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グリーンデバイス開発・生産拠点の形成
福岡県グリーンデバイス開発・生産拠点構想
・デジタル化の進展に伴い世界的な半導体不足が顕在化し、世界各国が半導体生産の基盤強化を強力に推進する中、
わが国の半導体戦略を実現するため、福岡県の強みを生かしグリーンデバイスの一大開発・生産拠点の形成を目指す

福岡県の取組
・「システム開発技術カレッジ」（福岡市）
2001年の開設以来、21,000人以上の半導体技術者を育成
・「三次元半導体研究センター」（糸島市）
三次元実装の設計、試作、評価・解析を一貫して支援する国内唯一
の公的機関（2011年開設）
・先端プロジェクトの推進
レガシーファブを活用し、迅速かつ安定的に供給するための革新的
技術開発プロジェクトを実施
・今後5年間で100haの新たな産業団地の整備に着手

三次元半導体研究センター
三菱電機パワーデバイス製作所
（パワー半導体）
※世界シェア３位
日清紡マイクロ
デバイス福岡
（パワー半導体）

システム開発技術カレッジ
安川電機
（ウエハ搬送用ロボット）
※産業用ロボット世界大手

ローム・アポロ
（半導体素子）

三井ハイテック
（ICリードフレーム）
ピーエムティー
ロジックリサーチ
（半導体の少量
（LSI設計）
住友ベークライト
ソニーセミコンダクタ
多品種生産）
（封止材料）
ソリューションズ
（画像センサ）
アムコー・テクノロジー・ジャパン
※世界シェア１位 ローム・アポロ
福岡（ICパッケージ）
（SiCパワー半導体）

県内には約400社の半導体関連企業が集積

・TSMCの熊本進出に伴い、半導体関連企業の九州進出が見込まれ、人材獲得競争が激化
・「産業技術総合研究所つくばセンター」に「三次元実装研究開発拠点」が建設予定

提言・要望内容

【所管省庁 経済産業省】

１．半導体の安定供給のため、更なる企業集積に向けた「特定半導体基金」の積増しと期間の延長
２．不足する半導体人材供給のため、「システム開発技術カレッジ」の機能強化に対する財政支援
３．「三次元半導体研究センター」に産総研「三次元実装研究開発拠点」のサテライトを構築
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水素分野におけるグリーン成長の推進
県内における水素製造や利用拡大に向けたプロジェクト
・ グリーン水素の低コスト化・多様化
⇒ 再生可能エネルギーを活用した大規模水素製造拠点の構築 等

LNG船
水素製造装置

・ 工場やトラック、フォークリフト、船など、水素利用分野の拡大
⇒ 工場の脱炭素化に資する「水素ファクトリーパッケージ」の開発 等

FCモビリティ導入と水素ステーション整備の一体的推進

CO2

再生可能
エネルギー

世界レベルの研究拠点と試験機関による製品開発支援
九州大学とHyTReCの連携

・ R3年度は、FCトラックの利便性、
実用性、環境・経済性等を検証
・ 水素ステーションの低コスト化
等のための規制見直しが必要
FCトラック輸送実証（R3）

水素材料先端科学研究ｾﾝﾀｰ
（HYDROGENIUS）

次世代燃料電池産学連携
研究ｾﾝﾀｰ （NEXT-FC）

水素エネルギー製品
研究試験センター（HyTReC）

・カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素化のキーテクノロジーとされる水素の活用が重要
・グリーン成長を推進するためには、地域独自の様々な取組への国の支援が必要

提言・要望内容

【所管省庁 経済産業省、経済産業省（資源エネルギー庁）、国土交通省、環境省】

１．グリーン水素の大規模製造や工場での水素利用に係る実証等への財政支援
２．ＦＣトラック等の導入や水素ステーション整備への財政支援、普及に向けた規制見直し
３．先端的な技術開発に取り組む研究機関等への継続的な財政支援
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エネルギーの安定供給と洋上風力発電の導入拡大
県の再生可能エネルギー発電設備導入容量の目標

再エネ海域利用法に基づく「促進区域」への早期指定
響灘沖の一般海域を候補地として国に情報提供
「一定の準備段階に進んでいる区域」として整理（R3.9）
【国に情報提供した対象区域案】

県内の洋上風力発電の主な状況
北九州港内(港湾区域、着床式)
: ひびきウインドエナジー㈱、最大22万kW、R4着工

※総面積59.94k㎡、最大想定出力61.75万kW（65基）
※風況7.0m/s以上、水深60m以浅（着床式）

・昨今の国際情勢に鑑み、県民生活に支障が生じないようエネルギーの安定供給が必要
・洋上風力発電など再生可能エネルギーの導入拡大には、地域間連携線の増強が必要
・「促進区域」の早期指定に向け、地元関係者の理解醸成・合意形成が必要

提言・要望内容

【所管省庁 経済産業省（資源エネルギー庁）】

１．安価で安定的なエネルギーの需給の実現に向けた取組の強化
２．広域的な電力融通を可能とする地域間連系線増強に向けた、整備計画の早期具体化
３．「促進区域」の早期指定に向けた地元関係者の理解醸成・合意形成への支援及び
漁業との共生や地域振興等、地域の意見がより反映された事業者の選定
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革新的バイオ産業創出の推進
本県の強み

本県の取組
【福岡バイオバレープロジェクト】

【新型コロナウイルス感染症治療薬の開発】

・組織：福岡県バイオ産業拠点推進会議
・会員：700会員
・成果：バイオ関連企業数 241社

・福岡県保健環境研究所と㈱ボナックが
「核酸医薬」による治療薬の開発を推進

【福岡バイオコミュニティ】
・R3.4月、スマートセル等の最先端技術に対応した
新インキュベーション施設を開設
・R3.6月、地域バイオコミュニティ第１号に認定

【先端的なバイオ技術を持つ企業の集積】
・日本発のゲノム編集技術を開発
・創薬、物質生産など幅広く応用

・カイコと遺伝子組換技術を活用
・試薬やワクチンを開発
<福岡バイオイノベーションセンター>

<地域バイオコミュニティ認定共同記者会見>

バイオベンチャーの成長には多額の資金が必要であり、更なる集積には、国と連携した地域バイオコミュニティへ
の取組が必要

.

提言・要望内容

【所管省庁 内閣府（科学技術政策）、厚生労働省、経済産業省】

１．地域バイオコミュニティに対する財政支援
２．新型コロナウイルス等の新規治療薬等開発に関するバイオベンチャーへの財政支援
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地域の宇宙ビジネス振興に対する支援
㈱ＱＰＳ研究所（福岡市）の小型衛星プロジェクト

【衛星画像データの高精細化】
・ 周波数の高い電波を使用することで、更に高精細な
画像データが得られる

・ 特長
①超小型・低コスト
②高精細な地表画像データ
③天候・昼夜不問の電波を使用

（現 状：400MHz）分解能70cmの画像取得に成功
（要認可：600MHz）分解能50cm以下と更に高精細

QPSレーダー衛星

・ 高精細化の実現により、非常災害時の正確な状況把
握等の他、さらなる他分野への活用が期待

・ 現在、２機を打ち上げ、試験運用中
R４年度中に更に４機を打上げ予定
・ 最終的に36機を打ち上げ、衛星コンステレーションを構築
10分以内に観測可能な「準リアルタイムマップ」の実現を
目指す
QPSレーダー衛星が取得した画像

