
快適な生活環境の整備

平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

下水道の整備促進により、生活環境の改善や公共用水域の水質保全及び、浸水対策を図り、安全で安心して暮らせる生活環境を確保する。

・下水道処理人口普及率を 57.9％（Ｈ23）から 61.8％（Ｈ27）に向上させる。
・下水道処理人口普及率を59.3％（Ｈ23）から65.0％（Ｈ27）に向上させる。
・下水道による都市浸水対策の達成率を30.4%（Ｈ23）から34.1%（Ｈ27）に向上させる。
・合流式下水道改善率を18.3%（Ｈ23）から100.0%（Ｈ27）に向上させる。
・下水道施設の長寿命化計画策定率を0.0%（Ｈ23）から100.0%（Ｈ27）に向上させる。
・下水道施設の改築工事（長寿命化含む）実施率を0.0%（Ｈ23）から100.0%（Ｈ27）に向上させる。
・重要な施設の耐震化実施率を45.8%（Ｈ23）から62.5%（Ｈ27）に向上させる。

当初現況値はH21末データ
下水道処理人口普及率（％） 最終目標値はH27末データ
 =（下水道を利用できる地域の人口(人)）／（行政人口（人）） を採用する

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の面積(ha)） ／（浸水対策を実施すべき区域の面積(ha)） -

合流式下水道改善率（％）
 =（合流式下水道改善済み区域面積(ha)） ／（合流区域面積(ha)） -

下水道施設の長寿命化計画策定率（％）
 =（長寿命化計画策定済み施設数(箇所)） ／（長寿命化計画を策定すべき施設数(箇所)） -

改築工事（長寿命化含む）実施率（％）
 =（改築工事実施施設数(箇所)） ／（改築工事を実施すべき施設数(箇所)） -

耐震化（処理場）実施率（％）
 =（耐震化実施施設数（箇所）)／（重要な施設数（箇所)) -

Ａ　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H23 H24 H25 H26 H27

【A40-1:福岡県　御笠川那珂川流域】

A40-1-7 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 1,450

A40-1-8 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 250

【A40-2:福岡県　周防灘】

A40-2-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 44 特定水域

市町村名事業内容要素となる事業名
省略
工種

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

平成29年8月

公表の方法

福岡県のホームページでの閲覧

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像
市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣
町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

社会資本総合整備計画　事後評価書
平成２９年　８月　１ 日

計画の名称

Ａ

-

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　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

Ｂ

100.0%

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

33.5%

（H23当初）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

定量的指標の現況値及び目標値

6.0%2,638 百万円0 百万円

（H27末）
57.9% 61.8%
59.3%

効果促進事業費の割合

周防灘流域別下水道整備総合計画策定

御笠川浄化センター汚泥処理増設 消化タンク等 福岡市

御笠川浄化センター水処理増設 水処理施設（15系列）、急速ろ過設備等 福岡市

流総計画策定業務 福岡県

全体事業費
（百万円）

65.0%

30.4% 34.1%

18.3%

0.0% 100.0%

0.0% 100.0%

45.8% 62.5%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者

41,104 百万円43,742 百万円 Ｃ



【A40-3:福岡県　多々良川流域】

A40-3-5 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 64

A40-3-6 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 520

A40-3-7 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 738

【A40-4:福岡県　宝満川流域】

A40-4-6 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 313

A40-4-7 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 ポンプ場 増設 0

A40-4-8 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 新設 0

A40-4-9 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 144

【A40-5:福岡県　宝満川上流流域】

A40-5-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 58

A40-5-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 流域幹線整備 0

【A40-6:福岡県　筑後川中流右岸流域】

A40-6-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 4

A40-6-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 112

A40-6-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 920

【A40-7:福岡県　遠賀川下流流域】

A40-7-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 388

A40-7-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 21

【A40-8:福岡県　矢部川流域】

A40-8-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 99

A40-8-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 513

A40-8-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 412

【A40-9:福岡県　遠賀川中流流域】

A40-9-2 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 728

A40-9-3 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 処理場 増設 20

A40-9-4 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 ポンプ場 増設 10

A40-9-5 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 ポンプ場 新設 溝掘ポンプ場新設 130

A40-10-1 下水道 一般 福岡県 直接 福岡県 汚水 新設 福岡県汚水処理構想策定 汚水処理構想策定 6

【A204:直方市】

A204-1-1 下水道 一般 直方市 直接 直方市 汚水 新設 遠賀川中流処理区汚水幹線整備 46

A204-1-2 下水道 一般 直方市 直接 直方市 汚水 新設 遠賀川中流処理区汚水枝線整備 617

【A205:飯塚市】

A205-1-1 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 汚水 新設 371

A205-1-2 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 汚水 新設 381

A205-1-7 下水道 一般 飯塚市 間接 飯塚市 雨水 助成 0.3 新世代

【A206:田川市】

A206-1-1 下水道 一般 田川市 直接 田川市 汚水 新設 基本計画策定 8

A206-1-2 下水道 一般 田川市 直接 田川市 汚水 新設 田川市汚水処理構想策定 汚水処理構想策定 0

【A207:柳川市】

A207-1-1 下水道 一般 柳川市 直接 柳川市 汚水 新設 1,045

A207-1-2 下水道 一般 柳川市 直接 柳川市 汚水 新設 46

【A210:八女市】

A210-1-1 下水道 一般 八女市 直接 八女市 汚水 新設 571

A210-1-2 下水道 一般 八女市 直接 八女市 汚水 新設 1,565

汚水枝線　L=9,200ｍ 直方市

飯塚処理区汚水幹線整備 汚水幹線　L=1,915m 飯塚市

飯塚処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=31.2ha 飯塚市

雨水貯留タンク設置補助 N=22件（下水道区域全域） 飯塚市

柳川市

小郡市

汚水枝線　A=82.0ha

汚水幹線　L=230ｍ 直方市

矢部川処理区汚水幹線整備

矢部川処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=65.0ha

八女市、みやま市

福童浄化センター汚泥処理増設
汚泥処理棟、
汚泥濃縮機等（20m3/時）

小郡市

流域幹線整備 流域幹線 L=5,000ｍ 久山町、粕屋町

多々良川浄化センター水処理増設 水処理施設等（10,700m3/日） 粕屋町

多々良川浄化センター汚泥処理増設 汚泥脱水機（11.8tDs/日） 粕屋町

汚泥濃縮設備 小郡市

柳川処理区汚水幹線整備 汚水幹線　L=217ｍ

水処理施設等（9,600m3/日）

流域幹線 L=450ｍ

宝満川浄化センター汚泥処理増設

流域幹線整備 流域幹線 L=1,000ｍ

宝満川上流浄化センター場内整備 側溝設置他 L=900ｍ 筑紫野市

流域幹線　L=0ｍ 筑紫野市

流域幹線整備 流域幹線 L=30,000ｍ 小郡市

福童浄化センター水処理増設 水処理施設等（6,350m3/日） 小郡市

遠賀川下流浄化センター水処理増設 水処理施設等（7,000m3/日） 中間市

遠賀川下流浄化センター汚泥処理増設 汚泥濃縮設備、汚泥脱水設備等 中間市

小郡市、筑紫野市

力武ポンプ場増設 脱臭設備等（25m3/分） 小郡市

宝満川浄化センター汚水調整池築造 汚水調整池（V=3,700m3）

流域幹線整備 流域幹線 L=1,700ｍ

流域幹線整備

矢部川浄化センター汚泥処理増設 汚泥濃縮施設等（20m3/時） 筑後市

矢部川浄化センター水処理増設

直方市・宮若
市・小竹町

遠賀川中流浄化センター水処理増設 水処理施設等（4,700m3/日） 直方市

龍徳ポンプ場増設 ポンプ設備増設（2.5m3/分） 宮若市

柳川処理区汚水枝線整備

八女市

汚水幹線　L=1.142ｍ 八女市

筑後市

柳川市

ポンプ設備増設（1.7m3/分） 直方市

下水道基本計画策定 田川市

【A40-10:福岡県】

福岡県

田川市

H23-24 地域自主戦略交付金

H23-24 地域自主戦略交付金

H23-24 地域自主戦略交付金



【A211:筑後市】

A211-1-1 下水道 一般 筑後市 直接 筑後市 汚水 新設 274

A211-1-2 下水道 一般 筑後市 直接 筑後市 汚水 新設 810

【A213:行橋市】

A213-1-1 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 汚水 新設 207

A213-1-2 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 汚水 新設 1,464

A213-1-3 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 処理場 増設 174

A213-1-5 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 雨水 新設 50

【A214:豊前市】

A214-1-1 下水道 一般 豊前市 直接 豊前市 汚水 新設 121

A214-1-2 下水道 一般 豊前市 直接 豊前市 汚水 新設 128

A214-1-3 下水道 一般 豊前市 直接 豊前市 処理場 増設 515

A214-1-4 下水道 一般 豊前市 直接 豊前市 処理場 改築 40 長寿命化

A214-1-5 下水道 一般 豊前市 直接 豊前市 汚水 改築 7

A214-1-6 下水道 一般 豊前市 直接 豊前市 処理場 改築 100 長寿命化

【A215:中間市】

A215-1-1 下水道 一般 中間市 直接 中間市 汚水 新設 1,809

A215-1-3 下水道 一般 中間市 直接 中間市 汚水 新設 192

【A217:筑紫野市】

A217-1-1 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 汚水 新設 382

A217-1-2 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 汚水 新設 587

A217-1-4 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 汚水 改築 16 長寿命化

A217-1-5 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 汚水 新設 汚水枝線　A=1.6ha 3

