
 

 

 

 

 

Ⅳ  県 政 の動 き  

  



 



 

  

 

１ 平成２９年 県政１０大ニュース 

 

順位 ニ ュ ー ス 

１ 
「平成２９年７月九州北部豪雨」災害の発生 

～被災地の応急対応と復旧に全力で取り組む～ 

２ 
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界文化遺産に登録 

～世界が認めた本県の歴史・文化～ 

３ 
天皇皇后両陛下のご臨席のもと「全国豊かな海づくり大会」を開催 

～特色ある県産農林水産物が国内外から高評価～ 

４ 
東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプが続々決定 

～スポーツを通じて福岡県の存在感示す～ 

５ 
全国を上回る好指標で本県の景気は緩やかに拡大 

～有効求人倍率、新卒者の就職内定率が過去最高を記録～ 

６ 
「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定 

～誰もが活躍できる社会を目指して～ 

７ 
職員の不祥事が相次いで発生 

～全庁を挙げ再発防止を推進～ 

８ 
外国人観光客数が過去最高を更新 

～受入体制をさらに強化～ 

９ 
「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定 

～県民の皆さんが安全で安心して暮らせる県づくりを目指して～ 

10 
小石原焼・福島善三氏が人間国宝に認定 

～「平成３０年伝統的工芸品月間国民会議全国大会」の本県開催も決定～ 
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平成２９年県政１０大ニュース 

 

１ 「平成２９年７月九州北部豪雨」災害の発生 

～被災地の応急対応と復旧に全力で取り組む～ 

 

７月に発生した九州北部豪雨により、朝倉市、東峰村を中心に甚大な被害が発生

しました。県内で３６人の尊い命が失われ、現在も２人の方の捜索が続けられてい

ます。被害額は１，９４１億円に上り、本県で戦後最大の災害となりました。 

県では、発災直後から、人命救助など応急対応と被災地の復旧に全力で取り組ん

できました。公共土木施設や農地・農業用施設の復旧については、国に対しても、

でき得る限りの支援を要請してきた結果、被災後１か月あまりで激甚災害の指定を

受けるとともに、３河川について、国の権限代行による本格的復旧が行われること

となりました。 

また、被災地の県管理河川のうち、要望していた１３河川全てが、国の改良復旧

事業に採択されました。その他の公共土木施設や農地・農業用施設についても、災

害復旧事業採択のための査定は年内に終わる予定です。 

災害対策としては過去最大となる県の補正予算１，００９億円はもとより、国の

予算も最大限に活用し、引き続き、被災者お一人お一人の生活再建、商工業者、農

林漁業者の事業継続支援、道路、河川など公共土木施設の改良復旧に取り組んでま

いります。 

１０月、天皇皇后両陛下に朝倉市を御訪問いただき、被災者お一人お一人、また、

災害対応に尽力された方々に温かいお見舞い、励まし、労いのお言葉を賜りました。 

また、この災害に対して、多くの皆さんから義援金、寄附金を頂戴しました。そ

の額は、義援金が３１億円、寄附金が７千万円をそれぞれ超えています。加えて、

県内外から５万人を超える方々がボランティア活動に取り組んでいただくなど、被

災地への支援の輪は県内外へと広がっています。 
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２ 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群が世界文化遺産に登録 

 ～世界が認めた本県の歴史・文化～ 

 