・衛星コンステレーションの円滑な構築に向けて、よりスムーズで安価な打上げ環境が必要
・衛星データを利活用したビジネスの創出に向けた支援が必要

提言・要望内容

【所管省庁 内閣府（宇宙政策）、総務省、文部科学省、経済産業省】

１．国産ロケット打上げ回数の増加や打上げ費用に対する補助
２．継続的な政府調達や、より高精細な画像データの取得に向けた周波数帯域の拡大
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国際金融拠点の形成
国際金融機能誘致に係る活動
・
・
・
・

国際金融機能誘致に向けた産学官の推進組織「TEAM FUKUOKA」2020年9月設立
これまでMCPホールディングスなど、国内外の資産運用業・FinTech企業を10社以上誘致
福岡県と(一社)Fintech協会との連携協定締結
「福岡県金融機関等拠点開設補助金」及び「福岡県FinTech導入補助金」 制度の創設

インターナショナルスクールの現状

税制、在留資格の規制
【税率国際比較表】

（単位：％）

日

法 人 税
相 続 税 ※1
個人所得税 ※1

本
30
55
55.945 ※2

香

港
16.5
非課税
17

シンガポール
17
非課税
22

※1 最高税率を記載。累進課税
※2 所得税（45%）＋復興特別所得税（所得税×2.1%）＋住民税（10%）

【在留資格】
高度外国人材に認定され、一定の要件を満たす場合のみ親や家事使用人
の帯同が可能

【福岡インターナショナルスクールの生徒数推移】
400

定員360名

300

338名

200
100
0
H28 H29 H30 R1
R2
定員360名に対し、既に約9割まで到達

R3

R4
※R4年は見込み値

金融庁（FinTech Innovation Hub）の取組
・ FinTechの動向に関する情報収集 ・ 海外フィンテック事業者・投資家との交流イベント、 FIN/SUMの開催等

海外の資産運用会社やFinTech企業等の福岡進出をさらに加速させるためには、国際競争力のある制度の構築
や快適な生活環境の提供、国の取組との連携が必要不可欠

提言・要望内容

【所管省庁 内閣府（金融庁）、法務省、文部科学省】

１．海外金融事業者や高度金融人材等の集積に向けた税制優遇措置、規制緩和の促進
２．福岡のデジタル・イノベーション創出及びFinTech企業の集積支援
３．各種学校にあたるインターナショナルスクール施設整備に係る財政支援
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大規模データセンター最適配置の推進
課税の特例措置に伴う減収補填制度の現状
税目
補填率

不動産取得税（県税）
固定資産税（市町村税）３年間
減収額の3/4

国の補助金の現状

GAFA誘致に伴う税制優遇措置の事例
企業名

自治体名

内容

Facebook

米国ニューメキシコ州

30年の固定資産税を免除等

Google

米国ミネソタ州

20年の固定資産税を免除等

Amazon

米国オレゴン州

15年の固定資産税を免除等

■特定電気通信施設等整備推進基金補助金（総務省）
補助対象
：建物・サーバー等（施設の規模は問わない）
事業実施期間：令和３～７年度（５年間）
■データセンターの地方拠点整備に係る補助金（経済産業省）
補助対象

：土地造成費、電力供給や通信回線引込費等

※公的団地購入の場合、土地造成費対象外
事業実施期間：令和３～７年度（５年間）の見込み

大規模データセンター：概ね10ha以上の土地に建設されるデータセンター

用地の取得や造成に長期間を要し、投資額も大きい大規模データセンターを誘致するには、施設整備のための
十分な資金と事業期間の確保に加え、海外並みの税制優遇措置が必要

提言・要望内容

【所管省庁 総務省、経済産業省】

１．課税の特例措置に伴う措置期間延長（３年→15年）と減収補填率拡充（３/４→10/10）
２．大規模データセンター対象特別枠創設【総務省】と対象経費拡大（公的団地造成費） 【経産省】
３．補助事業の事業期間延長（５年→８年程度）
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デジタルを活用した産業・社会システムの転換
デジタル田園都市国家構想推進交付金
【デジタル実装タイプ（TYPE1）】

・本県は「デジタル応急危険度
判定体制」整備事業など5事
業（1.3億円）が採択
現行の交付要件等

・他地域で既に確立されたモデル・サービスの活用に限定
・調査、開発、実証等の経費は交付対象外

５G・光ファイバー網整備状況
・本県での５G通信可能なエリアは限定的であり、
面積及び人口カバー率の向上が必要
・県内の中山間地の一部・離島６島で光ファイバー網
が未整備であるため、その早期解消が必要

提言・要望内容

ものづくり補助金等
中小企業の成長や収益向上には、デジタル活用
による生産性の向上が必須
ものづくり補助金等の積極的な活用に
「特別枠の継続」や「補助率の引上げ」が有効

公設試への先端機器導入
デジタル化、グリーン化対応の製品開発
には、先端機器の導入・活用が必要
中小企業による独自導入は困難
（資金面、人材面）

地域新成長産業創出促進事業費補助金の
公設試向け補助がＲ１年度に終了
【所管省庁 内閣府（地方創生）、総務省、経済産業省、経済産業省（中小企業庁）】

１．デジタル田園都市国家構想推進交付金の交付要件等の緩和
２．５G基地局整備の強力な推進、光ファイバー網の未整備地域の早期解消
３．ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金の特別枠の継続・補助率の引上げ
４．公設試への先端機器導入に関する補助事業の再開
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次代を担う「人財」の育成
「九州DX推進コンソーシアム」によるデジタル人材育成

農林水産業におけるデジタル人材の育成

DX推進に必要な人材の不足

【目指す姿】
産地の課題解決や戦略づくりの支援

産学官金による中小企業の
デジタル人材の育成が必要

生産者の相談を常時受付

ICT教育推進の取組
・ICTを活用した教育モデルの開発
※遠隔授業、合同授業など

生産者

現場に適した先端技術の
選定生産技術・経営改善を
パッケージで提案

普及員
JA職員

・児童生徒1人1台端末の整備など
・教員のICT活用指導力向上のための研修
維持管理・更新、 ICT支援員配置に係る財政支援が必要

提言・要望内容

生育や環境の各データの解析力・提案力が必要

【所管省庁 文部科学省、農林水産省、経済産業省】

１．地方自治体等による中小企業のデジタル人材育成への支援
２．農林水産業の生産現場におけるデジタル技術の普及を担う人材等の育成
３．小・中・高等学校等の１人１台端末の維持管理・更新、ICT支援員の配置に係る財政支援
9

地方におけるアスリート育成の拠点形成
～アスリート育成の地方拠点となるための本県の強み～
アスリート発掘・育成の基盤
・子どもたちの能力とスポーツへの可能性を、「見つけ」、
「育て」、「活かす」 仕組みを構築
・九州各県が連携し、ジュニアアスリートの育成環境を整備
・パラリンピック種目の選手を育成・強化する仕組みを整備

東 京 2 0 2 0 大 会 に 出 場 し た
タ レ ン ト 発 掘 事 業 修 了 生
福 島
史 帆 美
選 手
（フェンシング女子サーブル団体５位入賞）

スポーツを支え・推進する仕組み
・アスリート育成及び大規模大会を誘致・開催する
基金を創設
・国内外の大会や合宿を誘致、スポーツツーリズム
の推進に官民連携して取り組むコミッションを創設

2 0 2 1 世 界 体 操 ・ 新 体 操
選 手 権 北 九 州 大 会

世界へ発信する“フクオカ”
・ 東京2020大会キャンプ地として、30の国・地域と調印
（13の国・地域を受入）
・ 2021世界体操・新体操選手権北九州大会を開催
体操：56か国、新体操：47か国が参加
※国の「ワクチン・検査パッケージ」制度を活用し、コロナ禍において有観客
かつ収容率100％で開催 （感染した観客数：０）

