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議案第３７号

市道路線の認定について

　上記の議案を提出する。

平成２９年２月２０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 ４８１７ 西戸崎 ４８１７号線

東区西戸崎三丁目９２番４５８地先から

同　　　　　　　９２番４５７地先まで

東 ４８１８ 西戸崎 ４８１８号線

東区西戸崎六丁目１４０番８１地先から

同　　　　　　　１４０番８地先まで

東 ４８１９ 西戸崎 ４８１９号線

東区西戸崎六丁目１４０番８９地先から

同　　　　　　　１４０番９６地先まで

東 ４８２０ 雁の巣 ４８２０号線

東区雁の巣二丁目１７５７番１４０地先から

同　　　　　　　１７６１番１１地先まで

東 ４８２１ 奈多 ４８２１号線

東区奈多二丁目１０３９番２地先から

同　　　　　　１０２１番地先まで
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東 ４８２２ 和白東 ４８２２号線

東区和白東二丁目７８２番１地先から

同　高美台四丁目１番２０地先まで

東 ４８２３ 和白東 ４８２３号線

東区和白東二丁目７７６番２８地先から

同　　　　　　　７７７番３０地先まで

東 ４８２４ 和白東 ４８２４号線

東区和白東二丁目７７６番１７地先から

同　　　　　　　７７７番２１地先まで

東 ４８２５ 和白東 ４８２５号線

東区和白東二丁目７７６番２８地先から

同　　　　　　　７７７番１１地先まで

東 ４８２６ 和白東 ４８２６号線

東区和白東二丁目８８６番５地先から

同　　　　　　　８８６番１２地先まで

東 ４８２７ 香椎 ４８２７号線

東区香椎三丁目８９４番１０地先から

同　　　　　　８９４番１５地先まで

東 ４８２８ 香椎駅東 ４８２８号線

東区香椎駅東一丁目２４４番４地先から

同　　　　　　　　２４６番４地先まで

東 ４８２９ 香椎照葉 ４８２９号線

東区香椎照葉七丁目２７番１９７地先から

同　　　　　　　　２８番１地先まで

東 ４８３０ 舞松原 ４８３０号線

東区舞松原二丁目６４番１４５地先から

同　　　　　　　６４番１４４地先まで

東 ４８３１ 若宮 ４８３１号線

東区若宮二丁目５０９番地先から

同　　　　　　５２０番１地先まで
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博多 ２８７０ 空港前 ２８７０号線

博多区空港前三丁目４６４番５地先から

同　　　　　　　　４６４番９地先まで

博多 ２８７１ 東平尾 ２８７１号線

博多区東平尾二丁目２１２番４地先から

同　　　　　　　　２１２番１９地先まで

博多 ２８７２ 東平尾 ２８７２号線

博多区東平尾二丁目２１２番１０地先から

同　　　　　　　　２１７番５地先まで

博多 ２８７３ 東平尾 ２８７３号線

博多区東平尾二丁目２１２番１７地先から

同　　　　　　　　２１２番１２地先まで

博多 ２８７４ 西月隈 ２８７４号線

博多区西月隈三丁目１６１８番１地先から

同　　　　　　　　１６１０番２地先まで

博多 ２８７５ 西月隈 ２８７５号線

博多区西月隈五丁目７１４番４地先から

同　　　　　　　　７１５番４地先まで

博多 ２８７６ 吉塚 ２８７６号線

博多区吉塚七丁目３１７番地先から

同　　　　　　　３１６番地先まで

博多 ２８７７ 東光 ２８７７号線

博多区東光一丁目５３番５地先から

同　　　　　　　５０番地先まで

中央 １６６６ 小笹 １６６６号線

中央区小笹四丁目２２４番４地先から

同　　　　　　　２１８番２地先まで

南 ３７７７ 野多目 ３７７７号線

南区野多目四丁目２７７番６地先から

同　　　　　　　２７７番２８地先まで
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南 ３７７８ 野多目 ３７７８号線

南区野多目四丁目２７７番６地先から

同　　　　　　　２７７番２０地先まで

南 ３７７９ 大池 ３７７９号線

南区大池一丁目２番７０地先から

同　　　　　　２番７３地先まで

南 ３７８０ 平和 ３７８０号線

南区平和一丁目９区１４１番２１地先から

同　　　　　　　　１４１番１７地先まで

南 ３７８１ 平和 ３７８１号線

南区平和一丁目１５区２１１番６地先から

同　　　　　　　　２１１番８地先まで

南 ３７８２ 柳河内 ３７８２号線

南区柳河内一丁目４３６番１６地先から

同　　　　　　　４３６番２３１地先まで

南 ３７８３ 花畑 ３７８３号線

南区花畑二丁目７３８番２地先から

同　　　　　　７３８番６地先まで

南 ３７８４ 大平寺 ３７８４号線

南区大平寺一丁目２４０番１９地先から

同　　　　　　　２３８番２地先まで

城南 １８７６ 片江 １８７６号線

城南区片江四丁目３２番２地先から

同　　　　　　　３２番１７地先まで

城南 １８７７ 梅林 １８７７号線

城南区梅林四丁目４５１番６４地先から

同　　　　　　　４５１番７０地先まで

早良 ３３６１ 原団地 ３３６１号線

早良区原団地１番１北地先から

同　　　　　　　　南地先まで
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早良 ３３６２ 有田 ３３６２号線

早良区有田六丁目４７７番１地先から

同　　　　　　　４７７番７地先まで

早良 ３３６３ 梅林 ３３６３号線

早良区梅林七丁目１３９番１７地先から

同　　　　　　　１３９番３７地先まで

早良 ３３６４ 梅林 ３３６４号線

早良区梅林七丁目１３９番３７地先から

同　　　　　　　２３０番１６地先まで

早良 ３３６５ 四箇 ３３６５号線

早良区四箇六丁目６８４番６地先から

同　　　　　　　６８４番１３地先まで

早良 ３３６６ 内野 ３３６６号線

早良区内野五丁目３１２番３地先から

同　　　　　　　３１２番１６地先まで

西 ４３７８ 小戸 ４３７８号線

西区小戸四丁目１５５０番１地先から

同　　　　　　１５５８番１地先まで

西 ４３７９ 愛宕南 ４３７９号線

西区愛宕南一丁目１１５番６地先から

同　　　　　　　１１５番３地先まで

西 ４３８０ 能古 ４３８０号線

西区能古８７１番１地先から

同　　　１３２４番地先まで

西 ４３８１ 桑原 ４３８１号線

西区大字桑原７６３番３地先から

同　　　　　７７９番１地先まで
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