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　　　　告　　　示（第36号－第48号）

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始� （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………２

○道路の供用の開始� （道路維持課）……………２

○都市計画の変更� （都市計画課）……………２

○都市計画の変更� （都市計画課）……………２

○都市計画の変更� （都市計画課）……………３

○都市計画の変更� （都市計画課）……………３

○都市計画の変更� （都市計画課）……………３

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知� （農山漁村振興課）……………17

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知� （農山漁村振興課）……………17

○保安林予定森林の所在場所等� （農山漁村振興課）……………18

○保安林の所在場所等� （農山漁村振興課）……………18

　　　　公　　　告

○指定居宅サービス事業者の指定� （介護保険課）……………18

○指定居宅サービス事業者の廃止� （介護保険課）……………19

○指定介護予防サービス事業者の指定� （介護保険課）……………19

○指定介護予防サービス事業者の廃止� （介護保険課）……………19

○指定居宅介護支援事業者の廃止� （介護保険課）……………20

○指定介護療養型医療施設の辞退� （介護保険課）……………20

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………21

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………21

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………21

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………21

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………22

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………22

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………22

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………22

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………23

○都市計画区域の変更� （都市計画課）……………23

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………23

○公共測量の実施� （県土整備総務課）……………23

○公共測量の実施� （県土整備総務課）……………24

○開発行為に関する工事の完了� （都市計画課）……………24

　　　　再　　　掲

○家きん等の移動禁止の廃止� （畜　産　課）……………24

　福岡県告示第36号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

目　　　次

告　　　示

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

朝　　倉 県道 甘　木
吉　井��線 前

朝倉市杷木志波3874番１
先から
朝倉市杷木志波2071番３
先まで

8.0
～
39.2

440.0
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　福岡県告示第37号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平成

29年１月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第38号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第39号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平成

29年１月24日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第40号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項

の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により告示する。

　当該都市計画の図書は、福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　

　福岡都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

　福岡県告示第41号

後

朝倉市杷木志波3874番１
先から
朝倉市杷木志波2071番３
先まで

8.4
～
39.2

440.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

朝　　倉 甘　木
吉　井��線

朝倉市杷木志波3874番１先から
朝倉市杷木志波2071番３先まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

前

福津市中央二丁目3429番
７先から
福津市中央六丁目2636番
先まで

9.4
～
23.0

1,189.4

北九州 県道 飯　塚
福　間��線 後

福津市中央二丁目3429番
７先から
福津市中央六丁目2636番
先まで

9.4
～
23.0

1,189.4

後

福津市中央二丁目3429番
４先から
福津市中央六丁目2655番
６先まで

16.0
～
37.8

1,258.5

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

北九州 飯　塚
福　間��線

福津市中央三丁目5055番34先から
福津市中央三丁目5055番31先まで
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　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項

の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により告示する。

　当該都市計画の図書は、福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　北九州都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

　福岡県告示第42号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項

の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により告示する。

　当該都市計画の図書は、福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　筑後都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

　福岡県告示第43号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項

の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により告示する。

　当該都市計画の図書は、福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　筑豊都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

　福岡県告示第44号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項

の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により告示する。

　当該都市計画の図書は、福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　変更前の名称の欄に掲げるそれぞれの都市計画の名称を変更後の名称の欄に掲げるそ

れぞれの都市計画の名称に変更する。

都市計画の種類 変更前の名称 変更後の名称

区域区分 福岡都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

古賀都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

新宮都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

久山都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

篠栗都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

筑紫野都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

太宰府都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

那珂川都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

福間都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

宗像都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

前原都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

志摩都市計画区域区分 福岡広域都市計画区域区分

久留米都市計画区域区分 久留米小郡都市計画区域区分

小郡都市計画区域区分 久留米小郡都市計画区域区分

中間都市計画区域区分 北九州広域都市計画区域区分

苅田都市計画区域区分 北九州広域都市計画区域区分

臨港地区 苅田都市計画臨港地区
苅田港臨港地区

北九州広域都市計画臨港地区
苅田港臨港地区

流通業務地区 福岡都市計画流通業務地区
福岡流通業務地区

福岡広域都市計画流通業務地区
福岡流通業務地区

道路 福岡都市計画道路
１・４・５号�福岡太宰府線

福岡広域都市計画道路
１・４・１－５号�福岡太宰府線
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福岡都市計画道路
３・１・５号�榎田水城線

福岡広域都市計画道路
３・１・１－５号�榎田水城線

福岡都市計画道路
３・２・10 号�国道３号線

福岡広域都市計画道路
３・２・１－ 10 号�国道３号線

福岡都市計画道路
３・３・20 号�福岡筑紫野線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 20 号�福岡筑紫野線

福岡都市計画道路
３・３・21 号�長浜太宰府線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 21 号�長浜太宰府線

福岡都市計画道路
３・３・25 号�那珂川宇美線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 25 号�那珂川宇美線

福岡都市計画道路
３・４・77 号�現人橋乙金線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 77 号�現人橋乙金線

福岡都市計画道路
３・１・６号�井尻姪浜線

福岡広域都市計画道路
３・１・１－６号�井尻姪浜線

福岡都市計画道路
３・２・12 号�井尻粕屋線

福岡広域都市計画道路
３・２・１－ 12 号�井尻粕屋線

福岡都市計画道路
３・３・20 号�福岡筑紫野線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 20 号�福岡筑紫野線

福岡都市計画道路
３・３・21 号�長浜太宰府線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 21 号�長浜太宰府線

福岡都市計画道路
３・３・25 号�那珂川宇美線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 25 号�那珂川宇美線

福岡都市計画道路
３・４・43 号�博多駅春日原線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 43 号�博多駅春日原線

福岡都市計画道路
３・４・76 号�現人橋乙金線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 76 号�現人橋乙金線

福岡都市計画道路
１・４・６号�福岡前原線

福岡広域都市計画道路
１・４・１－６号�福岡前原線

福岡都市計画道路
３・２・12 号�井尻粕屋線

福岡広域都市計画道路
３・２・１－ 12 号�井尻粕屋線

福岡都市計画道路
３・４・70 号�志免植木線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 70 号�志免植木線

福岡都市計画道路
３・４・71 号�坂瀬線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 71 号�坂瀬線

福岡都市計画道路
３・３・28 号�博多駅志免線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 28 号�博多駅志免線

福岡都市計画道路
１・４・７号�福岡粕屋線

福岡広域都市計画道路
１・４・１－７号�福岡粕屋線

福岡都市計画道路
３・１・４号�箱崎ふ頭粕屋線

福岡広域都市計画道路
３・１・１－４号�箱崎ふ頭粕屋線

福岡都市計画道路
３・２・12 号�井尻粕屋線

福岡広域都市計画道路
３・２・１－ 12 号�井尻粕屋線

福岡都市計画道路
３・３・15 号�千代粕屋線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 15 号�千代粕屋線

福岡都市計画道路
３・３・28 号�博多駅志免線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 28 号�博多駅志免線

福岡都市計画道路
３・３・31 号�箱崎阿恵線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 31 号�箱崎阿恵線

福岡都市計画道路
３・４・52 号�粕屋久山線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 52 号�粕屋久山線

福岡都市計画道路
３・４・64 号�土井宇美線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 64 号�土井宇美線

福岡都市計画道路
３・４・65 号�蒲田長者原線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 65 号�蒲田長者原線

福岡都市計画道路
３・３・66 号�粕屋宇美線

福岡広域都市計画道路
３・３・１－ 66 号�粕屋宇美線

福岡都市計画道路
３・４・68 号�江辻大隈線

福岡広域都市計画道路
３・４・１－ 68 号�江辻大隈線

福岡都市計画道路
３・５・79 号�原田久原線

福岡広域都市計画道路
３・５・１－ 79 号�原田久原線

古賀都市計画道路
３・２・１号�国道３号線

福岡広域都市計画道路
３・２・２－１号�国道３号線

古賀都市計画道路
３・３・４号�新宮古賀線

福岡広域都市計画道路
３・３・２－４号�新宮古賀線

古賀都市計画道路
３・４・５号�中川熊鶴線

福岡広域都市計画道路
３・４・２－５号�中川熊鶴線

古賀都市計画道路
３・４・７号�浜大塚線

福岡広域都市計画道路
３・４・２－７号�浜大塚線
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古賀都市計画道路
３・４・８号�屋敷五楽線