７月、かねてからの念願であった「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」のユ

ネスコ世界文化遺産登録が実現しました。 

５月、ユネスコの諮問機関であるイコモスは、我々が推薦した８構成資産のうち

４資産のみの登録を勧告しましたが、県、地元、政府が一体となり、国を挙げて世

界遺産委員会のメンバー国の理解を求める努力を続けました。その結果、ポーラン

ド・クラクフで開催されたユネスコ世界遺産委員会において、全構成資産の登録が

叶い、「明治日本の産業革命遺産」に続き、本県で２つ目の世界遺産が誕生しました。

構成資産の一つである宗像大社には、天皇皇后両陛下に御訪問いただきました。 

今後は、次の世代にしっかり引き継いでいくとともに、この遺産にふさわしい形

での利活用をするため、１０月に発足した「保存活用協議会」を中心として、「保存

管理」と「公開活用」の両面について具体的な施策を進めていきます。 

１０月、江戸時代に朝鮮国から日本国に派遣された「朝鮮通信使に関する記録」

がユネスコの「世界の記憶」に登録されました。この記録の中には、本県に関連す

る福岡藩朝鮮通信使記録（黒田家文書）、小倉藩朝鮮通信使対馬易地聘礼
えきちへいれい

記録（小笠

原文庫）の２件２１点が含まれます。 

これらの資産等に加え、県内の古代遺跡・史跡等と県内各地の観光の魅力を発信

する「『ご来福』しよう」と題したプロモーションを開始、県内を周遊するモデルコ

ースの造成のほか、体験プログラムや講演等による情報発信を行っています。 

今後も、多くの観光客の方に県内各地を周遊していただけるよう広域的な観光振

興に取り組んでまいります。 

 

 

３ 天皇皇后両陛下のご臨席のもと「全国豊かな海づくり大会」を開催 

 ～特色ある県産農林水産物が国内外から高評価～ 

 

１０月２８日、２９日、天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ「第３７回全国豊かな海

づくり大会福岡大会」を宗像市で開催しました。 

大会を通じ、本県各地が誇る水産業、水産物はもとより、歴史・伝統・文化など、

本県の様々な魅力と元気の良さをアピールすることができました。 

農業分野では、「あまおう」の販売単価が１３年連続日本一を達成するとともに、

販売単価、販売総額ともに過去最高を更新。また、県が開発し１０月に品種登録さ

れた福岡の新しい米「実りつくし」の販売が開始されました。 

さらに、「博多和牛」が９月に開催された「第１１回全国和牛能力共進会」に初出

場し、最高ランクの５等級に格付けされました。 

本県が誇る農林水産物は海外でも高く評価されており、県産農林水産物の輸出額

は年々増加しています。 

今後も、ブランド化の推進や輸出促進など農林水産物の競争力を強化し、大事な

本県農林水産業をしっかり守っていくと同時に、「攻め」の産業を目指します。 
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４ 東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプが続々決定 

 ～スポーツを通じて福岡県の存在感示す～ 

 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプについて、昨年

までに、県と福岡市が合同でスウェーデン、ノルウェーと、今年新たに、県と合同

で、久留米市がケニア、宗像市がブルガリア、柳川市、みやま市、みやこ町、築上

町がオセアニア諸国と、それぞれ事前キャンプを実施することで基本合意しました。

加えて、北九州市もタイと基本合意し、本県は全国有数のキャンプ地となっていま

す。 

また、１１月には、ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ日本大会の試合日程が発

表され、福岡会場では、世界ランキング３位のアイルランドなど世界最高峰の試合

が繰り広げられることとなりました。 

プロ野球では、福岡ソフトバンクホークスがパ・リーグ史上最速でのリーグ優勝

を果たし、クライマックスシリーズでは２連敗からの３連勝で突破、さらに、日本

シリーズでは劇的なサヨナラ勝利で日本一を達成しました。 

こうしたスポーツの盛り上がりを通じて、国内外に本県の存在感を広く示すこと

ができました。 

今後も大規模国際スポーツ大会等を契機として、スポーツ振興、インバウンド客

の誘致、地域の活性化を図ってまいります。 

 

 

５ 全国を上回る好指標で本県の景気は緩やかに拡大 

 ～有効求人倍率、新卒者の就職内定率が過去最高を記録～ 

 

