
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成30年12月05日

計画の名称 都市基盤整備による安全・安心のまちづくり

計画の期間   平成３１年度 ～   平成３５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 糸島市

計画の目標 良好な住環境を創出するため、糸島市長期総合計画に基づき道路、公園、下水道の都市基盤を整備することにより快適に暮らすことができる安全・安心のまちづくりを行う。

〇運動機能、交流機能、防災機能を備えた運動公園を整備し、都市機能の充実を図る。

〇駅を中心とした交通アクセス改善のための道路整備により、交通混雑の解消を図るとともに歩道と車道の分離を進め良好な交通環境を創出する。

〇良好な住環境を整備するため、下水道整備を進め快適な生活環境の改善を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,232  Ａ               3,232  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

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

平成２９年度末 平成３３年度末 平成３５年度末

   1 糸島市人口一人当たり都市公園面積を６．６９㎡／人から７．２７㎡／人に増加

糸島市都市公園面積／糸島市H29年度末住基人口 669㎡／100人 669㎡／100人 727㎡／100人

(H29年度末都市公園面積673,369㎡＋事業区域面積58,590㎡)／H29年度末糸島市住基人口100,721人×100人

   2 対象路線の歩道整備率を１７%から１００%に増加

対象路線の歩道整備率 17% 55% 100%

対象路線の歩道整備済み延長（H29年度末310ｍ、H33年度末1,000ｍ、H35年度末1,820ｍ）／対象路線の延長

   3 下水道処理人口普及率を６５%から６８%に増加

下水道処理人口普及率（%） 65% 67% 68%

下水道を利用できる地域の人口（人）／行政人口（人）

   4 下水道による都市浸水対策達成率を１１%から１３%に増加

下水道による都市浸水対策達成率（%） 11% 13% 13%

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）

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 －

1 案件番号： 0000053365



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 H31 H32 H33 H34 H35 （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 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 浦志有田線整備事業 W=9.85m　L=690m 糸島市  ■  ■  ■         303 －

A01-002 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 前原潤線整備事業 W=6.0m　L=240m 糸島市  ■  ■  ■         164 －

A01-003 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 新田久保田線整備事業 W=11.5m　L=936m 糸島市  ■         305 －

A01-004 街路 一般 糸島市 直接 糸島市 S街路 新設 波多江駅自由通路線整備

事業

W=2.5m、L=80m 糸島市  ■  ■         278 －

A01-005 道路 一般 糸島市 直接 糸島市 市町村

道

改築 新開桂木線他１路線整備

事業

W=14.5m、L=1,050m 糸島市  ■  ■  ■  ■         477 －

 小計       1,527

1 案件番号： 0000053365



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 H31 H32 H33 H34 H35 （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

下水道事業 A07-006 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 － 改築 特定環境保全公共下水道

ストックマネジメント計

画策定

ストックマネジメント計画策

定

糸島市  ■  ■  ■           6 策定済

ストックマネジメント

A07-007 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 － 改築 公共下水道ストックマネ

ジメント計画策定

ストックマネジメント計画策

定

糸島市  ■  ■  ■          60 策定済

ストックマネジメント

A07-008 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

汚水）

新設 可也引津地区汚水幹線整

備

汚水幹線　L=900ｍ 糸島市  ■  ■  ■  ■         249 －

A07-009 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

雨水）

新設 前原排水区雨水貯留施設

築造

流入ゲート　N=1式 糸島市  ■          25 －

A07-010 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

汚水）

新設 前原地区汚水枝線整備 汚水枝線　A=0.3ha 糸島市  ■  ■          59 －

A07-011 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

雨水）

新設 前原排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=10ｍ 糸島市  ■           5 －

2 案件番号： 0000053365



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 H31 H32 H33 H34 H35 （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

下水道事業 A07-012 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 管渠（

汚水）

新設 可也引津地区汚水枝線整

備

汚水枝線　A=9.0ha 糸島市  ■  ■  ■  ■         221 －

 小計         625

都市公園・緑地等事

業

A12-013 公園 一般 糸島市 直接 糸島市 － － 糸島市運動公園等整備事

業

多目的体育館を中心とした都

市公園整備　5.8ha

糸島市  ■  ■  ■  ■       1,080 9.7 －

 小計       1,080

合計       3,232

3 案件番号： 0000053365