福岡広域都市計画道路
３・４・２－８号�屋敷五楽線

古賀都市計画道路
３・４・16 号�後牟田大池線

福岡広域都市計画道路
３・４・２－ 16 号�後牟田大池線

古賀都市計画道路
３・５・３号�花見浜線

福岡広域都市計画道路
３・５・２－３号�花見浜線

古賀都市計画道路
３・５・９号�古賀停車場線

福岡広域都市計画道路
３・５・２－９号�古賀停車場線

新宮都市計画道路
３・２・１号�新宮国道バイパ
ス線

福岡広域都市計画道路
３・２・３－１号�新宮国道バイパ
ス線

新宮都市計画道路
３・４・３号�上府・下府線

福岡広域都市計画道路
３・４・３－３号�上府・下府線

新宮都市計画道路
３・４・５号�上浜・馬場線

福岡広域都市計画道路
３・４・３－５号�上浜・馬場線

新宮都市計画道路
３・３・６号�三代・的野線

福岡広域都市計画道路
３・３・３－６号�三代・的野線

新宮都市計画道路
３・３・７号�久山・新宮線

福岡広域都市計画道路
３・３・３－７号�久山・新宮線

新宮都市計画道路
３・３・２号�湊・三代線

福岡広域都市計画道路
３・３・３－２号�湊・三代線

久山都市計画道路
３・４・１号�山ノ神深井線

福岡広域都市計画道路
３・４・４－１号�山ノ神深井線

久山都市計画道路
３・３・２号�粕屋久山線

福岡広域都市計画道路
３・３・４－２号�粕屋久山線

久山都市計画道路
７・４・２号�牟多田山ノ神線

福岡広域都市計画道路
７・４・４－２号�牟多田山ノ神線

久山都市計画道路
７・４・３号�清水高橋線

福岡広域都市計画道路
７・４・４－３号�清水高橋線

篠栗都市計画道路
３・２・１号�国道 201 号篠栗
バイパス

福岡広域都市計画道路
３・２・５－１号�国道 201 号篠栗
バイパス

篠栗都市計画道路
３・４・２号�乙犬上町線

福岡広域都市計画道路
３・４・５－２号�乙犬上町線

筑紫野都市計画道路
３・１・12 号�国道 200 号線山
家バイパス

福岡広域都市計画道路
３・１・６－ 12 号�国道 200 号線山
家バイパス

筑紫野都市計画道路
３・２・11 号�国道３号線筑紫
野バイパス

福岡広域都市計画道路
３・２・６－ 11 号�国道３号線筑紫
野バイパス

筑紫野都市計画通路
３・３・25 号�福岡日田線

福岡広域都市計画道路
３・３・６－ 25 号�福岡日田線

筑紫野都市計画道路
３・３・27 号�久留米筑紫野線

福岡広域都市計画道路
３・３・６－ 27 号�久留米筑紫野線

筑紫野都市計画道路
３・４・１号�国道３号線

福岡広域都市計画道路
３・４・６－１号�国道３号線

筑紫野都市計画道路
３・４・５号�杉塚針摺線

福岡広域都市計画道路
３・４・６－５号�杉塚針摺線

筑紫野都市計画道路
３・４・８号�二日市駅入舟線

福岡広域都市計画道路
３・４・６－８号�二日市駅入舟線

筑紫野都市計画道路
３・４・16 号�筑紫津古線

福岡広域都市計画道路
３・４・６－ 16 号�筑紫津古線

筑紫野都市計画道路
３・４・18 号�原田駅大崎線

福岡広域都市計画道路
３・４・６－ 18 号�原田駅大崎線

筑紫野都市計画道路
３・５・９号�六反太宰府線

福岡広域都市計画道路
３・５・６－９号�六反太宰府線

筑紫野都市計画道路
３・５・13 号�国道 200 号線

福岡広域都市計画道路
３・５・６－ 13 号�国道 200 号線

筑紫野都市計画道路
７・６・10 号�紫鬼ノ面線

福岡広域都市計画道路
７・６・６－ 10 号�紫鬼ノ面線

太宰府都市計画道路
３・３・１号�福岡南バイパス
線

福岡広域都市計画道路
３・３・７－１号�福岡南バイパス
線

太宰府都市計画道路
３・３・２号�長浜太宰府線

福岡広域都市計画道路
３・３・７－２号�長浜太宰府線

太宰府都市計画道路
３・３・３号�福岡筑紫野線

福岡広域都市計画道路
３・３・７－３号�福岡筑紫野線

太宰府都市計画道路
３・４・２号�六反太宰府線

福岡広域都市計画道路
３・４・７－２号�六反太宰府線
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太宰府都市計画道路
３・５・１号�国道３号線

福岡広域都市計画道路
３・５・７－１号�国道３号線

那珂川都市計画道路
３・３・１号�大橋那珂川線

福岡広域都市計画道路
３・３・８－１号�大橋那珂川線

那珂川都市計画道路
３・４・２号�那珂川宇美線

福岡広域都市計画道路
３・４・８－２号�那珂川宇美線

那珂川都市計画道路
３・４・３号�中原浦の原線

福岡広域都市計画道路
３・４・８－３号�中原浦の原線

那珂川都市計画道路
３・４・４号�今光下梶原線

福岡広域都市計画道路
３・４・８－４号�今光下梶原線

那珂川都市計画道路
３・４・５号�現人橋乙金線

福岡広域都市計画道路
３・４・８－５号�現人橋乙金線

福間都市計画道路
３・４・１号�宗像福間線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－１号�宗像福間線

福間都市計画道路
３・４・２号�福間海岸線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－２号�福間海岸線

福間都市計画道路
３・４・３号�太郎丸両谷線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－３号�太郎丸両谷線

福間都市計画道路
３・３・４号�国道３号線

福岡広域都市計画道路
３・３・９－４号�国道３号線

福間都市計画道路
３・４・６号�石橋手光線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－６号�石橋手光線

福間都市計画道路
３・４・９号�福間駅前線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－９号�福間駅前線

福間都市計画道路
３・４・14 号�松原上西郷線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－ 14 号�松原上西郷線

福間都市計画道路
３・４・15 号�本町南町線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－ 15 号�本町南町線

福間都市計画道路
３・５・16 号�古町太郎丸線

福岡広域都市計画道路
３・５・９－ 16 号�古町太郎丸線

福間都市計画道路
３・４・17 号�福間駅松原線

福岡広域都市計画道路
３・４・９－ 17 号�福間駅松原線

宗像都市計画道路
３・３・１号�国道３号線

福岡広域都市計画道路
３・３・10 －１号�国道３号線

宗像都市計画道路
３・４・２号�宗像福間線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 －２号�宗像福間線

宗像都市計画道路
３・３・３号�東郷駅王丸線

福岡広域都市計画道路
３・３・10 －３号�東郷駅王丸線

宗像都市計画道路
３・４・４号�田熊日の里線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 －４号�田熊日の里線

宗像都市計画道路
３・４・５号�赤間駅自由ヶ丘
線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 －５号�赤間駅自由ヶ丘
線

宗像都市計画道路
３・４・６号�徳重朝町線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 －６号�徳重朝町線

宗像都市計画道路
３・４・８号�石丸河東線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 －８号�石丸河東線

宗像都市計画道路
３・４・９号�土穴朝町線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 －９号�土穴朝町線

宗像都市計画道路
３・４・10 号�土穴須恵線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 － 10 号�土穴須恵線

宗像都市計画道路
３・４・12 号�徳重曲線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 － 12 号�徳重曲線

宗像都市計画道路
３・４・13 号�宮田原町線

福岡広域都市計画道路
３・４・10 － 13 号�宮田原町線

宗像都市計画道路
３・５・14 号�宗像玄海線

福岡広域都市計画道路
３・５・10 － 14 号�宗像玄海線

宗像都市計画道路
３・５・20 号�光岡東郷線

福岡広域都市計画道路
３・５・10 － 20 号�光岡東郷線

前原都市計画道路
１・３・１号�前原二丈線

福岡広域都市計画道路
１・３・11 －１号�前原二丈線

前原都市計画道路
３・１・１号�池田東線

福岡広域都市計画道路
３・１・11 －１号�池田東線

前原都市計画道路
３・４・４号�多久北新地線

福岡広域都市計画道路
３・４・11 －４号�多久北新地線

前原都市計画道路
３・４・６号�篠原前原線

福岡広域都市計画道路
３・４・11 －６号�篠原前原線

前原都市計画道路
３・４・８号�前原停車場線

福岡広域都市計画道路
３・４・11 －８号�前原停車場線
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前原都市計画道路
３・５・９号�北新地加布羅線

