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はじめに 

 

 この報告書は、「福岡県交通ビジョン 2017」（平成 29 年３月策定）の令和３年度末までの実施

状況を取りまとめたものです。 

 第１部は交通ビジョンの概要を、第２部は交通ビジョンの実施状況を、第３部は施策目標の実

績を取りまとめています。 

 

第１部 福岡県交通ビジョン２０１７の概要 

 

１ 交通ビジョン策定の趣旨 

本県では、平成 24(2012)年３月、県民一人ひとりが福岡県に生まれ、生活してよかったと実感

できる「県民幸福度日本一」を目指した「福岡県総合計画(2012)」の部門計画として、10年程度

先を見据えた「福岡県交通ビジョン 2012」を策定しました。 

一方で、平成 25(2013)年に「交通政策基本法」が成立し交通機能の確保・向上に国をあげて取

り組むことが明記されたほか、インバウンドの急増、人口減少の問題、九州北部豪雨や熊本地震

の発生など、交通を取り巻く状況も大きく変化しました。 

こうした、これまでの成果や交通を取り巻く状況の変化を踏まえ、行政機関のみならず県民、

交通事業者などあらゆる関係者が協働し、交通に関する諸施策を推進するために、「福岡県交通ビ

ジョン 2017」を策定しました。 

 

２ 計画期間 

平成 29(2017)年度から令和 3(2021)年度までの５年間としています。 

 

 

３ 計画の基本的な考え方 

（１）計画の性格 

時代の変化を踏まえた５つの「基本方針」をもとに、取り組むべき交通施策の方向性を示

すものです。 

 

（２）展開する施策 

   「これまでの成果」、「交通を取り巻く状況の変化」、「交通に関する県民意識」を踏まえ、

「福岡県交通ビジョン 2017」では、「アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大」、「地域

間の連携強化と九州・山口の一体的発展」、「大規模災害への備えと事故の未然防止」、「地方創生

のためのまちづくりと連携した交通網の整備」、「地球温暖化対策の推進」の５つの「基本方針」

を定め、時代の変化に即応した施策を総合的、計画的に進めます。 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

交通ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通ビジョン 2012 

≪10年程度先の社会を見据える≫ 

検証 
交通ビジョン 2017の計画期間 
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那珂川市 

 

（３）施策の推進方策 

①市町村との連携 

本ビジョンの推進に当たっては、それぞれの地域によって大きく異なる人口動態、人口

構造などの現状を踏まえた上で、県内各市町村と効果的な連携を図ることが重要です。 

そのため、本ビジョンに掲げる交通関係施策について、「市町村版総合戦略」の策定支援

のために設置した「地方創生市町村圏域会議」を活用し、地域の交通インフラや社会・経

済状況を考慮の上、市町村域を越えたコミュニティバスの運行や鉄道も含めた交通ネット

ワークの再構築など、効果的な施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②九州・山口各県との連携 

新幹線や高速道路、国道といった九州各県が協力して国に事業の促進を提言・要望すべ

き交通施策も数多くあることから、「九州地域戦略会議」や「九州観光推進機構」など、九

州・山口各県の経済界、交通事業者、行政機関などで構成される組織を十分活用し、九州

運輸局や九州地方整備局とも連携して、九州・山口の発展に資する広域交通ネットワーク

の充実・強化に取り組みます。 

 

③交通事業者との連携 

県内の市町村と企業等で構成する「福岡県地域公共交通体系整備促進協議会」や、県内

15の「広域地域振興圏」ごとに設置する「地方創生市町村圏域会議」の場において、バス・

・従来の広域行政圏要綱の廃止を契機に、

地域振興に活用するためのものとし

て、平成 21（2009）年度に県独自の圏

域を設定。 

・通勤、通学等の人口動態、地理的状況、

歴史的経緯等を総合的に勘案の上、生

活圏域としての実態を踏まえたものと

した。 
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鉄道等の交通事業者の参画のもと、公共交通の維持、活性化、利便性の向上等について検

討を行います。 

 

４ 成果の検証と新たな施策の検討 

県内の交通関係事業者、有識者、行政機関などで構成する「福岡県交通対策協議会」において、

本ビジョンに掲げた施策の進捗状況、具体的成果、解決すべき課題を確認しながら、PDCAサイク

ルにより、施策の実効性を高めます。 
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第２部 福岡県交通ビジョン２０１７の実施状況 

 

１ 実施状況報告について 

  交通ビジョンの 5 つの基本方針に基づく主要施策を推進するため、個別施策ごとに、令和３

年度末までの実施状況を報告します。 

 

２ 施策の体系 

（基本方針１）アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大 

施策の方向 主要施策 個別施策 

１ 福岡空港、北九州空港の

役割分担と相互補完の推進 

(１) 福岡空港、北九州空港の

機能強化 

① 福岡空港の平行誘導路二重化、

滑走路増設の早期完成 

② 入国審査官の更なる増員、自動

化ゲート、バイオカート、ファ

ーストレーンの導入 

③ 福岡空港国際線ターミナルと

国内線ターミナル及び都心へ

のアクセス改善 

④ 福岡空港の民間委託の推進 

⑤ 北九州空港における滑走路の

3,000ｍへの延伸の早期実現 

⑥ 北九州空港の航空機産業の拠

点化 

(２) 福岡空港、北九州空港の

連携強化 

① 北九州空港の早朝・深夜便、LCC

等の路線誘致、航空貨物の集貨

促進 

② 福岡都市圏と北九州空港を結

ぶリムジンバスの運行など、北

九州空港のアクセス向上 

③ マルチエアポート化の推進 

④ 新北九州空港道路、福岡空港へ

の自動車専用道路の整備 

２ 国際貿易、国際観光を担

うターミナル港湾の整備 

(１) 北九州港、博多港の機能

強化 

① 北九州港、博多港での国際複合

一貫輸送の促進 

② 北九州港新門司地区・田野浦地

区における航路・岸壁等の整備 

③ 北九州港響灘地区における新

規岸壁の整備、道路ネットワー

クの拡充 

④ 博多港アイランドシティ地区

における大水深の航路・岸壁、

アクセス道路等の整備、荷役機

械の電動化などのエココンテ

ナターミナルの整備 

⑤ 博多港箱崎ふ頭の国際・国内

RORO船の集約 

⑥ 博多港への超大型クルーズ船

受入機能の強化 
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(２) 県営港湾の整備・利用促

進 

① 苅田港における本航路の整備、

新松山地区のふ頭整備、新松山

臨海工業団地の整備・分譲等に

よる港湾機能の充実、利用促進 

② 三池港における公共ふ頭の拡

張などの港湾機能の充実、世界

文化遺産の保全 

③ 三池港における集貨拡大及び

航路誘致 

④ 大牟田港、大島港、宇島港、芦

屋港及び若津港の整備 

３ 空港・港湾と県内各地域

を結ぶネットワークの強化 

(１) 空港・港湾へのアクセス

整備 

① 福岡高速６号線（アイランドシ

ティ線）の整備、福岡空港関連

自動車専用道路の整備 

② 新北九州空港道路の整備、東九

州自動車道の４車線化 

③ 空港、港湾、インターチェン

ジなど広域交通を担う拠点相

互を結ぶ道路網の整備 

④ 有明海沿岸道路の整備 

(２) アジアとの物流効率化 ① 農林水産業や自動車産業など

地域の産業拠点と空港、港湾、

インターチェンジなどを結ぶ

道路網の整備 

② 国際 RORO船航路の誘致や充実化 

③ 日中韓３国間シャーシ相互乗

入れの実現 

 

（基本方針２）地域間の連携強化と九州・山口の一体的発展 

施策の方向 主要施策 個別施策 

１ 九州・山口の人・モノの

循環を活発にする交通手段

の整備 

(１) 高規格幹線道路及び地

域高規格道路の整備 

① 下関北九州道路の早期整備 

② 有明海沿岸道路、新北九州空港

道路、福岡高速６号線（アイラ

ンドシティ線）、福岡空港関連

自動車専用道路の整備（再掲） 

③ 西九州自動車道の整備 

④ 東九州自動車道の４車線化（再掲） 

⑤ スマート IC の整備 

(２) 鉄道ネットワークの強

化 

① 九州新幹線（西九州(長崎)ルー

ト）の建設、東九州新幹線の整

備構想の推進 

② 西鉄天神大牟田線の複線化（試

験場前～大善寺駅間、蒲地駅～

開駅間） 

③ 福岡市地下鉄七隈線の延伸（天

神南駅～博多駅間） 

④ 福岡市地下鉄箱崎線と西鉄貝

塚線の直通化 
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２ 都市と地域を結ぶ交通網

の充実 

(１) 基幹となる道路網の整

備 

① 広域的な道路網を構成する一

般国道、主要な県道の整備 

(２) 地域の自立促進のため

の道路網の整備 

① 空港、港湾、インターチェンジ、

基幹的道路網などにアクセス

する道路の整備 

② 地域の産業拠点にアクセスす

る道路の整備 

③ 都市部の道路相互や鉄道との

交差部の立体化 

(３) 目的地へアクセスしや

すい交通環境の整備 

① バスターミナル、鉄道駅などの

主要交通施設における多言語

表記、Wi-Fi 環境等の整備 

② 訪日外国人が利用しやすい企

画切符の充実 

③ 観光列車、水上バス、観光回遊

バスなどを利用した観光振興 

④ タクシーコンシェルジュの配

置や多言語通訳サービスなど、

タクシーサービスの充実 

⑤ 外国人レンタカー利用者への

運転ルールの周知、留意事項の

解説、案内表示の設置 

３ 最先端技術を活用した、

便利で快適な次世代交通の

普及・促進 

(１) ICT(情報通信技術)等を

活用した交通システムと

次世代自動車の普及・促進 

① ETC2.0などの ITS（高度道路交

通システム）の普及促進 

② コミュニティバスやデマンド

交通の利用拡大、利便性向上に

役立つ ICTの活用 

③ ASV（先進安全自動車）の普及

促進 

④ FCV、EV、PHVなどの購入支援 

⑤ FCV の普及、民間事業者による

水素ステーションの整備促進 

⑥ EV、PHV に必要な充電インフラ

の民間事業者による整備促進 

 

