ=80ｍ

糸島市 Ｗ=5ｍ、Ｌ=40ｍ

（H29から都市再生整備計画事業
へ）

糸島市 Ｗ=14.0ｍ、Ｌ=250ｍ
（H29から都市再生整備計画事業
へ）

糸島市前原東土地区画整理組合 土地区画整理事業　20.2ha

糸島市前原東土地区画整理組合 土地区画整理事業　20.2ha

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
6,683百万円 Ａ 6,032百万円 Ｂ 0百万円

糸島市 Ｗ=2.5ｍ、Ｌ=70ｍ

計画の目標

合併後の新たな中心市街地「集約型都市構造」を形成するため、新市基本計画および長期総合計画に基づき、駅沿線に都市機能を誘導、集積した安心で快適な都市基盤の整備、良好な住環境を創出したまちづくりを推進する。
　○新駅を整備し、筑前前原駅と波多江駅の３駅を中心にした都市基盤の整備、市街地を形成するとともに、公共交通および公共施設と連結したアクセス道路の整備を進め、市街地におけるにぎわい空間の創出を図る。
　○駅を中心にした文化、教育、芸術、スポーツなどを振興し、公共機能の拡散防止や生涯学習機能の向上を図る。
　○駅を中心にした観光施設の整備、アクセス道路の整備及びイベントの実施を推進し、観光入込客の増加を図る。
　○新駅を整備し、市街地を形成することに伴い、下水道の整備を併せて進めることで安心で快適な生活環境の創出を図る。

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象

新田久保田線整備事業

1.交付対象事業の進捗状況

事業者
要素となる事業名

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円） 備考
（事業箇所）

Ｃ 651百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

10.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

C10-001公共交通 一般 糸島市 直接 新駅駅舎整備事業 糸島市 576

C10-002商店街活性化 一般 糸島市 直接 九州大学チャレンジショップ支援事業 チャレンジショップ運営補助 糸島市 1

C10-003教育推進 一般 糸島市 直接 教育関連施設整備事業 教育関連施設整備 糸島市 59

C10-004環境保全 一般 糸島市 直接 図書館太陽光発電整備事業 太陽光発電整備 糸島市 8

C10-005環境保全 一般 糸島市 直接 多目的ホール太陽光発電整備事業 太陽光発電整備 糸島市 7

合計 651

番号

C10-001

C10-002（A10-001）の地方都市リノベーション事業と一体的に実施することにより、筑前前原駅周辺エリアの賑わいづくりや教育文化機能を向上し、市内交流人口や施設利用者の増加に寄与する。

C10-003

C10-004

C10-005

達成度
（○・△・×）

３．特記事項（今後の方針等）

今後のまちづくりの方策

■波多江駅自由通路線整備事業については、事業効果が指標改善につながるよう早期完了を目指す。
■新駅関連事業（浦志南北交通広場、浦志自由通路線）については、施設の適切な管理を行い、良好な交通結節機能の維持に努め、駅周辺市街地の活性化などストック効
果の最大化を図る。
■下水道事業については、生活環境の向上及び公共用水域の水質汚濁防止のため、引き続き汚水管渠整備を促進して下水道処理人口普及率の向上を図る。また豪雨による
浸水被害を防ぐため、引き続き雨水管渠整備を促進し、都市浸水対策達成率の向上を図る。

下水道による都市浸水対策達成率（％）＝（浸
水対策完了済み区域面積（ha）／（浸水対策を
実施すべき区域の面積（ha））

雨水管渠の整備面積を
雨水整備計画面積で除
した数値を評価値とし
ている。

当初現状値 10.3%
○

（目標を達成した）
雨水管渠及び雨水貯留施設整備により、都市浸水対策達成率を向上させた。最終目標値 11.1%

最終実績値 11.30%

下水道処理人口普及率（％）＝（下水道を利用
できる地域の人口（人））／（行政人口
（人））

下水道を利用できる地
域の人口を、行政人口
で除した数値を評価値
としている。

当初現状値 60.5%
○

（目標を達成した）
処理施設の更新及び汚水幹線・枝線を整備したことで、下水道処理人口普及率を向上させた。最終目標値 66.0%

最終実績値 66.00%

観光入込客数は、県観光入込客推計により集計
し、年間30万人以上の増加を図る。

平成27年中福岡県観光
入込客推計調査のデー
タを活用

当初現状値 450万人
○

（目標を達成した）

観光サイン整備、カキ小屋へのアクセス道整備、トイレ整備等により、観光スポット間のス
ムーズな回遊やおもてなし環境整備が整い、観光入込客数の着実な増加に寄与し、目標値を上
回る成果となった。

最終目標値 480万人

最終実績値 630万人

○
（目標を達成した）

図書館専用駐車場を設置及び児童書専用フロアの設置等により、利用者の利便性が向上した。
これにより本館・分館合計貸出冊数は、平成28年度に590,000冊となり目標数値を大きく上
回った。平成29年度は減少したものの、平成30年度は再び増加の見込みである。