わが国の経済の緩やかな回復基調が続く中、本県経済は、生産、輸出、消費など

の指標が全国を上回るなど、景気は緩やかに拡大しつつあります。 

本県の１１月の有効求人倍率は過去最高の１．６０倍となり、２か月連続で全国

平均（１．５６倍）を上回りました。また、新卒者の就職内定率も、高卒者が９９．

４％、大卒者等が９４．３％で過去最高となるなど、着実に雇用の改善は進んでお

り、この１年間で就業者数は２４６万１千人から２５０万４千人と４万３千人増え

ました。 

引き続き、この景気の拡大を県内各地の皆さんが実感できるようにしていくとと

もに、魅力ある雇用の場を一つでも多く作っていくため、県内雇用の約８割を担う

中小企業の振興、各地域の特色を生かした産業の振興を図ってまいります。 
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６ 「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定 

 ～誰もが活躍できる社会を目指して～ 

 

１０月、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、「福岡

県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を制定しました。 

また、従業員が仕事と介護の両立を図りながら、引き続き、その能力を生かして

働くことができる社会の実現を目指し、「介護応援宣言企業」登録制度を創設しまし

た。 

さらに、子どもの貧困対策として、県内５か所目となる「田川子ども支援オフィ

ス」を開設するとともに、放課後児童クラブ（学童保育）における低所得世帯への

助成を進めており、生活保護世帯については４５市町村（前年度より１１市町村増

加）、住民非課税世帯については４０市町村（前年度より１３市町村増加）が助成を

実施しています。 

このほか、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、「福岡県働き方改革推進

大会」の開催や企業に対するアドバイザーの派遣等を行っています。 

引き続き、県では、女性、高齢者をはじめ誰もがその感性や発想、経験を生かし

て活躍できる社会の構築を進めるとともに、いろいろな課題や問題を抱えている県

民の方々に寄り添う「温かみ」のある行政に力を入れてまいります。 

 

７ 職員の不祥事が相次いで発生 

～全庁を挙げ再発防止を推進～ 

 

８月以降、飲酒運転をはじめとして、職員が逮捕される事態が相次いで発生しま

した。 

県では、不祥事の再発防止に向け、職員一人ひとりが高い公務員倫理意識を持つ

よう、知事から全職員に対して訓示を行うとともに、不祥事を自分のこととして考

えるための職場討議、風通しの良い職場づくり、適正飲酒に関する研修の実施など、

全庁を挙げて様々な取組を進めています。 

また、幅広い処分の選択肢を確保する観点から、懲戒処分の停職期間を最長６か

月から１２か月に引き上げることについて、条例改正に向け取り組んでいます。 

職員が一丸となり、不退転の決意を持って不祥事の再発防止に取り組み、県民の

皆様の信頼回復に努めてまいります。 

 

８ 外国人観光客数が過去最高を更新 

～受入体制をさらに強化～ 

 

平成２９年の本県への外国人の訪問者数は２８０万人、外国籍のクルーズ船の入

港船舶数は３２０隻と、それぞれ過去最高を更新する見込みです。 

県では、地域にある様々な観光資源の魅力向上と心温まるおもてなしにより、観

光客の満足度を高め、より多く県内各地に呼び込むため、７月、「福岡県観光振興指

針」を策定しました。また、ホテル、旅館、観光案内所のスタッフと外国人旅行者

が円滑なコミュニケーションを図ることができるよう、２４時間３６５日１５言語

に対応した「ふくおかよかとこコールセンター」を開設するなど、外国人観光客の

受入体制をさらに強化しています。 

加えて、４月、本県と福岡市が共同で設置している「福岡アジア医療サポートセ

ンター」に、外国人に対して２４時間３６５日１５言語による電話通訳と医療に関

する案内を行う「医療に関する外国語対応コールセンター」を新たに開設し、外国

人の方々が本県で安心して医療を受けられる体制も充実させています。 
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９ 「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定 

 ～県民の皆さんが安全で安心して暮らせる県づくりを目指して～ 

 