A217-1-7 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 汚水 改築 4 長寿命化

A217-1-8 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 汚水 改築 90 長寿命化

A217-1-9 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 汚水 改築 2 長寿命化

【A219:大野城市】

A219-1-1 下水道 一般 大野城市 直接 大野城市 汚水 新設 404

【A220:宗像市】

A220-1-1 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 汚水 新設 330

A220-1-2 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 処理場 改築 1,428

A220-1-3 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 雨水 新設 80

A220-1-4 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 処理場 改築 53 長寿命化

A220-1-5 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 処理場 改築 194 長寿命化

A220-1-6 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 汚水 改築 8 長寿命化

A220-1-7 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 汚水 改築 26 長寿命化

A220-1-8 下水道 一般 宗像市 直接 宗像市 処理場 新設 231

【A221:太宰府市】

A221-1-1 下水道 一般 太宰府市 直接 太宰府市 汚水 新設 148

A221-1-3 下水道 一般 太宰府市 直接 太宰府市 汚水 新設 242

【A223:古賀市】

A223-1-1 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 汚水 改築 10 長寿命化

A223-1-3 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 処理場 改築 302

A223-1-4 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 処理場 改築 8 長寿命化

A223-1-5 下水道 一般 古賀市 直接 古賀市 ポンプ場 改築 303

【A225:うきは市】

A225-1-1 下水道 一般 うきは市 直接 うきは市 汚水 新設 27

古賀水再生センター水処理改築

太宰府市

水処理設備改築 古賀市

宗像終末処理場水処理改築 水処理施設改築 宗像市

長寿命化計画策定（管渠） 宗像市

宗像市

汚水幹線　L=448ｍ うきは市

ポンプ設備改築・耐震対策

古賀市長寿命化計画策定（処理場）

古賀処理区長寿命化計画策定

古賀水再生センター長寿命化計画策定

吉井処理区汚水幹線整備

古賀市

御笠川処理区汚水枝線整備

小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（設計等）

筑後市

汚水枝線　A=51.7ha 行橋市

汚水幹線　L=23m 筑紫野市

遠賀川下流処理区汚水幹線整備

行橋市

豊前処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=27.0ha

行橋市

筑紫野市

宝満川上流処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=66.2ha 

豊前市

豊前市浄化センター水処理改築 水処理施設改築 豊前市

御笠川処理区汚水枝線整備 筑紫野市

御笠川処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠） 筑紫野市

汚水枝線　A=47.3ha 筑後市

行橋処理区汚水枝線整備

太宰府市

西部ポンプ場改築

大野城市

水処理施設改築（高度処理）

宗像市

宗像終末処理場水処理改築

宗像終末処理場長寿命化計画策定

御笠川処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=20ha

長寿命化計画策定（処理場）

宗像終末処理場消化ガス発電施設整備 消化ガス発電施設（200KVA）

宝満川処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=28.8ha

筑紫野市

行橋処理区汚水幹線整備 汚水幹線　L=700m

長寿命化計画策定（管渠） 古賀市

宝満川上流処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=28ha

豊前市

筑紫野市

御笠川処理区汚水幹線改築 汚水幹線　L=922m 筑紫野市

矢部川処理区汚水枝線整備

汚水幹線　L=1,131.50m

行橋市

矢部川処理区汚水幹線整備

遠賀川下流処理区汚水枝線整備

行橋浄化センター汚泥処理増設 機械濃縮設備増設（20m3/時）

汚水枝線　70.0ha 中間市

管内テレビカメラ調査 汚水管渠　L=1570ｍ

汚水幹線　L=610m

宗像市

雨水管渠　L=200m

豊前処理区汚水幹線整備 汚水幹線　L=1000m 豊前市

宗像市

中間市

豊前市

宗像処理区マンホール蓋改築

宗像処理区長寿命化計画策定

マンホール蓋取替 N=46枚

宗像処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=25.8ha

宗像市

豊前市浄化センター長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（処理場） 豊前市

豊前市浄化センター水処理増設 水処理設備増設(1,500m3/日)

自由ヶ丘西排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=67m 宗像市

宝満川処理区汚水幹線改築

汚水枝線　A=35.2ha

宝満川処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（管渠）



A225-1-2 下水道 一般 うきは市 直接 うきは市 汚水 新設 1,443

A225-1-3 下水道 一般 うきは市 直接 うきは市 汚水 新設 818

A225-1-4 下水道 一般 うきは市 直接 うきは市 処理場 増設 0

A225-1-5 下水道 一般 うきは市 直接 うきは市 処理場 増設 0

【A226:宮若市】

A226-1-1 下水道 一般 宮若市 直接 宮若市 汚水 新設 855

【A229:みやま市】

A229-1-1 下水道 一般 みやま市 直接 みやま市 汚水 新設 矢部川処理区汚水幹線整備 494

A229-1-2 下水道 一般 みやま市 直接 みやま市 汚水 新設 矢部川処理区汚水枝線整備 445

【A230:糸島市】

A230-1-1 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 汚水 新設 25

A230-1-2 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 汚水 新設 581

A230-1-3 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 560

A230-1-4 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 汚水 新設 11

A230-1-5 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 処理場 増設 0

A230-1-6 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 処理場 改築 584

A230-1-7 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 処理場 改築 33 長寿命化

A230-1-8 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 雨水管渠　L=908m 491

A230-1-10 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 汚水 新設 82

A230-1-11 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 処理場 改築 320 長寿命化

A230-1-12 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 雨水貯留施設　A=8,826㎡ 124