継続的にアスリート及びパラアスリートを輩出するには、地域に世界水準で指導・育成する拠点が必要不可欠

提言・要望内容

【所管省庁 文部科学省（スポーツ庁）】

１．ナショナルトレーニングセンターサテライト地方拠点の本県への整備
２．パラアスリート発掘・育成への支援及び地域と中央競技団体とのパスウェイ構築
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ワンヘルスの推進
「ワンヘルス」の理念のもと、人と動物の健康と環境の健全性を守るため、関係機関が連携し、人獣共通感染症
対策等を推進していくことが必要
野生動物や愛玩動物の感染症
のサーベイランス
現状

ワンヘルスセンター
（ワンヘルスの中核拠点）
部局横断的な
執行体制

県庁

○ 都道府県が任意で実施

ワンヘルスセンター

・調査内容（対象感染症、対象
動物、検査法等）は不統一
・国への報告なし（一部を除く）

保健環境
研究所

人と野生動物との共生社会づくり
・ニホンジカ・イノシシ等の野生鳥獣増加による
生態系毀損や農林業被害の発生

提言・要望内容

教育施設、
地域

動物保健
衛生所
（仮称）

連携

連
携

全国的な状況が把握、分析されていない
国がリスク評価を行い、全国一律的な
調査・監視を実施する法令整備が必要

連
携

連
携
県医師会、
県獣医師会等
医療関係団体

県内外大学
等研究機関、
民間企業、
民間団体

・詳細な生息状況の把握や効率的な捕獲
を行うためには、ICTやAI等の新技術を
活用した手法の開発が不可欠

アジア新興・人獣共通感染症
センター（仮称）
【機能】
調査、研究

データベース化
とハブ機能

人材育成

ワンヘルス
普及・啓発

アジアとの連携

緊急時対応

農林水産省

厚生労働省

環境省

農研機構
動物衛生
研究部門

国立感染症
研究所

国立環境
研究所

【イメージ】

国立感染症研究所のサテライトとして位置づけ

アジア新興・人獣共通感染症センター（仮称）
野生動物・愛玩動物の調査、研究
国立感染症研究所機能

データベース
リファレンス

【所管省庁 厚生労働省、農林水産省、環境省】

１．野生動物、愛玩動物の感染症に関する関係法令の整備（平常時からのサーベイランス等）
２．ワンヘルスを実践する中核拠点「ワンヘルスセンター」の施設整備などに対する財政措置
３．「アジア新興・人獣共通感染症センター（仮称）」を九州に早期に設置
４．野生動物との共生に向けた精度の高い生息状況調査や効率的な捕獲に係る研究の推進
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地方財政の充実・強化
社会保障費の増加が見込まれる中、コロナ対策、地方創生・人口減少対策、デジタル化の推進など、地方が地
域の実情に応じたきめ細かな行政サービスを実施することが可能となる安定的な財政基盤が必要
地方創生等の推進
・ 平成27年度以降、地方財政計画に計上されている「まち・
ひと・しごと創生事業費」（１兆円）の継続・拡充が必要
【参考】主な事業
・ 企業⽴地交付⾦や移住⽀援⾦の⽀給
・ グリーンデバイス・半導体分野における県内企業の
製品開発の⽀援
・ 福岡バイオコミュニティにおける産学官共同研究の⽀援

地域社会のデジタル化
・ 令和３年度地方財政計画に計上され、令和４年度までと
されている「地域デジタル社会推進費」（2,000億円）の継
続・拡充が必要
【参考】主な事業
・ 県⽴学校における⼀⼈⼀台のICT環境の整備
・ デジタル技術を活⽤し⽣産性向上に取り組む中小企業や
農業者の⽀援

提言・要望内容

コロナ対策に係る課題
・ 飲食店への営業時間短縮要請に伴う協力金は都道府県
の時短要請と不可分。このため、都市部を抱える都道府県
では、臨時交付金の地方単独事業分の多くを協力金に
費やしている。

・ 感染対策を目的とした臨時交付金による基金積立ては
認められておらず、感染状況に応じた対策を年度を跨い
で柔軟に実施できない。
【参考】基⾦対象事業
・ 利⼦補給事業
・ 信⽤保証料補助事業
・ 不確実な事故等の発⽣に応じて資⾦を交付する事業
・ 当該事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもの

【所管省庁 内閣府（地方創生）、総務省】

１．安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保
２．新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の重点配分と基金積立要件緩和
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地方分権の推進と首都機能の分散化
国と地方の税源配分

地方税収の偏在

税収割合（６対４）と歳出割合（４対６）に乖離がある

地方税収が東京都などの大都市圏に偏在

【国と地方の税収割合・歳出割合】

【人口一人当たりの税収額】

国民の租税（租税総額＝104.9兆円）
国税 60.3％
（63.3兆円）
国の歳出 44.0%
（98.0兆円）

地方税 39.7%
（41.7兆円）
地方の歳出 56.0%
（124.5兆円）

国と地方の歳出総額（222.5兆円）

東京都
（最大）

500,296円
約1.8倍
282,406円

福岡県

約2.2倍
長崎県
（最小）

229,651円
0

150,000

※令和２年度決算（純計ベース）

300,000
450,000 （円）
※令和２年度（超過課税等を除く）

・地方が自らの責任と判断のもと、地域の実情に応じた施策を実施するためには、財政的な自立が必要であり、
安定した地方税収入が得られる仕組みが必要
・想定される首都直下地震などの事態でも、首都中枢機能が維持できる体制が必要

提言・要望内容

【所管省庁 内閣府（地方創生、防災）、総務省】

１．国の権限や財源の地方への移譲及び地方分権改革の強力な推進
２．国と地方の税源配分を５対５とすることを目標とした地方の財源確保
３．税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築
４．首都中枢機能のバックアップ拠点の整備
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中小企業の振興
福岡県よろず支援拠点

福岡県事業承継支援ネットワーク

・市町村や商工団体と連携し
県内83か所で相談受付

＜後継者不在状況（H30→R3）＞
・経営者の平均年齢 ： 59.5歳 → 60.0歳
・後継者不在企業 ： 66.4％ → 61.5％

・経営者やIT専門家など多様
な専門家５９人が助言

＜ネットワークの取組実績＞

オンライン相談を行う専門家

※平成30年度～令和3年度（累計）
商工団体実施（診断シート受領分）
事業承継診断 金融機関実施（件数のみ報告分）

合計
専門家派遣
事業承継計画
後継者塾

13,601件
15,815件
29,416件
694件
2,275件
79件

＜よろず支援拠点の相談実績（令和３年度）＞
相談対応件数

全国１位

来訪相談者数（含オンライン）
課題解決件数

29,533件
18,646者

全国２位

出張相談会実施件数

1,996回
623回

相談対応件数は平成３０年度の１．６倍

・事業承継には、経営者の意識喚起や適切な支援による、早期の計画的な準備が不可欠
・新型コロナ拡大や原油価格・物価高騰等の影響による相談件数の増加、多様化・複雑化

提言・要望内容

【所管省庁 経済産業省（中小企業庁）】

１．セミナー開催や専門家派遣など、事業承継総合支援事業の一層の拡充
２．よろず支援拠点の相談員の増員などの体制拡充
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農林水産業の振興
農林水産物の輸出拡大に向けた取組