（基本方針３）大規模災害への備えと事故の未然防止 

施策の方向 主要施策 個別施策 

１ 交通施設の耐震、災害対

応能力の向上 

(１) 交通施設の耐震化、自然

災害対応能力の向上 

① 高規格幹線道路や地域高規格

道路、緊急輸送道路などの幹線

的道路ネットワークの整備 

② 下関北九州道路の早期整備（再

掲） 

③ 道路法面等の崩壊・落石防止対

策の推進 

④ 規制基準、規制区間の見直し等

による安全かつ円滑な交通の

確保 
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⑤ 落橋・崩壊といった致命的な損

傷を防止するための耐震対策

の推進 

⑥ 主要ターミナル駅の耐震化 

⑦ 臨港道路などの港湾施設の耐

震化 

⑧ 福岡空港の耐震対策の推進 

(２) 防災体制の強化 ① 九州・山口９県災害時応援協定

に基づく緊急輸送経路及び輸

送手段の確保、平時からの情報

共有 

② 代替路線を確保するための道

路ネットワークの拡充 

③ 緊急輸送道路の幅員狭小区間

の拡幅、道路の無電柱化 

④ 交通監視カメラや交通情報板、

車両感知器などの交通管制設

備の充実 

⑤ 既存施設の有効活用による防

災機能の強化 

⑥ 災害時に必要な情報の県民へ

の周知 

⑦ 沿岸地域のハザードマップの

作成支援 

２ 交通施設の安全性向上と

長寿命化の推進 

(１) 交通施設の適切な維持

管理の推進 

① 道路、港湾施設の日常的なパト

ロール点検、定期点検、補修、

応急処置の実施 

② バス・鉄道の点検、保守作業の

徹底、技術研修・安全講習の充

実、訓練の実施 

③ 福岡県橋梁長寿命化修繕計画

に基づく道路橋の長寿命化、計

画的な架替え 

④ 市町村職員を対象とした橋梁

の点検・診断及び修繕に関する

技術講習会等の実施 

⑤ 信号機電源付加装置の更新、新

規整備 

⑥ 港湾施設の維持管理計画の策

定 

⑦ 路面下空洞調査の実施、陥没危

険度の高い空洞の補修 

⑧ 道路の美化・清掃活動の支援 

３ 高齢者をはじめとする交

通事故防止対策、飲酒運転

撲滅対策の推進 

(１) 交通安全対策の推進 ① 交通量が多く事故の危険性が

高い道路や通学路などの歩道

整備 

② 自転車専用通行帯の整備など

良好な自転車通行空間の確保 

③ 交差点改良や信号機等の交通

安全施設の整備 
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④ 交通事故防止のための広報啓

発の強化 

⑤ 無免許運転などの悪質性・危険

性の高い違反等に重点を置い

た指導取締り 

⑥ 幼児から高齢者までの段階的、

体系的な交通安全教育の推進 

⑦ 高齢者の事故を防止するため、

交通安全活動の推進、運転免許

証の自主返納制度及び返納者

への支援制度の周知 

⑧ 公共交通の維持・確保、買い物

代行・通院時の付き添いなどの

サービス情報の提供 

⑨ 自転車の安全利用に関する広

報啓発、安全教育や指導取締り 

⑩ 事業用自動車の安全運行の確

保、車両の安全対策の推進、鉄

軌道の安全確保などの推進 

⑪ 踏切保安施設の整備など、鉄道

事故を防止するための安全対

策の推進 

⑫ 飲酒運転の検挙、広報啓発や交

通安全教育、飲酒運転撲滅運動

の推進 

⑬ 飲酒運転違反者に対する指導 

 

（基本方針４）地方創生のためのまちづくりと連携した交通網の整備 

施策の方向 主要施策 個別施策 

１ 集落ネットワークの形

成、市街地活性化と一体と

なった、定住促進のための

地域公共交通の形成 

(１) まちづくりと一体とな

った交通網の形成 

① 市町村による立地適正化計画

及び地域公共交通網形成計画

の策定推進 

② 交通結節点（バスターミナル、

駅前広場、自由通路）の整備 

③ 都市計画道路の決定、変更、整

備 

④ 都市部の道路相互や鉄道との

交差部の立体化（再掲） 

(２) 地域公共交通の強化・広

域化 

① 路線バス(バス事業者)への支援 

② コミュニティバスの運行及び

車両購入、地域コミュニティ運

送実証実験等への支援 

③ コミュニティバス等の広域運

行路線の普及 

④ デマンド交通（事前予約運行）

の導入促進 

⑤ コミュニティバスなどの利用

促進策等の情報の共有化 
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⑥ 新たな需要に対応したタクシ

ーの取組みの促進 

⑦ 甘木鉄道、平成筑豊鉄道、筑豊

電気鉄道の安全輸送確保のた

めの支援 

⑧ 地域鉄道の活性化に向けた取

組みの推進 

⑨ 離島航路の維持・確保 

(３) 公共交通の利用促進 ① 公共交通の利便性向上などに

よる利用促進 

② パーク・アンド・ライドの推進 

③ 公共交通利用促進に関する啓

発活動の実施 

２ 地域住民の生活の利便性

と安全性を高める道路整備 

(１) 生活道路の整備 ① 幅員狭小区間や歩道未整備箇

所の整備・改善 

② 交通渋滞対策に必要な道路の

整備、交差点の立体化 

③ 交通量が多く事故の危険性が

高い道路や通学路などの歩道

整備（再掲） 

④ 交差点改良や信号機等の交通

安全施設の整備（再掲） 

(２) 自転車利用環境の整備 ① 自転車専用通行帯の整備など

良好な自転車通行空間の確保

（再掲） 

② 自転車の安全利用に関する広

報啓発、安全教育や指導取締り

（再掲） 

③ 大規模自転車道の整備 

④ レンタサイクル、コミュニティ

サイクルの普及促進 

⑤ 自転車駐車場の整備促進 

(３) 犯罪の防止に配慮した

道路環境の確保 

① 植樹帯や標識の適切な配置、防

犯灯の設置、ガードレール等に

よる歩車道の分離、防犯カメラ

の設置 

② 駐車場、自転車駐車場における

照明設備や防犯ミラー、防犯ベ

ル等の防犯設備の設置 

３ 誰もが安心して移動でき

るバリアフリー交通の推進 

(１) 歩行空間や公共交通施

設のバリアフリー化の推

進 

① 道路のバリアフリー化の推進 

② バスターミナルや鉄道駅など

の交通施設のバリアフリー化

の推進 

③ バスや鉄道車両のバリアフリ

ー化の推進 
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（基本方針５）地球温暖化対策の推進 

施策の方向 主要施策 個別施策 

１ 地球環境負荷の少ない交

通の推進 

(１) 交通円滑化のための道

路整備と交通制御 

① バイパスの整備、道路の拡幅、

交差点の立体化など交通渋滞

の解消・緩和のための道路整備 

② 自転車専用通行帯の整備など

良好な自転車通行空間の確保

（再掲） 

③ 大規模自転車道の整備（再掲） 

④ 信号制御による交通の円滑化 

(２) 地球環境に配慮した交

通手段の開発・普及 

① FCV、EV、PHVなどの購入支援 

（再掲） 

② FCV の普及、民間事業者による

水素ステーションの整備促進

（再掲） 

③ EV、PHV に必要な充電インフラ

の民間事業者による整備促進

（再掲）  

④ ハイブリッド型コンテナキャ

リアや燃料電池フォークリフ

トの導入など低炭素型物流の

促進 

(３) 地球環境にやさしい自

動車利用の促進 

① 公共交通利用促進の取組み（モ

ビリティ・マネジメント） 

② パーク・アンド・ライドの推進

（再掲） 

③ エコドライブの普及・啓発 

④ 事業活動におけるエコドライ

ブの普及 

⑤ グリーン経営認証の普及・啓発 

⑥ エコドライブ管理システムの

普及・啓発 
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３ 施策の実施状況 

 

【凡例】 

 

 

 

 

 

[個別施策の実施状況] 

○交通ビジョン 2017に掲げている個別施策の内容ごとに、令和３年度末までの実施状況を報告

します。 

 

（１）福岡空港、北九州空港の機能強化 

①：事業名 

 

実施状況（活動実績） 

【取組みの具体的な内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本方針１）アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大 

①福岡空港、北九州空港の役割分担と相互補完の推進 

５つの基本方針 

施策の方向 

主要施策 

個別施策 
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（１）福岡空港、北九州空港の機能強化 

①福岡空港の平行誘導路二重化、滑走

路増設の早期完成 

・平行誘導路二重化に係る構内道路改良やエプロン整備等

を実施しました。（令和元年度完了） 

・滑走路増設に係る用地造成や誘導路・エプロン新設等を

実施しました。 

・滑走路増設の早期完成に向け、要望活動を実施しました。 

②入国審査官の更なる増員、自動化ゲ

ート、バイオカート、ファーストレ

ーンの導入  

・関係自治体等で構成する「福岡空港利活用推進協議会」、

「北九州空港利用促進協議会」及び県単独での要望活動

を実施しました。 

③福岡空港国際線ターミナルと国内

線ターミナル及び都心へのアクセ

ス改善 

・福岡空港の運営会社である福岡国際空港㈱が国際ターミ

ナルに内際連絡バス専用道の一部を整備しました。 

・福岡空港の運営会社である福岡国際空港㈱が内際線で連

節バスの運行を実施しました。 

④福岡空港の民間委託の推進 ・地域の意向を空港運営に反映させるため、福岡空港の運

営会社である福岡国際空港㈱の取締役会への参画に加

え、協議を実施しました。 

⑤北九州空港における滑走路の

3,000mへの延伸の早期実現 

・国・県・関係市町が連携し、北九州空港の滑走路延長に

係るＰＩ（パブリック・インボルブメント）の手続きが

終了しました。 

・滑走路延長の早期実現に向け、要望活動を実施しました。 

⑥北九州空港の航空機産業の拠点化 ・産学官で構成する「福岡県航空機産業振興会議」の総会

を開催しました。 

・エアロマート名古屋 2021への参加企業に対し、支援を実

施しました。（参加企業：8社） 

・航空機産業参入に必要な認証資格取得に対する支援を実

施しました。（支援企業：1社） 

・航空機産業参入を目指す企業グループ「FAIN」に対し支

援を実施しました。（支援企業：12社） 

・専門アドバイザーによる県内企業への個別支援を実施し

ました。（支援企業：12社） 

・航空機関連企業を訪問し、誘致活動を実施しました。 

（実施企業：5社） 

 