【A305:那珂川町】

A305-1-1 下水道 一般 那珂川町 直接 那珂川町 雨水 改築 68

A305-1-2 下水道 一般 那珂川町 直接 那珂川町 汚水 新設 607

A305-1-3 下水道 一般 那珂川町 直接 那珂川町 汚水 改築 7 長寿命化

【A343:志免町】

A343-1-1 下水道 一般 志免町 直接 志免町 汚水 新設 35

A348-1-1 下水道 一般 久山町 直接 久山町 汚水 新設 多々良川処理区汚水幹線整備 122

A348-1-2 下水道 一般 久山町 直接 久山町 汚水 新設 多々良川処理区汚水枝線整備 306

【A349:粕屋町】

A349-1-1 下水道 一般 粕屋町 直接 粕屋町 汚水 新設 228

A349-1-2 下水道 一般 粕屋町 直接 粕屋町 雨水 新設 165

A349-1-3 下水道 一般 粕屋町 直接 粕屋町 雨水 新設 345

【A381:芦屋町】

A381-1-9 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 汚水 新設 0

A381-1-10 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 雨水 新設 2

A381-1-11 下水道 一般 芦屋町 直接 芦屋町 処理場 新設 9

【A382:水巻町】

A382-1-1 下水道 一般 水巻町 直接 水巻町 汚水 新設 1,052

A382-1-2 下水道 一般 水巻町 直接 水巻町 汚水 新設 34

【A383:岡垣町】

A383-1-1 下水道 一般 岡垣町 直接 岡垣町 汚水 新設 420

A383-1-3 下水道 一般 岡垣町 直接 岡垣町 処理場 改築 233 長寿命化

A383-1-6 下水道 一般 岡垣町 直接 岡垣町 汚水 改築 35 総合地震

A383-1-7 下水道 一般 岡垣町 直接 岡垣町 処理場 改築 33 総合地震

【A384:遠賀町】

芦屋町

消化ガス発電設備（25kw) 芦屋町芦屋町浄化センター消化ガス発電施設整備

岡垣町浄化センター耐震化対策 管理棟耐震化 岡垣町

長者原排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=871m

岡垣処理区総合地震対策計画策定 総合地震対策計画策定（管渠,処理場）

芦屋処理区汚水管渠整備 汚水管渠　L=0m 芦屋町

山鹿東部排水区雨水管渠整備 雨水管渠　L=73m 

雨水調整池築造 調整池築造　V=3,450m3・360m3 粕屋町

汚水枝線　A=16.6ha 岡垣町

汚水幹線　L=181.9m 水巻町

岡垣処理区汚水枝線整備

うきは市

吉井浄化センター水処理増設 水処理設備増設（2,700 /日） うきは市

汚水枝線　A=41.9ha浮羽処理区汚水枝線整備

吉井処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=74.1ha うきは市

中継ポンプ場進入路新設 L=330m 糸島市

前原下水管理センター汚泥処理改築 汚泥脱水機改築

前原下水管理センター施設改築 水処理、汚泥処理施設改築 糸島市

小富士汚水中継ポンプ場建設

汚水枝線　A=27.7ha 糸島市

汚水幹線　L=2,258m 糸島市

前原処理区汚水幹線整備 汚水幹線　L=211m 糸島市

前原処理区汚水枝線整備　　

糸島市

前原下水管理センター長寿命化計画策定 長寿命化計画策定（処理場） 糸島市

糸島市

汚水枝線　A=7.7a 糸島市

糸島市

汚水枝線　A=32.7ha みやま市

多々良川処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=12.5ha 粕屋町

岡垣町

岡垣町浄化センター水処理改築 水処理施設改築 岡垣町

可也引津処理区汚水枝線整備

遠賀川下流処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=45.2ha 水巻町

遠賀川下流処理区汚水幹線整備

前原下水管理センター汚泥処理増設 汚泥消化タンク増設(V=1,000ｍ
3
)