スマート農林水産業・DXの推進
省力技術

デジタル技術

（単為結果性品種・天敵利用技術）

（環境モニタリング）

先端技術
を組合せ

【主な輸出品目】
「あまおう」、かんきつ
「福岡の八女茶」、日本酒
「あまおう」

【主な取組】

「福岡の八女茶」
ロゴマーク

生育と環境データを見える化
経営を改善し、収量向上
20 収量（ｔ/10a）

ICT導入栽培

18
16

収量が
２割UP

14

慣行栽培
2017

2018

2019年

更に生産力を高めるためには、

地域や品目に応じたスマート技術の実証・実装の加速が必要

提言・要望内容

天敵
（ｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ）

台湾の残留農薬基準に対応するため
「あまおう」の栽培に天敵を活用

インフルエンサーを活用
した販売促進活動

更に輸出を拡大するためには、

「マーケットイン」の発想による輸出産地の育成が必要

【所管省庁 農林水産省】

１．スマート農林水産業・DXの推進、農地バンクによる集積・集約化の加速
２．農林水産関係の公共事業や共同利用施設等の予算確保
３．輸出先国の規制緩和・撤廃の加速、輸出に取り組む産地を後押しする施策の充実
４．国際交渉における必要な国境措置の確保及び丁寧な情報提供の実施
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コロナ禍からの観光産業の復興
本県実施ビックデータ調査

本県の延べ宿泊者数の推移
・新型コロナウイルス感染症の影響により国内外からの
観光客が激減し、１，０００万人泊が消失
（単位：千人）

H31/R元（2019）年

25,000
20,000

・ＲＥＳＡＳの活用に加え、市町村単位で訪日外国人や
国内居住者の旅行実態を把握

R3（2021）年

RESAS

20,420

項目

旅行者数

県独自調査
観光客の属性

旅行実態

周遊状況

・旅行者、宿泊
者の県内割合
・満足度
・リピーター 率

・宿泊者の
移動状況
（宿泊の直
前・直後に
どの市町
村に訪問し
ているか）

16,158
15,000

9,876

訪日
外国人

9,761

10,000

4,262

5,000

115
0
延べ
宿泊者数

日本人延べ
宿泊者数

外国人延べ
宿泊者数

国内
観光客

・国籍
・来訪者数
・都道府県
別宿泊者数

・性別
・年齢
・居住地

・コロナにより打撃を受けた観光産業を復興させるには、国を挙げた観光需要喚起策が必要
・激減した訪日外国人の回復には、ターゲット国、地域を絞り込んだ戦略的な誘客や周遊促進の取組が必要
・施策効果の検証のためには、市町村単位での国内外の観光客の旅行実態の把握が必要

提言・要望内容

【所管省庁 国土交通省（観光庁）】

１．新たなＧｏＴｏトラベル事業の早期再開及び需要回復事業の継続的な実施
２．欧米豪や東アジアへのプロモーションの強化に加え、オンデマンド交通予約システムの整備等、
地域における周遊を促進するための新たな交通サービス創出への支援の継続
３．観光入込客に係る周遊・滞在状況等の各種データの全国比較可能な仕組みの整備
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雇用対策の強化
県内の雇用情勢
■県内の雇用情勢

雇用情勢の変化に対応した県独自の取組

有効求人倍率が急激に落ち込み
求人は改善傾向だが、有効求職者数は高止まり

【(ア)雇用情勢の急激な悪化局面】

【（ア）雇用情勢の急激な悪化局面】
・緊急短期雇用創出事業
→9,618人の雇用を創出
・国の雇用関係助成金の活用促進
→社労士の無料相談により519社を支援

【(イ)求人回復局面】

（人）

（倍）

就職氷河期世代活躍に向けた取組
・身近な地域での出前相談や面接会の実施
・若者サポートステーションの支援（心理相談、就労
体験など）対象年齢拡大

〈事務職〉

〈農作業〉

【（イ）求人回復局面】
・ウェブ活用型就職支援（相談・合説）
・子育て女性向け有給インターンシップ事業
・DX人材育成・確保促進事業
〈人材不足分野［建設業］職場見学会〉
・人材不足分野雇用促進事業

ひとり親等の安定就業移行に向けた取組
〈出前相談〉

・高等技術専門校におけるデジタル人材の育成
・非正規雇用在職者向け短期間・短時間訓練

・県が、国の施策と相まって、地域の実情にあった雇用施策を実施することが必要
・就職氷河期世代の活躍促進に向け、支援の継続が必要
・非正規雇用のひとり親等の生活スタイルやニーズに応じた多様な就業支援の実施が必要
・雇用調整助成金の特例措置等については、経済・雇用情勢に応じた対応が必要

提言・要望内容

【所管省庁 内閣官房（就職氷河期世代支援推進）、内閣府（地方創生）、厚生労働省】

１．県の機動的な雇用対策実施に向けた安定的かつ自由度の高い財源、仕組みの創設
２．地域就職氷河期世代支援加速化交付金の令和５年度以降の継続
３．非正規雇用のひとり親等の安定就業に向けた県の人材育成の取組に対する財政支援
４．雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金等の柔軟な対応、周知・相談体制の充実
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「生涯現役社会」づくりの推進
在職老齢年金制度の年金支給額停止の仕組み

本県独自の取組
〇生涯現役チャレンジセンターの実績
登 録 者 数 22,097人
進路決定者数 13,102人

（Ｈ24.4～Ｒ4.3累計）

・高齢者が厚生年金を受給しながら働き、一定以上の収入
がある場合、年金額が支給停止（一部または全部）される

〇年齢に関わりなく働ける企業の開拓
訪問件数 3,995社（うち制度導入696社）
情報提供

高齢者のための総合支援拠点

生涯現役ﾁｬﾚﾝｼﾞｾﾝﾀｰ

＜概略図＞

企業・求人開拓
マッチング

②老齢厚生年金

キャリアプラン相談窓口 （R4.4～）
相談

活 躍
したい
高齢者

在職中の50歳代を対象とした
キャリアコンサルティングを実施

地域貢献活動評価制度
年齢に関わりなく働ける企業に
対し、入札参加資格審査で加点

①給与・賞与

求人
情報

企 業
ＮＰＯ
団体等

老齢基礎年金

①と②の合計が月４７万円
を超えると、年金額の一部
または全部が支給停止
満額支給
（R4：64,816円/月）

例）老齢厚生年金が月１５万円の場合
給与・賞与の月額（総報酬月額相当額）が、月３２万（４７万円－１５万円）
を超えると支給停止開始

・５０歳代からのブランクのない生涯現役雇用を更に促進させるため、制度面での支援が必要
・高齢者の労働参加をさらに促進させるため、年金制度の見直しが必要

提言・要望内容
１．生涯現役雇用に積極的な企業への政府調達優遇制度や減税等の支援の充実
２．在職老齢年金制度における支給停止基準額の引上げや最低支給額の設定

【所管省庁 厚生労働省】
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住みたくなる福岡（移住・定住、外国人材支援・避難民受入）
本県への移住の状況