福岡広域都市計画道路
３・５・11 －９号�北新地加布羅線

前原都市計画道路
３・５・10 号�高田加布里線

福岡広域都市計画道路
３・５・11 － 10 号�高田加布里線

前原都市計画道路
３・５・12 号�前原吉原橋線

福岡広域都市計画道路
３・５・11 － 12 号�前原吉原橋線

前原都市計画道路
３・５・13 号�加布里港線

福岡広域都市計画道路
３・５・11 － 13 号�加布里港線

前原都市計画道路
３・５・15 号�加布里停車場線

福岡広域都市計画道路
３・５・11 － 15 号�加布里停車場
線

前原都市計画道路
３・４・18 号�丸田線

福岡広域都市計画道路
３・４・11 － 18 号�丸田線

前原都市計画道路
３・４・20 号�波多江泊線

福岡広域都市計画道路
３・４・11 － 20 号�波多江泊線

前原都市計画道路
３・５・21 号�北新地新田線

福岡広域都市計画道路
３・５・11 － 21 号�北新地新田線

前原都市計画道路
３・５・22 号�加布羅線

福岡広域都市計画道路
３・５・11 － 22 号�加布羅線

志摩都市計画道路
３・４・１号�松隈稲留線

福岡広域都市計画道路
３・４・12 －１号�松隈稲留線

志摩都市計画道路
３・５・２号�大石線

福岡広域都市計画道路
３・５・12 －２号�大石線

志摩都市計画道路
３・５・４号�学園通線

福岡広域都市計画道路
３・５・12 －４号�学園通線

志摩都市計画道路
３・５・５号�下新開線

福岡広域都市計画道路
３・５・12 －５号�下新開線

須恵都市計画道路
３・３・１号�粕屋宇美線

宇美須恵都市計画道路
３・３・13 －１号�粕屋宇美線

須恵都市計画道路
３・４・４号�志免植木線

宇美須恵都市計画道路
３・４・13 －４号�志免植木線

宇美都市計画道路
３・３・１号�志免宇美線

宇美須恵都市計画道路
３・３・14 －１号�志免宇美線

宇美都市計画道路
３・３・２号�粕屋宇美線

宇美須恵都市計画道路
３・３・14 －２号�粕屋宇美線

宇美都市計画道路
３・４・８号�辻荒木佐谷線

宇美須恵都市計画道路
３・４・14 －８号�辻荒木佐谷線

宇美都市計画道路
３・３・９号�大野城長谷線

宇美須恵都市計画道路
３・３・14 －９号�大野城長谷線

宇美都市計画道路
３・３・10 号�木河太宰府線

宇美須恵都市計画道路
３・３・14 － 10 号�木河太宰府線

宇美都市計画道路
３・４・11 号�下宇美辻荒木線

宇美須恵都市計画道路
３・４・14 － 11 号�下宇美辻荒木
線

甘木都市計画道路
３・５・１号�甘木駅前線

朝倉筑前都市計画道路
３・５・17 －１号�甘木駅前線

甘木都市計画道路
３・５・２号�庄屋町東田線

朝倉筑前都市計画道路
３・５・17 －２号�庄屋町東田線

甘木都市計画道路
３・４・３号�小池鳩胸線

朝倉筑前都市計画道路
３・４・17 －３号�小池鳩胸線

甘木都市計画道路
３・５・４号�甘木駅安川線

朝倉筑前都市計画道路
３・５・17 －４号�甘木駅安川線

甘木都市計画道路
３・５・５号�横坂菩提寺線

朝倉筑前都市計画道路
３・５・17 －５号�横坂菩提寺線

甘木都市計画道路
３・５・６号�神田古賀線

朝倉筑前都市計画道路
３・５・17 －６号�神田古賀線

甘木都市計画道路
３・４・12 号�東田柿原線

朝倉筑前都市計画道路
３・４・17 － 12 号�東田柿原線

二丈都市計画道路
３・４・４号�一貴山停車場線

二丈都市計画道路
３・４・18 －４号�一貴山停車場線

二丈都市計画道路
３・４・１号�武吉井線

二丈都市計画道路
３・４・18 －１号�武吉井線

二丈都市計画道路
３・４・２号�松末深江線

二丈都市計画道路
３・４・18 －２号�松末深江線

二丈都市計画道路
３・４・５号�深江中央線

二丈都市計画道路
３・４・18 －５号�深江中央線

二丈都市計画道路
３・６・６号�川下萩の原線

二丈都市計画道路
３・６・18 －６号�川下萩の原線

二丈都市計画道路
３・４・３号�福井吉井線

二丈都市計画道路
３・４・18 －３号�福井吉井線
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二丈都市計画道路
３・４・７号�西古川宮田線

二丈都市計画道路
３・４・18 －７号�西古川宮田線

二丈都市計画道路
１・３・１号�前原二丈線

二丈都市計画道路
１・３・18 －１号�前原二丈線

久留米都市計画道路
３・２・１号�久留米駅東町線

久留米小郡都市計画道路
３・２・19 －１号�久留米駅東町線

久留米都市計画道路
３・３・２号�千歳橋湯納楚線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 －２号�千歳橋湯納楚線

久留米都市計画道路
３・３・３号�東櫛原町野伏間
線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 －３号�東櫛原町野伏間
線

久留米都市計画道路
３・３・４号�東櫛原山川線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 －４号�東櫛原山川線

久留米都市計画道路
３・３・５号�久留米駅南久留
米駅線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 －５号�久留米駅南久留
米駅線

久留米都市計画道路
３・３・６号�東合川野伏間線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 －６号�東合川野伏間線

久留米都市計画道路
３・３・７号�東合川下弓削線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 －７号�東合川下弓削線

久留米都市計画道路
３・３・10 号�東町豆津線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 － 10 号�東町豆津線

久留米都市計画道路
３・４・13 号�荘島町白山町線

久留米小郡都市計画道路
３・４・19 － 13 号�荘島町白山町
線

久留米都市計画道路
３・４・14 号�本町津福本町線

久留米小郡都市計画道路
３・４・19 － 14 号�本町津福本町
線

久留米都市計画道路
３・４・15 号�本町高良内町線

久留米小郡都市計画道路
３・４・19 － 15 号�本町高良内町
線

久留米都市計画道路
３・４・16 号�久留米駅南町線

久留米小郡都市計画道路
３・４・19 － 16 号�久留米駅南町
線

久留米都市計画道路
３・４・17 号�京町本村線

久留米小郡都市計画道路
３・４・19 － 17 号�京町本村線

久留米都市計画道路
３・４・18 号�合川町津福今町
線

久留米小郡都市計画道路
３・４・19 － 18 号�合川町津福今
町線

久留米都市計画道路
３・５・21 号�荘島町小森野町
線

久留米小郡都市計画道路
３・５・19 － 21 号�荘島町小森野
町線

久留米都市計画道路
３・４・22 号�東町太郎原町線

久留米小郡都市計画道路
３・４・19 － 22 号�東町太郎原町
線

久留米都市計画道路
３・５・24 号�御井町高良内町
線

久留米小郡都市計画道路
３・５・19 － 24 号�御井町高良内
町線

久留米都市計画道路
３・３・31 号�東櫛原小森野線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 － 31 号�東櫛原小森野
線

久留米都市計画道路
３・５・34 号�宮瀬線

久留米小郡都市計画道路
３・５・19 － 34 号�宮瀬線

久留米都市計画道路
３・５・36 号�久留米駅東口駅

久留米小郡都市計画道路
３・５・19 － 36 号�久留米駅東口
駅

久留米都市計画道路
３・３・37 号�山川野口町北野
町今山線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 － 37 号�山川野口町北
野町今山線

久留米都市計画道路
３・３・38 号�東合川赤川線

久留米小郡都市計画道路
３・３・19 － 38 号�東合川赤川線

小郡都市計画道路
３・４・４号�筑紫祇園線

久留米小郡都市計画道路
３・４・20 －４号�筑紫祇園線

小郡都市計画道路
３・４・５号�原田駅東福童線

久留米小郡都市計画道路
３・４・20 －５号�原田駅東福童線

小郡都市計画道路
３・４・６号�本郷基山線

久留米小郡都市計画道路
３・４・20 －６号�本郷基山線

小郡都市計画道路
３・５・８号�二森西福童線

久留米小郡都市計画道路
３・５・20 －８号�二森西福童線

小郡都市計画道路
３・４・12 号�甘木鳥栖線

久留米小郡都市計画道路
３・４・20 － 12 号�甘木鳥栖線

小郡都市計画道路
３・５・13 号�久留米小郡線

久留米小郡都市計画道路
３・５・20 － 13 号�久留米小郡線
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大牟田都市計画道路
１・４・１号�大牟田大川線