糸島市

那珂川町

汚水枝線 L=10,349m

粕屋町

御笠川処理区汚水枝線整備

汚泥脱水機増設（3.5m3/時） うきは市

みやま市

【A348:久山町】

汚水幹線　L=1,472ｍ 久山町

御笠川処理区長寿命化計画策定 長寿命化計画策定(管渠調査のみ) 那珂川町

汚水枝線　A=22.2ha 久山町

多々良川処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=16.0ha 志免町

那珂川町

雨水管渠 L=441m片縄排水区雨水管渠整備

浮羽浄化センター汚泥処理増設

汚水枝線　A=17.8ha 宮若市

汚水幹線　L=1,216ｍ

遠賀川中流処理区汚水枝線整備



A384-1-1 下水道 一般 遠賀町 直接 遠賀町 汚水 新設 遠賀川下流処理区汚水幹線整備 181

A384-1-2 下水道 一般 遠賀町 直接 遠賀町 汚水 増設 遠賀川下流処理区汚水枝線整備 479

A401-1-1 下水道 一般 小竹町 直接 小竹町 汚水 新設 349

A401-1-2 下水道 一般 小竹町 直接 小竹町 汚水 新設 216

【A402:鞍手町】

A402-1-1 下水道 一般 鞍手町 直接 鞍手町 汚水 新設 268

A402-1-2 下水道 一般 鞍手町 直接 鞍手町 汚水 新設 805

【A447:筑前町】

A447-1-1 下水道 一般 筑前町 直接 筑前町 汚水 新設 宝満川上流処理区汚水枝線整備 81

A447-1-2 下水道 一般 筑前町 直接 筑前町 汚水 新設 三輪中央処理区汚水枝線整備 16

A503-1-1 下水道 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 汚水 新設 44

A503-1-2 下水道 一般 大刀洗町 直接 大刀洗町 汚水 新設 大刀洗町汚水処理構想策定 汚水処理構想策定 6

【A544:広川町】

A544-1-1 下水道 一般 広川町 直接 広川町 汚水 新設 291

A544-1-2 下水道 一般 広川町 直接 広川町 汚水 新設 1,187

【A621:苅田町】

A621-1-1 下水道 一般 苅田町 直接 苅田町 汚水 新設 苅田処理区汚水枝線整備 898

A621-1-2 下水道 一般 苅田町 直接 苅田町 処理場 増設 苅田町浄化センター汚泥処理増設 210

A621-1-4 下水道 一般 苅田町 直接 苅田町 汚水 新設 502

【A625:みやこ町】

A625-1-1 下水道 一般 みやこ町 直接 みやこ町 処理場 増設 87

A625-1-2 下水道 一般 みやこ町 直接 みやこ町 汚水 新設 みやこ町汚水処理構想策定 汚水処理構想策定 10

【A642:吉富町】

A642-1-1 下水道 一般 吉富町 直接 吉富町 汚水 新設 470

【A647:築上町】

A647-1-1 下水道 一般 築上町 直接 築上町 汚水 新設 490

A647-1-2 下水道 一般 築上町 直接 築上町 汚水 新設 857

A647-1-3 下水道 一般 築上町 直接 築上町 処理場 新設 320

A647-1-4 下水道 一般 築上町 直接 築上町 汚水 新設 271

A647-1-5 下水道 一般 築上町 直接 築上町 汚水 新設 136

合計 41,104

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計 0

番号 備考

小竹町

大刀洗町

【A401：小竹町】

小竹町

遠賀川中流処理区汚水幹線整備 汚水幹線　L=1,279m

遠賀川下流処理区汚水幹線整備 汚水幹線　L=1,095m 鞍手町

汚水枝線　A=5.0ha

椎田処理区汚水幹線整備

市町村名

築城処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=9.1ha 築上町

築上町

【A503：大刀洗町】

みやこ町

汚水幹線　L=2,752m

汚水幹線　L=1,300m

遠賀川中流処理区汚水枝線整備

水処理施設新設（800 /日）

汚水幹線　L=1,052m 遠賀町

汚水枝線　A=36.4ha 遠賀町

築上町

広川町

筑前町

筑前町

筑後川中流右岸処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=3.89ha 大刀洗町

豊津浄化センター水処理増設 水処理施設増設（300 /日） みやこ町

吉富処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=26.3ha 吉富町

苅田処理区汚水幹線整備

鞍手町

矢部川処理区汚水幹線整備

汚水枝線　A=13.19ha

汚水幹線　L=2,191.6m 苅田町

矢部川処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=95.6ha 広川町

汚水枝線　A=75.1ha 苅田町

汚泥脱水機増設（193kg・ds/hr） 苅田町

遠賀川下流処理区汚水枝線整備

番号

機械濃縮設備新設（5m3/時）

一体的に実施することにより期待される効果

椎田浄化センター汚泥処理新設

汚水枝線　A=57.0ha

汚水枝線　A=1.07ha

事業実施期間（年度）
要素となる事業名 事業内容

椎田処理区汚水枝線整備 汚水枝線　A=37.8ha

全体事業費
（百万円）

築上町

椎田浄化センター水処理新設

築上町

事業者
省略
工種



Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

【C204:直方市】

C204-1-1 下水道 一般 直方市 直接 直方市 180

【C205:飯塚市】

C205-1-1 下水道 一般 飯塚市 直接 飯塚市 149

【C207:柳川市】

C207-1-1 下水道 一般 柳川市 直接 柳川市 68

【C210:八女市】

C210-1-1 下水道 一般 八女市 直接 八女市 196

C210-1-2 下水道 一般 八女市 間接 個人 39

【C211:筑後市】

C211-1-1 下水道 一般 筑後市 直接 筑後市 70

C211-1-2 下水道 一般 筑後市 間接 個人 21

【C213:行橋市】

C213-1-1 下水道 一般 行橋市 直接 行橋市 347

【C214:豊前市】

C214-1-1 下水道 一般 豊前市 直接 豊前市 30

【C215:中間市】

C215-1-1 下水道 一般 中間市 直接 中間市 374

【C217:筑紫野市】

C217-1-1 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 0

C217-1-2 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 0

C217-1-3 下水道 一般 筑紫野市 直接 筑紫野市 0

【C220:宗像市】

C220-1-1 下水道 一般 宗像市 間接 宗像市 8

C220-1-2 下水道 一般 宗像市 間接 宗像市 74

【C221:太宰府市】

C221-1-1 下水道 一般 太宰府市 直接 太宰府市 22

C221-1-2 下水道 一般 太宰府市 直接 太宰府市 18

【C225:うきは市】

C225-1-1 下水道 一般 うきは市 直接 うきは市 115

C225-1-2 下水道 一般 うきは市 直接 うきは市 104

【C226:宮若市】

C226-1-1 下水道 一般 宮若市 直接 宮若市 52

【C229:みやま市】

C229-1-1 下水道 一般 みやま市 直接 みやま市 104

【C230:糸島市】

C230-1-1 下水道 一般 糸島市 直接 糸島市 138

【C343:志免町】

C343-1-1 下水道 一般 志免町 直接 志免町 0

【C348:久山町】

C348-1-1 下水道 一般 久山町 直接 久山町 52

【C349:粕屋町】

C349-1-1 下水道 一般 粕屋町 直接 粕屋町 28

C349-1-2 下水道 一般 粕屋町 直接 粕屋町 29

接続補助（下水道区域全域）

飯塚処理区枝管整備

排水設備　N=394件 八女市

新設

新設

新設

新設

枝管整備　A=13.9ha 八女市矢部川処理区枝管整備

矢部川処理区枝管整備 枝管整備　A=5.75ha

矢部川処理区枝管整備

新設

吉井処理区枝管整備 枝管整備　A=3.6ha

助成

筑後市

新設

工種

糸島市

みやま市

遠賀川中流処理区枝管整備

宗像市

豊前処理区枝管整備 豊前市

接続補助（下水道区域全域）

新設

新設

新設

新設

新設

枝管整備　A=18.4ha

新設

御笠川処理区枝管整備

助成

新設

新設

新設

長者原排水区雨水枝管整備

多々良川処理区枝管整備

宗像処理区枝管整備

枝管整備　A=5.2 ha

宝満川上流処理区枝管整備

新設

新設

新設

改築

枝管整備　A=3.0ha

行橋処理区枝管整備

遠賀川下流処理区汚水枝管整備 汚水枝管　14.0ha 中間市

枝管整備　A=0ha 筑紫野市

枝管整備　A=0ha 筑紫野市

宝満川上流処理区枝管整備

枝管整備　A=2.1ha

排水設備　N=219件 筑後市

行橋市

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

枝管整備　A=1ha

宮若市

前原処理区枝管整備 枝管整備　A=10.3ha

浮羽処理区枝管整備

太宰府市

枝管整備　A=6.0ha

枝管整備　A=4.0ha 久山町

枝管整備　L=544m 粕屋町

枝管整備　A=4.8a 粕屋町

新設

新設

新設

多々良川処理区枝管整備 枝管整備　A=0ha

多々良川処理区枝管整備

宗像処理区マンホール蓋改築 マンホール蓋取替 N=46箇所

宗像市

宝満川処理区枝管整備

御笠川処理区枝管整備 枝管整備　A=0ha

枝管整備　A=6ha

志免町

筑紫野市

枝管整備　A=3.0ha

直方市

枝管整備　A=5.3ha 飯塚市

事業者

新設

省略

遠賀川中流処理区枝管整備 枝管設備　A=11.0ha

新設 柳川処理区枝管整備 枝管整備　A=3.9ha 柳川市

うきは市

うきは市

太宰府市



【C382:水巻町】

C382-1-1 下水道 一般 水巻町 直接 水巻町 34

【C384:遠賀町】

C384-1-1 下水道 一般 遠賀町 直接 遠賀町 25

C401-1-1 下水道 一般 小竹町 間接 個人 3

【C402:鞍手町】

C402-1-1 下水道 一般 鞍手町 直接 鞍手町 65

C447-1-1 下水道 一般 筑前町 直接 筑前町 宝満川上流処理区枝管整備 11

C447-1-2 下水道 一般 筑前町 直接 個人 接続補助（下水道区域全域） 7

【C544:広川町】

C544-1-1 下水道 一般 広川町 直接 広川町 143

C544-1-2 下水道 一般 広川町 直接 個人 24

【C621:苅田町】

C621-1-1 下水道 一般 苅田町 間接 個人 0

【C642:吉富町】

C642-1-1 下水道 一般 吉富町 直接 吉富町 48

【C647:築上町】

C647-1-1 下水道 一般 築上町 直接 築上町 34

C647-1-2 下水道 一般 築上町 直接 築上町 24

C647-1-3 下水道 一般 築上町 間接 個人 2

合計 2,638

番号 備考

【C204:直方市】

C204-1-1

【C205:飯塚市】

C205-1-1

【C207:柳川市】

C207-1-1

【C210:八女市】

C210-1-1

C210-1-2

【C211:筑後市】

C211-1-1

C211-1-2

【C213:行橋市】

C213-1-1

【C214:豊前市】

C214-1-1

【C215:中間市】

C215-1-1

【C217:筑紫野市】

C217-1-1

C217-1-2

助成

築上町

新設

新設

助成

排水設備　N=300件 広川町

枝管整備　A=6.3ha 広川町

遠賀川下流処理区枝管整備 枝管整備　A=1.3ha 水巻町

遠賀川下流処理区枝管整備 枝管整備　A=2.2ha 遠賀町

【C401：小竹町】

接続補助（下水道区域全域） 排水設備　N=42件 小竹町助成

新設

新設

鞍手町

筑前町

筑前町

枝管整備　A=0.23ha

排水設備　N=49件

新設

接続補助（下水道区域全域） 排水設備　N=52件

枝管整備　A=1.0ha

枝管整備　A=0.7ha

椎田処理区枝管整備

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

一体的に実施することにより期待される効果

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行うことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

吉富町

築城処理区枝管整備

矢部川処理区枝管整備

接続補助（下水道区域全域）

遠賀川下流処理区枝管整備 枝管整備　 A=3.0ha

接続補助(下水道区域全域) 排水設備　N=0件

個人の排水設備の改造に対する費用の一部を助成することにより、下水道の更なる普及を図り、快適な生活環境の整備を一層高める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行うことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

個人の排水設備の改造に対する費用の一部を助成することにより、下水道の更なる普及を図り、快適な生活環境の整備を一層高める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

助成

助成 築上町

苅田町

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

吉富処理区枝管整備 枝管整備　A=2.8ha新設

新設

新設

【C447：筑前町】

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

築上町



C217-1-3

【C220:宗像市】

C220-1-1 基幹事業と一体的に老朽蓋を取替えることにより、快適な生活環境の整備を一層高める。

C220-1-2

【C221:太宰府市】

C221-1-1

C221-1-2

【C225:うきは市】

C225-1-1

C225-1-2

【C226:宮若市】

C226-1-1

【C229:みやま市】

C229-1-1

【C230:糸島市】

C230-1-1

【C343:志免町】

C343-1-1

【C348:久山町】

C348-1-1

【C349:粕屋町】

C349-1-1

C349-1-2

【C382:水巻町】

C382-1-1

【C384:遠賀町】

C384-1-1

C401-1-1

【C402:鞍手町】

C402-1-1

【C447：筑前町】

C447-1-1

C447-1-2

【C544:広川町】

C544-1-1

C544-1-2

【C621:苅田町】

C621-1-1

【C642:吉富町】

C642-1-1

【C647:築上町】

C647-1-1

C647-1-2

C647-1-3

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

個人の排水設備の改造に対する費用の一部を助成することにより、下水道の更なる普及を図り、快適な生活環境の整備を一層高める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

個人の排水設備の改造に対する費用の一部を助成することにより、下水道の更なる普及を図り、快適な生活環境の整備を一層高める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

個人の排水設備の改造に対する費用の一部を助成することにより、下水道の更なる普及を図り、快適な生活環境の整備を一層高める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である雨水管渠と接続する枝管整備を一体的に行うことにより、浸水被害の軽減を図り、都市浸水対策達成率の向上を図る。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

【C401:小竹町】

個人の排水設備の改造に対する費用の一部を助成することにより、下水道の更なる普及を図り、快適な生活環境の整備を一層高める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

