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基本方向 感染症や災害に負けない強靭な社会をつくる 

30の取組事項（中項目） 
番号 数値目標名 

当初値 目標値 

 施策（小項目） （R２年度） （R８年度） 

２７ 感染症対策の推進 

 (1) 感染症対策の推
進 140 

全結核罹患率（人口１０万人当たりの結核患
者数） 

10 

（R２年） 

7 以下 

(R７年） 

２８ 災害からの復旧・復興、防災・減災、県土強靭化 

 

(1) 災害からの復旧・
復興、防災・減災、県土
強靭化の推進 

141 「氾濫推定図」の作成・公表数 

100 河川 

（累計） 

（R３年度） 

全て公表 

（累計 2９３ 河川） 

（R５年度） 

142 
15m未満の県管理道路橋の落橋・崩壊防止
対策の実施橋梁数 

34 橋 

（累計） 

全て実施 

（累計 64 橋） 

143 高潮特別警戒水位の設定・公表数 － 
全て公表 

（累計 3 沿岸） 

144 特定建築物の耐震化率 88.5 ％ 
100 ％ 

（R７年度） 

２９ 地域防災力と危機管理の強化 

 

(1) 地域防災力と危
機管理の強化 

145 消防団員充足率 91.4 ％ 91.9 ％ 

146 自主防災組織の組織率 94.7 ％ 96.2 ％ 

147 
避難行動要支援者の個別避難計画の作成
率が 70%超の市町村数 

34 市町村 

（累計） 

60 市町村 

（累計） 

 

基本方向 将来の発展を支える基盤をつくる 

30の取組事項（中項目） 
番号 数値目標名 

当初値 目標値 

 施策（小項目） （R２年度） （R８年度） 

３０ 生活と産業の発展を支える社会基盤の整備 

 

(1) 福岡空港・北九州
空港の機能強化、鉄道
ネットワークの強化 

148 北九州空港の利用者数 ３３ 万人 212 万人 

149 北九州空港の航空貨物取扱量 15,362 トン 42,000 トン 

150 鉄道利用者数 
1,389 千人／日 

（R１年度） 
維持 

(2) 道路、港湾の整備 

151 鳥栖朝倉線（味坂 SIC（仮称）工区）の整備 － 
完成 

（R５年度） 

152 三池港コンテナ取扱個数 18,935 TEU 24,000 TEU 
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福岡県総合計画の策定経過 

 

１ 福岡県総合計画審議会 

    第 1回 2021（令和 3）年  5月 31日  諮問について 

    第 2回                   7月 27日  基本フレームについて 

    第 3回       9月  6日  素案について 

    第 4回     11月 29日  原案について 

    第 5回 2022（令和 4）年  1月 25日  答申について 
 

２ 庁内会議・福岡県人口減少対策本部会議 

      2021（令和 3）年  5月 31日  次期総合計画の策定（諮問）について 

       7月 26日  次期総合計画の策定（基本フレーム）に 

ついて 

       9月  6日  次期総合計画の策定（素案）について 

      11月 29日  次期総合計画の策定（原案）について 

  2022（令和 4）年  1月 31日  次期総合計画の策定（議案）について 
 

３ 福岡県議会総務企画地域振興委員会 

      2021（令和 3）年  6月 17日  福岡県総合計画審議会への諮問について 

       8月  3日  福岡県総合計画（基本フレーム）について 

       9月 27日  福岡県総合計画審議会について 

      12月 14日  福岡県総合計画審議会について 

  ２０２２（令和 4）年  3月 18日  福岡県総合計画の策定について 
 

４ 意見募集等 

      2021（令和 3）年  7月  1日  地方創生市町村圏域会議 

      ～8月 17日 

       7月  6日  計画策定にあたっての市町村意見照会 

      ～9月  1日 

       9月 29日  福岡県総合計画の素案に対する意見募集 

     ～10月 12日  （パブリックコメント） 

      10月 15日  素案に対する市町村意見照会 

     ～10月 22日 
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福岡県総合計画の策定経過 

 

