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議案第22号

　　　市道路線の認定について

　上記の議案を提出する。

　　令和 2年 2月17日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　本件は，道路の新設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　4８52 三苫� 4８52号線
東区三苫六丁目1422番 1 地先から

同 1422番 ９ 地先まで

東　4８53 美和台� 4８53号線
東区美和台三丁目９15番70地先から

同 ９15番８1地先まで

東　4８54 美和台� 4８54号線
東区美和台三丁目９16番6８地先から

同 ９16番7９地先まで

東　4８55 美和台� 4８55号線
東区美和台三丁目９16番76地先から

同 ９16番73地先まで

東　4８56 美和台� 4８56号線
東区美和台七丁目241番 1 地先から

同 241番 7 地先まで
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東　4８57 下原� 4８57号線
東区下原一丁目1033番 1 地先から

同　　　　　　1073番 1 地先まで

東　4８5８ 下原� 4８5８号線
東区下原一丁目1073番 1 地先から

同　　　　　　1120番 4 地先まで

東　4８5９ 下原� 4８5９号線
東区下原一丁目1120番 4 地先から

同　　　　　　1120番 1 地先まで

東　4８60 下原� 4８60号線
東区下原一丁目1074番 5 地先から

同　下原四丁目1000番 4 地先まで

東　4８61 香椎� 4８61号線
東区香椎二丁目８03番 1 地先から

同　　　　　　7９4番 1 地先まで

東　4８62 香椎駅東� 4８62号線
東区香椎駅東一丁目6９5番 2 地先から

同　　　　　　　　71９番 3 地先まで

東　4８63 香椎駅東� 4８63号線
東区香椎駅東四丁目72番41地先から

同　　　　　　　　 1番25地先まで

東　4８64 香椎照葉� 4８64号線
東区香椎照葉七丁目27番232地先から

同　　　　　　　　27番201地先まで

東　4８65 香椎照葉� 4８65号線
東区香椎照葉七丁目27番24９北地先から

同　　　　　　　　　　　 南地先まで

東　4８66 香椎照葉� 4８66号線
東区香椎照葉七丁目27番255地先から

同　　　　　　　　27番242地先まで
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東　4８67 香椎照葉� 4８67号線
東区香椎照葉七丁目27番252地先から

同　　　　　　　　27番253地先まで

東　4８6８ 香椎照葉� 4８6８号線
東区香椎照葉七丁目27番254地先から

同　　　　　　　　27番227地先まで

東　4８6９ 香椎照葉� 4８6９号線
東区香椎照葉七丁目27番230地先から

同　　　　　　　　27番24８地先まで

東　4８70 香椎照葉� 4８70号線
東区香椎照葉七丁目27番226地先から

同　　　　　　　　27番225地先まで

東　4８71 香椎照葉� 4８71号線
東区香椎照葉七丁目27番222地先から

同　　　　　　　　27番210地先まで

東　4８72 香椎照葉� 4８72号線
東区香椎照葉七丁目27番22８地先から

同　　　　　　　　27番215地先まで

東　4８73 香椎照葉� 4８73号線
東区香椎照葉七丁目27番20８北地先から

同　　　　　　　　　　　 南地先まで

東　4８74 松崎� 4８74号線
東区松崎四丁目436番 1 地先から

同　　　　　　446番 1 地先まで

東　4８75 土井� 4８75号線
東区土井二丁目1８0番 6 地先から

同　　　　　　177番 ８ 地先まで

東　4８76 八田� 4８76号線
東区八田二丁目31番101地先から

同　　　　　　31番125地先まで
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東　4８77 松島� 4８77号線
東区松島五丁目12区 2 番 1 地先から

同　　　　　　 ９区 5番 5地先まで

中央166８ 小笹� 166８号線
中央区小笹三丁目20区223番 ８ 地先から

同　　　　　　　　　22８番 ９ 地先まで

中央166９ 笹丘� 166９号線
中央区笹丘二丁目37９番2８地先から

同　　小笹三丁目20区223番 4 地先まで

中央1670 笹丘� 1670号線
中央区笹丘二丁目37９番27地先から

同　　　　　　　37９番14地先まで

中央1671 輝国� 1671号線
中央区輝国二丁目635番地先から

同　　　　　　　61８番 1 地先まで

中央1672 地行� 1672号線
中央区地行三丁目2９番23地先から

同　　　　　　　2９番1８地先まで

南　37９８ 大橋� 37９８号線
南区大橋四丁目1226番13地先から

同　　　　　　1226番 4 地先まで

南　37９９ 井尻� 37９９号線
南区井尻三丁目1８2番 2 地先から

同　　　　　　1８2番 1 地先まで

南　3８00 柳瀬� 3８00号線
南区柳瀬二丁目 1番24地先から

同　　　　　　 1番32地先まで

南　3８01 若久団地� 3８01号線
南区若久団地 1番63地先から

同　　　　　 1番54地先まで
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南　3８02 若久団地� 3８02号線
南区若久団地 1番6９地先から

同　　　　　 1番67地先まで

南　3８03 若久団地� 3８03号線
南区若久団地 1番９９地先から

同　　　　　 1番８6地先まで

南　3８04 若久団地� 3８04号線
南区若久団地 1番９９地先から

同　　　　　 1番106地先まで

南　3８05 若久団地� 3８05号線
南区若久団地 1番８1地先から

同　　　　　 1番８９地先まで

南　3８06 若久� 3８06号線
南区若久二丁目170番 ９ 地先から

同　　　　　　170番 6 地先まで

南　3８07 若久� 3８07号線
南区若久四丁目20９番地先から

同　　　　　　1９5番 4 地先まで

南　3８0８ 若久� 3８0８号線
南区若久四丁目200番1９地先から

同　　　　　　200番12地先まで

南　3８0９ 平和� 3８0９号線
南区平和一丁目31番510地先から

同　　　　　　31番537地先まで

南　3８10 平和� 3８10号線
南区平和一丁目31番530地先から

同　　　　　　31番52９地先まで

南　3８11 屋形原� 3８11号線
南区屋形原四丁目100番 ８ 地先から

同　　　　　　　100番21地先まで
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南　3８12 鶴田� 3８12号線
南区鶴田三丁目221番 1 地先から

同　　　　　　221番12地先まで

南　3８13 長丘� 3８13号線
南区長丘二丁目27番52地先から

同　　　　　　27番45地先まで

南　3８14 柏原� 3８14号線
南区柏原四丁目1043番 3 地先から

同　　　　　　1043番 2 地先まで

城南1８８4 田島� 1８８4号線
城南区田島一丁目25８番15地先から

同　　　　　　　25９番 ８ 地先まで

城南1８８5 七隈� 1８８5号線
城南区七隈八丁目1540番 2 地先から

同　　　　　　　112番 6 地先まで

城南1８８6 七隈� 1８８6号線
城南区七隈八丁目1540番 5 地先から

同　　西片江一丁目1523番 ９ 地先まで

早良3375 田村� 3375号線
早良区田村三丁目８3９番 4 地先から

同　　　　　　　８3８番10地先まで

西　43９6 上山門� 43９6号線
西区上山門一丁目1127番 7 地先から

同　　　　　　　1110番 5 地先まで

西　43９7 今宿� 43９7号線
西区今宿三丁目753番 1 地先から

同　　　　　　77９番 4 地先まで

西　43９８ 今津� 43９８号線
西区今津5９47番 2 地先から

同　　　5９45番 3 地先まで
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