基幹事業である汚水枝線と接続する枝管整備（小規模汚水管）を一体的に行なうことにより、未普及地区の一体的解消を図り、下水道処理人口普及率の向上に努める。

個人の排水設備の改造に対する費用の一部を助成することにより、下水道の更なる普及を図り、快適な生活環境の整備を一層高める。



１　快適な生活環境の整備

交付 備考

対象

A'40-1-1 下水道 福岡県 2,600

A'40-1-2 下水道 福岡県 3,150

A'40-1-3 下水道 福岡県 50

A'40-1-4 下水道 福岡県 3,500

A'40-1-5 下水道 福岡県 2,640

A'40-1-6 下水道 福岡県 227

A'40-1-9 下水道 福岡県 84

A'40-1-10 下水道 福岡県 139

A'40-1-11 下水道 福岡県 20

A'40-3-1 下水道 福岡県 154

A'40-3-2 下水道 福岡県 214

A'40-3-3 下水道 福岡県 30

A'40-3-4 下水道 福岡県 110

A'40-3-8 下水道 福岡県 0

A'40-3-9 下水道 福岡県 0

A'40-4-1 下水道 福岡県 540

A'40-4-2 下水道 福岡県 697

A'40-4-3 下水道 福岡県 0

A'40-4-4 下水道 福岡県 199

A'40-4-5 下水道 福岡県 109

A'40-4-6 下水道 福岡県 0

A'40-5-1 下水道 福岡県 79

A'40-5-4 下水道 福岡県 10

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町

小郡市

全体事業費
（百万円）要素となる事業名 市町村名

その他関連する事業

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

流域幹線耐震化対策

多々良川流域幹線改築

御笠川浄化センター水処理改築 福岡市

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

流域幹線長寿命化計画策定

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

多々良川浄化センター水処理改築 粕屋町

多々良川浄化センター汚泥処理改築 粕屋町

流域幹線耐震化対策

宝満川浄化センター水処理改築 小郡市

粕屋町

流域幹線長寿命化計画策定

宝満川浄化センター汚泥処理改築 小郡市

宝満川浄化センター長寿命化計画策定 小郡市

流域幹線耐震化対策 小郡市、筑紫野市

事業

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町

多々良川浄化センター耐震化対策

計画等の名称

流域幹線改築設計等

流域幹線長寿命化計画策定 小郡市、筑紫野市

流域幹線耐震化対策
筑紫野市、太宰
府市、筑前町、
基山町

流域幹線長寿命化計画策定
筑紫野市、太宰
府市、筑前町、
基山町

御笠川浄化センター水処理改築 福岡市

御笠川浄化センター汚泥処理改築 福岡市

福岡市

御笠川浄化センター長寿命化計画策定 福岡市

種別

福岡市御笠川浄化センター耐震化対策

宝満川浄化センター耐震化対策

御笠川浄化センター汚泥処理改築

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町



A'40-6-1 下水道 福岡県 54

A'40-7-1 下水道 福岡県 27

A'40-7-4 下水道 福岡県 10

A'40-7-5 下水道 福岡県 20

A'40-8-1 下水道 福岡県 5

A'40-9-1 下水道 福岡県 16

A'204-1-3 下水道 直方市 居立川排水区雨水管渠整備 220

A'204-1-4 下水道 直方市 42

A'204-1-5 下水道 直方市 36

A'205-1-3 下水道 飯塚市 飯塚終末処理場　水処理改築 329

A'205-1-4 下水道 飯塚市 飯塚終末処理場　汚泥処理改築 300

A'205-1-5 下水道 飯塚市 0

A'205-1-6 下水道 飯塚市 4

A'205-1-8 下水道 飯塚市 259

A'205-1-9 下水道 飯塚市 170

A'205-1-10 下水道 飯塚市 0

A'205-1-11 下水道 飯塚市 10

A'213-1-4 下水道 行橋市 行橋浄化センター長寿化命計画策定 35

A'213-1-6 下水道 行橋市 東部ポンプ場（他２箇所）長寿命化計画策定 18

A'213-1-7 下水道 行橋市 小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（工事） 216

A'213-1-8 下水道 行橋市 江尻川左岸排水区雨水管渠整備 84

A'215-1-4 下水道 中間市 弥生町排水区雨水管渠整備 10

A'215-1-5 下水道 中間市 本町排水区雨水管渠整備 9

A'215-1-6 下水道 中間市 太賀排水区雨水管渠整備 146

A'215-1-7 下水道 中間市 岩瀬第3排水区雨水管渠整備 49

A'215-1-8 下水道 中間市 垣生排水区雨水管渠整備 10

A'215-1-9 下水道 中間市 80

A'215-1-10 下水道 中間市 19

A'215-1-11 下水道 中間市 205

A'215-1-12 下水道 中間市 15

A'215-1-14 下水道 中間市 65

A'217-1-3 下水道 筑紫野市 宝満川排水区雨水管渠整備 78

A'217-1-6 下水道 筑紫野市 御笠川排水区雨水管渠整備 40

A'218-1-1 下水道 春日市 10

A'218-1-2 下水道 春日市 260

A'218-1-3 下水道 春日市 966

A'218-1-4 下水道 春日市 47

A'218-1-5 下水道 春日市 12

中底井野第2排水区雨水管渠整備

遠賀川下流流域幹線改築

雨水貯留施設築造

遠賀川下流処理区長寿命化計画策定

中間市

中間市堀川左岸排水区雨水管渠整備

御笠川処理区長寿命化計画策定

土手ノ内第2排水区雨水管渠整備

通谷排水区雨水管渠整備

飯塚処理区  長寿命化計画策定

飯塚市

飯塚市

中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

中間市

流域幹線耐震化対策

流域幹線耐震化対策

直方市

遠賀川中流処理区長寿命化計画策定・改築

八女市、筑後
市、みやま市、
広川町

流域幹線長寿命化計画策定

御笠川処理区マンホール蓋改築

行橋市

感田排水区長寿命化計画策定

中間市

飯塚市

片島ポンプ場（他３箇所）改築 飯塚市

雨水滞水池築造

春日市

大和排水区雨水管渠整備 春日市

中間市

中間市

中間市

片島ポンプ場（雨水）増設

筑紫野市

中間市

小倉排水区雨水管渠整備

春日市

飯塚市

行橋市

筑紫野市

飯塚市

行橋市

春日市

行橋市

中間市

流域幹線耐震化対策
直方市、宮若
市、小竹町

春日市

飯塚終末処理場　長寿命化計画策定 飯塚市

飯塚市

小郡市、朝倉
市、大刀洗町

流域幹線耐震化対策
中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

飯塚処理区管路施設改築

直方市

中間市

中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

直方市



A'219-1-2 下水道 大野城市 筒井排水区雨水管渠整備 80

A'219-1-3 下水道 大野城市 大野東排水区雨水管渠整備 29

A'219-1-4 下水道 大野城市 御笠川処理区長寿命化計画策定 48

A'219-1-5 下水道 大野城市 御笠川処理区枝線改築 81

A'219-1-6 下水道 大野城市 2

A'220-1-9 下水道 宗像市 33

A'220-1-10 下水道 宗像市 459

A'220-1-11 下水道 宗像市 15

A'220-1-12 下水道 宗像市 35

A'220-1-13 下水道 宗像市 72

A'220-1-14 下水道 宗像市 10

A'221-1-2 下水道 太宰府市 太宰府排水区雨水管渠整備 805

A'221-1-4 下水道 太宰府市 御笠川処理区長寿命化計画策定 6

A'221-1-5 下水道 太宰府市 11

A'223-1-7 下水道 古賀市 古賀水再生センター水処理改築 281

A'223-1-8 下水道 古賀市 古賀水再生センター電気設備改築 200

A'223-1-9 下水道 古賀市 古賀処理区管路施設改築 54

A'223-1-10 下水道 古賀市 千鳥第1･2排水区雨水管渠整備 9

A'223-1-11 下水道 古賀市 古賀水再生センター長寿命化計画策定 5

A'223-1-12 下水道 古賀市 0

A'229-1-3 下水道 みやま市 上庄雨水ポンプ場長寿命化計画策定 2

A'229-1-4 下水道 みやま市 上庄雨水ポンプ場改築 126

A'343-1-2 下水道 志免町 多々良川処理区長寿命化計画策定 47

A'343-1-3 下水道 志免町 志免第１処理分区枝線改築 85

A'381-1-1 下水道 芦屋町 198

A'381-1-2 下水道 芦屋町 25

A'381-1-3 下水道 芦屋町 217

A'381-1-4 下水道 芦屋町 24

A'381-1-5 下水道 芦屋町 140

A'381-1-6 下水道 芦屋町 58

A'381-1-7 下水道 芦屋町 9

A'381-1-8 下水道 芦屋町 8

A'384-1-3 下水道 遠賀町 51

A'447-1-3 下水道 筑前町 三輪中央排水区雨水管渠整備 145

A'621-1-3 下水道 苅田町 磯浜ポンプ場改築 100

A'621-1-5 下水道 苅田町 近衛川排水区雨水管渠整備 427

C'40-1-1 下水道 福岡県 6

C'40-3-1 下水道 福岡県 5

C'40-4-1 下水道 福岡県 1

C'40-5-1 下水道 福岡県 1

宇美町、篠栗
町、志免町、須
恵町、久山町、
粕屋町

通古賀排水区雨水管渠整備 太宰府市

古賀処理区長寿命化計画策定 古賀市

太宰府市

西浜町ポンプ場（他３箇所）改築 芦屋町

芦屋町浄化センター水処理改築

芦屋町

古賀市

宗像終末処理場水処理改築

下水道災害ソフト対策

福岡市、筑紫野
市、春日市、大
野城市、太宰府
市、那珂川町

志免町

宗像市

古賀市

宗像市

下水道災害ソフト対策

大野城市

中ノ浜ポンプ場耐震化対策

大野城市

志免町

古賀市

古賀市

古賀市

深田排水区雨水管渠整備

芦屋町

汐入ポンプ場（他６箇所）長寿命化計画策定

下水道災害ソフト対策

大野城市

芦屋町浄化センター汚泥処理改築 芦屋町

芦屋町

筑前町

苅田町

苅田町

芦屋処理区長寿命化計画策定 芦屋町

小郡市、筑紫野
市

芦屋町浄化センター耐震化対策 芦屋町

遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築 遠賀町

芦屋町

宗像市

みやま市

下水道災害ソフト対策
筑紫野市、太宰
府市、筑前町、
基山町

太宰府市

芦屋町浄化センター長寿命化計画策定

宗像市

宗像終末処理場長寿命化計画策定 宗像市

大野城市

宗像処理区マンホール蓋改築

宗像市

宗像終末処理場耐震対策