大牟田都市計画道路
１・４・21 －１号�大牟田大川線

大牟田都市計画道路
３・３・３号�有明町通線

大牟田都市計画道路
３・３・21 －３号�有明町通線

大牟田都市計画道路
３・３・４号�大正町三里線

大牟田都市計画道路
３・３・21 －４号�大正町三里線

大牟田都市計画道路
３・３・５号�上町西浜田町線

大牟田都市計画道路
３・３・21 －５号�上町西浜田町線

大牟田都市計画道路
３・３・６号�昭和開岩本線

大牟田都市計画道路
３・３・21 －６号�昭和開岩本線

大牟田都市計画道路
３・３・22 号�築町勝立線

大牟田都市計画道路
３・３・21 － 22 号�築町勝立線

大牟田都市計画道路
３・４・８号�大牟田高田線

大牟田都市計画道路
３・４・21 －８号�大牟田高田線

大牟田都市計画道路
３・４・15 号�通町線

大牟田都市計画道路
３・４・21 － 15 号�通町線

大牟田都市計画道路
３・４・21 号�不知火町桜町線

大牟田都市計画道路
３・４・21 － 21 号�不知火町桜町
線

大牟田都市計画道路
３・４・23 号�三川町笹原線

大牟田都市計画道路
３・４・21 － 23 号�三川町笹原線

大牟田都市計画道路
３・４・24 号�新港町勝立線

大牟田都市計画道路
３・４・21 － 24 号�新港町勝立線

大牟田都市計画道路
３・４・26 号�銀水久福木線

大牟田都市計画道路
３・４・21 － 26 号�銀水久福木線

大牟田都市計画道路
３・４・27 号�宮部勝立線

大牟田都市計画道路
３・４・21 － 27 号�宮部勝立線

大牟田都市計画道路
３・５・20 号�大正町黒崎線

大牟田都市計画道路
３・５・21 － 20 号�大正町黒崎線

大牟田都市計画道路
３・４・８号�大牟田高田線

大牟田都市計画道路
３・４・21 －８号�大牟田高田線

大牟田都市計画道路
３・４・14 号�江浦原線

大牟田都市計画道路
３・４・21 － 14 号�江浦原線

大牟田都市計画道路
３・５・７号�渡瀬駅黒崎線

大牟田都市計画道路
３・５・21 －７号�渡瀬駅黒崎線

大牟田都市計画道路
３・５・20 号�大正町黒崎線

大牟田都市計画道路
３・５・21 － 20 号�大正町黒崎線

大牟田都市計画道路
１・４・１号�大牟田大川線

大牟田都市計画道路
１・４・21 －１号�大牟田大川線

八女都市計画道路
３・３・２号�室岡平田線

筑後中央広域都市計画道路
３・３・22 －２号�室岡平田線

八女都市計画道路
３・４・７号�大島稲富線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・22 －７号�大島稲富線

八女都市計画道路
３・４・８号�吉田大福寺線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・22 －８号�吉田大福寺線

八女都市計画道路
３・５・９号�室岡納楚線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・22 －９号�室岡納楚線

八女都市計画道路
３・４・１号�新町高塚線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・22 －１号�新町高塚線

大川都市計画道路
３・５・１号�大川柳川線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・23 －１号�大川柳川線

大川都市計画道路
３・４・２号�小保酒見線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・23 －２号�小保酒見線

大川都市計画道路
３・５・３号�若津新茶屋線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・23 －３号�若津新茶屋線

大川都市計画道路
３・５・４号�堤酒見線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・23 －４号�堤酒見線

大川都市計画道路
３・６・５号�大川橋新田線

筑後中央広域都市計画道路
３・６・23 －５号�大川橋新田線

大川都市計画道路
３・３・６号�中原大橋線

筑後中央広域都市計画道路
３・３・23 －６号�中原大橋線

大川都市計画道路
３・６・７号�小保若津港線

筑後中央広域都市計画道路
３・６・23 －７号�小保若津港線
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10 大川都市計画道路
３・４・９号�宮内北酒見線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・23 －９号�宮内北酒見線

大川都市計画道路
３・３・10 号�堤上野線

筑後中央広域都市計画道路
３・３・23 － 10 号�堤上野線

大川都市計画道路
３・１・11 号�三丸堤線

筑後中央広域都市計画道路
３・１・23 － 11 号�三丸堤線

大川都市計画道路
３・４・12 号�上野鐘ケ江線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・23 － 12 号�上野鐘ケ江線

大川都市計画道路
３・４・16 号�中野鐘ケ江線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・23 － 16 号�中野鐘ケ江線

大川都市計画道路
３・３・17 号�大川大木線

筑後中央広域都市計画道路
３・３・23 － 17 号�大川大木線

大川都市計画道路
３・３・18 号�大橋三丸線

筑後中央広域都市計画道路
３・３・23 － 18 号�大橋三丸線

大川都市計画道路
３・５・19 号�大野島インター
線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・23 － 19 号�大野島インタ
－線

大川都市計画道路
１・４・１号�大牟田大川線

筑後中央広域都市計画道路
１・４・23 －１号�大牟田大川線

瀬高都市計画道路
３・４・５号�吉井八幡町線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・24 －５号�吉井八幡町線

瀬高都市計画道路
３・５・４号�山川上庄線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・24 －４号�山川上庄線

瀬高都市計画道路
３・６・７号�瀬高停車場線

筑後中央広域都市計画道路
３・６・24 －７号�瀬高停車場線

瀬高都市計画道路
３・４・１号�東山南瀬高線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・24 －１号�東山南瀬高線

筑後都市計画道路
３・３・１号�前津久富線

筑後中央広域都市計画道路
３・３・25 －１号�前津久富線

筑後都市計画道路
３・４・３号�前津長浜線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・25 －３号�前津長浜線

筑後都市計画道路
３・４・４号�赤坂野町線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・25 －４号�赤坂野町線

筑後都市計画道路
３・４・５号�熊野水田線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・25 －５号�熊野水田線

筑後都市計画道路
３・５・９号�和泉山ノ井線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・25 －９号�和泉山ノ井線

筑後都市計画道路
３・５・11 号�尾島常用線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・25 － 11 号�尾島常用線

筑後都市計画道路
３・５・12 号�福市洲崎線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・25 － 12 号�福市洲崎線

筑後都市計画道路
３・５・13 号�西水洗西美田線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・25 － 13 号�西水洗西美田
線

柳川都市計画道路
３・４・５号�晴天浜武線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・26 －５号�晴天浜武線

柳川都市計画道路
３・４・３号�三橋筑紫橋線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・26 －３号�三橋筑紫橋線

柳川都市計画道路
３・５・12 号�三橋京町通り線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・26 － 12 号�三橋京町通り
線

柳川都市計画道路
３・５・10 号�枝光徳益線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・26 － 10 号�枝光徳益線

柳川都市計画道路
３・４・９号�中島栄線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・26 －９号�中島栄線

柳川都市計画道路
１・４・１号�大牟田大川線

筑後中央広域都市計画道路
１・４・26 －１号�大牟田大川線

柳川都市計画道路
３・４・15 号�大和枝光線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・26 － 15 号�大和枝光線

柳川都市計画道路
３・３・16 号�東蒲池柳河線

筑後中央広域都市計画道路
３・３・26 － 16 号�東蒲池柳河線

柳川都市計画道路
３・４・17 号�矢加部柳河線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・26 － 17 号�矢加部柳河線

柳川都市計画道路
３・４・18 号�江越内伏木線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・26 － 18 号�江越内伏木線

柳川都市計画道路
３・４・４号�柳河両開線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・26 －４号�柳河両開線

黒木都市計画道路
３・５・２号�田本上黒木線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・27 －２号�田本上黒木線

黒木都市計画道路
３・５・３号�本分線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・27 －３号�本分線
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黒木都市計画道路
３・５・４号�中篭線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・27 －４号�中篭線

黒木都市計画道路
３・４・１号�本分陣ノ内線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・27 －１号�本分陣ノ内線

立花都市計画道路
３・５・２号�釘崎樋渡線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・29 －２号�釘崎樋渡線

立花都市計画道路
３・４・１号�高川原椋ケ瀬線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・29 －１号�高川原椋ケ瀬線

三潴都市計画道路
３・４・１号�早津崎玉満線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・30 －１号�早津崎玉満線

三潴都市計画道路
３・４・２号�五反田国分寺線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・30 －２号�五反田国分寺線

三潴都市計画道路
３・５・３号�塚崎東畑新領線

筑後中央広域都市計画道路
３・５・30 －３号�塚崎東畑新領線

三潴都市計画道路
３・４・４号�玉満西牟田線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・30 －４号�玉満西牟田線