１ 福岡県総合計画審議会 

    第 1回 2021（令和 3）年  5月 31日  諮問について 

    第 2回                   7月 27日  基本フレームについて 

    第 3回       9月  6日  素案について 

    第 4回     11月 29日  原案について 

    第 5回 2022（令和 4）年  1月 25日  答申について 
 

２ 庁内会議・福岡県人口減少対策本部会議 

      2021（令和 3）年  5月 31日  次期総合計画の策定（諮問）について 

       7月 26日  次期総合計画の策定（基本フレーム）に 

ついて 

       9月  6日  次期総合計画の策定（素案）について 

      11月 29日  次期総合計画の策定（原案）について 

  2022（令和 4）年  1月 31日  次期総合計画の策定（議案）について 
 

３ 福岡県議会総務企画地域振興委員会 

      2021（令和 3）年  6月 17日  福岡県総合計画審議会への諮問について 

       8月  3日  福岡県総合計画（基本フレーム）について 

       9月 27日  福岡県総合計画審議会について 

      12月 14日  福岡県総合計画審議会について 

  ２０２２（令和 4）年  3月 18日  福岡県総合計画の策定について 
 

４ 意見募集等 

      2021（令和 3）年  7月  1日  地方創生市町村圏域会議 

      ～8月 17日 

       7月  6日  計画策定にあたっての市町村意見照会 

      ～9月  1日 

       9月 29日  福岡県総合計画の素案に対する意見募集 

     ～10月 12日  （パブリックコメント） 

      10月 15日  素案に対する市町村意見照会 

     ～10月 22日 
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福岡県総合計画審議会 委員名簿 

 

氏  名 職  名 

 伊藤 直子 西南女学院大学保健福祉学部長・教務部長・教授 

 今川 英子 北九州市立文学館館長 

 宇佐見 昇 公益財団法人北九州活性化協議会会長（㈱安川電機顧問） 

 大島 まな 九州女子大学人間科学部教授 

 大谷 清美 特定非営利活動法人チャイルドケアセンター代表理事 

 片峯 隆 福岡大学スポーツ科学部教授 

 唐池 恒二 一般社団法人九州経済連合会副会長（九州旅客鉄道㈱代表取締役会長） 

 神﨑 智子 福岡県男女共同参画センターあすばるセンター長 

 北原 美竹 農業者 

 坂井 猛 九州大学副理事・九州大学大学院人間環境学府教授 

 柴戸 隆成 一般社団法人福岡銀行協会会長（㈱福岡銀行取締役会長兼頭取） 

 清水 一史 九州大学大学院経済学研究院教授 

 傍田 賢治 ＮＨＫ福岡放送局局長 

 高山 美佳 ＬＯＣＡＬ＆ＤＥＳＩＧＮ（株）代表取締役 

 田中 綾子 福岡大学工学部教授 

 貫 正義 福岡経済同友会恒久幹事（九州電力㈱相談役） 

 乗富 幸雄 福岡県農業協同組合中央会会長 

 花田 稔之 福岡県商工会連合会会長 

 廣田 久美子 福岡県立大学人間社会学部准教授 

 藤田 桂三 日本労働組合総連合会福岡県連合会会長 

◎ 藤永 憲一 公益財団法人福岡県国際交流センター理事長 

 船越 美穂 福岡教育大学教育学部教授 

 松田 峻一良 公益社団法人福岡県医師会会長 

 森 裕亮 北九州市立大学法学部准教授 

 森 裕美子 弁護士 

○ 安浦 寛人 公益財団法人福岡アジア都市研究所理事長 

 北橋 健治 北九州市長 

 髙島 宗一郎 福岡市長 

 井上 澄和 福岡県市長会会長（春日市長） 

 永原 譲二 福岡県町村会会長（大任町長） 

 桐明 和久 福岡県議会議員 

 片岡 誠二 福岡県議会議員 

 渡辺 勝将 福岡県議会議員 

 笠 和彦 福岡県議会議員 

 川﨑 俊丸 福岡県議会議員 

 仁戸田 元氣 福岡県議会議員 

 神﨑 聡 福岡県議会議員 
（◎…会長  ○…副会長  敬称略 2022（令和 4）年 1月 1日現在） 
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