外国人材受入れ・共生に向けた主な取組

①本県移住相談窓口の相談件数は大きく増加

①福岡県外国人相談センターの設置・運営

8,000

6,561

6,000

5,138

4,000
2,000

1,993

3,114

3,125

1,038

0
H28

H29

H30

R1

R2

・多言語で対応（22言語）
※本県は、2021年ふるさ
と回帰支援センター
（東京）窓口利用者ア
ンケートの移住希望地
ランキングにおいて
全国第２位

R3

②県外からの移住者数（R3年度） 1,756名

・企業からの外国人材雇用に
係る相談に対応

③日本語教育環境整備事業

・本県は移住支援金の対象者を独自に拡充(東京圏、大阪圏、名古屋圏)
・本県の移住支援金支給者の約50％はテレワークを活用

関係人口創出に係る主な取組

（福岡県外国人相談センター）

・県、市町村、事業者等が協力し、安定的な日本語
教室の運営モデル構築を目指す

本県におけるウクライナ避難民

・オンラインゲーム「マインクラフト」
を活用した魅力発信
仮想空間「福岡ワールド」を作るコンテストの
開催等を通じ、本県に関心を持つ者を創出

②福岡県外国人材受入企業
相談窓口の設置・運営

（マインクラフトによる制作例）

・１０２名（R４.６月末時点）
・ウクライナ語での相談対応・住宅や生活物資の提供など
の支援を実施

・地方への移住促進には、テレワークの普及、移住支援金の対象者の拡大が必要
・外国人材の受入れ・共生に向けた取組に対する財政支援の継続や対象事業拡充が必要

提言・要望内容

【所管省庁 内閣府（地方創生）、総務省、法務省（出入国在留管理庁）、文部科学省（文化庁）】

１．地方が行う移住・定住の促進、関係人口創出の取組への支援充実
２．外国人材受入れ・共生の取組への支援拡充、ウクライナ避難民の受入れに係る財政支援
３．「外国人在留支援センター」のサテライトオフィス設置など地方が活用しやすい体制の充実
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健康づくりに関する取組の推進
新型コロナの影響による健（検）診の受診控えが生じており、生活習慣病の発症や重症化、フレイルの進行が
懸念される
現状
コロナ禍における健康づくりへの影響
◆ 本県における健康寿命と平均寿命

健康寿命と平均寿命に約１０年の差がある

◆ コロナ禍による影響
①コロナ禍での健康不安
運動不足
58.5％
体力の衰え
49.8％
ストレスの蓄積 35.1％

②特定健診の受診者数(全国)
2019年
2,823,089人
2020年 2,500,691人 （▲11.4％)
［令和3年5月

［令和3年8月

明治安田生命調査］

日本総合健診医学会、
全国労働衛生団体連合会］

約６割の方が運動不足を感じている
特定健診の受診率が低下している

福岡県の取組

ふくおか健康づくり
県民運動
◆３つの柱に基づき取組を推進
① 健（検）診の受診率の向上
② 食生活の改善
③ 運動習慣の定着
令和４年度の主な取組
◆ 県、市町村、企業等による健(検)診受診の啓発
◆ 県産農産物を活用した健康メニューの開発・普及
◆ 健康アプリを活用したウォーキングラリー等の実施

提言・要望内容
１．地域の実情に沿って地方が取り組む施策に対する財政的支援
２．生活習慣病対策の重要性に係る科学的根拠に基づいた積極的な普及啓発

【所管省庁 厚生労働省】
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障がいのある人の暮らしやすさにつながる支援
・障がいのある人が社会進出しやすくなるよう、障がい者雇用率制度や障がい者雇用納付金制度に基づく各種
助成制度の対象を広げることが必要
・療育手帳制度は、法令上の位置付けが明確でなく交付の判定基準も示されていない
障がい者雇用率制度及び助成金制度

全国の療育手帳の判定基準

【障がい者雇用率制度】
対象

対象外

・身体、知的、精神
・手帳を所持しない
いずれかの手帳所持者 難病患者等
・週所定労働時間
20時間以上の者

・週所定労働時間
20時間未満の者

【納付金制度に基づく助成金制度】
対象
・身体、知的、精神
いずれかの手帳所持者
・手帳を所持しない
精神障がい３疾病患者
（統合失調症、そううつ病、てんかん）

提言・要望内容

対象外

・手帳を所持しない
難病患者等

・都道府県独自で療育手帳の交付に係る判定基準を定めてい
るため、地域によって判定結果が異なり、障がい福祉サービス
の利用や公共交通機関の運賃割引に差が生じる場合がある
※判定基準（手帳交付対象とするIQ値の上限）は、都道府県によって異なる。

IQ値の上限

都道府県数

70

16県

75

24都道府県（福岡県含む）

79

4県

80

2県

85

1県

【所管省庁 厚生労働省】

１．手帳の有無によらない柔軟な障がい者雇用率制度及び助成金制度への見直し
２．週所定労働時間１０時間以上２０時間未満を障がい者雇用率制度の対象に追加
３．療育手帳の法制化及び判定基準統一化の早期の実現
21

性暴力根絶対策・ＤＶ対策の推進
福岡県性暴力根絶条例（R2.5.1全面施行）
・学校に「性暴力対策アドバイザー」を派遣し、発達段階に応じた教育を実施
・子どもへの性犯罪で出所した者に対する住所等の届出義務を規定
・加害者相談窓口を設置し、再犯防止及び社会復帰を支援

県議会提出の刑法等見直しの意見書概要（R2)
・不同意の性行為を客観的に類型化しての刑法への
位置付け
・地位・関係性を利用した性犯罪の処罰規定の導入
・盗撮行為の刑法への位置付け 等

ＤＶ相談の概要
・ＤＶ相談ナビ（＃8008）
各都道府県の指定のＤＶ相談支援センターに自動転送
・ＤＶ相談＋（プラス）
24時間電話・メール、ＳＮＳ相談（12時～22時） 等

性暴力・ＤＶの被害者も加害者も出さない社会の形成には、国からの財政支援をはじめとする施策の充実や
国の関係機関との連携が必要不可欠

提言・要望内容

【所管省庁 内閣府（男女共同参画）、法務省】

１．子どもへの教育の充実や加害者の再犯防止・社会復帰支援のための交付金の創設
２．加害者対策に関する国の関係機関と本県との連携や情報共有の推進
３．性犯罪に関する刑法等関係法令の見直し
４．ＤＶ相談ナビの通話料無料化、ＤＶ相談＋（プラス）の継続及びSNS相談の24時間対応
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暴力団の壊滅に向けた取組の推進
・平成26年９月以降、五代目工藤會の最高幹部らを凶悪事件で相次いで逮捕し、現在、多くの公判が進展
・平成30年10月以降、道仁会及び浪川会が拠点を置く筑後地区における暴力団対策を強力に推進
四代目福博会
道仁会
浪川会

五代目工藤會
太州会

全国最多 ５ 団体

国の対応
○ 法改正
・ 刑訴法の一部改正（H28）
・ 組処法の一部改正（H29）
○ 保護対策のための資機材整備
・ 九州管区警察局に対して
捜査用カメラ300台を配備（H25）
⇒ 全台福岡県へ配備
・ 福岡県に対して
捜査用カメラ49台を配備（R3）

提言・要望内容

本県の取組
○ 全国に先駆けて「暴力団排除条例」を施行 （H22）
○ 福岡県警察本部に
・ 保護対策室を新設（H25）
・ 筑後地区暴力団集中取締本部を設置 （H30）
○ 県民の安全確保のための暴力団対策用カメラの設置促進
・県警察管理：90台 ・県から市等への補助：171台
○ 保護対策用カメラを導入 （H31:60台配備、R3:70台配備）

第30回暴力追放福岡県民大会（令和３年）

【所管省庁 国家公安委員会、警察庁、法務省】

１．証人の安全確保を目的とした、転居に関する支援等の証人保護制度の整備
２．証人等の保護対象者を守るための捜査用資機材の拡充
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子どもを真ん中においた施策の充実
虐待防止への支援

医療的ケア児への支援

■児童虐待は年々増加

子どもへの進学支援

■医ケア児支援法の成立(R3.9月施行)