御笠川処理区総合地震対策計画策定 大野城市

みやま市

宗像処理区長寿命化計画策定



C'40-6-1 下水道 福岡県 1

C'40-7-1 下水道 福岡県 1

C'40-8-1 下水道 福岡県 1

C'40-9-1 下水道 福岡県 1

C'215-1-2 下水道 中間市 本町排水区雨水枝管整備 2

C'215-1-3 下水道 中間市 太賀排水区雨水枝管整備 38

C'215-1-4 下水道 中間市 岩瀬第3排水区雨水枝管整備 3

C'215-1-5 下水道 中間市 垣生排水区雨水枝管整備 5

C'215-1-6 下水道 中間市 20

C'220-1-3 下水道 宗像市 7

C'343-1-2 下水道 志免町 老朽化施設データベース構築 0

C'343-1-3 下水道 志免町 志免第１処理分区枝管改築 3

C'384-1-2 下水道 遠賀町 2

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

八女市、筑後
市、みやま市、
広川町

下水道災害ソフト対策
直方市、宮若
市、小竹町

下水道災害ソフト対策
中間市、水巻
町、遠賀町、鞍
手町

下水道災害ソフト対策
小郡市、朝倉
市、大刀洗町

C'

遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築

A'

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

志免町

中間市

中間市

百万円Ａ’ 百万円 Ｃ’ (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')）百万円 Ｂ’

志免町

中間市

宗像処理区マンホール蓋改築 宗像市

中間市中底井野第2排水区雨水枝管整備

下水道災害ソフト対策

市町村名

中間市

遠賀町

全体事業費
（百万円）

4.1%97022,325



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・下水道処理人口普及率が59.3%から65.4%となり、97,542人が下水道を使用できるようになった。
・下水道による都市浸水対策の達成率が30.4%から33.4%に増加した。

Ⅰ定量的指標に関連する ・合流式下水道の改善率が18.3%から100%に増加した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・下水道施設の長寿命化計画策定率が0%から100%に増加した。

・改築工事実施率が0%から100%に増加した。
・処理場の耐震化実施率が45.8%から58.3%に増加した。

最終目標値 65.0%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 予定よりも整備が進み、下水道整備人口が増加したことから、当初予定していた目標値よりも実績値が

に差が出た要因 上回る結果となった。
最終実績値 65.4%

最終目標値 34.1%
目標値と実績値 予算の制約や、一部工事の進捗等が遅れたため、目標を下回る結果となった。
に差が出た要因

最終実績値 33.4%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値 予定どおり目標を達成した。
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値 予定どおり目標を達成した。
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

最終目標値 100.0%
目標値と実績値 予定どおり目標を達成した。
に差が出た要因

最終実績値 100.0%

最終目標値 62.5%
目標値と実績値 H27年度に実施予定だった一部工事が入札不調により実施出来なかったため、目標を下回る結果となった。
に差が出た要因

最終実績値 58.3%

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）

指標①（下水道処
理人口普及率）

指標②（下水道に
よる都市浸水対策
達成率）

平成23年から平成27年までの5年間で社会資本総合整備計画による下水道事業を行い、定量的指標を概ね達成することが出来た。今後も汚水の未普及対策、雨水の浸水対策と進めていくとともに、下水道施設の耐震化やストックマネジメント
計画による計画的な維持管理に努め、安全で安心して暮らせる生活環境確保に取り組んでいきたい。

指標③（合流式下
水道改善率）

指標④（下水道施
設の長寿命化計画
策定率）

指標⑤（改築工事
（長寿命化含む）
実施率）

指標⑥（耐震化
（処理場）実施
率）



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

福岡市

那珂川町

太宰府市
大野城市

福岡空港

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

御笠川浄化センター

福岡県

御笠川那珂川流域

C'40-1-1 下水道災害ソフト対策

A'40-1-9 流域幹線改築設計等

A'40-1-10  流域幹線耐震化対策

A'40-1-1１ 流域幹線長寿命化計画策定

A40-1-7 御笠川浄化センター水処理増設

A40-1-8 御笠川浄化センター汚泥処理増設

A'40-1-1 御笠川浄化センター水処理改築

A'40-1-2 御笠川浄化センター汚泥処理改築

A'40-1-3 御笠川浄化センター長寿命化計画策定

A'40-1-4 御笠川浄化センター水処理改築

A'40-1-5 御笠川浄化センター汚泥処理改築

A'40-1-6 御笠川浄化センター耐震化対策

筑紫野市

春日市



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

A40-2-1 周防灘流域別下水道整備総合計画策定

福岡県

周防灘



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

久山町

志免町

篠栗町

須恵町

宇美町

粕屋町

福岡県

多々良川流域

A40-3-6 多々良川浄化センター水処理増設

A40-3-7 多々良川浄化センター汚泥処理増設

A'40-3-1 多々良川浄化センター水処理改築

A'40-3-2 多々良川浄化センター汚泥処理改築

A'40-3-4 多々良川浄化センター耐震化対策

C'40-3-1 下水道災害ソフト対策

A40-3-5 流域幹線整備

A'40-3-3 流域幹線耐震化対策

A'40-3-8 流域幹線長寿命化計画策定

A'40-3-9 多々良川流域幹線改築



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

A40-4-7 力武ポンプ場増設

A40-4-8 宝満川浄化センター汚水調整池築造

A40-4-9 宝満川浄化センター汚泥処理増設

A'40-4-1 宝満川浄化センター水処理改築

A'40-4-2 宝満川浄化センター汚泥処理改築

A'40-4-3 宝満川浄化センター長寿命化計画策定

A'40-4-5 宝満川浄化センター耐震化対策

凡 例
全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

整備計画箇所

整備計画幹線

福岡県

宝満川流域

C'40-4-1 下水道災害ソフト対策

筑紫野市

小郡市

A40-4-6 流域幹線整備

A'40-4-4 流域幹線耐震化対策

A'40-4-6 流域幹線長寿命化計画策定



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

凡 例
全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

整備計画箇所

未整備幹線

福岡県

宝満川上流流域

A40-5-2 宝満川上流浄化センター場内整備

C'40-5-1 下水道災害ソフト対策

筑紫野市

太宰府市

筑前町

基山町

A40-5-3 流域幹線整備

A'40-5-1 流域幹線耐震化対策

A'40-5-4 流域幹線長寿命化計画策定



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

A40-6-3 福童浄化センター水処理増設

A40-6-4 福童浄化センター汚泥処理増設

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

福岡県

筑後川中流右岸流域

C'40-6-1 下水道災害ソフト対策

小郡市

大刀洗町

朝倉市

A40-6-2 流域幹線整備

A'40-6-1 流域幹線耐震化対策



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

福岡県

遠賀川下流流域

C'40-7-1 下水道災害ソフト対策

A40-7-2 遠賀川下流浄化センター水処理増設

A40-7-3 遠賀川下流浄化センター汚泥処理増設

中間市

水巻町

遠賀町

鞍手町

A'40-7-1 流域幹線耐震化対策

A'40-7-4 流域幹線長寿命化計画策定

Ａ'40-7-5  遠賀川下流流域幹線改築



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

A40-8-3 矢部川浄化センター水処理増設

A40-8-4 矢部川浄化センター汚泥処理増設

八女市

みやま市

筑後市

広川町

広川幹線

黒木幹線

瀬高幹線

福岡県

矢部川流域

全体計画区域

事業計画区域

整備計画幹線

整備計画箇所

凡例

C'40-8-1 下水道災害ソフト対策

A40-8-2 流域幹線整備

A'40-8-1 流域幹線耐震化対策



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

遠賀川中流浄化センター

A40-9-4 龍徳ポンプ場増設

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

凡例

福岡県

遠賀川中流流域

C'40-9-1 下水道災害ソフト対策

A40-9-3 遠賀川中流浄化センター水処理増設

直方市

宮若市

小竹町

A40-9-2 流域幹線整備

A'40-9-1 流域幹線耐震化対策

A40-9-5 溝掘ポンプ場新設



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

福岡県

A40-10-1 福岡県汚水処理構想策定



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２５年度　～　平成２７年度　（３年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫
野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島
市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手
町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町