３月、自転車の安全な利用と自転車事故の防止を図るため、「福岡県自転車の安全

で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、１０月から、自転車利用者の損害賠

償保険の加入を努力義務化しました。あわせて、加入年齢無制限で最高１億円まで

補償する「ふくおかの県民自転車保険」を創設しました。 

また、本県では、全国に先駆け、平成２２年に「福岡県暴力団排除条例」を制定、

県、警察、行政、事業者、県民一体となって暴力団排除に取り組んでいます。今年

も、未解決であった殺人事件等重要凶悪事件の検挙など、暴力団壊滅に向けて、着

実にその成果を挙げています。 

併せて、元暴力団員を雇用する企業に対する支援などその社会復帰対策に取り組

み、１１月までに県内で１５人が新たな仕事に就きました。 

こうした治安面での取組を進め、県民の皆さんが安全に安心して暮らすことがで

きる社会を目指していきます。 

 

 

10 小石原焼・福島善三氏が人間国宝に認定 

～「平成３０年伝統的工芸品月間国民会議全国大会」の本県開催も決定～ 

 

１０月、東峰村の福島善三氏が「小石原焼」の技術で国の重要無形文化財保持者、

いわゆる人間国宝に認定されました。本県における人間国宝の認定は「博多織」の小

川規三郎氏に次いで１４年ぶりとなります。 

また、「博多織伝来７７７年」「久留米絣考案者（井上伝）没後１５０年」「小石原焼

伝統産業会館２０周年」など、県内の伝統的工芸品に関わる様々な節目を迎える来年、

「平成３０年伝統的工芸品月間国民会議全国大会」が３０年ぶりに本県で開催される

ことが決定しました。この大会は、経済産業省が伝統的工芸品に対する国民の理解と

その普及を目的に、昭和５９年から毎年伝統的工芸品月間である１１月に全国各地で

開催している大会で、毎年５万から１０万人の方が来場し大変盛り上がる大会です。 

大会では、福岡県から、伝統的工芸品の素晴らしさと日本の伝統文化の魅力を国内

外に発信し、伝統的工芸品産業の振興に繋げていくとともに、東峰村の小石原焼をは

じめ被災地の復興ぶりをアピールします。 
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「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を施行

江口副知事が就任

新たな「福岡県総合計画」、「福岡県行政改革大綱」に基づく県政がスタート

「医療に関する外国語対応コールセンター」を開設

新しい「福岡県消防学校」の供用を開始

九州国立博物館が「夜間開館」を開始

福岡県大阪事務所「ふくおかよかもん・よかとこプロモーションセンター」活動開始

「今宿人形」を県知事指定特産民工芸品に指定

下関北九州道路の早期実現を目指して、「下関北九州道路調査検討会」での具体的な調査検討が開始

「平成３０年度伝統的工芸品月間国民会議全国大会」の福岡県開催が決定

生活困窮世帯の子どもの「学習支援ボランティア人材バンク事業（ＨＰ「エール」）」を開始

「福岡県庁における『働き方改革』の取組み方針」を策定

ノーベル賞受賞者 大隅良典 東京工業大学栄誉教授へ「福岡県県民栄誉賞」を贈呈

宿泊施設等向け電話通訳サービス「ふくおかよかとこコールセンター」を開設

全国初、県と市町村の共同運営による「福岡県オープンデータサイト」の開設

筑後広域公園　屋外５０メートルプールがオープン

がんの患者とその家族のための「がん就労相談支援事業」を開始

九州北部豪雨発生、応急対応と被災地の復旧に全力で取り組む

県内全域に被災者生活再建支援法を適用

「『神宿る島』沖ノ島と関連遺産群」がユネスコの「世界文化遺産」に登録

”ご来福”の推進に向けて「福岡県観光振興指針」を策定

全国初。九州北部豪雨災害からの復旧に向け、国の権限代行による河川の応急復旧工事が決定

県内５か所目となる「子ども支援オフィス（田川オフィス）」を開設。相談支援体制を充実・強化

多言語で魅力を発信。福岡県の「伝統的工芸品」ＷＥＢページを開設

４月

５月

６月

７月

平成２９年度県政をめぐる主な出来事２
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平成２９年７月九州北部豪雨が激甚災害に指定