・県所管児童相談所の児童虐待相談対応件数の推移

H28
2,300

H29
3,084

H30
3,513

R1
4,652

R2
5,280

R3
6,184

■改正児童福祉法の成立（R6.4月施行）
・一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入等

■県６児童相談所に弁護士２名、警察官
４名を配置
■市町村の相談支援体制

・医ケア児等への保育及び教育の拡充

■大学受験時に必要となる費用は、
１０万円を超える

■保育所を利用する医療的ケア児は微増

平成30年度 平成31年度
5
12
7
18

私立

全体

下宿生

114,100

142,500

122,100

自宅生

118,300

146,700

133,900

出典：大学生協調べ「2021年度保護者に聞く新入生調査」

・医ケア児受入保育所及び実人数の推移
受入施設数
実受入人数

国公立

令和２年度
16
21

■生活困窮者自立支援法の各任意事業の国庫
補助率と県内実施自治体数（R4.4.1現在）

〔延長保育事業等実施状況調査（厚生労働省）〕

・「子ども家庭総合支援拠点」設置状況

補助率

設置済
35

今年度中 設置未定
15

10

家計改善支援

一時生活支援

学習・生活支援

２／３

１／２
（２／３）※

２／３

１／２

２６

２９

９

１８

合計
60

(市町村）

・今後、母子保健部局と連携した
「こども家庭センター」としての整備が必要

■「福岡県子どもへの虐待を防止し権利
を擁護する条例」を制定（R4.4月施行）

児童相談所の機能強化
市町村における支援体制強化

提言・要望内容

就労準備支援

■保育所側の受入枠の確保が困難

実施自治体

・看護師不足の中、現状の医ケア児保育支
援事業及び療育支援加算のみでは、受入確
保は困難

※就労準備支援と家計改善支援を一体的に実施する場合に補助率を引上げ
【H30年10月～】

(県＋29市うち)

保育所の医療的ケア児受入
体制の充実

・学習・生活支援事業の国庫補助率が低く、
実施自治体数も少ない

生活困窮世帯の子どもの
進学支援の強化

【所管省庁 内閣府（少子化対策） 、文部科学省、厚生労働省】

１．弁護士や警察官の増員など、児童相談所の機能強化のための財政措置強化
２．「こども家庭センター」の設置促進に向けた専門人材育成・確保のための財政措置強化
３．保育所における医療的ケア児の受入に係る給付費の拡充及び看護職員確保の支援
４．大学等受験料の負担軽減、学習・生活支援事業の国庫補助率引上げ
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子どもの安全と健康を守る社会の実現
保育現場における子どもの安全と健康を守るため、保育体制の整備や人材の確保、質の向上を図ることが急務
保育士の職員配置基準

項目

内容

国の実施状況

【人件費に係る地域区分】

３歳児の職員配置基準を改善
（２０：１→１５：１）

実施済

児童数：職員数

・消費税引き上げによる職員配置の見直し
については、１歳児及び４，５歳児が未実施

保育所における
保育士の職員 １歳児の職員配置基準を改善
配置基準の改善 （６：１→５：１）
４,５歳児の職員配置基準を改善
（３０：１→２５：１）

未実施

隣接市町で大き
な差異が発生

未実施

保育人材・体制にかかる保育給付費等の算定状況
【賃借料加算（概算）】
一畳あたりの実勢家賃額
区分
都道府県（家賃額）（単位：円）
東京都(6,431)、神奈川県(4,899)、
A地域
埼玉県(4,147)、千葉県(3,922)
大阪府(4,343)、京都府(4,175)、
B地域 兵庫県(3,935)、奈良県(3,254)
静岡県(3,213)、滋賀県(2,996)
C地域 16地域：福岡県(3,225 )
D地域 21地域

賃貸物件を活用している県内保育所の事例

定員
賃借料加算
実勢家賃
差

・実勢家賃はB地域並なのに対し、C地域
また、加算額も実勢家賃と大きな乖離が発生

提言・要望内容

【県内の障がい児保育に対する補助】
27
188万円
462万円
▲274 万円

平成31年度

令和２年度

令和３年度

単独補助を行う
市町村の割合

48/60

49/60

49/60

障がい児数

1,828

2,148

2,306

凡例
赤:10/100、薄赤：6/100、黄：3/100、無地：0/100

・地方交付税による財源措置のため
市町村により補助の有無が発生

・同一生活圏内の市町村で
偏りが発生

【所管省庁 内閣府（少子化対策）、厚生労働省】

１．保育士の職員配置基準の見直し（１歳児は５：１へ、４・５歳児は２５：１へ）
２．地域の実情等を踏まえた保育給付に係る制度の改善
（実勢家賃に即した賃借料加算の見直し、障がい児加算制度の構築、人件費の地域区分見直し）
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医療提供体制の充実・強化等
医療提供体制・検査体制（現状）

新型コロナ対応病床数：１，６８１床
（うち重症病床数：２１７床）
・ トリアージの徹底による的確な入院調整
・ 酸素投与ステーションの開設
・ 高齢者施設への医師・看護師の派遣

宿泊療養施設：１２施設 ２，４３２室
（全ての宿泊療養施設に医師・看護師が２４時間常駐）
・ 「診療・検査医療機関」の確保 （１，８３３機関）
・ 検査可能件数 （１日あたり約４．６万件）
・ 高齢者施設等職員を対象としたＰＣＲ検査の実施

感染状況等の変化
・ワクチン接種が着実に進展
・第６波では重症化率が大きく低下
・県民・事業者の感染防止対策への意識の高まり

第４波（R3.4〜R3.6）
ワクチン
接種率
重症化率

２回目

第６波（R4.1〜現在）

0.9%

1.46%

2回目

78.4%

3回目

58.3%

0.03%

・医療提供体制の充実・強化や治療薬の開発など感染再拡大に備えた対策が必要
・感染防止対策と社会経済活動の両立を図る 「コロナとの共生」を進める段階

提言・要望内容

【所管省庁 内閣官房（新型コロナウイルス感染症対策推進）、法務省、厚生労働省】

１．医療機関への財政支援 （病床確保の支援、診療・検査医療機関に対する支援など）
２．治療薬の早期開発、新たな変異株の監視体制の強化
３．「コロナとの共生」を図る指針の早期策定（基本的対処方針の見直し、感染症法の取扱いなど）
４．人権を守る対策（偏見・差別防止の広報・啓発、相談窓口の充実）
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経済回復・維持に対する支援
空港運営会社等への支援

公共交通の維持・確保

・ コロナ禍による航空需要の大幅な減少が長期化
・ 空港運営会社等の経営は厳しい状況が続いている

現行の主な支援内容

・ 新型コロナウイルスの影響により利用者が減少し、
交通事業者の経営は厳しい状況
【九州内のバス・鉄道輸送人員等の推移（令和4年2月時点）】

◇福岡空港運営会社に対する
・運営権対価分割金の支払猶予 ・空港運営事業期間の延長
・空港活性化投資の後ろ倒し
・空港施設整備に係る無利子貸付
◇北九州空港ビル会社に対する国有財産使用料の支払猶予
◇航空会社の空港使用料・航空機燃料税の減免

・ 北九州空港の国際線の受入は停止中。国際線の早期
受入再開や復便により、地域経済の活性化を図る

現行の訪日誘客支援空港制度
・国際線着陸料割引 北九州空港は全額免除
・新規就航等経費支援 １/３補助

提言・要望内容

出典：九州運輸局「新型コロナウイルス感染症による九州の公共交通事業者・観光事業者への影響」

・ ＪＲや大手私鉄も同様の状況であり、経営改善の
一環として減便・廃線の対象になりかねない

【所管省庁 内閣府（地方創生）、農林水産省、経済産業省（中小企業庁）、国土交通省、国土交通省（観光庁）】

１．空港運営会社、ビル会社及び航空会社の安定的・継続的運営に向けた支援の拡充
２．北九州空港の国際線の受入再開、訪日誘客支援空港制度の支援内容の拡充
３．公共交通を維持・確保するための交通事業者に対する支援
４．事業再構築補助金や商店街の機能複合化、旅行需要喚起等の地域経済活性化の支援の継続
５．農林漁業者の経営継続が可能となるために必要な資材・機械の導入支援の充実
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生活再建に向けた支援
生活福祉資金特例貸付の県内貸付状況