 

 

 

（基本方針１）アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大 

 １ 福岡空港、北九州空港の役割分担と相互補完の推進 
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（２）福岡空港、北九州空港の連携強化 

①北九州空港の早朝・深夜便、LCC等

の路線誘致、航空貨物の集貨促進 

・航空貨物取扱量の増加に向け、重量助成制度等を活用し、

運送事業者・荷主に対する積極的な集貨促進活動を実施

しました。 

・国際貨物の集貨促進を図るため、北九州空港における通

関体制の構築に向けた取組に加え、新規荷主を開拓した

運送事業者への助成を実施しました。 

②福岡都市圏と北九州空港を結ぶリ

ムジンバスの運行など、北九州空港

のアクセス向上 

・早朝深夜時間帯の北九州空港発着便に合わせて福北リム

ジンバスを運行しました。 

③マルチエアポート化の推進 ・福岡空港及び北九州空港の両方に乗り入れしている航空

会社のうち、マルチエアポート未実施の航空会社と協議

を実施しました。 

④新北九州空港道路、福岡空港への自

動車専用道路の整備 

・新北九州空港道路（苅田工区）の供用を開始しました。

（令和3年5月） 

・福岡高速３号線（空港線）延伸事業に着手しました。 

 

 

（１）北九州港、博多港の機能強化 

①北九州港、博多港での国際複合一貫

輸送の促進 

【北九州港】 

・新門司地区において、航路及び泊地における付帯施設整

備を実施しました。 

【博多港】 

・博多港の利便性や多様な物流機能について、オンライン

会議ツール等を活用した荷主企業等へのポートセールス

を実施しました。 

②北九州港新門司地区・田野浦地区に

おける航路・岸壁等の整備 

【北九州港】 

・新門司地区において、航路及び泊地における付帯施設整

備を実施しました。（再掲） 

③北九州港響灘地区における新規岸

壁の整備、道路ネットワークの拡充 

・国際RORO船対応岸壁の整備及び道路ネットワークの整

備・拡充について、需要の動向を見極めながら、適切な

時期での事業着手を目指します。 

④博多港アイランドシティ地区にお

ける大水深の航路・岸壁、アクセス

道路等の整備、荷役機械の電動化な

どのエココンテナターミナルの整

備 

・国際競争力の高い港づくり、コンテナターミナルと一体

となった国際物流拠点の形成に向け、延伸した岸壁の供

用を開始しました。（令和3年9月） 

・コンテナターミナルの機能強化として、岸壁背後のヤー

ド及び臨港道路アイランドシティ２号線の整備を実施し

（基本方針１）アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大 

 ２ 国際貿易、国際観光を担うターミナル港湾の整備 
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ました。 

⑤博多港箱崎ふ頭の国際・国内RORO

船の集約 

・施設整備は完了しているため、新たな国際RORO航路の就

航に向け、船社への航路開設の働きかけやオンライン会

議ツールを活用した荷主企業等へのポートセールスを実

施しました。 

⑥博多港への超大型クルーズ船受入

機能の強化 

・大型クルーズ船に対応した岸壁整備は完了しており、ク

ルーズ市場の動向等を注視しながら、今後の機能強化に

ついて検討していきます。 

 

（２）県営港湾の整備・利用促進 

①苅田港における本航路の整備、新松

山地区のふ頭整備、新松山臨海工業

団地の整備・分譲等による港湾機能

の充実、利用促進 

・苅田港において、本航路の整備を実施しました。 

・新松山地区において、造成工事（築堤、地盤改良）を実

施しました。 

②三池港における公共ふ頭の拡張な

どの港湾機能の充実、世界文化遺産

の保全 

・世界遺産の保全を図りながら、臨港道路（内港北 1号線）

の改良を実施しました。 

 

③三池港における集貨拡大及び航路

誘致 

・「マイポートみいけ利用促進協議会」を通じ、荷主及び船

社へ助成金を交付しました。（助成件数：64社） 

・集荷拡大や新規航路の開拓を図るため、荷主企業へのポ

ートセールス等を実施しました。 

④大牟田港、大島港、宇島港、芦屋港

及び若津港の整備 

・大牟田港、大島港、若津港において、物揚場改良を実施

しました。 

・宇島港において、航路浚渫を実施しました。 

・芦屋港において、泊地浚渫、魚釣施設整備を実施しまし

た。 

 

 

（１）空港・港湾へのアクセス整備 

①福岡高速６号線（アイランドシティ

線）の整備、福岡空港関連自動車専

用道路の整備 

・福岡高速６号線（アイランドシティ線）の供用を開始し

ました。（令和 2年度完了） 

・福岡高速３号線（空港線）延伸事業に着手しました。（再

掲） 

②新北九州空港道路の整備、東九州自

動車道の４車線化  

・新北九州空港道路（苅田工区）の供用を開始しました。

（令和3年5月）（再掲） 

・苅田北九州空港 IC～行橋 ICのうち約 1.1㎞区間、築城

IC～椎田南 IC間の約 7.7ｋｍについて、４車線化事業を

（基本方針１）アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大 

３ 空港・港湾と県内各地域を結ぶネットワークの強化 
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実施しました。 

・国等に対し、苅田北九州空港 IC以南の暫定２車線区間の

４車線化早期実現について、要望活動を実施しました。 

③空港、港湾、インターチェンジなど

広域交通を担う拠点相互を結ぶ道

路網の整備  

・福岡高速６号線（アイランドシティ線）の供用を開始し

ました。（令和 2年度完了）（再掲） 

・福岡高速３号線（空港線）延伸事業に着手しました。（再

掲） 

・新北九州空港道路（苅田工区）の供用を開始しました。

（令和3年5月）（再掲） 

④有明海沿岸道路の整備 ・有明海沿岸地域の交流・連携を図るため、有明海沿岸道

路に関する大野島 IC～（仮）諸富 IC間（L＝1.7km）の

工事推進を行いました。 

 

（２）アジアとの物流効率化 

①農林水産業や自動車産業など地域

の産業拠点と空港、港湾、インター

チェンジなどを結ぶ道路網の整備  

・船越前原線バイパス（L=0.7km）の供用を開始しました。

（令和 4年 3月） 

・国道 500号小石原川ダム付替（L=5.1km）の供用を開始し

ました。（令和 3年 6月） 

・国道 442号筑後バイパス 4車線化の一部（L=1.1km）の供

用を開始しました。（令和 3年 8月） 

②国際RORO船航路の誘致や充実化 ・オンライン会議ツール等を活用し、船社や荷主企業等へ

の航路開設の働きかけや PR等、ポートセールスを実施し

ました。 

③日中韓３国間シャーシ相互乗り入

れの実現 

・日韓、日中間において、パイロット事業の実施や研究が

行われており、国の動向について情報収集を実施してい

ます。 
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（１）高規格幹線道路及び地域高規格道路の整備 

①下関北九州道路の早期整備 ・下関北九州道路の早期実現に向け、都市計画決定及び環

境影響評価に関する調査を実施しました。 

②有明海沿岸道路、新北九州空港道

路、福岡高速６号線（アイランドシ

ティ線）、福岡空港関連自動車専用

道路の整備 

 （再掲） 

・有明海沿岸地域の交流・連携を図るため、有明海沿岸道

路に関する大野島 IC～（仮）諸富 IC間（L＝1.7km）の

工事推進を行いました。（再掲） 

・新北九州空港道路（苅田工区）の供用を開始しました。

（令和3年5月）（再掲） 

・福岡高速６号線（アイランドシティ線）の供用を開始し

ました。（令和 2年度完了）（再掲） 

・福岡高速３号線（空港線）延伸事業に着手しました。（再

掲） 

③西九州自動車道の整備 ・「西九州自動車道建設推進協議会（福岡県、佐賀県、長崎

県、福岡市）」において、国に対し、自動車専用道路未整

備区間（二丈 IC（仮称）～二丈鹿家 IC）の早期事業化に

ついて、要望活動を実施しました。 

・糸島市東～糸島市二丈間について、事業を実施しました。 

・糸島市二丈～二丈鹿家間について、計画段階評価を実施

しました。 

④東九州自動車道の４車線化 

 （再掲）  

・苅田北九州空港 IC～行橋 ICのうち約 1.1㎞区間、築城

IC～椎田南 IC間の約 7.7ｋｍについて、４車線化事業を

実施しました。（再掲） 

・国等に対し、苅田北九州空港 IC以南の暫定２車線区間の

４車線化早期実現について、要望活動を実施しました。

（再掲） 

⑤スマートＩＣの整備 ・鳥栖朝倉線（味坂スマート IC（仮称）工区 L＝0.6km）の

改良工事を実施しました。 

 

（２）鉄道ネットワークの強化 

①九州新幹線（西九州（長崎）ルート）

の建設、東九州新幹線の整備構想推

進  

・福岡県や大分県等４県１市で構成する「東九州新幹線鉄

道建設促進期成会」において、国に対し、整備計画路線

への格上げ及び財源の確保について要望活動を実施しま

した。 

②西鉄天神大牟田線の複線化（試験場

前～大善寺駅間、蒲池駅～開駅間） 

・県や市町村、民間企業等で構成する「福岡県地域交通体

系整備促進協議会」において、複線化の実現に向けた取

組の実施について要望活動を実施しました。 

（基本方針２）地域間の連携強化と九州・山口の一体的発展 

１ 九州・山口の人・モノの循環を活発にする交通手段の整備 



- 17 - 

③福岡市地下鉄七隈線の延伸（天神南

駅～博多駅間） 

・土木工事や駅建築・設備工事などの各種工事を推進しま

した。 

・延伸に伴い増備した新車両について、橋本～天神南間に

て運用を開始しました。 

④福岡市地下鉄箱崎線と西鉄貝塚線

の直通化 

・貝塚線における利便性向上策を検討するため、現況の調

査を実施しました。 

 

