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議案第３６号

市道路線の認定について

　上記の議案を提出する。

平成２８年２月１８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 ４７９３ 西戸崎 ４７９３号線

東区西戸崎一丁目９２番４５８地先から

同　　　　　　　９２番４６４地先まで

東 ４７９４ 雁の巣 ４７９４号線

東区雁の巣二丁目１７２２番３２地先から

同　　　　　　　１７２２番１７地先まで

東 ４７９５ 雁の巣 ４７９５号線

東区雁の巣二丁目１７２２番３２地先から

同　　　　　　　１７２２番５２地先まで

東 ４７９６ 雁の巣 ４７９６号線

東区雁の巣二丁目１７２２番５３地先から

同　　　　　　　１７２２番５４地先まで

東 ４７９７ 雁の巣 ４７９７号線

東区雁の巣二丁目１７２２番４３地先から

同　　　　　　　１７２２番４４地先まで
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東 ４７９８ 和白東 ４７９８号線

東区和白東四丁目４３番４９地先から

同　　　　　　　４３番１地先まで

東 ４７９９ 和白 ４７９９号線

東区和白六丁目１１２２番１地先から

同　　　　　　１１２２番８地先まで

東 ４８００ 香椎 ４８００号線

東区香椎五丁目２２３８番２地先から

同　香椎四丁目２０３８番８地先まで

東 ４８０１ 香椎駅東 ４８０１号線

東区香椎駅東三丁目５５６番２３地先から

同　　　　　　　　５５６番２６地先まで

東 ４８０２ 舞松原 ４８０２号線

東区舞松原五丁目１０７番２８９地先から

同　　　　　　　１０７番３６６地先まで

東 ４８０３ 舞松原 ４８０３号線

東区舞松原五丁目１０７番３６５地先から

同　　　　　　　１０７番３６６地先まで

東 ４８０４ 青葉 ４８０４号線

東区青葉五丁目８８６番１４１地先から

同　　　　　　８８３番７０地先まで

博多 ２８６８ 西月隈 ２８６８号線

博多区西月隈四丁目９３８番４地先から

同　　　　　　　　９５０番地先まで

博多 ２８６９ 豊 ２８６９号線

博多区豊一丁目２５８番１地先から

同　　榎田二丁目１番１８地先まで

中央 １６６５ 六本松 １６６５号線

中央区六本松四丁目３００番１５地先から

同　　　　　　　　３００番２２地先まで
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南 ３７７３ 若久団地 ３７７３号線

南区若久団地１番１６地先から

同　　　　　１番１地先まで

南 ３７７４ 和田 ３７７４号線

南区和田一丁目５７番１地先から

同　　　　　　５４番１地先まで

南 ３７７５ 花畑 ３７７５号線

南区花畑四丁目２９６番９地先から

同　　　　　　２９６番２４地先まで

南 ３７７６ 桧原 ３７７６号線

南区桧原五丁目１６１番１地先から

同　　　　　　７１８番１地先まで

城南 １８７５ 樋井川 １８７５号線

城南区樋井川一丁目４１５番７地先から

同　　　　　　　　４１４番７地先まで

早良 ３３５０ 百道 ３３５０号線

早良区百道一丁目８０７番７９地先から

同　　　　　　　８０７番１４１地先まで

早良 ３３５１ 飯倉 ３３５１号線

早良区飯倉六丁目１２１番１６地先から

同　　　　　　　１２１番２５地先まで

早良 ３３５２ 有田 ３３５２号線

早良区有田四丁目６２８番３５地先から

同　　有田五丁目６２８番３６地先まで

早良 ３３５３ 有田 ３３５３号線

早良区有田六丁目４９３番２６地先から

同　　　　　　　４９３番４０地先まで

早良 ３３５４ 田村 ３３５４号線

早良区田村三丁目７７１番７地先から

同　　　　　　　７５５番１地先まで
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早良 ３３５５ 田村 ３３５５号線

早良区田村五丁目１２番６地先から

同　　　　　　　８番８地先まで

早良 ３３５６ 梅林 ３３５６号線

早良区梅林七丁目５５番１６地先から

同　　　　　　　４６番９６地先まで

早良 ３３５７ 野芥 ３３５７号線

早良区野芥五丁目３７８番１地先から

同　　　　　　　３８４番７地先まで

早良 ３３５８ 野芥 ３３５８号線

早良区野芥六丁目４４７番１０地先から

同　　　　　　　４４７番２０地先まで

早良 ３３５９ 重留 ３３５９号線

早良区重留四丁目５２０番１０地先から

同　　　　　　　５２０番９地先まで

早良 ３３６０ 東入部 ３３６０号線

早良区東入部二丁目１７８５番６地先から

同　　　　　　　　１７８５番１４地先まで

西 ４３６６ 福重 ４３６６号線

西区福重五丁目２０４番７地先から

同　　　　　　２０４番６地先まで

西 ４３６７ 福重 ４３６７号線

西区福重五丁目８３１番２地先から

同　　　　　　２０４番７地先まで

西 ４３６８ 拾六町団地 ４３６８号線

西区拾六町団地６２９番６６地先から

同　　　　　　６２９番６２地先まで

西 ４３６９ 今宿 ４３６９号線

西区今宿一丁目１２１７番５地先から

同　　　　　　１２１７番１７地先まで
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西 ４３７０ 野方 ４３７０号線

西区野方四丁目１０９７番４地先から

同　大字野方１０９６番６地先まで

西 ４３７１ 吉武 ４３７１号線

西区大字吉武４７２番８地先から

同　　　　　４５４番地先まで

西 ４３７２ 金武 ４３７２号線

西区大字金武１８０１番１地先から

同　　　　　２１５２番１地先まで

西 ４３７３ 金武 ４３７３号線

西区大字金武１８０５番１地先から

同　　　　　１６９５番１地先まで

西 ４３７４ 金武 ４３７４号線

西区大字金武１０８２番地先から

同　　　　　８９２番地先まで

西 ４３７５ 橋本 ４３７５号線

西区橋本二丁目７９６番５地先から

同　　　　　　１９７番地先まで

西 ４３７６ 今宿上ノ原 ４３７６号線

西区今宿上ノ原１７５番４６地先から

同　　　　　　２０２番４８地先まで

西 ４３７７ 桑原 ４３７７号線

西区大字桑原１６４６番１地先から

同　　　　　１６４８番１地先まで
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