三潴都市計画道路
３・４・５号�金屋三潴駅西線

筑後中央広域都市計画道路
３・４・30 －５号�金屋三潴駅西線

北野都市計画道路
３・４・１号�永畑茶屋線

北野大刀洗都市計画道路
３・４・31 －１号�永畑茶屋線

北野都市計画道路
３・４・２号�西屋敷橋口線

北野大刀洗都市計画道路
３・４・31 －２号�西屋敷橋口線

大刀洗都市計画道路
３・４・１号�西大刀洗草分線

北野大刀洗都市計画道路
３・４・32 －１号�西大刀洗草分線

大刀洗都市計画道路
３・４・２号�大刀洗公園線

北野大刀洗都市計画道路
３・４・32 －２号�大刀洗公園線

大刀洗都市計画道路
３・４・４号�大堰駅前線

北野大刀洗都市計画道路
３・４・32 －４号�大堰駅前線

大刀洗都市計画道路
３・４・５号�陣ノ内冨多線

北野大刀洗都市計画道路
３・４・32 －５号�陣ノ内冨多線

飯塚都市計画道路
３・３・１号�弁分下三緒線

筑豊広域都市計画道路
３・３・33 －１号�弁分下三緒線

飯塚都市計画道路
３・３・101 号�下三緒多田線

筑豊広域都市計画道路
３・３・33 － 101 号�下三緒多田線

飯塚都市計画道路
３・３・２号�鯰田上三緒線

筑豊広域都市計画道路
３・３・33 －２号�鯰田上三緒線

飯塚都市計画道路
３・３・３号�頴田穂波線

筑豊広域都市計画道路
３・３・33 －３号�頴田穂波線

飯塚都市計画道路
３・４・４号�西町天道線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 －４号�西町天道線

飯塚都市計画道路
３・４・６号�新飯塚潤野線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 －６号�新飯塚潤野線

飯塚都市計画道路
３・４・７号�菰田川津線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 －７号�菰田川津線

飯塚都市計画道路
３・４・８号�目尾忠隈線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 －８号�目尾忠隈線

飯塚都市計画道路
３・４・９号�伊川大谷線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 －９号�伊川大谷線

飯塚都市計画道路
３・４・105 号�大谷有安線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 105 号�大谷有安線

飯塚都市計画道路
３・３・10 号�鯰田中線

筑豊広域都市計画道路
３・３・33 － 10 号�鯰田中線

飯塚都市計画道路
３・４・11 号�立岩下三緒線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 11 号�立岩下三緒線

飯塚都市計画道路
３・４・12 号�下田目尾線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 12 号�下田目尾線

飯塚都市計画道路
３・４・14 号�柳ｹ谷畝割線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 14 号�柳ｹ谷畝割線

飯塚都市計画道路
３・５・15 号�新飯塚花瀬線

筑豊広域都市計画道路
３・５・33 － 15 号�新飯塚花瀬線

飯塚都市計画道路
３・５・16 号�柏木町立岩線

筑豊広域都市計画道路
３・５・33 － 16 号�柏木町立岩線

飯塚都市計画道路
３・５・18 号�菰田鶴三緒線

筑豊広域都市計画道路
３・５・33 － 18 号�菰田鶴三緒線

飯塚都市計画道路
３・４・19 号�上三緒安丸線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 19 号�上三緒安丸線

飯塚都市計画道路
３・４・104 号�安丸道祖線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 104 号�安丸道祖線
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12 飯塚都市計画道路
３・４・102 号�有井大坪線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 102 号�有井大坪線

飯塚都市計画道路
３・４・103 号�有安道祖線

筑豊広域都市計画道路
３・４・33 － 103 号�有安道祖線

直方都市計画道路
３・３・１号�200 号バイパス
線

筑豊広域都市計画道路
３・３・36 －１号�200 号バイパス
線

直方都市計画道路
３・５・２号�外町江口線

筑豊広域都市計画道路
３・５・36 －２号�外町江口線

直方都市計画通路
３・４・３号�直方駅行橋線

筑豊広域都市計画道路
３・４・36 －３号�直方駅行橋線

直方都市計画道路
３・４・４号�下老良植木線

筑豊広域都市計画道路
３・４・36 －４号�下老良植木線

直方都市計画道路
３・４・５号�新屋敷下新入線

筑豊広域都市計画道路
３・４・36 －５号�新屋敷下新入線

直方都市計画道路
３・５・６号�下老良鴨生田線

筑豊広域都市計画道路
３・５・36 －６号�下老良鴨生田線

直方都市計画道路
３・４・７号�境口鴨生田線

筑豊広域都市計画道路
３・４・36 －７号�境口鴨生田線

直方都市計画道路
３・５・８号�中島町中泉線

筑豊広域都市計画道路
３・５・36 －８号�中島町中泉線

直方都市計画道路
３・５・９号�山部御館山線

筑豊広域都市計画道路
３・５・36 －９号�山部御館山線

直方都市計画通路
３・４・10 号�一丁田老良線

筑豊広域都市計画道路
３・４・36 － 10 号�一丁田老良線

直方都市計画道路
３・４・11 号�境口頓野線

筑豊広域都市計画道路
３・４・36 － 11 号�境口頓野線

直方都市計画道路
３・５・12 号�植木駅前線

筑豊広域都市計画道路
３・５・36 － 12 号�植木駅前線

直方都市計画道路
３・５・13 号�中泉駅前線

筑豊広域都市計画道路
３・５・36 － 13 号�中泉駅前線

直方都市計画道路
３・４・21 号�頓野感田線

筑豊広域都市計画道路
３・４・36 － 21 号�頓野感田線

直方都市計画道路
３・３・24 号�頓野下境線

筑豊広域都市計画道路
３・３・36 － 24 号�頓野下境線

宮田都市計画道路
３・５・１号�桐野太蔵線

筑豊広域都市計画道路
３・５・37 －１号�桐野太蔵線

宮田都市計画道路
３・４・２号�羅漢龍徳線

筑豊広域都市計画道路
３・４・37 －２号�羅漢龍徳線

宮田都市計画道路
３・５・３号�龍徳鴨生田線

筑豊広域都市計画道路
３・５・37 －３号�龍徳鴨生田線

宮田都市計画道路
３・５・４号�宮田本白線

筑豊広域都市計画道路
３・５・37 －４号�宮田本白線

田川都市計画道路
３・４・２号�南大通り線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －２号�南大通り線

田川都市計画道路
３・４・３号�伊田駅鉄砲町線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －３号�伊田駅鉄砲町線

田川都市計画道路
３・４・４号�後藤寺伊田線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －４号�後藤寺伊田線

田川都市計画道路
３・４・６号�中央団地川宮線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －６号�中央団地川宮線

田川都市計画道路
３・４・７号�西本町桜町線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －７号�西本町桜町線

田川都市計画道路
３・４・８号�後藤寺駅見立線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －８号�後藤寺駅見立線

田川都市計画道路
３・４・９号�後藤寺東町線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －９号�後藤寺東町線

田川都市計画道路
３・４・15 号�伊加利白鳥町線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 － 15 号�伊加利白鳥町
線

田川都市計画道路
３・４・１号�福岡行橋線

筑豊広域都市計画道路
３・４・38 －１号�福岡行橋線

川崎都市計画道路
３・６・３号�川崎添田線

筑豊広域都市計画道路
３・６・40 －３号�川崎添田線

川崎都市計画通路
３・６・４号�田原真崎線

筑豊広域都市計画道路
３・６・40 －４号�田原真崎線

川崎都市計画道路
３・６・７号�猪膝西本町線

筑豊広域都市計画道路
３・６・40 －７号�猪膝西本町線

川崎都市計画通路
３・６・８号�川崎停車場号四
郎線

筑豊広域都市計画道路
３・６・40 －８号�川崎停車場号四
郎線
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川崎都市計画道路
３・６・１号�川崎停車場平原
線