 

（１）基幹となる道路網の整備 

①広域的な道路網を構成する一般国

道、主要な県道の整備  

・船越前原線バイパス（L=0.7km）の供用を開始しました。

（令和 4年 3月）（再掲） 

・国道 500号小石原川ダム付替（L=5.1km）の供用を開始し

ました。（令和 3年 6月）（再掲） 

・国道 442号筑後バイパス 4車線化の一部（L=1.1km）の供

用を開始しました。（令和 3年 8月）（再掲） 

 

（２）地域の自立促進のための道路網の整備 

①空港、港湾、インターチェンジ、基

幹的道路網などにアクセスする道

路の整備  

・久留米柳川線（金納工区 L=0.96㎞）の供用を開始しまし

た。（令和 4年 3月） 

・新北九州空港道路（苅田工区）の供用を開始しました。

（令和3年5月）（再掲） 

②地域の産業拠点にアクセスする道

路の整備 

・門司行橋線（行橋市工区 L=0.84㎞）について、工事を実

施しました。 

・新北九州空港道路（苅田工区）の供用を開始しました。

（令和3年5月）（再掲） 

③都市部の道路相互や鉄道との交差

部の立体化 

・国道 385号（那珂川拡幅Ⅱ期 L＝1.0km）について工事を

実施しました。 

・筑紫野古賀線について工事を実施しました。 

・西鉄天神大牟田線の雑餉隈駅付近約 1.9km及び春日原駅 

から下大利駅までの約 3.3km区間において、連続立体交差

事業を実施しました。 

・折尾駅周辺の連続立体交差事業において、短絡線（福北ゆ

たか線）を高架化し、鉄道全線の高架化が完了しました。 

 

（３）目的地へアクセスしやすい交通環境の整備 

①バスターミナル、鉄道駅などの主要

交通施設における多言語表記、Ｗｉ

－Ｆｉ環境等の整備  

 

・甘木鉄道の基山駅及び小郡駅における多言語案内表示器

の設置に対し、助成しました。 

・門司港駅前広場における公衆無線 LAN機器設置に対し、

助成しました。 

（基本方針２）地域間の連携強化と九州・山口の一体的発展 

２ 都市と地域を結ぶ交通網の充実 
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 （西日本鉄道） 

・列車遅延時に、遅延理由や運行再開の目途など、訪日外

国人にも正確に情報を伝えるための「おもてなしガイド」

を天神大牟田線・貝塚線の全駅に導入しました。 

②訪日外国人が利用しやすい企画切

符の充実 

（西日本鉄道） 

・太宰府・柳川満喫きっぷを販売しました。 

（ＪＲ九州） 

・「ＪＲ九州レールパス」の継続販売に加え、さらに割引

した在留外国人向けの「JR KYUSHU DISCOVER RAIL PASS」

を販売しました。 

（西日本鉄道、ＪＲ九州） 

・多言語でルート検索等が可能な MaaSアプリ「my route

（マイルート）」内で、福岡市内の公共交通（西鉄バス、

西鉄電車、ＪＲ、昭和バス、福岡市地下鉄、福岡市営渡

船）が 1日乗り放題となる「FUKUOKA TOURIST CITY PASS」

のデジタル版を販売しています。 

③観光列車、水上バス、観光回遊バス

などを利用した観光振興 

・平成筑豊鉄道沿線の魅力を PRするため、レストラン列車

「ことこと列車」を運行しました。（運行本数：100本） 

（西日本鉄道） 

・福岡オープントップバスを走行して離発着する飛行機を

間近に体験できる「福岡空港ビューんとツアー」を催行

するとともに、4歳から小学生までを対象にした、福岡

オープントップバス無料乗車キャンペーンを実施しまし

た。 

・ラグジュアリーな観光バス「GRANDAYS」を運行しました。 

・地域を味わう旅列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」を運

行するとともに、列車内マルシェのタイアップ企画を実

施しました。 

（ＪＲ九州） 

・36ぷらす 3や或る列車（令和 3年 11月、博多～湯布院

間ルートへリニューアル）等の博多駅を発着とするＤ＆

Ｓ列車を運行し、九州ブランドの更なる認知度向上と九

州への誘客促進に取り組みました。 

④タクシーコンシェルジュの配置や

多言語通訳サービスなど、タクシー

サービスの充実 

・ユニバーサルデザインタクシーや福祉タクシーの導入の

費用に対し、助成しました。（95台） 

・タクシー特定地域協議会（北九州、福岡）において、キ

ャッシュレスや配車アプリ等の導入を推進しました。（キ

ャッシュレス：5,768台、配車アプリ：4,117 台） 
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⑤外国人レンタカー利用者への運転

ルールの周知、留意事項の解説、案

内表示の設置 

・訪日外国人旅行者のレンタカー利用による事故防止、利

便性向上を目的として、九州 7県でプロモーション動画

を３本（字幕：英語、韓国語、繁体字）制作しました。 

 

（１）ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用した交通システムと次世代自動車の普及・促進 

①ＥＴＣ２．０などのＩＴＳ（高度道

路交通システム）の普及・促進 

・ＥＴＣ２．０を含む多様なビッグデータを活用した検討

を実施しています。 

②コミュニティバスやデマンド交通

の利用拡大、利便性向上に役立つＩ

ＣＴの活用 

・ＡＩ等を活用したオンデマンド交通システムを導入する

市町村に対し、助成しました。（4市） 

・市町村が運行するコミュニティバス等の運行時刻や運行

経路を、経路検索サイトやアプリ上で検索可能にしてい

ます。（令和 3年度末 37市町） 

・みやま市において、自動運転を活用したコミュニティバ

スの運行を開始しました。（令和 3年 7月） 

・福岡空港国内線・国際線連絡バス道路において、大型自

動運転バスの実証実験を実施しました。（令和 4年 3月） 

③ＡＳＶ（先進安全自動車）の普及・ 

促進 

・事業用自動車における ASV導入に対し、助成しました。

（24社） 

・サポカー補助金事業を引き続き実施しました。 

④ＦＣＶ、ＥＶ、ＰＨＶなどの購入支

援 

・事業者による環境対応車の導入に対し、助成しています。 

・事業者による低公害車購入に対し、融資を行っています。 

⑤ＦＣＶの普及、民間事業者による水

素ステーションの整備促進 

【ＦＣＶ】 

・県公用車を活用し、県内各地で展示や試乗会を行う「ふ

くおか FCVキャラバン」を実施しました。（実施日数：8

日、参加人数：約 200人） 

【水素ステーション】 

・候補地の紹介から地権者との交渉までの一貫したサポー

トを実施しました。 

⑥ＥＶ、ＰＨＶに必要な充電インフラ

の民間事業者による整備促進 

・県ホームページに、県内の充電設備の設置状況、国の補

助制度を掲載しました。 

 （令和 3年度末充電インフラ設置箇所：593 箇所） 

・電気バスの導入拡大に向け、アイランドシティ営業所に

「レトロフィット電気バス」を 1台追加導入し、計 2台

による複数運用の実証実験を行いました。（令和 3年 10

月） 

 

（基本方針２）地域間の連携強化と九州・山口の一体的発展 

３ 最先端技術を活用した、便利で快適な次世代交通の普及・促進 
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（１）交通施設の耐震化、自然災害対応能力の向上 

①高規格幹線道路や地域高規格道路、

緊急輸送道路などの幹線的道路ネ

ットワークの整備 

・有明海沿岸地域の交流・連携を図るため、有明海沿岸道

路に関する大野島 IC～（仮）諸富 IC間（L＝1.7km）の

工事推進を行いました。（再掲） 

・苅田北九州空港 IC～行橋 ICのうち約 1.1㎞区間、築城

IC～椎田南 IC間の約 7.7ｋｍについて、４車線化事業を

実施しました。（再掲） 

・新北九州空港道路（苅田工区）の供用を開始しました。

（令和3年5月）（再掲） 

②下関北九州道路の早期整備 

 （再掲） 

・下関北九州道路の早期実現に向け、都市計画決定及び環

境影響評価に関する調査を実施しました。（再掲） 

③道路法面等の崩壊・落石防止対策の

推進 

・道路法面等の崩落、落石等の災害のおそれがある箇所（対

象箇所 945箇所）について、道路防災対策を実施しまし

た。（令和 2年度末 945箇所完了、道路防災整備率 100％） 

④規制基準、規制区間の見直し等によ

る安全かつ円滑な交通の確保 

・安全かつ円滑な交通を確保するため、雨量通行規制を実

施しました。（38回） 

⑤落橋、崩壊といった致命的な損傷を

防止するための耐震対策の推進 

・地震時に重大な損傷が発生するおそれのある橋梁につい

て、架換え工事等を実施しました。 

（令和 3年度末進捗率：99％） 

⑥主要ターミナル駅の耐震化 ・西鉄春日原駅について、連続立体交差事業に取り組み、

耐震化を実施しました。 

・ＪＲ折尾駅について、連続立体交差事業に取り組み、耐

震化が完了しました。 

・ＪＲ行橋駅及び西鉄久留米駅について、耐震化事業に対

する支援を行いました。 

⑦臨港道路など港湾施設の耐震化 ・北九州港及び博多港において、災害発生時に緊急物資や

避難者等を輸送するための耐震強化岸壁の整備を進めて

います。現在、北九州港では、耐震強化岸壁を市内５箇

所に計画し、このうち２箇所は整備済みです。また、博

多港では、耐震強化岸壁を市内４箇所に計画し、このう

ち１箇所は整備済みです。 

⑧福岡空港の耐震対策の推進 ・国及びビル運営会社と随時協議を実施し、滑走路の耐震

対策として地盤改良を実施しました。 

 

 

 

（基本方針３）大規模災害への備えと事故の未然防止 

１ 交通施設の耐震、災害対応能力の向上 
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（２）防災体制の強化 