とう作成【事後評価】快適な生活環境の整備（H23～27）.xlsx 飯塚市 2017/7/11

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度 （3年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫
野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島
市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手
町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

凡例

全体計画区域

事業計画区域

事業計画拡大区域

整備拡大区域

既整備区域

既設幹線
整備計画箇所
整備計画幹線

遠賀川

穂波川

国道211号

国道201号ﾊﾞｲﾊﾟｽ

国道201号

国道200号ﾊﾞｲﾊﾟｽ
新飯塚駅

上三緒駅

飯塚駅

飯塚市役所

殿浦ﾎﾟﾝﾌﾟ場

露切ﾎﾟﾝﾌﾟ場

鶴三緒ﾎﾟﾝﾌﾟ場

下三緒ﾎﾟﾝﾌﾟ場

吉北ﾎﾟﾝﾌﾟ場

A'205-1-3飯塚終末処理場 水処理改築

A'205-1-4飯塚終末処理場 汚泥処理改築

A'205-1-5飯塚終末処理場 長寿命化計画策定

飯塚処理区

飯塚終末処理場

飯塚市

A205-1-1 飯塚処理区汚水幹線整備

A205-1-2 飯塚処理区汚水枝線整備

C205-1-1 飯塚処理区枝管整備

A205-1-1 飯塚処理区汚水幹線整備

A205-1-2 飯塚処理区汚水枝線整備

C205-1-1 飯塚処理区枝管整備

A'205-1-6 雨水滞水池築造

片島ﾎﾟﾝﾌﾟ場

A205-1-7 雨水貯留タンク設置補助

A'205-1-8片島ポンプ場（他３箇所）改築

A'205-1-9片島ポンプ場（雨水）増設

A'205-1-10 飯塚処理区管路施設改築

A'205-1-11 飯塚処理区 長寿命化計画策定
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

田川市

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A206-1-1 下水道基本計画策定

A206-1-2 田川市汚水処理構想策定



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

柳川市

柳川処理区

C207-1-1 柳川処理区枝管整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A207-1-1 柳川処理区汚水枝線整備

A207-1-2 柳川処理区汚水幹線整備



水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

八女中央処理分区

A210-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C210-1-1 矢部川処理区枝管整備

C210-1-2 接続補助（下水道区域全域）

八女市

矢部川処理区

A210-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

A210-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

A210-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備
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水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

筑後市

矢部川処理区

A211-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C211-1-2 接続補助（下水道区域全域）

A211-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

C211-1-1 矢部川処理区枝管整備
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

A213-1-1 行橋処理区汚水幹線整備

A213-1-2 行橋処理区汚水枝線整備
C213-1-1 行橋処理区枝管整備

行橋市

行橋処理区

A213-1-3 行橋浄化センター汚泥処理増設
A'213-1-4 行橋浄化センター長寿命化計画策定

全 体 計 画 区 域

事 業 計 画 区 域

既 整 備 区 域

既 設 幹 線

整 備 計 画 箇 所

整 備 計 画 幹 線

整備計画追加幹線

凡　　　　例

A213-1-5 小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（設計等）

A'213-1-7 小波瀬川右岸排水区雨水管渠整備（工事）

A'213-1-6 東部ポンプ場（他2箇所）長寿命化計画策定

A'213-1-8 江尻川左岸排水区雨水管渠整備



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫
野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島
市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手
町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

A214-1-2 豊前処理区汚水枝線整備

C214-1-1  豊前処理区枝管整備

豊前市

豊前処理区

A214-1-3 豊前市浄化センター水処理増設

　事業計画拡大区域

　既整備区域

　既設幹線

　整備計画箇所

　整備計画幹線

　整備計画追加幹線

凡　　　　例

　全体計画区域

　事業計画区域

A214-1-1豊前処理区汚水幹線整備

A214-1-4 豊前市浄化センター長寿命化計画策定

A214-1-5 管内テレビカメラ調査

A214-1-6  豊前市浄化センター水処理改築
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社会資本整備交付金（図面）



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑
紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸
島市、那珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍
手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

御笠川処理区

宝満川上流処理区

宝満川処理区

A217-1-4 御笠川処理区長寿命化計画策定筑紫野市

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画汚水幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加汚水幹線

A’217-1-3 宝満川排水区雨水管渠整備

A217-1-5 御笠川処理区汚水枝線整備
C217-1-3 御笠川処理区枝管整備

A217-1-2 宝満川上流処理区汚水枝線整備
C217-1-2 宝満川上流処理区枝管整備

A217-1-7 宝満川処理区長寿命化計画策定

整備計画雨水幹線

整備計画追加雨水幹線

A217-1-9 宝満川処理区汚水幹線改築

A’217-1-6 御笠川排水区雨水管渠整備

A217-1-8 御笠川処理区汚水幹線改築

A217-1-1 宝満川処理区汚水枝線整備
C217-1-1 宝満川処理区枝管整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A'218-1-2 小倉排水区雨水管渠整備

A'218-1-3 雨水貯留施設築造

春日市

御笠川処理区

A'218-1-1 御笠川処理区長寿命化計画策定

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

計画拡大区域

整備計画追加幹線

A'218-1-4 御笠川処理区マンホール蓋改築

A'218-1-5 大和排水区雨水管渠整備

A'218-1-6 雨水管渠長寿命化計画策定



社会資本総合整備計画（図面）



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、
春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那
珂川町、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、広
川町、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町

宗像処理区

宗像市

A220-1-3 自由ヶ丘西排水区雨水管渠整備

凡   例

全体計画区域

事業計画区域

事業計画拡大区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

整備計画幹線

整備計画追加幹線

A220-1-2 宗像終末処理場水処理改築
A220-1-4 宗像終末処理場長寿命化計画策定
A'220-1-9 宗像終末処理場長寿命化計画策定
A220-1-5 宗像終末処理場水処理改築
A'220-1-10 宗像終末処理場水処理改築
A220-1-8 宗像終末処理場消化ガス発電施設整備
A'220-1-13 宗像終末処理場耐震対策

A220-1-7 宗像処理区長寿命化計画策定

A'220-1-12 宗像処理区長寿命化計画策定

C220-1-2 宗像処理区枝線整備

A220-1-1 宗像処理区汚水枝線整備

A'220-1-14 深田排水区雨水管渠整備

A220-1-6 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築

A'220-1-11 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築

C220-1-1 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築

C'220-1-3 宗像処理区ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改築



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

太宰府市

A221-1-3 宝満川上流処理区汚水枝線整備

A’221-1-2 太宰府排水区雨水管渠整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

整備計画拡大区

整備計画追加幹

A221-1-1 御笠川処理区汚水枝線整備
C221-1-1 御笠川処理区枝管整備

C221-1-3 宝満川上流処理区枝管整備

A’221-1-5 通古賀排水区雨水管渠整備

A’221-1-4 御笠川処理区長寿命化計画策定
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備（防災・安全）

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

防災・安全社会資本整備交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

古賀処理区

古賀市

A223-1-1 古賀処理区長寿命化計画策定

A'223-1-12 古賀処理区長寿命化計画策定

A223-1-5 西部ポンプ場改築

A223-1-3 古賀水再生センター水処理改築
A223-1-4 古賀水再生センター長寿命化計画策定

A'223-1-7 古賀水再生センター水処理改築
A'223-1-8 古賀水再生センター電気設備改築

A'223-1-11 古賀水再生センター長寿命化計画策定

西部ポンプ

場
古賀水再生センター

　整備計画追加幹線

　整備計画箇所

　整備計画幹線

凡　　　　　例

　全体計画区域

　事業計画区域

　事業計画拡大区域

　既整備区域

　既設幹線

A'223-1-9 古賀処理区管路施設改築

A'223-1-10 千鳥第1･2排水区雨水管渠整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

社会資本整備総合交付金（図面）

A225-1-4 吉井浄化センター水処理増設 A225-1-5 浮羽浄化センター汚泥処理増設

A225-1-3 浮羽処理区汚水枝線整備
C225-1-2 浮羽処理区枝管整備

A225-1-2 吉井処理区汚水枝線整備
C225-1-1 吉井処理区枝管整備

吉井処理区
浮羽処理区

うきは市

A225-1-1 吉井処理区汚水幹線整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

社会資本整備総合交付金（図面）

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画区域

既整備区域

Ａ226-1-1 遠賀川中流処理区汚水枝線整備
C226-1-1 遠賀川中流処理区枝管整備

宮若市役所

若宮総合支所

宮若市

遠賀川中流処理



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

0

*

水の安全・安心基盤整備（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A229-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備