九州北部豪雨災害被災地の観光復興を支援するため、旅行商品の割引を行う「ふくおか応援割」の販売を開始

九州北部豪雨による被災者のための応急仮設住宅（第1次：57戸）が完成

「福岡県災害復興販売支援センター」を開設

ケニア共和国が2020年東京オリンピック事前キャンプ地を久留米市に決定

朝倉県土整備事務所に「災害事業センター」を設置し、復旧・復興に向けて体制を強化

従業員の仕事と介護の両立を支援する「介護応援宣言企業登録制度」を創設

「福岡県働き方改革推進大会」を初開催

全国和牛能力共進会で「博多和牛」を初出品。最高ランクの５等級に格付け

介護と仕事の両立「休日街かど相談」を開始

九州北部豪雨の災害復旧・復興のため、災害対策としては過去最大規模の補正予算を編成

医療型障がい児入所施設「福岡県立粕屋新光園」の建替工事が完了

「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」を施行

九州芸文館来場者数が４０万人を突破

小石原焼産地の早期復興を目指し、「共同窯」が完成

小石原焼・福島善三氏が重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定

JR博多駅で「農福連携マルシェ」を初開催

天皇皇后両陛下が九州北部豪雨被災地（朝倉市）を御訪問

天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ「第３７回全国豊かな海づくり大会」を開催

ラグビーワールドカップ２０１９　　２年前イベントを開催

「朝鮮通信使に関する記録」がユネスコ「世界の記憶」に登録

ラグビーワールドカップ２０１９福岡開催の試合日程が決定

福岡ソフトバンクホークスが日本シリーズ優勝

「民生委員制度創設１００周年記念大会」を開催

「福岡共同公文書館」が開館５周年

第１回「九州・山口７０歳現役社会推進大会」を福岡県で開催

相次ぐ不祥事に対し知事が訓示。対策を強化

９月

１１月

８月

１０月
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九州北部豪雨災害からの復旧に向け、国の権限代行による河川の本格復旧工事の実施が決定

ブルガリア柔道チームが２０２０東京オリンピック事前キャンプ地を宗像市に決定

オセアニア諸国が２０２０年東京オリンピックピックの事前キャンプ地を柳川市、みやま市、みやこ町、築上町に決定

「福岡県・江蘇省友好提携２５周年記念訪問団」を派遣

九州北部豪雨災害からの復旧に向け国へ要望していた改良復旧事業が、県管理１３河川すべてで採択

福岡県女性の活躍推進ポータルサイト「女性の活躍応援たい！」を新たにオープン

女子７人制ラグビーロシア女子チームが２０２０年東京オリンピックの事前キャンプ地を宗像市に決定

スペースワールド閉園。従業員の再就職支援などに取り組む

東京2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー　朝倉市をスタートに「フラッグ歓迎イベント」を県内各地で開催

「福岡県・デリー準州友好提携１０周年記念訪問団」を派遣

ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏによる北九州空港への貨物定期便の就航が決定

県の災害備蓄物資（食糧）をフードバンク団体へ寄贈

「復興支援プレミアム付き地域商品券」の販売開始

首都圏でのさらなる木材利用拡大に向け、ＷＯＯＤコレクション2018に初出展

米国本土に初めて福岡県産みかんを輸出、販売フェアを開催

タイ国政府が福岡県内への総領事館設置を発表

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　世界遺産登録記念東京シンポジウムを開催

「あまおう」本格販売開始から１５周年。輸出拡大に向け、米国各地であまおう販売促進フェアを開催

Ｇ２０財務大臣・中央銀行総裁会議の福岡開催が決定

「九州６県合同企業説明会in東京」を初開催

五ケ山ダム・伊良原ダムが竣工

はかた地どり誕生３０周年。記念式典を開催

那珂川町の市制施行（平成３０年１０月１日）について県議会で議決

「福岡県犯罪被害者等支援条例」が制定

３月

１月

２月

１２月
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