①九州・山口９県災害時応援協定に基

づく緊急輸送経路及び輸送手段の

確保、平時からの情報共有 

・九州・山口９県災害時応援協定に基づき、平時から、災

害時の応援に必要な情報共有を行っています。 

・福岡県緊急輸送道路ネットワーク計画を見直しました。 

②代替路線を確保するための道路ネ

ットワークの拡充 

・筑紫野古賀線（須恵工区 L=1.70㎞）及び久留米筑紫野線

（北野大刀洗工区 L=4.75㎞）等について、工事を実施し

ました。 

③緊急輸送道路の幅員狭小区間の拡

幅、道路の無電柱化 

・八女香春線（長野工区 L=0.75km）の供用を開始しました。

（令和 3年 12月） 

・一般国道 500号（第二西落合拡幅工区 L=0.6 ㎞）等につ

いて、工事を実施しました。 

・無電柱化を推進していくため、福岡県無電柱化協議会を

開催しました。 

・宗像玄海線（田島工区 L＝0.7km）の無電柱化の工事を実

施しました。 

・那珂川大野城線（白木原工区 L＝0.6km）の無電柱化の設

計業務を実施しました。 

④交通監視カメラ、交通情報板、車両

感知器などの交通管制設備の充実 

・災害発生時に災害対応拠点と被災地を結ぶ幹線道路の円

滑な交通流を確保するため、交通監視カメラや車両感知

器等の交通管制設備の充実を図りました。 

（交通管制センター中央装置改修 1式、交通監視カメラ

新設・更新 11 基、車両感知器新設・更新 181基、光ビー

コン新設・更新 145基） 

⑤既存施設の有効活用による防災機

能の強化 

・道の駅等の防災拠点化を図るため、県所管の「道の駅（8

箇所）」において、非常時でも使用可能な電源施設、防災

倉庫、非常用トイレ等を整備し、災害に備えています。 

⑥災害時に必要な情報の県民への周

知 

・「防災メール・まもるくん」の普及・促進のため、コンビ

ニ、スーパー及び市町村へのチラシ配布や、県の広報媒

体を活用した広報を実施しました。 

（令和 3年度末時点登録者数：137,352件） 

・自主防災組織リーダー研修会（参加者：364名）、防災士

養成研修（参加者：440名）及び防災士スキルアップ研

修（参加者：153 名）を実施しました。 

・個別避難支援計画策定促進事業及び避難所運営研修・訓

練を実施しました。（3市） 

⑦沿岸地域のハザードマップの作成

支援 

・3沿岸（玄界灘沿岸、有明海沿岸、豊前豊後沿岸）につ

いて、高潮浸水想定区域図を作成しました。（令和元年度

完了） 
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（１）交通施設の適切な維持管理の推進 

①道路、港湾施設の日常的なパトロー

ル点検、定期点検、補修、応急処置 

・道路の交通量に応じ、道路巡視を行い、必要に応じ補修

工事を実施しました。 

・臨港交通施設の適切な維持管理を行うため、日常パトロ

ール点検や定期点検、補修、応急処置を実施しました。 

②バス・鉄道の点検・保守作業の徹底、

技術研修・安全講習の充実、訓練の

実施 

（西日本鉄道（自動車部門）） 

・経験年数に応じた乗務員研修を実施しました。 

・運行管理者及び乗務員が一体的に安全性向上に取り組む

ため、事故防止・飲酒運転防止研修会や救急救命講習を

実施しました。 

（西日本鉄道（鉄道部門）） 

・年間教育訓練計画に基づき机上教育や実技訓練を行い、

一人ひとりの資質の向上を図りました。 

・車両、電気、線路の部門毎に、列車脱線等の異常時を想

定した訓練を実施するとともに、異常発生時の対応につ

いて検証するための車内傷害事件対応訓練を実施しまし

た。 

・定期的に車両、電気設備、線路の保守点検を行いました。 

（ＪＲ九州） 

・接触事故防止について重点的に教育するとともに、異常

時対応能力の向上を目的とした訓練を実施し、知識及び

技術の習得を図りました。 

・現車や運転シミュレータを使用し、乗務中に発生し得る

様々な事象を想定した訓練を実施し、異常時対応能力の

向上を図りました。 

・経験年数・業務内容に応じた専門的な集合研修や、技術

継承・現場力向上を目的とした合同技術教育を実施しま

した。 

・大規模地震やトンネル異常等を想定した訓練を実施しま

した。 

・定期的に車両、線路、電気設備の保守点検を行いました。 

③福岡県橋梁長寿命化修繕計画に基

づく道路橋の長寿命化、計画的な架

替え 

・橋梁の点検結果により、順次修繕を実施しました。 

（令和 3年度に修繕完了した橋梁数：76橋） 

・福岡県橋梁個別施設計画（旧：福岡県橋梁長寿命化修繕

計画）に基づき、計画的な架換えを実施しました。（令和

3年度に架換えが完了した橋梁数：1橋） 

（基本方針３）大規模災害への備えと事故の未然防止 

２ 交通施設の安全性向上と長寿命化の推進 
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④市町村職員を対象とした橋梁の点

検・診断及び修繕に関する技術講習

会等の実施 

・「市町村橋梁点検等技術講習会」を開催しました。 

（平成 28年度～30年度：12回、延べ 365人参加）  

⑤信号機電源付加装置の更新、新規整

備 

・停電による信号機の機能停止を防止するため、信号機電

源付加装置を更新しました。（更新 4基） 

⑥港湾施設の維持管理計画の策定 ・港湾施設の老朽化対策を進めるため、維持管理計画の策

定に取り組みました。 

【県管理港湾（対象施設数：496施設）】 

・全施設策定済み 

【福岡市管理港湾（対象施設数：599施設）】 

・全施設策定済み（令和 3年度：7施設） 

【北九州市管理港湾（対象施設数：346施設）】 

・全施設策定済み 

⑦路面下空洞調査の実施、陥没危険度

の高い空洞の補修 

・県管理の緊急輸送道路や、都市部の人口集中地域の道路

等において、路面下空洞調査を実施し、陥没危険度が高

い空洞の補修を実施しました。（平成 30年度完了） 

（対象：1,881km） 

⑧道路の美化・清掃活動の支援 ・地域の歩道に設置された植樹帯等の美化や歩道の清掃活   

 動を促進するため、清掃活動等を実施しているボランテ

ィア団体を「さわやか道路美化促進認定団体」として認

定しました。（令和 3年度末：784団体） 

 

 

（１）交通安全対策の推進 

①交通量が多く事故の危険性が高い

道路や通学路などの歩道整備 

・県管理道路の通学路において、歩道等の整備を実施しま

した。（令和 3年度末整備率：80.8％） 

②自転車専用通行帯の整備など良好

な自転車通行空間の確保 

・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車道

の改良工事を実施しました。（直方北九州自転車道線（直

方工区 L=1.1km）） 

・市町村自転車ネットワーク計画の策定を支援しています。

（令和 3年度末策定済市町村数：11市町） 

③交差点改良や信号機等の交通安全

施設の整備 

・事故危険箇所 31箇所（平成 28年度指定）について、交

差点改良等の整備を行いました。（令和 3年度末完了箇

所：31箇所） 

・交通事故発生件数が多く危険な箇所等において、信号機

を新設しました。（18基） 

（基本方針３）大規模災害への備えと事故の未然防止 

３ 高齢者をはじめとする事故防止対策、飲酒運転撲滅対策の推進 
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④交通事故防止のための広報啓発の

強化 

・県、県警、県議会を中心に、国や市町村の各機関や交通

安全関連団体により構成される「交通事故をなくす福岡

県県民運動本部」を組織し、四季の交通安全県民運動、

交通安全功労者表彰等の各種啓発活動を実施しました。 

・高齢者を対象に、高齢歩行者事故発生原因、その予防策

等について理解を深めてもらうためのチラシ等を作成

し、高齢者への働き掛けを行いました。 

・交通ルールの理解と遵守を促進し、県民の交通モラル・

マナーの向上を図るため、チラシ・ポスターを作成し、

広報活動を実施しました。 

⑤無免許運転などの悪質性・危険性の

高い違反等に重点を置いた指導取

締り 

・悪質性・危険性の高い違反及び円滑な交通を阻害する等

迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを実施

しました。 

 （【令和 3年中】無免許運転検挙件数：947 件、飲酒運転

検挙件数：1,092 件、速度超過検挙件数：58,067件、横

断歩行者等妨害検挙件数：18,598件、信号無視検挙件

数：33,529件 等） 

⑥幼児から高齢者までの段階的、体系

的な交通安全教育の推進 

・交通安全教育指針等を活用し、幼児から高齢者まで、心

身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系

的な交通安全教育を実施しました。 

（【令和 3年中】4,739回、236,390人） 

⑦高齢者の事故を防止するため、交通

安全活動の推進、運転免許証の自主

返納制度及び返納者への支援制度

の周知 

・高齢者の運転免許証自主返納支援事業を行う市町村に対

し、経費の一部を助成しました。（41市町村） 

・高齢者による事故を防止するため、事故防止に関するチ

ラシを作成し配布しました。（配布数：93,000 枚） 

・福岡県、県警察のホームページで運転免許証を返納した

高齢者に対する支援サービスを紹介しました。 

⑧公共交通の維持・確保、買い物代

行・通院時の付き添いなどのサービ

ス情報の提供 

・運転免許返納者等の日常生活を維持するため、コミュニ

ティバス（デマンド交通を含む）や福祉バスを運行しま

した（コミュニティバス：45市町、福祉バス 15市町村） 

・コミュニティバスや路線バスの運行を維持するため、運

行費や車両等購入費の費用に対し、助成しました。 

（コミュニティバス運行費：18市町、路線バス運行費：

9市町、実証運行費：3市、車両等購入費：1町） 

・福岡県、県警察のホームページで運転免許証を返納した

高齢者に対する支援サービスを紹介しました。（再掲） 

⑨自転車の安全利用に関する広報啓

発、安全教育や指導取締り 

・「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進

に関する条例」の改正内容を周知するとともに、自転車

保険への加入を徹底するポスターやチラシを作成し、市

町村等に配布しました。 

・小学生、事業者向けのリーフレットを作成・配布し、自
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転車の安全利用を呼び掛けました。 