筑豊広域都市計画道路
３・６・40 －１号�川崎停車場平原
線

鞍手都市計画道路
３・４・１号�北九州鞍手線

筑豊広域都市計画道路
３・４・41 －１号�北九州鞍手線

鞍手都市計画道路
３・４・２号�直方鞍手線

筑豊広域都市計画道路
３・４・41 －２号�直方鞍手線

桂川都市計画道路
３・４・２号�村方龍毛線

筑豊広域都市計画道路
３・４・43 －２号�村方龍毛線

桂川都市計画道路
３・４・３号�下宮ノ原又ヶ鼻
線

筑豊広域都市計画道路
３・４・43 －３号�下宮ノ原又ヶ鼻
線

桂川都市計画道路
３・４・４号�シカヤ飯塚牟田
線

筑豊広域都市計画道路
３・４・43 －４号�シカヤ飯塚牟田
線

桂川都市計画道路
３・３・１号�桂川筑穂線

筑豊広域都市計画道路
３・３・43 －１号�桂川筑穂線

中間都市計画道路
３・４・１号�犬王古月線

北九州広域都市計画道路
３・４・45 －１号�犬王古月線

中間都市計画道路
３・４・２号�中間水巻芦屋線

北九州広域都市計画道路
３・４・45 －２号�中間水巻芦屋線

中間都市計画道路
３・４・３号�仮屋大膳橋線

北九州広域都市計画道路
３・４・45 －３号�仮屋大膳橋線

中間都市計画道路
３・４・５号�塘ノ内砂山線

北九州広域都市計画道路
３・４・45 －５号�塘ノ内砂山線

中間都市計画道路
３・４・９号�五楽砂山線

北九州広域都市計画道路
３・４・45 －９号�五楽砂山線

中間都市計画道路
３・４・10 号�古屋伊佐座線

北九州広域都市計画道路
３・４・45 － 10 号�古屋伊佐座線

中間都市計画道路
３・５・11 号�中鶴伊佐座線

北九州広域都市計画道路
３・５・45 － 11 号�中鶴伊佐座線

中間都市計画道路
３・３・17 号�御館井ノ浦線

北九州広域都市計画道路
３・３・45 － 17 号�御館井ノ浦線

中間都市計画道路
３・６・18 号�中間水巻線

北九州広域都市計画道路
３・６・45 － 18 号�中間水巻線

苅田都市計画道路
１・３・１号�北九州豊津線

北九州広域都市計画道路
１・３・46 －１号�北九州豊津線

苅田都市計画道路
３・１・１号�苅田臨海工業線

北九州広域都市計画道路
３・１・46 －１号�苅田臨海工業線

苅田都市計画道路
３・４・２号�国道 10 号線

北九州広域都市計画道路
３・４・46 －２号�国道 10 号線

苅田都市計画道路
３・４・３号�苅田南原線

北九州広域都市計画道路
３・４・46 －３号�苅田南原線

苅田都市計画道路
３・４・４号�曽根行橋線

北九州広域都市計画道路
３・４・46 －４号�曽根行橋線

苅田都市計画道路
３・３・７号�苅田東停車場線

北九州広域都市計画道路
３・３・46 －７号�苅田東停車場線

苅田都市計画道路
３・３・８号�苅田港循環線

北九州広域都市計画道路
３・３・46 －８号�苅田港循環線

苅田都市計画道路
３・４・11 号�小波瀬停車場線

北九州広域都市計画道路
３・４・46 － 11 号�小波瀬停車場
線

苅田都市計画道路
３・３・12 号�二崎与原線

北九州広域都市計画道路
３・３・46 － 12 号�二崎与原線

苅田都市計画道路
３・２・21 号�国道 10 号バイ
パス

北九州広域都市計画道路
３・２・46 － 21 号�国道 10 号バイ
パス

苅田都市計画道路
３・１・22 号�若久苅田線

北九州広域都市計画道路
３・１・46 － 22 号�若久苅田線

苅田都市計画道路
３・２・23 号�国道 201 号バイ
パス線

北九州広域都市計画道路
３・２・46 － 23 号�国道 201 号バ
イパス線

苅田都市計画道路
３・４・24 号�猪熊行橋線

北九州広域都市計画道路
３・４・46 － 24 号�猪熊行橋線

芦屋都市計画道路
３・３・１号�芦屋水巻線

遠賀広域都市計画道路
３・３・47 －１号�芦屋水巻線

芦屋都市計画道路
３・３・２号�若松芦屋福間線

遠賀広域都市計画道路
３・３・47 －２号�若松芦屋福間線

芦屋都市計画道路
３・４・１号�芦屋遠賀線

遠賀広域都市計画道路
３・４・47 －１号�芦屋遠賀線

芦屋都市計画道路
３・４・２号�竹並芦屋線

遠賀広域都市計画道路
３・４・47 －２号�竹並芦屋線

芦屋都市計画道路
３・４・４号�正津ヶ浜山鹿線

遠賀広域都市計画道路
３・４・47 －４号�正津ヶ浜山鹿線
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14 芦屋都市計画道路
３・５・１号�直方芦屋線

遠賀広域都市計画道路
３・５・47 －１号�直方芦屋線

水巻都市計画道路
３・３・１号�国道３号線

遠賀広域都市計画道路
３・３・48 －１号�国道３号線

水巻都市計画道路
３・３・３号�芦屋・水巻・中
間線

遠賀広域都市計画道路
３・３・48 －３号�芦屋・水巻・中
間線

水巻都市計画道路
３・４・８号�三反間・岩瀬線

遠賀広域都市計画道路
３・４・48 －８号�三反間・岩瀬線

水巻都市計画道路
３・５・10 号�大下・上前田線

遠賀広域都市計画道路
３・５・48 － 10 号�大下・上前田
線

水巻都市計画道路
３・３・２号�若松・芦屋・福
間線

遠賀広域都市計画道路
３・３・48 －２号�若松・芦屋・福
間線

岡垣都市計画道路
３・１・１号�国道３号線・岡
垣バイパス

遠賀広域都市計画道路
３・１・49 －１号�国道３号線・岡
垣バイパス

岡垣都市計画道路
３・４・４号�海老津・三吉線

遠賀広域都市計画道路
３・４・49 －４号�海老津・三吉線

岡垣都市計画道路
３・５・６号�国道３号線

遠賀広域都市計画道路
３・５・49 －６号�国道３号線

岡垣都市計画道路
３・６・９号�海老津・中村線

遠賀広域都市計画道路
３・６・49 －９号�海老津・中村線

岡垣都市計画道路
３・４・２号�海老津・駅前線

遠賀広域都市計画道路
３・４・49 －２号�海老津・駅前線

遠賀都市計画道路
３・３・８号�若松・芦屋・福
間線

遠賀広域都市計画道路
３・３・50 －８号�若松・芦屋・福
間線

遠賀都市計画道路
３・１・１号�国道３号線（遠
賀バイパス）

遠賀広域都市計画道路
３・１・50 －１号�国道３号線（遠
賀バイパス）

遠賀都市計画道路
３・４・２号�松ノ本・上別府
線

遠賀広域都市計画道路
３・４・50 －２号�松ノ本・上別府
線

遠賀都市計画道路
３・５・６号�広渡・老良線

遠賀広域都市計画道路
３・５・50 －６号�広渡・老良線

遠賀都市計画道路
３・５・７号�広渡・尾崎線

遠賀広域都市計画道路
３・５・50 －７号�広渡・尾崎線

遠賀都市計画道路
３・４・10 号�広渡・別府線

遠賀広域都市計画道路
３・４・50 － 10 号�広渡・別府線

遠賀都市計画道路
３・５・９号�芦屋・島津線

遠賀広域都市計画道路
３・５・50 －９号�芦屋・島津線

行橋都市計画道路
１・３・１号�北九州豊津線

京築広域都市計画道路
１・３・51 －１号�北九州豊津線

行橋都市計画道路
３・２・１号�東大橋下原線

京築広域都市計画道路
３・２・51 －１号�東大橋下原線

行橋都市計画道路
３・３・２号�行橋停車場線

京築広域都市計画道路
３・３・51 －２号�行橋停車場線

行橋都市計画道路
３・４・４号�行事辻垣線

京築広域都市計画道路
３・４・51 －４号�行事辻垣線

行橋都市計画道路
３・４・７号�行事西泉線

京築広域都市計画道路
３・４・51 －７号�行事西泉線

行橋都市計画道路
３・４・９号�行事津熊線

京築広域都市計画道路
３・４・51 －９号�行事津熊線

行橋都市計画道路
３・２・18 号�国道 201 号バイ
パス線

京築広域都市計画道路
３・２・51 － 18 号�国道 201 号バ
イパス線

行橋都市計画道路
３・３・19 号�行橋インター線

京築広域都市計画道路
３・３・51 － 19 号�行橋インタ－
線

豊前都市計画道路
１・３・１号�椎田大平線

京築広域都市計画道路
１・３・52 －１号�椎田大平線

豊前都市計画道路
３・３・１号�宇島久路土線

京築広域都市計画道路
３・３・52 －１号�宇島久路土線

豊前都市計画道路
３・３・５号�中村皆毛線

京築広域都市計画道路
３・３・52 －５号�中村皆毛線

豊前都市計画道路
３・３・６号�畠中四郎丸線

京築広域都市計画道路
３・３・52 －６号�畠中四郎丸線

豊前都市計画道路
３・６・13 号�四郎丸三毛門線

京築広域都市計画道路
３・６・52 － 13 号�四郎丸三毛門
線

豊前都市計画道路
３・３・７号�臨海工業線

京築広域都市計画道路
３・３・52 －７号�臨海工業線
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豊前都市計画道路
３・３・３号�市丸八屋線