令和４年５月末時点

緊急小口資金及び総合支援資金の初回・延長貸付・
再貸付の全てを借り入れた世帯は、最大２００万円
（２人以上世帯の場合）の債務を抱えている。

償還の開始時期と免除要件

金額

総合支援資金

合計

97,375 件

97,714 件

195,089 件

約

172 億円

収入

非課税となる収入水準
※福岡市在住で
給与収入の場合

221.4
万円
いずれも
課税
205.7
万円

いずれも
非課税

令和５年１月から
償還開始

いずれも
課税

均等割は課税
所得割は非課税

100
万円

約

収入

３人（配偶者及び
子１人を扶養）

単身

償還免除されない

件数

緊急小口資金

いずれも
非課税

635 億円

約

807 億円

償還年額（200万円借り入れた世帯の場合）
・ 1年目 ＝16万円（緊急小口＋初回）
・ 2年目 ＝22万円（緊急小口＋初回＋延長）
・ 3年目～＝18万円（初回＋延長＋再貸付）

221.4
万円

年収223万円
３人世帯における
償還中の状況を
例示すると・・・

年間18万円
償還に
充てると…

205.7
万円
償還がない場合
223万円
（課税）

償還額との差引
205万円
↓
非課税水準を
非課税水準を
実質的に下回る
実質的に下回る

生活再建のために借り入れた貸付金の償還が開始することで、生活が困難な状況から脱却できない

提言・要望内容

【所管省庁 厚生労働省】

１．特例貸付の償還免除要件の見直し及び償還猶予制度の積極的な活用の推進
２．自立相談支援機関の就労・家計改善支援機能の強化に対する財政支援の継続
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原油価格・物価高騰等への対応
中小企業への取組

農林水産業への取組
・「コロナ禍における原油価格・物価
高騰等総合緊急対策」（R4.6月補正）
・肥料価格の上昇分の１／２を助成
・省エネ機械・資材の導入経費を助成
・自給飼料拡大を図る機械の導入経費を助成

・「コロナ禍における原油価格・物価
高騰等総合緊急対策」（R4.6月補正）

肥料高騰の長期化に備えた
影響緩和策が必要
5,000
4,500
4,000

円/20㎏

・原油価格高騰特別相談窓口設置（R3.11月）
・県制度融資「緊急経済対策資金」による支援
・「下請かけこみ寺」での買いたたき等への
無料相談

・プレミアム付き地域商品券の発行による
消費喚起やバス代助成による修学旅行誘致
・経営革新企業の省エネ機器の導入助成や
公設試の最新試験設備の導入による中小
企業の低コスト商品の開発支援 等

高度化成肥料の価格の推移

肥料価格が
55％UP

3,500
3,000
年．月

20.6
20.8
20.10
20.12
21.2
21.4
21.6
21.8
21.10
21.12
22.2
22.4
22.6

2,500

生活困窮者等への取組
・「コロナ禍における原油価格・物価
高騰等総合緊急対策」（R4.6月補正）
【子育て世帯への支援】
・低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
・物価高騰に伴う給食費の
保護者負担の軽減
（食材費の増額分を支援）

生活の状況に応じた
支援が引き続き必要

経済環境の変化に対応し、
事業継続に向けた支援が必要

原油をはじめとするエネルギー価格や様々な原材料・資材価格の高騰が、生活や社会経済活動に幅広く多大な
影響を及ぼしており、国による対策の継続や地域の取組への支援が必要

提言・要望内容

【所管省庁 内閣官房（経済財政政策）、厚生労働省、農林水産省、経済産業省（中小企業庁）】

１．肥料・飼料等の価格高騰に対応するセーフティネットなどの創設・拡充
２．中小企業のコスト削減や代替品開発等に対する支援の継続
３．物価高騰による生活状況に応じた特別給付金の再支給など、生活困窮者等への支援
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豪雨・大雨災害からの復旧・復興
豪雨・大雨災害からの復旧・復興の推進
・ 平成29年７月九州北部豪雨以降、福岡県では５年連続で豪雨・大雨災害が発生
・ 平成30年７月豪雨から続く浸水被害に対応するため、国・県・市町が連携して排水ポンプ増設や河川改修等
を進める浸水対策重点地域緊急事業の更なる加速
筑後川

古賀坂排水機場のポンプ増設（国）

山ノ井川

平成30年7月豪雨による浸水被害
（久留米市の状況）

令和元年7月の大雨による浸水被害

令和2年7月豪雨による浸水被害

（筑後川水系池町川（久留米市））

（筑後川水系山ノ井川合流点（久留米市））

令和3年8月の大雨による浸水被害
（筑後川水系池町川（久留米市）出典：久留米市資料）

放水路イメージ（県）

被災者の立場に立った公平な被災者支援制度
・ 被災者生活再建支援制度については、同一災害であれば市町村の区域にかかわらず適用されることが必要
また、全ての半壊、準半壊、一部損壊世帯も対象となることが必要
・ 応急仮設住宅の供与期間は、被災者の生活再建状況に応じた弾力的な運用が必要

提言・要望内容

【所管省庁 内閣府（防災）、総務省、国土交通省】

１．５年連続で発生した豪雨・大雨災害からの復旧・復興に必要な予算の確保
２．県・被災市町村への特別交付税による所要額の確実な措置
３．被災者生活再建支援制度の適用条件の緩和及び支援金の増額
４．自治体の自主的・弾力的な運用が可能となる災害救助法の見直し
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防災・減災、国土強靭化の推進
激甚化する災害への対策やインフラ老朽化対策等、防災・減災、国土強靭化の推進が急務
流域治水対策の推進
・ 河川・下水道等の整備、農業水利施設の整備、グラウンド等を利用した雨水貯留施設の整備 等

雨水貯留管
流域治水のイメージ

流域治水対策（河川整備）

防災重点農業用ため池の防災・
減災対策の推進

提言・要望内容

流域治水対策（下水道整備）

道路の法面の災害防止対策の
推進

雨水貯留施設の例

予防型インフラメンテナンスへの
転換に向けた老朽化対策

【所管省庁 農林水産省、国土交通省】

１．「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」の安定的・継続的な予算確保
２．「流域治水」を着実に推進するための予算確保
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ストック効果の高い社会資本整備の推進
経済の好循環を拡大するため、ストック効果を重視したインフラの整備・蓄積が必要
福岡県が推進する主な社会資本整備
暫定2車線区間
渋滞発生状況