・自転車の交通事故を抑止するため、交通安全教育や指導

取締り等を実施しました。 

（【令和 3年中】交通安全教育：951回、91,823人、取締

り件数：283件） 

⑩事業用自動車の安全運行の確保、車

両の安全対策の推進、鉄軌道の安全

確保などの推進 

・平成筑豊鉄道、筑豊電気鉄道、甘木鉄道の安全輸送設備

の整備・更新に対し、助成しました。 

・自動車の運行管理の高度化、過労運転防止のための先進

的な取組に対し、助成しました。 

（運行管理の高度化：55件、過労運転防止：14件） 

⑪踏切保安施設の整備など、鉄道事故

を防止するための安全対策の推進 

（西日本鉄道） 

・遠方からでも踏切の存在が分かるように、高い位置での

警報機の設置や、どの角度からでも点滅が確認できる全

方向型踏切警報灯の導入を進めました。 

・駅ホーム縁端部の視認性向上や、ホームからの転落を防

止するための固定柵の設置など、ホーム上の安全対策に

取り組みました。 

（ＪＲ九州） 

・ホーム上の安全性向上を図るため、列車接近時の自動放

送の整備や、列車非常停止装置（SOSボタン）の設置な

ど、様々な安全対策を実施しています。 

・障害物検知装置や踏切監視カメラ等を設置するなど、踏

切を安全に正しく通行してもらうため、様々な安全対策

を実施しています。 

⑫飲酒運転の検挙、広報啓発や交通安

全教育、飲酒運転撲滅運動の推進 

・飲酒運転撲滅キャンペーンを通じて、広報・啓発活動を

実施しました。 

・飲酒運転撲滅への取組の必要性の周知を図るため、事業

所や飲食店等に対する直接訪問活動を実施しました。 

（飲酒運転撲滅宣言企業数：70,051社（累計）、飲酒運

転撲滅宣言の店の数：11,662店（累計）） 

・地域や事業者の集会、事業所の研修、学校の授業等に飲

酒運転撲滅活動アドバイザーを派遣し、飲酒運転防止の

ための知識の普及啓発を実施しました。（22 市町、77回） 

・飲酒運転撲滅に向けた取締りを強化しました。 

（【令和 3年中】飲酒運転検挙件数：1,092件、飲酒運転

撲滅教育用 VRの活用回数：198回、22,570 人） 

⑬飲酒運転違反者に対する指導 ・飲酒運転により、5年以内に 2回検挙された者のうち、

アルコール依存症診断において、アルコール依存症では

なく、かつ問題飲酒行動と判定されなかった者に対し、

啓発プログラムを実施しました。（実施回数：7回） 
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（１）まちづくりと一体となった交通網の形成 

①市町村による立地適正化計画及び

地域公共交通網形成計画の策定推

進 

・立地適正化計画の策定に取り組む市町村に必要な助言を

行いました。（令和 3年度末計画策定済市町村数：13市

町） 

・地域公共交通計画を策定するために必要な調査に対し、

助成しました。（7市町） 

・市町村が設置する地域公共交通活性化協議会等に委員と

して出席し、地域公共交通計画の策定に必要な助言を行

いました。（令和 3年度末計画策定済市町村数：31市町） 

②交通結節点（バスターミナル、駅前

広場、自由通路）の整備 

・鉄道等との結節点の機能向上を図るため、アクセス道路

等の整備を実施しました。（3箇所） 

・鉄道駅の自由通路や駅前広場、バスの乗継拠点等の整備

を実施しました。(7市町) 

（ＪＲ九州） 

・駅前広場（周船寺駅（北口）、遠賀川駅）及び自由通路

（波多江駅）の整備を実施しました。 

（西日本鉄道・ＪＲ九州） 

・ＪＲ・西鉄バスの結節機能を向上させるため、ＪＲ戸畑

駅のみどりの窓口横に西鉄バス定期券発売所を移転設置

するとともに、駅ロータリー内のバス待機場の拡張によ

り、バス路線の再編及び回送ロスの削減に取り組みまし

た。 

（西日本鉄道・北九州市交通局） 

・西鉄「小倉駅前定期券・乗車券発売所」と北九州市交通

局「折尾駅前案内所」において、双方の定期券が継続購

入できるよう整備しました。 

③都市計画道路の決定、変更、整備 ・土地利用や交通等の現況及び将来の見通し等を勘案し、

都市計画道路の決定、変更を行い、都市計画道路網の整

備に取り組みました。 

（計画決定延長（令和 2年度末） 

 政令市以外：1,362,917m 

福岡市：505,840m、北九州市：397,18m） 

（整備率（令和 2年度末） 

 政令市以外：54.9％ 

福岡市：84.7％、北九州市：80.2％） 

（基本方針４）地方創生のためのまちづくりと連携した交通網の整備 

１ 集落ネットワークの形成、市街地活性化と一体となった、定住促進のための地域公共交通

の形成 
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④都市部の道路相互や鉄道との交差

部の立体化 

 （再掲） 

・国道 385号（那珂川拡幅Ⅱ期 L＝1.0km）について工事を

実施しました。（再掲） 

・筑紫野古賀線について工事を実施しました。（再掲） 

・西鉄天神大牟田線の春日原駅から下大利駅までの約 3.3 

km区間において、連続立体交差事業を実施しました。 

（再掲） 

 

（２）地域公共交通の強化・広域化 

①路線バス（バス事業者）への支

援 

・県、市町村、事業者、国等で構成する協議会による生活交

通確保維持改善計画に基づき維持される交通網（地域間幹

線系統）に対し、助成しました。（39系統） 

②コミュニティバスの運行及び車

両購入、地域コミュニティ運送

実証実験等への支援 

・コミュニティバスや路線バスの運行を維持するため、運行

費や車両等購入費の費用に対し、助成しました。 

（コミュニティバス運行費：18市町、路線バス運行費：9

市町、実証運行費：3市、車両等購入費：1町）（再掲） 

・県、市町村、事業者、国等で構成する協議会による生活交

通確保維持改善計画に基づき維持される交通網（フィーダ

ー系統）に対し、助成しました。（193系統） 

③コミュニティバス等の広域運行

路線の普及 

・コミュニティバスや路線バスの運行を維持するため、運行

費や車両等購入費の費用に対し、助成しました。 

（コミュニティバス運行費：18市町、路線バス運行費：9

市町、実証運行費：3市、車両等購入費：1町）（再掲） 

・広域運行路線の新規開設について、3年間の補助率優遇措置

を設け、運行費を助成しました。（令和 2年度末広域運行

路線数：43路線） 

④デマンド交通（事前予約運行）

の導入促進 

・コミュニティバスや路線バスの運行を維持するため、運行

費や車両等購入費の費用に対し、助成しました。 

（コミュニティバス運行費：18市町、路線バス運行費：9

市町、実証運行費：3市、車両等購入費：1町）（再掲） 

・デマンド交通の新規路線開設や既存の定時定路線型コミュ

ニティバスをデマンド交通に転換した際の 3年間の補助率

優遇措置を設けました。（令和 3年度末デマンド交通導入市

町村数：25市町村） 

・ＡＩ等を活用したオンデマンド交通システムを導入する市

町村に対し、助成しました。（4市）（再掲） 

⑤コミュニティバスなどの利用促

進策等の情報共有化 

・圏域全体や広域地域振興圏ごとの会議を開催し、公共交通

に関する課題等について意見交換を実施しました。 

⑥新たな需要に対応したタクシー

の取組みの促進 

・ユニバーサルデザインタクシーや福祉タクシーの導入の費

用に対し、助成しました。（95台）（再掲） 

・タクシー特定地域協議会（北九州、福岡）において、キャ



- 28 - 

ッシュレスや配車アプリ等の導入を推進しました。（キャッ

シュレス：5,768 台、配車アプリ：4,117台）（再掲） 

⑦甘木鉄道、平成筑豊鉄道、筑豊

電気鉄道の利用促進と安全輸送

確保のための支援 

・各事業者が実施する信号保安設備や線路設備等、安全輸送

設備の整備・更新に対し、助成しました。 

⑧地域鉄道の活性化に向けた取組

みの推進 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、利用客が落ち込

んでいる公共交通各社へエールを送るため、「がんばれ！福

岡の公共交通 ふくおかのりもの展」を開催しました。 

（来場者数：延べ 7,762人） 

⑨離島航路の維持・確保 ・離島航路の維持・確保を図るため、運航する航路事業者に

対し、運営費等を助成しました。（5事業者 7 航路） 

 

（３）公共交通の利用促進 

①公共交通の利便性向上などによ

る利用促進 

・市町村が設置する地域公共交通会議等に委員として出席し、

生活交通の効率的運行、住民の利用促進について助言を行

いました。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、利用客が落ち込

んでいる公共交通各社へエールを送るため、「がんばれ！福

岡の公共交通 ふくおかのりもの展」を開催しました。 

（来場者数：延べ 7,762人）(再掲） 

・コミュニティバス等のダイヤ見直しや、バス停の新設など

を行い、利便性向上を図りました。(19市町) 

（西日本鉄道） 

・北九州地区恒見～小倉間において、「拠点間 BRT」として連

節バスを 3台導入し、周辺地域（弥生が丘・昭和池エリア、

安部山公園エリア)の路線再編を実施しました。 

・バスナビアプリと連携した列車走行位置表示サービスを実

施しました。 

（西日本鉄道・ＪＲ九州） 

・ＪＲ・西鉄バスの結節機能を向上させるため、ＪＲ戸畑駅

のみどりの窓口横に西鉄バス定期券発売所を移転設置する

とともに、駅ロータリー内のバス待機場の拡張により、バ

ス路線の再編及び回送ロスの削減に取り組みました。 

（再掲） 

・ルート検索等が可能な MaaSアプリ「my route（マイルート）」

において、鉄道、バスと商業施設の特典を掛け合わせた連

携チケット「天神・博多 乗レール買エールチケット」を販

売しました。 

（西日本鉄道・ＪＲ九州・第一交通産業） 

・ルート検索等が可能な MaaSアプリ「my route（マイルート）」
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において、鉄道、バスと観光施設又はタクシーのクーポン

をセットにしたデジタル乗車券「北九州いってきまぁ～す

チケット」を販売しました。 

②パーク・アンド・ライドの推進 ・県ホームページに、県内のパーク・アンド・ライド駐車場

の情報を掲載しました。（179箇所） 

・商業施設や交通事業者等と連携し、パーク・アンド・ライ

ドの利用促進・拡大に取り組みました。（10 市町） 

（西日本鉄道） 

・天神地区において、フリンジパーキングの実証実験を行い

ました。 

・自治体や企業と協働し、パーク・アンド・ライドに取り組

みました。(西鉄バス 10箇所、西鉄電車 2箇所) 