京築広域都市計画道路
３・３・52 －３号�市丸八屋線

豊前都市計画道路
３・３・４号�八屋荒堀線

京築広域都市計画道路
３・３・52 －４号�八屋荒堀線

豊前都市計画道路
３・４・９号�八屋千束線

京築広域都市計画道路
３・４・52 －９号�八屋千束線

椎田都市計画道路
１・３・１号�椎田・大平線

京築広域都市計画道路
１・３・54 －１号�椎田・大平線

椎田都市計画道路
３・４・１号�国道 10 号線

京築広域都市計画道路
３・４・54 －１号�国道 10 号線

椎田都市計画道路
３・４・２号�椎田・勝山線

京築広域都市計画道路
３・４・54 －２号�椎田・勝山線

椎田都市計画道路
３・４・３号�坂本・椎田線

京築広域都市計画道路
３・４・54 －３号�坂本・椎田線

椎田都市計画道路
３・４・４号�黒平・椎田線

京築広域都市計画道路
３・４・54 －４号�黒平・椎田線

椎田都市計画道路
３・４・５号�延塚大通り線

京築広域都市計画道路
３・４・54 －５号�延塚大通り線

椎田都市計画道路
３・４・８号�上ノ河内線

京築広域都市計画道路
３・４・54 －８号�上ノ河内線

公園 福岡都市計画公園
９・７・１号�海の中道海浜公
園

福岡広域都市計画公園
９・７・１号�海の中道海浜公園

福岡都市計画公園
５・６・2001 号�春日公園

福岡広域都市計画公園
５・６・2001 号�春日公園

瀬高都市計画公園
９・６・１号�筑後広域公園

筑後中央広域都市計画公園
９・６・8001 号�筑後広域公園

筑後都市計画公園
９・６・１号�筑後広域公園

筑後中央広域都市計画公園
９・６・5001 号�筑後広域公園

飯塚都市計画公園
９・６・１号�筑豊緑地

筑豊広域都市計画公園
９・６・1001 号�筑豊緑地

都市高速鉄道 福岡都市計画都市高速鉄道
西日本鉄道天神大牟田線

福岡広域都市計画都市高速鉄道
西日本鉄道天神大牟田線

太宰府都市計画都市高速鉄道
西日本鉄道天神大牟田線

福岡広域都市計画都市高速鉄道
西日本鉄道天神大牟田線

久留米都市計画都市高速鉄道
西日本鉄道㈱大牟田線

久留米小郡都市計画都市高速鉄道
西日本鉄道㈱大牟田線

小郡都市計画都市高速鉄道
甘木鉄道（株）甘木線

久留米小郡都市計画都市高速鉄道
甘木鉄道（株）甘木線

行橋都市計画都市高速鉄道
九州旅客鉄道株式会社日豊本線

京築広域都市計画都市高速鉄道
九州旅客鉄道株式会社日豊本線

行橋都市計画都市高速鉄道
平成筑豊鉄道株式会社田川線

京築広域都市計画都市高速鉄道
平成筑豊鉄道株式会社田川線

下水道 福岡都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

福岡都市計画下水道
多々良川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
多々良川流域下水道

久山都市計画下水道
多々良川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
多々良川流域下水道

篠栗都市計画下水道
多々良川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
多々良川流域下水道

筑紫野都市計画下水道
宝満川上流流域下水道

福岡広域都市計画下水道
宝満川上流流域下水道

筑紫野都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

筑紫野都市計画下水道
宝満川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
宝満川流域下水道

太宰府都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

太宰府都市計画下水道
宝満川上流流域下水道

福岡広域都市計画下水道
宝満川上流流域下水道

那珂川都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

福岡広域都市計画下水道
御笠川那珂川流域下水道

須恵都市計画下水道
多々良川流域下水道

宇美須恵都市計画下水道
多々良川流域下水道
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宇美都市計画下水道
多々良川流域下水道

宇美須恵都市計画下水道
多々良川流域下水道

夜須都市計画下水道
宝満川上流流域下水道

朝倉筑前都市計画下水道
宝満川上流流域下水道

甘木都市計画下水道
筑後川中流右岸流域下水道

朝倉筑前都市計画下水道
筑後川中流右岸流域下水道

小郡都市計画下水道
宝満川流域下水道

久留米小郡都市計画下水道
宝満川流域下水道

小郡都市計画下水道
筑後川中流右岸流域下水道

久留米小郡都市計画下水道
筑後川中流右岸流域下水道

八女都市計画下水道
矢部川流域下水道

筑後中央広域都市計画下水道
矢部川流域下水道

瀬高都市計画下水道
矢部川流域下水道

筑後中央広域都市計画下水道
矢部川流域下水道

筑後都市計画下水道
矢部川流域下水道

筑後中央広域都市計画下水道
矢部川流域下水道

黒木都市計画下水道
矢部川流域下水道

筑後中央広域都市計画下水道
矢部川流域下水道

広川都市計画下水道
矢部川流域下水道

筑後中央広域都市計画下水道
矢部川流域下水道

大刀洗都市計画下水道
筑後川中流右岸流域下水道

北野大刀洗都市計画下水道
筑後川中流右岸流域下水道

直方都市計画下水道
遠賀川中流流域下水道

筑豊広域都市計画下水道
遠賀川中流流域下水道

宮田都市計画下水道
遠賀川中流流域下水道

筑豊広域都市計画下水道
遠賀川中流流域下水道

鞍手都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

筑豊広域都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

小竹都市計画下水道
遠賀川中流流域下水道

筑豊広域都市計画下水道
遠賀川中流流域下水道

中間都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

北九州広域都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

水巻都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

遠賀広域都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

遠賀都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

遠賀広域都市計画下水道
遠賀川下流流域下水道

河川 福岡都市計画河川
多々良川

福岡広域都市計画河川
多々良川

久留米都市計画河川
上津荒木川

久留米小郡都市計画河川
上津荒木川

土地区画整理事業 福岡都市計画土地区画整理事業
春日原土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
春日原土地区画整理事業

福岡都市計画土地区画整理事業
仲畑土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
仲畑土地区画整理事業

福岡都市計画土地区画整理事業
御笠川東部土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
御笠川東部土地区画整理事業

福岡都市計画土地区画整理事業
牛頸土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
牛頸土地区画整理事業

福岡都市計画土地区画整理事業
御笠川西部土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
御笠川西部土地区画整理事業

福岡都市計画土地区画整理事業
一の谷土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
一の谷土地区画整理事業

福岡都市計画土地区画整理事業
春日土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
春日土地区画整理事業

福岡都市計画土地区画整理事業
春日御供田土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
春日御供田土地区画整理事業

新宮都市計画土地区画整理事業
沖田土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
沖田土地区画整理事業

新宮都市計画土地区画整理事業
緑ケ浜土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
緑ケ浜土地区画整理事業

新宮都市計画土地区画整理事業
夜臼・三代土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
夜臼・三代土地区画整理事業

筑紫野都市計画土地区画整理事
業
筑紫土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
筑紫土地区画整理事業
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　福岡県告示第45号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　八女市星野村字入道ノ上12558の１、字清水谷12654の３、12654の８、12654の10、

12654の14、12659の４、12659の６、字堂ノ向13189、13198、字宮蔵村東13245、字竜

川内13616の１、字平山13622の１、字ホリキリ13667、13668、13666の１・13666の３

（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第46号

　農林水産大臣から、次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので、森

林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　遠賀郡岡垣町大字上畑字脇田422・423・436（以上３筆について次の図に示す部分に

限る。）

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐は、択伐による。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

筑紫野都市計画土地区画整理事
業
塔原・杉塚土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
塔原・杉塚土地区画整理事業

那珂川都市計画土地区画整理事
業
安徳土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
安徳土地区画整理事業

那珂川都市計画土地区画整理事
業
岩戸土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
岩戸土地区画整理事業

福間都市計画土地区画整理事業
福間駅東土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
福間駅東土地区画整理事業

前原都市計画土地区画整理事業
前原土地区画整理事業

福岡広域都市計画土地区画整理事業
前原土地区画整理事業

宇美都市計画土地区画整理事業
原田土地区画整理事業

宇美須恵都市計画土地区画整理事業
原田土地区画整理事業

小郡都市計画土地区画整理事業
小郡駅前土地区画整理事業

久留米小郡都市計画土地区画整理事
業
小郡駅前土地区画整理事業

小郡都市計画土地区画整理事業
みくに野第二土地区画整理事業

久留米小郡都市計画土地区画整理事
業
みくに野第二土地区画整理事業

小郡都市計画土地区画整理事業
県種畜場土地区画整理事業

久留米小郡都市計画土地区画整理事
業
県種畜場土地区画整理事業

小郡都市計画土地区画整理事業
苅又三沢土地区画整理事業

久留米小郡都市計画土地区画整理事
業
苅又三沢土地区画整理事業
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18 るので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示

する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　京都郡みやこ町犀川上伊良原字柳ヶ迫1053の３、犀川帆柱36の１、60の３、87の２

、102の１、104、315の１、315の２、1392の２、1516の２、1532の８、1532の15、

1533の２、1534の３、犀川横瀬字荒谷482

２　指定の目的

　　水源の涵
かん

養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

みやこ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の規定に基づき、指定居宅サービス

事業者の指定をしたので、同法第78条第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省

令第36号）第131条の２の規定により、次のように公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び岡垣町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第47号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規

定により次のように告示する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　築上郡築上町大字石堂43の１、250、258

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

築上町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第48号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定をす

公　　　告
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　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の規定に基づき、指定介護予防サー