A229-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C229-1-1 矢部川処理区枝管整備

みやま市

矢部川処理区

A’229-1-3 上庄雨水ポンプ場長寿命化計画策定
A’229-1-4 上庄雨水ポンプ場改築

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

既設幹線

整備計画箇所

整備計画汚水幹線

整備計画雨水幹線

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

事業計画拡大区域

既整備区域

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

凡　　例
全体計画区域

事業計画区域

A230-1-10 可也引津処理区汚水枝線整備

A230-1- 4 小富士汚水中継ポンプ場建設

A230-1- 3 可也引津処理区汚水幹線整備

A230-1- 5 前原下水管理センター汚泥処理増設

A230-1- 6 前原下水管理センター汚泥処理改築

A230-1- 7 前原下水管理センター長寿命化計画策定
A230-1-11 前原下水管理センター施設改築

A230-1- 1 前原処理区汚水幹線整備

A230-1- 2 前原処理区汚水枝線整備

C230-1- 1 前原処理区枝管整備

A230-1-12 雨水貯留施設築造

前原処理区

糸島市

A230-1- 8 前原排水区雨水管渠整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A305-1-1 片縄排水区雨水管渠整備

那珂川町

御笠川処理区

全体計画区域

事業計画区域

事業計画拡大区域

既設幹線

既設整備箇所

整備計画幹線

整備計画箇所

凡例

A305-1-2 御笠川処理分区汚水枝線整備

A305-1-3 御笠川処理区長寿命化計画策定
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

社会資本整備総合交付金（図面）

志免町

多々良川処理区

A343-1-1 多々良川処理区汚水枝線整備
C343-1-1 多々良川処理区枝管整備

A’343-1-2 多々良川処理区長寿命化計画策定
C’343-1-2 老朽化施設データベース構築

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

整備計画拡大区域

A’343-1-3 志免第1処理分区枝線改築
C’343-1-3 志免第1処理分区枝管改築



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

多々良川処理区

久山町

A348-1-1 多々良川処理区汚水幹線整備

A348-1-2 多々良川処理区汚水枝線整備

C348-1-1 多々良川処理区枝管整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線



水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 福岡県における快適な生活環境の推進

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、
久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田
町、みやこ町、吉富町、築上町

A349-1-1 多々良川処理区汚水枝線整備
C349-1-1 多々良川処理区枝管整備

多々良川処理区

粕屋町

A349-1-3 調整池築造A349-1-2 長者原排水区雨水管渠整備
C349-1-2 長者原排水区雨水枝管整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

芦屋処理区

粟屋ポンプ場

下ノ辻ポンプ場

月軒ポンプ場

祇園町ポンプ場

汐入ポンプ場中ノ浜ポンプ場

西浜町ポンプ場

芦屋町

A381-1-11 芦屋町浄化センター消化ガス発電施設整備

凡例

全体計画区域

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

A381-1-9 芦屋処理区汚水管渠整備
A381-1-10 山鹿東部排水区雨水管渠整備

A'381-1-1 西浜町ポンプ場（他3箇所）改築

A'381-1-2 汐入ポンプ場（他6箇所）長寿命化計画策定

A'381-1-6 芦屋処理区長寿命化計画策定

A'381-1-8 中ノ浜ポンプ場耐震化対策

A'381-1-3 芦屋町浄化センター汚泥処理改築
A'381-1-4 芦屋町浄化センター長寿命化計画策定

A'381-1-5 芦屋町浄化センター水処理改築
A'381-1-7 芦屋町浄化センター耐震化対策



水の安全・安心基盤整備（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

遠賀川下流処理区

水巻町

高松汚水中継ポンプ場

全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

既設整備箇所

整備計画幹線

整備計画箇所

整備計画拡大区域

整備計画追加幹線

凡 例

A382-1-2 遠賀川下流処理区汚水幹線整備

A382-1-1 遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C382-1-1 遠賀川下流処理区枝管整備
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計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

水の安全・安心基盤整備（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A384-1-1 遠賀川下流処理区汚水幹線整備

A384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備

A384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

事業計画拡大区域

整備計画追加幹線

A384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C384-1-1 遠賀川下流処理区汚水枝管整備

A’384-1-3 遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築
C’384-1-2 遠賀川下流処理区マンホール蓋・桝蓋改築

A384-1-2 遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C384-1-1 遠賀川下流処理区汚水枝管整備

A384-1-1 遠賀川下流処理区汚水幹線整備

遠賀町

遠賀川下流処理区



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A401-1-1 遠賀川中流処理区汚水幹線整備

A401-1-2 遠賀川中流処理区汚水枝線整備

遠賀川中流処理区

小竹町

C401-1-1 接続補助（下水道区域全域）



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

遠賀川下流処理区

全体計画区域

事業計画区域

整備計画拡大区域

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

整備計画幹線

整備計画追加幹線

凡　　　　　　　例

A402-1-1    遠賀川下流処理区汚水幹線整備

A402-1-2   遠賀川下流処理区汚水枝線整備
C402-1-1   遠賀川下流処理区枝管整備

鞍手町



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

既整備区域

既設幹線

整備計画箇所

整備計画幹線

整備計画追加幹線

事業計画区域

事業計画拡大区域

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

凡　　　例

全体計画区域

宝満川上流処理区

三輪中央処理区

A'447-1-3 三輪中央排水区雨水管渠整備

A447-1-1 宝満川上流処理区汚水枝線整備

C447-1-1 宝満川上流処理区枝管整備

C447-1-2 接続補助（下水道区域全域）

A447-1-2 三輪中央処理区汚水枝線整備

筑前町



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

整備計画箇所

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

社会資本整備総合交付金（図面）

凡　　　例

事業計画区域

既整備区域

既設幹線

A503-1-1 筑後川中流右岸処理区汚水枝線整備

大刀洗町

A503-1-2 大刀洗町汚水処理構想策定



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

社会資本整備総合交付金（図面）

A544-1-2 矢部川処理区汚水枝線整備

C544-1-1  矢部川処理区枝管整備

A544-1-1 矢部川処理区汚水幹線整備



計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間）

社会資本整備総合交付金（図面）

交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

苅田町浄化センター

磯浜ポンプ場

苅田町

苅田処理区

A'621-1-5 近衛川排水区雨水管渠整備

C621-1-1 接続補助（下水道区域全域）

凡 例

全体計画区域

事業計画区域

整備計画箇所

既設幹線

既整備区域

整備計画幹線

A621-1-4 苅田処理区汚水幹線整備

A621-1-1 苅田処理区汚水枝線整備

A'621-1-3 磯浜ポンプ場改築

A621-1-2 苅田町浄化センター汚泥処理増設



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

A625-1-1 豊津浄化センター水処理増設

豊津処理区

本町祓郷処理区

みやこ町

A625-1-2 みやこ町汚水処理構想策定



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

吉富クリーンセンター

全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

既整備箇所

整備計画箇所

凡例

吉富町

吉冨処理区

A642-1-1 吉富処理区汚水枝線整備
C642-1-1 吉富処理区枝管整備



社会資本整備総合交付金（図面）

計画の名称 1 快適な生活環境の整備

計画の期間 平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 交付対象

福岡県、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、筑紫野市、春日
市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、那珂川町、志免町、久
山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、広川町、苅田町、
みやこ町、吉富町、築上町

C647-1-3 接続補助（下水道区域全域）

A647-1-1 椎田処理区汚水幹線整備

椎田処理区

築城処理区

築上町

全体計画区域

事業計画区域

既設幹線

既整備箇所

整備計画幹線

整備計画箇所

凡例

A647-1-4 築城処理区汚水枝線整備
C647-1-2 築城処理区枝管整備

A647-1-2 椎田処理区汚水枝線整備
C647-1-1 椎田処理区枝管整備

A647-1-3 椎田浄化センター水処理新設

A647-1-5 椎田浄化センター汚泥処理新設