③公共交通利用促進に関する啓発

活動の実施 

・9月～11月を公共交通利用促進キャンペーン期間とし、感

染症対策を行いつつ公共交通機関の利用促進を図っていく

ため、福岡県地域交通体系整備促進協議会と連携して、公

共交通利用促進シールを貼付したウェットティッシュを作

成し、市町村や交通事業者を通じて配布しました。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、利用客が落ち込

んでいる公共交通各社へエールを送るため、「がんばれ！福

岡の公共交通 ふくおかのりもの展」を開催しました。 

（来場者数：延べ 7,762人）（再掲） 

・西鉄甘木線甘木駅開業 100周年を記念した各種イベント（写

真・随筆展や出発式等）を実施しました。 

・おおむた PRキャンペーン号「ジャー坊号」を運行し、西鉄

福岡(天神)駅で出発式を実施しました。 

（西日本鉄道） 

・小学生の運賃を 1乗車当り 50円とする取組を実施しました。 

（令和 3年 12月） 

・小学校でバス教室を開催し、啓発活動を実施しました。 

・「移動を楽しく、地球にやさしく」をコンセプトに、自転車

や傘のシェアリングサービス等を利用できる月額制サブス

クリプション型サービス「ちょいよか」の取組を実施しま

した。 

（ＪＲ九州） 

・沿線の公共施設（美術館や博物館等）等で開催されるイベ

ントポスターの駅貼り・車内吊りを通して鉄道の利用促進

を実施しました。 
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（１）生活道路の整備 

①幅員狭小区間や歩道未整備箇所の

整備・改善 

・住民生活の利便性を高め、安全を確保するため、歩道等

を整備しました。（12箇所） 

②交通渋滞対策に必要な道路の整備、

交差点の立体化 

・市街地の円滑な交通を確保するため、道路改良、橋梁整

備、踏切除却・改良事業を実施しました。 

（令和 2年度末都市計画道路整備率：78％） 

・鐘ヶ江酒見間線（大橋工区 L=0.48km）の供用を開始しま

した。（令和 3年 7月） 

・木本白鳥線（百町工区 L=0.2km）の供用を開始しました。 

（令和 3年 10月） 

・湯辺田瀬高線（廣瀬 2工区 L=1.94km）の供用を開始しま

した。（令和 4年 3月） 

③交通量が多く事故の危険性が高い

道路や通学路などの歩道整備 

 （再掲） 

・県管理道路の通学路（約 539km）において、歩道等の整

備を実施しました。（令和 3年度整備距離：438.49㎞、

令和 3年度末整備率：80.8％）（再掲） 

④交差点改良や信号機等の交通安全

施設の整備 

 （再掲） 

・事故危険箇所 31箇所（平成 28年度指定）について、交

差点改良等の整備を行いました。（令和 3年度末完了箇

所：31箇所）（再掲） 

・交通事故発生件数が多く危険な箇所等において、信号機

を新設しました。（18基）（再掲） 

 

（２）自転車利用環境の整備 

①自転車専用通行帯の整備など良好

な自転車通行空間の確保 

 （再掲） 

・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車道

の改良工事を実施しました。（直方北九州自転車道線（直

方工区 L=1.1km））（再掲） 

・市町村自転車ネットワーク計画の策定を支援しています。

（令和 3年度末策定済市町村数：11市町）（再掲） 

②自転車の安全利用に関する広報啓

発、安全教育や指導取締り 

 （再掲） 

・「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進

に関する条例」の改正内容を周知するとともに、自転車

保険への加入を徹底するポスターやチラシを作成し、市

町村等に配布しました。（再掲） 

・小学生、事業者向けのリーフレットを作成・配布し、自

転車の安全利用を呼び掛けました。（再掲） 

・自転車の交通事故を抑止するため、交通安全教育や指導

取締り等を実施しました。（再掲） 

（【令和 3年中】交通安全教育：951回、91,823人、取締り

件数：283件）（再掲） 

（基本方針４）地方創生のためのまちづくりと連携した交通網の整備 

２ 地域住民の生活の利便性と安全性を高める道路整備 
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③大規模自転車道の整備 ・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車道

の改良工事を実施しました。（直方北九州自転車道線（直

方工区 L=1.1km））（再掲） 

④レンタサイクル、コミュニティサイ

クルの普及促進 

・県内の主なレンタサイクル情報を掲載したサイクリング

マップを作成し、情報発信を実施しました。 

・県ホームページに県内のシェアサイクル及び駅・バス停

近くで貸出が可能なレンタサイクルの情報を掲載しまし

た。 

・県が所有する施設へのシェアサイクルサポート設置につ

いて関係者と協議を行い、県庁舎にサイクルポートを設

置しました。（令和 3年 4月） 

・自転車の利用促進、域内の周遊性向上等を図るため、レ

ンタサイクルやシェアサイクルの普及促進に取り組みま

した。(13市町) 

⑤自転車駐車場の整備促進 ・事業者が自転車駐車場を計画し、都市計画決定する際、

技術的助言を行うとともに、国の支援策についての情報

提供や事業に関する助言を行いました。 

・自転車の利便性向上、放置自転車の削減等を図るため、

自転車駐車場の整備に取り組みました。（6市町） 

 

（３）犯罪の防止に配慮した道路環境の確保 

①植樹帯や標識の適切な配置、防犯灯

の設置、ガードレール等による歩車

道の分離、防犯カメラの設置 

・交通量が多く危険な箇所において、防護柵（ガードレー

ル）の設置（L=4.4㎞）、見通しの悪い交差点等において、

植樹帯の再配置を実施しました。 

・防犯対策として、防犯灯や防犯カメラを設置するととも

に、適切な維持管理に取り組みました。（31市町） 

②駐車場、自転車駐車場における照明

設備や防犯ミラー、防犯ベル等の防

犯設備の設置 

・防犯カメラや防犯灯等の防犯設備について、新設や修繕、

適切な維持管理を行うなど、防犯設備の普及に取り組み

ました。（9市町） 

 

 

（１）歩行空間や公共交通施設のバリアフリー化の推進 

①道路のバリアフリー化の推進 ・鉄道駅やバスターミナル等の主要な旅客施設と公共施設

及び福祉施設等を結ぶ道路について、歩道の拡幅や段差

解消、勾配改善、視覚障がい者用誘導ブロックの設置等

を実施しました。 

（令和 3年度末バリアフリー化率：95.8%） 

（基本方針４）地方創生のためのまちづくりと連携した交通網の整備 

３ 誰もが安心して移動できるバリアフリー交通の推進 
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・市街地の円滑な交通を確保するため、道路改良、橋梁整

備、踏切除却・改良事業を実施しました。（令和 2年度

末都市計画道路整備率：78％）（再掲） 

②バスターミナルや鉄道駅などの交

通施設のバリアフリー化の推進 

・福岡県地域交通体系整備促進協議会において、交通事業

者に対し、バリアフリー化の推進について要望活動を実

施しました。 

（西日本鉄道） 

・３千人／日以下の駅において、設置ができない駅を除き、

内方線付き点状ブロックの整備が完了しました。（令和

元年度完了） 

・朝倉街道バスセンターにおいて、点字ブロックを設置し

ました。 

（ＪＲ九州） 

・折尾駅、直方駅、宇美駅、若松駅、本城駅の内方線付点

状ブロックの整備を実施しました。 

・遠賀川駅の移転建替え工事に合わせて既設エレベーター

及び自由通路との接続を行いました。 

③バスや鉄道車両のバリアフリー化

の推進 

・福岡県地域交通体系整備促進協議会において、交通事業

者に対し、バリアフリー化の推進について要望活動を実

施しました。（再掲） 

・地域間幹線系統を運行するノンステップバスに対し、助

成しました（7台） 

・ユニバーサルデザインタクシーや福祉タクシーの導入の

費用に対し、助成しました。（95台）（再掲） 

（西日本鉄道） 

・7104、7105編成(各 2両)において、聴覚障害のある人向

けのドア開閉動作開始ランプを設置するとともに、およ

車椅子スペースを拡幅しました。（令和 3年 9月） 

・バリアフリー化未対応であった 5000形 4両について、バ

リアフリー化対応車 9000形 4両に置き換えました。 

（ＪＲ九州） 

・バリアフリーに対応した 821系電車（車イスやベビーカ

ーのためのスペースを確保した車輛）を福岡・北九州地

域へ追加導入しました。 

 

 

（１）交通円滑化のための道路整備と交通制御 

①バイパスの整備、道路の拡幅、交差

点の立体化など交通渋滞の解消・緩

・筑紫野古賀線（須恵・粕屋 2工区 L=0.28㎞）等について、

工事を実施しました。 

（基本方針５）地球温暖化対策の推進 

１ 地球環境負荷の少ない交通の推進 



- 33 - 

和のための道路整備 ・市街地の円滑な交通を確保するため、道路改良、橋梁整

備、踏切除却・改良事業を実施しました。（令和 2年度

末都市計画道路整備率：78％）（再掲） 

②自転車専用通行帯の整備など良好

な自転車通行空間の確保 

 （再掲） 

・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車道

の改良工事を実施しました。（直方北九州自転車道線（直

方工区 L=1.1km））（再掲） 

・市町村自転車ネットワーク計画の策定を支援しています。

（令和 3年度末策定済市町村数：11市町）（再掲） 

③大規模自転車道の整備 

 （再掲） 

・安全で快適な自転車利用環境を創出するため、自転車道

の改良工事を実施しました。（直方北九州自転車道線（直

方工区 L=1.1km））（再掲） 

④信号制御による交通の円滑化 ・交通管制システム中央装置改修工事等を実施し、最新の

信号制御による交通の円滑化を図りました。 

（交通管制センター中央装置改修 1式、交通監視カメラ新

設・更新 11基、車両感知器新設・更新 181 基、光ビーコ

ン新設・更新 145基） 

 

