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議案第２４号

市道路線の認定について

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月１９日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　本件は，道路の新設，私道の寄付手続の完了等に伴い市道路線を認定する必要があるので，

道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求めるものである。

市道路線の認定について

　次のように市道路線を認定する。

路線番号 路　　線　　名
起　　　　　　　 点 重要な

経過地終　　　　　　　 点

東 ４７６８ 和白東 ４７６８号線

東区和白東二丁目８０５番８地先から

同　　　　　　　８０５番１３地先まで

東 ４７６９ 和白東 ４７６９号線

東区和白東四丁目１６番５４地先から

同　　　　　　　１６番５９地先まで

東 ４７７０ 唐原 ４７７０号線

東区唐原五丁目５７２番１１地先から

同　　　　　　５９６番３地先まで

東 ４７７１ 唐原 ４７７１号線

東区唐原六丁目１３９番１２地先から

同　　　　　　１３２番１７地先まで

東 ４７７２ 香椎 ４７７２号線

東区香椎三丁目９２９番２９地先から

同　　　　　　９３０番１２地先まで
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東 ４７７３ 香椎駅前 ４７７３号線

東区香椎駅前三丁目４９２番１６地先から

同　　　　　　　　４９２番２１地先まで

東 ４７７４ 香椎駅前 ４７７４号線

東区香椎駅前三丁目４９２番２１地先から

同　　　　　　　　４９２番３３地先まで

東 ４７７５ 香椎照葉 ４７７５号線

東区香椎照葉七丁目２７番１７８地先から

同　　　　　　　　２７番１５８地先まで

東 ４７７６ 香椎照葉 ４７７６号線

東区香椎照葉七丁目２７番１５６地先から

同　　　　　　　　２７番１５５地先まで

東 ４７７７ 香椎照葉 ４７７７号線

東区香椎照葉七丁目２７番１５４地先から

同　　　　　　　　２７番１８８地先まで

東 ４７７８ 香椎照葉 ４７７８号線

東区香椎照葉七丁目２７番１６０地先から

同　　　　　　　　２７番１６１地先まで

東 ４７７９ 香椎照葉 ４７７９号線

東区香椎照葉七丁目２７番１２２地先から

同　　　　　　　　２７番１８７地先まで

東 ４７８０ 香椎照葉 ４７８０号線

東区香椎照葉七丁目２７番１２２地先から

同　　　　　　　　２４番２３２地先まで

東 ４７８１ 香椎照葉 ４７８１号線

東区香椎照葉七丁目２４番２２３地先から

同　　　　　　　　２４番２２４地先まで

東 ４７８２ 香椎照葉 ４７８２号線

東区香椎照葉七丁目２４番２２９地先から

同　　　　　　　　２４番２１８地先まで
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東 ４７８３ 香椎照葉 ４７８３号線

東区香椎照葉七丁目２７番１３３地先から

同　　　　　　　　２７番１４６地先まで

東 ４７８４ 香椎照葉 ４７８４号線

東区香椎照葉七丁目２７番１４９地先から

同　　　　　　　　２４番２３４地先まで

東 ４７８５ 香椎照葉 ４７８５号線

東区香椎照葉七丁目２７番１６８地先から

同　　　　　　　　２７番１８７地先まで

東 ４７８６ 千早 ４７８６号線

東区千早二丁目２５０２番５地先から

同　　　　　　２５０２番２地先まで

東 ４７８７ 千早 ４７８７号線

東区千早二丁目２５０２番３６地先から

同　　　　　　２５０２番２３地先まで

東 ４７８８ 舞松原 ４７８８号線

東区舞松原一丁目６０番８１４地先から

同　　　　　　　６０番８２３地先まで

東 ４７８９ 舞松原 ４７８９号線

東区舞松原六丁目６０番９０８地先から

同　舞松原一丁目６０番８１１地先まで

東 ４７９０ 青葉 ４７９０号線

東区青葉二丁目２４４番５地先から

同　　　　　　２４４番８地先まで

博多 ２８６４ 金の隈 ２８６４号線

博多区金の隈三丁目２５７番１２地先から

同　　　　　　　　２５７番１４地先まで

博多 ２８６５ 金の隈 ２８６５号線

博多区金の隈三丁目１９０番１地先から

同　　　　　　　　１９４番３地先まで
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博多 ２８６６ 大博町 ２８６６号線