北九州市

都市計画・環境アセスメントの手続き中

凡

例

（⼾畑枝光線）

安全・安心で豊かな暮らしを支える事業
原海⽼津線

下関市

国道3号
国道3号

下関北九州道路

北九州⾼速道路

経済の好循環を支える事業

岡垣宗像線

北九州港

筑豊電気鉄道

岡垣バイパス

博多バイパス（下⾅井〜空港⼝）

北九州都市⾼速道路

中間宮田線

北九州空港
新北九州空港道路

苅田港

九州縦貫⾃動⾞道

関門橋

平成筑豊鉄道

福岡空港連絡道路

関門地域の一体的発展に資する

４⾞線化の早期実現が望まれる

「下関北九州道路」

滑走路増設事業の早期完成

門司⾏橋線

庄司川

博多港

「東九州⾃動⾞道」

庄内川

筑紫野古賀線

（福岡⾼速３号線（空港線））

東九州⾃動⾞道

国道201号

福岡空港

滑走路延長の早期実現
飯塚大野城線

国道496号

福岡都市⾼速道路
国道322号

⻄九州⾃動⾞道
国道385号
⻄鉄天神大牟田線

多彩なネットワークを有する「福岡空港」
令和2年7月豪雨による浸水被害
（筑後川水系山ノ井川合流点（久留米市））

24時間利⽤可能な「北九州空港」

⾦丸川・池町川
山ノ井川

ＣＮＰ形成計画を策定し、
港湾機能を高度化

大型船の夜間出港を
可能とし利用促進

筑後川

国道3号

凡

⿃栖朝倉線
甘木鉄道

味坂スマートIC (仮称)
⿃栖久留⽶道路

久留⽶筑紫野線

⾼規格幹線道路

安全・安心で豊かな暮らしを支える

「山ノ井川」

世界遺産の構成資産
⾃動⾞産業・セメント産業の
物流拠点「苅田港」
かつ稼働資産「三池港」

地域⾼規格道路

広川〜⼋⼥

整備区間（供⽤中）
整備区間（事業中）
計画路線
候補路線

瀬⾼久留⽶線

久留⽶柳川線

⼋⼥⾹春線

柳川筑後線
⼋⼥瀬⾼線

山ノ井川

供⽤中
事業中
基本計画区間

国道210号
国道3号

国道442号

大牟田川副線

江島筑後線

⾼田山川線

国道443号

九州･山口の一体的発展を支えるストック効果の高い社会資本整備の推進

事業中
調査中区間

交付⾦等による道路事業
事業中

激特事業

河川・砂防（県事業）
県営筑後広域公園

有明海沿岸道路（大牟田（三池港IC）〜熊本市）

提言・要望内容

国道（直轄）

河川（直轄）

柳瀬筑後線

南関大牟田北線

三池港

例

鉄道
地域鉄道

事業中
(改良復旧、浸⽔対策 等)
事業中（連⽴）

【所管省庁 国土交通省】
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下関北九州道路及び東九州自動車道の早期整備
経済の好循環を拡大するため、ストック効果を重視したインフラの整備・蓄積が必要
東九州自動車道4車線化

下関北九州道路
現在

≪平成30年7月豪雨における被災事例≫
通行止め期間:33日間
（7月6日～8月8日）

事業化

新規事業採択時
評価

都市計 画
環境 アセスメント

計 画段階評価

国による直轄調査

≪手続きの流れ≫

※ 上下線に土砂が流出し
全面通行止め
※ 復旧が長期間に及ぶ
[暫定2車線区間] 東九州自動車道

暫定2車線の場合

⇒ 作業復旧が終わらないと上下線とも通行できない

CL

CL

完成4車線の場合 ⇒
≪福岡県の状況≫

工事規制影響の最小化が可能
(上下線別に開放が可能)

福岡県域全体

4車線化済

令和３年度迄
4車線化着手

優先整備区間

残
（暫定2車線）

47.9km

8.2km

8.8km

23.3km

7.6km

R1.9.10 優先整備区間に選定された

都市計画・環境アセスメントの着実な推進

苅田北九州空港ＩＣ～豊前ＩＣの早期事業化

提言・要望内容
１．下関北九州道路の早期事業化に向けた手続きの着実かつ迅速な実施
２．東九州自動車道の4車線化の早期実現

【所管省庁 国土交通省】

33

福岡空港・北九州空港の機能強化及び連携強化
福岡空港の機能強化

北九州空港の機能強化

〇滑走路増設事業
令和７年３月末
供用開始予定

2,500ｍ

・円滑な事業推進と早期完成のため予算確保が必要
〇福岡空港は、平成31年４月より民間委託
・安全・安心を大前提とし、周辺環境に配慮した地
域の振興・発展に繋がる空港運営が求められる

滑走路延長部分
500ｍ

〇滑走路延長事業の早期実現に向けて、環境アセスの
手続きが進められている
〇貨物機用のエプロン拡張・スポット増設や、「シー・ア
ンド・エア」輸送を円滑に行うための輸送経路の直線化
など、機能の強化・充実が必要

〇国際線の再開や訪日旅客の更なる増加に対応できる適切な水際対策の実施、出入国体制の整備が必要

提言・要望内容

【所管省庁 国土交通省、法務省（出入国在留管理庁）】

［福岡空港］

・滑走路増設事業の早期完成
・空港運営会社に対する適切な指導・監督の継続
［北九州空港］ ・貨物拠点空港に向けた滑走路延長の早期実現
・貨物便の新規就航等に対応するための機能の強化・充実
［共 通］
・適切な水際対策の実施、出入国体制の整備（ＣＩＱの拡充）
・福岡空港の発着枠を超える就航希望便の北九州空港への誘導
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福岡空港・北九州空港の機能強化及び連携強化
福岡空港周辺の状況

【凡例】

★：主要渋滞箇所

・福岡空港周辺の国道３号博多バイパスでは慢性的な
渋滞が発生
・周辺道路の交通混雑解消のため、下記事業を実施中
①福岡高速３号線（空港線）延伸［Ｒ３．７事業着手］
②国道３号博多バイパス（下臼井～空港口）
［Ｒ４．４事業着手］

②国道３号博多バイパス（下臼井～空港口）
L=1.6km
写真①
新二又瀬交差点
新二又瀬交差点
空港口交差点
空港口交差点
渋滞状況（写真①）

榎田交差点
榎田交差点
福岡空港

博多駅

①福岡高速３号線
（空港線）延伸
L=1.8km

・福岡空港は滑走路増設整備を実施中で、今後、更なる交通量の増加が見込まれるため、
周辺道路の整備が必要
・両空港の役割分担、相互補完を進めるため、空港間のアクセス性向上が必要

提言・要望内容

【所管省庁 国土交通省】

福岡空港への自動車専用道路及び周辺道路事業の早期完成
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選挙運動用ビラの頒布枚数の改正（都道府県議会議員選挙）
・現行制度上、ビラの頒布枚数は法律で各選挙区一律16,000枚までとされ、選挙区ごとの有権者数や議員定数
が考慮されていない
・このため、選挙区内の人口が大きくなるほど、有権者の手元に届くビラの割合が少なくなり、政見を知る機会に大
きな不均衡が生じている
ビラ１枚当たりの有権者数
選挙区名

他の選挙における頒布枚数

有権者数

有権者数

（R４.３月現在）

÷16,000枚

久 留 米 市

24.9万人

15.6人

…

16.0人

…

25.6万人

…

福 岡市 東区

み や ま 市

3.1万人

1.9人

う き は 市

2.4万人

1.5人

423.3万人

※5.9人

県 全 体

※県全体の有権者数を、選挙区数（45）及び法定
上限の16,000 枚で除した値

提言・要望内容

現行制度上も、選挙区ごとの有権者数が一定
程度考慮されている選挙がある
＜参議院選挙区選出議員選挙・都道府県知事選挙＞
10万枚＋（選挙区内の衆議院小選挙区数－１）
×1.5万枚 （上限30万枚）

都道府県の条例により制定可能な現行規定
①ポスター掲示場の設置（法144条の２第８項、144条の4）
②選挙公営（自動車、ビラ、ポスター（法141条８項ほか））
③選挙公報の発行（法第172条の２）

【所管省庁 総務省】

公職選挙法を改正し、有権者間の政見を知る機会が同一都道府県内で平準化できるよう、都道
府県の条例により頒布枚数を設定できるようにすること
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