最終目標値 500,000冊

最終実績値 580,000冊

多目的ホール、伊都文化会館の合計来館数を集
計し、年間10万人以上の増加を図る。

指定管理者提出の年度
報告書により抽出。

当初現状値 105,463人 △
（目標値には達してい
ないが、近年の傾向か
ら改善傾向にある）

利用者数については、利用目的により参加者数の増減が著しく、目標達成には至っていない。
平成30年度は対前年度比で微増の状況である。目標設定を利用者数ではなく利用率に設定する
方が適切であった。

最終目標値 115,000人

最終実績値 100,000人

（A10-001）の地方都市リノベーション事業と一体的に実施することにより、施設の省エネ化、二酸化炭素の削減を図ることで、市全体の環境意識の向上や環境保全に寄与する。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ．定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

・新駅周辺整備により交通結節点の利便性が向上した。
・図書館本館の環境整備により、利用者の満足度向上と貸出冊数の増につながった。
・多目的ルーム整備により、小中規模（250～300人）のイベントが開催しやすくなり、稼働率向上につながった。
・観光サイン等整備により回遊しやすい環境となり、観光入込客数の増が図られた。
・処理施設の更新、汚水幹線・枝線整備により、下水道処理人口普及率が向上した。
・雨水管渠及び雨水貯留施設整備により、都市浸水対策を図ることができた。

Ⅱ．定量的指標の
達成状況

指標名
実績値の求め方

（時期、場所、実施主体、
対象、具体手法等）

指標計画の結果
当初現状値：H26年度当初
最終目標値：H30年度末

最終実績値：H30年度末見込み

効果発現の要因（目標達成度の要因を具体的に記入）

筑前前原駅、波多江駅の年間乗降客数を19,366
人から21,000人に増加。

筑前前原駅及び波多江
駅の近年の乗降客数の
推移と、新駅利用者想
定人数から評価値を推
計。

当初現状値 19,366人

○
（目標を達成した）

国道から新駅へのアクセス道路・自由通路・駅前広場整備により車両乗入や歩行者等の利便性
と安全性が確保され、交通結節点の利便性が向上した。前原東土地区画整理地区については順
調に居住が進んでおり、新たな中心市街地の活性化につながっている。平成31年3月の新駅開
業により筑前前原駅及び波多江駅の利用者が新駅に移ることが想定されるが、トータルとして
は目標達成見込みである。

最終目標値 21,000人

最終実績値 21,000人

図書館の合計貸出数において、年間500,000冊以
上の増加を図る。

図書館システムによ
り、年度統計を抽出。

当初現状値 476,686冊

（A10-001）の地方都市リノベーション事業を一体的に実施することにより、新駅周辺を含むエリア全体の市街地形成を行うことができ、地域活性化、交通利便性の向上などに寄与する。

（A10-001）の地方都市リノベーション事業と一体的に実施することにより、生涯学習施設の一層の機能向上を図ることで、市全体の教育環境の向上に寄与する。

（A10-001）の地方都市リノベーション事業と一体的に実施することにより、施設の省エネ化、二酸化炭素の削減を図ることで、市全体の環境意識の向上や環境保全に寄与する。

糸島市

糸島市

一体的に実施することにより期待される効果 備考

糸島市 駅舎整備

糸島市

糸島市

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円） 備考



　

0

計画の名称

計画の期間 平成26年～平成30年（5年間） 交付対象

糸島市集約型都市構造の形成による街なか賑わいまちづくり

糸島市

A01-009・010、A13-019基幹事業（道路・
都再区画）前原東土地区画整理事業

A01-012基幹事業（道路）波多江
駅自由通路線整備事業

A01-005基幹事業（道路）波多江駅
前線整備事業

A01-006基幹事業（道路）松浦中
線・松浦線整備事業

A10-001基幹事業（リノベーション事業）
糸島市中心市街地地区整備事業

A10-002基幹事業（都市再生）
筑前深江駅周辺整備事業

A10-003基幹事業（都市再生）志摩地区観光等整備事業

A01-007基幹事業（道路）
新田久保田線事業

C10-002効果促進事業
九州大学チャレンジショップ支援事業

C10-001効果促進事業
新駅駅舎整備事業

C10-003効果促進事業
教育関連施設整備事業

C10-005効果促進事業
多目的ホール太陽光発電整備事業

C10-004効果促進事業
図書館太陽光発電整備事業

A07-014基幹事業（下水道）前原
処理区汚水枝線整備事業

A07-020基幹事業（下水道）前原
下水管理センター施設改築

A07-017基幹事業（下水道）雨水
貯留施設築造

A07-015基幹事業（下水道）可
也引津処理区汚水幹線整備

A07-016基幹事業（下水道）可
也引津処理区汚水枝線整備

A01-008基幹事業（道
路）浦志有田線

0 4 82 キロメートル

A01-011基幹事業（街路）浦志自
由通路線整備事業

A01-013基幹事業（街路）浦
志南北交通広場整備事業

A01-004基幹事業（道
路）新駅北口停車場線

A07-018基幹事業（下水道）前原
排水区雨水管渠整備

A07-021ストックマネジメント全体計画
業務