博多区大博町２０４番６地先から

同　　　　　２０４番１地先まで

博多 ２８６７ 下呉服町 ２８６７号線

博多区下呉服町３０９番２地先から

同　　大博町２４２番４地先まで

中央 １６６４ 小笹 １６６４号線

中央区小笹三丁目１４区１４６番１０地先から

同　　　　　　　　　１４６番５地先まで

南 ３７６４ 野多目 ３７６４号線

南区野多目五丁目８６２番５５地先から

同　屋形原三丁目４４番７地先まで

南 ３７６５ 柳河内 ３７６５号線

南区柳河内一丁目９６１番１６８地先から

同　　　　　　　９６１番２５２地先まで

南 ３７６６ 鶴田 ３７６６号線

南区鶴田二丁目２８８番１０地先から

同　　　　　　２８８番７地先まで

南 ３７６７ 桧原 ３７６７号線

南区桧原四丁目１２６番９５地先から

同　　　　　　１２６番１４０地先まで

南 ３７６８ 桧原 ３７６８号線

南区桧原四丁目１２６番１４４地先から

同　　　　　　１２６番１４１地先まで

南 ３７６９ 桧原 ３７６９号線

南区桧原四丁目１２６番８０地先から

同　　　　　　１２６番１４５地先まで

南 ３７７０ 桧原 ３７７０号線

南区桧原四丁目１２６番３６地先から

同　　　　　　１２６番１３２地先まで
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南 ３７７１ 桧原 ３７７１号線

南区桧原五丁目１４９番７地先から

同　　　　　　１４９番１５地先まで

南 ３７７２ 柏原 ３７７２号線

南区柏原一丁目１３６番１３地先から

同　　　　　　１３６番７地先まで

城南 １８７２ 田島 １８７２号線

城南区田島四丁目４０３番３地先から

同　　　　　　　４０３番７地先まで

城南 １８７３ 田島 １８７３号線

城南区田島五丁目９７番１地先から

同　　　　　　　９７番１５地先まで

城南 １８７４ 樋井川 １８７４号線

城南区樋井川六丁目３２７番１１地先から

同　　　　　　　　３２７番７地先まで

早良 ３３４７ 田村 ３３４７号線

早良区田村三丁目７５０番１地先から

同　　　　　　　５２９番１地先まで

早良 ３３４８ 野芥 ３３４８号線

早良区野芥八丁目１１７５番４地先から

同　　　　　　　１１７６番１８地先まで

早良 ３３４９ 四箇 ３３４９号線

早良区四箇一丁目８０８番１地先から

同　　　　　　　８０８番９地先まで

西 ４３５９ 下山門 ４３５９号線

西区下山門三丁目４１４番６地先から

同　　　　　　　４１４番１０地先まで

西 ４３６０ 野方 ４３６０号線

西区野方六丁目５８１番１６地先から

同　　　　　　５８１番６地先まで
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西 ４３６１ 今津 ４３６１号線

西区今津５９５４番１地先から

同　　　４８０１番７３地先まで

西 ４３６２ 田尻 ４３６２号線

西区大字田尻１４３３番１地先から

同　太郎丸二丁目２番７地先まで

西 ４３６３ 太郎丸 ４３６３号線

西区太郎丸一丁目１４番１１地先から

同　元浜一丁目１１番４５地先まで

西 ４３６４ 太郎丸 ４３６４号線

西区太郎丸一丁目１４番５地先から

同　　　　　　　１２番１地先まで

西 ４３６５ 桑原 ４３６５号線

西区大字桑原７１１番１地先から

同　　　　　１６４８番１地先まで
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