ビス事業者の指定をしたので、同法第115条の10第１号及び介護保険法施行規則（平成11

年厚生省令第36号）第140条の23の規定により、次のように公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予

防サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10第２号及び介護

保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の23の規定により、次のように公告

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス

事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第78条第２号及び介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）第131条の２の規定により、次のように公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

サービス
の種類

介護保険
事業所番号 事業所の名称及び所在地 事業者の名称 指定年月日

訪問介護 4071702072
訪問介護　ほうらい

有限会社平和の里 H29. １. １
直方市頓野1917番地１

〃 4072000831
ヘルパーステーション椿

医療法人　清和会 H29. １. １
柳川市下宮永町624番地８

通所介護 4071702080

デイサービスセンター　
ほうらい

有限会社平和の里 H29. １. １
直方市頓野1917番地１

〃 4073201206
ミック健康の森　大野城

株式会社ミック･ジャパン H29. １. １大野城市中二丁目４番15
号

〃 4073401293

デイサービス　リハモー
ル太宰府 株式会社ホワイト・エイ

ジ H29. １. １
太宰府市御笠一丁目14番
11号

サービス
の種類

介護保険
事業所番号 事業所の名称及び所在地 事業者の名称 廃止年月日

訪問介護 4071902482
ヘルパーステーション恵
の友 合同会社　恵の友 H28.12.30
田川市伊田3813番地７

〃 4074200173

ヘルパーステーションほ
のか

CooperativeCare有限会社 H28.12.31
糟屋郡新宮町上府1191番
地３

通所介護 4073401194
すきっぷ倶楽部太宰府

ウェルライフアソシエイ
ツ株式会社 H28.12.31太宰府市水城三丁目４－

11

短期入所
生活介護 4072200829

ショートステイ夢花館
社会福祉法人　宏志会 H28.12.31

朝倉市城859番地

サービス
の種類

介護保険
事業所番号 事業所の名称及び所在地 事業者の名称 指定年月日

介護予防
訪問介護 4071702072

訪問介護　ほうらい
有限会社平和の里 H29. １. １

直方市頓野1917番地１

〃 4072000831
ヘルパーステーション椿

医療法人　清和会 H29. １. １
柳川市下宮永町624番地８

介護予防
通所介護 4071702080

デイサービスセンター　
ほうらい 有限会社平和の里 H29. １. １
直方市頓野1917番地１

〃 4073401293

デイサービス　リハモー
ル太宰府 株式会社ホワイト・エイ

ジ H29. １. １
太宰府市御笠一丁目14番
11号
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20 　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保

険法（平成９年法律第123号）第113条の規定に基づき、指定介護療養型医療施設から指

定の辞退があったので、同法第115条第２号及び健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号）附則第130条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

に関する省令（平成24年厚生労働省令第10号）第２条の規定による改正前の介護保険法

施行規則（平成11年厚生労働省令第36号）第140条の２の規定により、次のように公告す

る。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定に基づき、指定居宅介護支援

事業者から事業の廃止の届出があったので、同法第85条第２号及び介護保険法施行規則

（平成11年厚生省令第36号）第133条の２の規定により、次のように公告する。

サービス
の種類

介護保険
事業所番号 事業所の名称及び所在地 事業者の名称 廃止年月日

介護予防
訪問介護 4071902482

ヘルパーステーション恵
の友 合同会社　恵の友 H28.12.30
田川市伊田3813番地７

〃 4074200173

ヘルパーステーションほ
のか

CooperativeCare有限会社 H28.12.31
糟屋郡新宮町上府1191番
地３

介護予防
通所介護 4073101067

デイサービスいこいルー
ム 株式会社いこいルーム H28.12.29
春日市小倉七丁目31番地

〃 4071501730
デイサービス善徳 特定非営利活動法人すみ

れ H28.12.31
大牟田市勝立458番地１

〃 4073401194
すきっぷ倶楽部太宰府

ウェルライフアソシエイ
ツ株式会社 H28.12.31太宰府市水城三丁目４－

11

〃 4073700645
デイサービス　サトル 特定非営利活動法人ナチ�

ュラルケアセンターぷら
あな

H28.12.31筑紫郡那珂川町西隈三丁
目７－12

〃 4073700660
ミック健康の森　片縄

株式会社ミック･ジャパン H28.12.31筑紫郡那珂川町片縄二丁
目１番地

介護予防
短期入所
生活介護

4072200829
ショートステイ夢花館

社会福祉法人　宏志会 H28.12.31
朝倉市城859番地

サービス
の種類

介護保険
事業所番号 事業所の名称及び所在地 事業者の名称 廃止年月日

居宅介護
支援 4075000614

すずらんケアプランセン
ター

株式会社ライフコム H28.12.27
遠賀郡水巻町吉田南二丁
目５番22号

〃 4071701850
ケアプランセンター上境
の里 医療法人　福泉会 H28.12.31
直方市上境1811－１

〃 4073301444

casa（カーサ）ケアプラ
ンセンター

株式会社casa H28.12.31
宗像市日の里九丁目２番
地９

〃 4076200064
居宅介護支援事業者　す
みれ園 医療法人　輝寿会 H28.12.31
飯塚市秋松703番地
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　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　福岡広域都市計画区域

　（福岡都市計画区域、筑紫野都市計画区域、宗像都市計画区域、太宰府都市計画区

域、古賀都市計画区域、福間都市計画区域、前原都市計画区域、志摩都市計画区域、

那珂川都市計画区域、篠栗都市計画区域、新宮都市計画区域及び久山都市計画区域を

一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　宇美須恵都市計画区域

　　（宇美都市計画区域及び須恵都市計画区域を一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　朝倉筑前都市計画区域

　　（甘木都市計画区域及び夜須都市計画区域を一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

サービス
の種類

介護保険
事業所番号 事業所の名称及び所在地 事業者の名称 辞退年月日

介護療養
型医療施
設

4010619247
医療法人光洋会赤間病院

医療法人光洋会 H28.12.１宗像市石丸一丁目６番７
号

〃 4014419214
医療法人　寿心会　木村
内科医院 医療法人　寿心会　木村

内科医院 H28.12.31
大牟田市手鎌830番地
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22 　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　北野大刀洗都市計画区域

　　（北野都市計画区域及び大刀洗都市計画区域を一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　筑豊広域都市計画区域

　（直方都市計画区域、飯塚都市計画区域、田川都市計画区域、宮田都市計画区域、

山田都市計画区域、稲築都市計画区域、小竹都市計画区域、鞍手都市計画区域、桂川

都市計画区域、添田都市計画区域及び川崎都市計画区域を一の都市計画区域とする。

）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　久留米小郡都市計画区域

　　（久留米都市計画区域及び小郡都市計画区域を一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　筑後中央広域都市計画区域

　（三潴都市計画区域、柳川都市計画区域、八女都市計画区域、黒木都市計画区域、

立花都市計画区域、筑後都市計画区域、大川都市計画区域、瀬高都市計画区域及び広

川都市計画区域を一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。
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　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　京築広域都市計画区域

　（行橋都市計画区域、豊前都市計画区域、吉富都市計画区域、椎田都市計画区域及

び豊津都市計画区域を一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市大崎字後原745番７

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市小板井153番地１アリュールⅠ201号室

　　西村　友也

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　北九州広域都市計画区域

　（北九州都市計画区域、中間都市計画区域及び苅田都市計画区域を一の都市計画区

域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第５条第６項において準用する同条第１項の規定

に基づき、都市計画区域を次のように変更するので、同条第６項において準用する同条

第５項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　都市計画区域の名称

　　遠賀広域都市計画区域

　（芦屋都市計画区域、水巻都市計画区域、岡垣都市計画区域及び遠賀都市計画区域

を一の都市計画区域とする。）

２　新たに都市計画区域に含まれる土地の区域

　　なし

３　都市計画区域から除外される土地の区域

　　なし

　公告
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24 ２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区東公園７番７号

　　福岡県

　　福岡県知事　小川　洋

　福岡県公告式条例（昭和25年福岡県条例第46号）第４条第２項において準用する同条

例第２条第２項ただし書の規定により掲示したものを、ここに再掲する。

　福岡県告示第19号の２

　次に掲げる告示は、廃止する。

　家きん等の移動制限（平成28年12月福岡県告示第908号）

　　平成29年１月12日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（３級基準点）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定によ

り、福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条に

おいて準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（道路台帳平面図作成）

２　測量の実施地域及び期間

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成29年１月24日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　太宰府市大字大佐野字岩野557番１並びに字野口807番15、807番35及び807番50

実　　　施　　　地　　　域 実　施　期　間

福岡市東区地域 平成 28 年 12 月 21 日から
平成 29 年３月 21 日まで

実　　　施　　　地　　　域 実　施　期　間

北九州市八幡西区 平成 29 年１月 15 日から
平成 29 年３月 31 日まで

再　　　掲