（２）地球環境に配慮した交通手段の開発・普及 

①ＦＣＶ、ＥＶ、ＰＨＶなどの購入支

援（再掲） 

・事業者による環境対応車の導入に対し、助成しています。

（再掲） 

・事業者による低公害車購入に対し、融資を行っています。

（再掲） 

②ＦＣＶの普及、民間事業者による水

素ステーションの整備促進（再掲） 

【ＦＣＶ】 

・県公用車を活用し、県内各地で展示や試乗会を行う「ふ

くおか FCVキャラバン」を実施しました。（実施日数：8

日、参加人数：約 200人）（再掲） 

【水素ステーション】 

・候補地の紹介から地権者との交渉までの一貫したサポー

トを実施しました。（再掲） 

③ＥＶ、ＰＨＶに必要な充電インフラ

の民間事業者による整備促進 

 （再掲） 

・県ホームページに、県内の充電設備の設置状況、国の補

助制度を掲載しました。（再掲） 

 （令和 3年度末充電インフラ設置箇所：593 箇所） 

④ハイブリッド型コンテナキャリア

や燃料電池フォークリフトの導入

など低炭素型物流の促進 

・物流総合効率化法に基づく総合効率化計画認定の際に、

トラックの荷捌き及び輸送を効率化するためのシステム

が含まれた計画の認定を行っています。 

 

（３）地球環境にやさしい自動車利用の促進 

①公共交通利用促進の取組み（モビリ

ティ・マネジメント） 

・エコ通勤に関する意識が高く、取組を自主的かつ積極的

に推進している事業所を優良事業所として認証・登録し、
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その活動を広く紹介することでエコ通勤に関する普及促

進を図りました。 

（令和 3年度末：81事業所） 

・地球温暖化防止に繋がる公共交通利用について学習する

出前授業「交通エコロジー教室」を開催しました。 

（小学校 1校） 

・9月～11月を公共交通利用促進キャンペーン期間とし、

感染症対策を行いつつ公共交通機関の利用促進を図って

いくため、福岡県地域交通体系整備促進協議会と連携し

て、公共交通利用促進シールを貼付したウェットティッ

シュを作成し、市町村や交通事業者を通じて配布しまし

た。（再掲） 

（西日本鉄道） 

・電気バスの導入拡大に向け、アイランドシティ営業所に

「レトロフィット電気バス」を 1台追加導入し、計 2台

による複数運用の実証実験を行いました。（令和 3年 10

月）（再掲） 

・天神地区において、フリンジパーキングの実証実験を行

いました。（再掲） 

・福岡市への転入者を対象に、公共交通のパンフレット類

をまとめた公共交通グッズを区役所を通じて配布し、公

共交通の利用促進を図りました。 

（西日本鉄道・ＪＲ九州） 

・ＪＲ・西鉄バスの結節機能を向上させるため、ＪＲ戸畑

駅のみどりの窓口横に西鉄バス定期券発売所を移転設置

するとともに、駅ロータリー内のバス待機場の拡張によ

り、バス路線の再編及び回送ロスの削減に取り組みまし

た。（再掲） 

・ルート検索等が可能な MaaSアプリ「my route（マイルー

ト）」において、鉄道、バスと商業施設の特典を掛け合わ

せた連携チケット「天神・博多 乗レール買エールチケッ

ト」を販売しました。（再掲） 

（西日本鉄道・ＪＲ九州・第一交通産業） 

・ルート検索等が可能な MaaSアプリ「my route（マイルー

ト）」において、鉄道、バスと観光施設又はタクシーのク

ーポンをセットにしたデジタル乗車券「北九州いってき

まぁ～すチケット」を販売しました。（再掲） 
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②パーク・アンド・ライドの推進 

 （再掲） 

・県ホームページに、県内のパーク・アンド・ライド駐車

場の情報を掲載しました。（179箇所）（再掲） 

・商業施設や交通事業者等と連携し、パーク・アンド・ラ

イドの利用促進・拡大に取り組みました。（10市町） 

（再掲） 

（西日本鉄道） 

・天神地区において、フリンジパーキングの実証実験を行

いました。（再掲） 

・自治体や企業と協働し、パーク・アンド・ライドに取り

組みました。(西鉄バス 10箇所、西鉄電車 2箇所)（再掲） 

③エコドライブの普及・啓発 ・県ホームページに、エコドライブ情報を掲載しました。 

④事業活動におけるエコドライブの

普及 

・優秀事業所３事業所の取組事例を「ふくおかエコライフ

応援サイト」で紹介しました。 

⑤グリーン経営認証の普及・啓発 ・県ホームページに、エコドライブや低燃費自動車の導入

に取り組む運輸事業者を認定する「グリーン経営認証制

度」の情報を掲載しました。 

⑥エコドライブ管理システムの普

及・啓発 

・エコドライブ管理システムの普及・啓発を図るため、県

ホームページに「エコドライブ管理システム」の情報を

掲載しました。 
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第３部 施策目標の進捗状況（30件） 

（基本方針１ アジアの活力取り込みと人・モノの流動拡大（５件）） 

目標 当初値 
目標値 

（令和3年度） 

実績値 

（令和3年度） 

北九州空港の利用者数 
132万人 

（平成27年度） 
210万人 49万人 

北九州空港の航空貨物取扱量 
6,803トン 

（平成27年度） 
30,000トン 21,791トン 

三池港コンテナ取扱個数 
14,504TEU 

（平成27年度） 
24,000TEU 12,950TEU 

新北九州空港道路（苅田工区）の整備 

（Ｌ＝1.1ｋｍ） 
事業中 

完成 

（令和2年度） 
完成 

福岡高速6号線（アイランドシティ線）

の整備（Ｌ＝2.5ｋｍ） 
事業中 

完成 

（令和2年度） 
完成 

 

（基本方針２ 地域間の連携強化と九州・山口の一体的発展（４件）） 

標 当初値 
目標値 

（令和3年度） 

実績値 

（令和3年度） 

鉄道利用者数 
1,302千人/日 

（平成27年度） 
1,300千人/日 

988千人/日 

（令和2年度） 

外国人入国者数 
209万人 

（平成27年） 

430万人 

（令和3年） 

0.6万人 

（令和3年） 

県内延べ宿泊者数 
1,614万人泊 

（平成27年） 

2,190万人泊 

（令和3年） 

962万人泊 

（令和3年） 

福岡県への旅行満足率 

※「大変良い」と回答した観光客の割合 

16.6％ 

（平成27年） 

20.0％ 

（令和3年） 

34.7％ 

（令和2年） 
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（基本方針３ 大規模災害への備えと事故の未然防止（１３件）） 

目標 当初値 
目標値 

（令和3年度） 

実績値 

（令和3年度） 

県管理道路橋の落橋・崩壊防止対策率 

※15ｍ以上の橋梁における落橋・崩壊と
いった致命的な損傷を防止するための
対策率 

94％ 

（平成27年度） 
100％ 99％ 

主要ターミナル駅耐震化率 
86％ 

（平成27年度） 
100％ 93％ 

高潮浸水想定区域図の公表数 － 3沿岸 3沿岸 

県管理道路の道路防災整備率 
※平成18年度点検結果に基づく整備目標率 
 平成28年度より道路防災総点検を実施
し、点検結果を踏まえ、見直し予定 

79％ 

（平成27年度） 

100％ 

（令和2年度） 
100％ 

啓開道路情報システムの運用訓練 － 毎年度実施 
令和3年度 

未実施 

防災メール・まもるくんの登録者数 
9.4万件 

（平成26年度） 

10万件 

（平成30年度） 
137,352件 

停電による信号機の機能停止を防止する
信号機電源付加装置の整備台数 
※主要幹線道路と災害対策拠点を結ぶ道
路上にある信号機電源付加装置 

－ 47基更新 47基更新 

緊急輸送道路上の路面下空洞調査の実施率 
40％ 

（平成27年度） 
100％ 100％ 

さわやか道路美化促進事業の認定団体数 
586 

（平成27年度） 
840 784 

主要施設（水域・外郭・係留・臨港交通）
の維持管理計画策定率（県管理施設） 

37％ 

（平成26年度） 

100％ 

（平成30年度） 
100％ 

交通事故死者数 
143人 

（平成28年） 

100人以下 

（令和3年） 

101人 

（令和3年） 

交通事故発生件数 
37,308件 

（平成28年） 

36,000件以下 

（令和3年） 

20,066件 

（令和3年） 

飲酒運転による交通事故発生件数 
158件 

（平成28年） 

110件以下 

（令和3年） 

94件 

（令和3年） 
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（基本方針４ 地方創生のためのまちづくりと連携した交通網の整備（８件）） 

目標 当初値 
目標値 

（令和3年度） 

実績現値 

（令和3年度） 

立地適正化計画の策定市町村数 
0市町村 

（平成27年度） 
13市町村 13市町 

駅前広場の整備率 
72％ 

（平成25年度） 

82％ 

（令和元年度） 
81％ 

コミュニティバス等の広域運行（市町村

域を越える運行）の路線数 

28路線 

（平成27年度） 
40路線 43路線 

デマンド交通導入市町村数 
12市町 

（平成27年度） 
18市町村 25市町 

地域鉄道利用者数 
7,852千人 

（平成26年度） 
7,800千人 

5,832千人 

（令和2年度） 

乗合バス利用者数 
272,819千人 

（平成26年度） 
270,000千人 

203,714千人 

（令和2年度） 

鉄軌道駅・バスターミナルの段差解消率 
※3,000人/日以上が利用する鉄軌道駅・
バスターミナル 

90％ 

（平成27年度） 

100％ 

（令和2年度） 

97.8％ 

（令和2元年度） 

ノンステップバスの導入率 
21.2％ 

（平成27年度） 

70％以上 

（令和2年度） 

35.7％ 

（令和2年度） 

 

（基本方針５ 地球温暖化対策の推進（２件）） 

目標 当初値 
目標値 

（令和3年度） 

実績値 

（令和3年度） 

鉄道利用者数（再掲） 
1,302千人/日 

（平成27年度） 
1,300千人/日 

988千人/日 

（令和2年度） 

乗合バス利用者数（再掲） 
272,819千人 

（平成26年度） 
270,000千人 

203,714千人 

（令和2年度） 

 

 


