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昭和40年  6月21日／福岡市生まれ

昭和59年 西南学院高等学校卒業

平成 元年 西南学院大学商学部商学科卒業

平成 元年 近畿日本ツーリスト（株）入社

平成  8年 衆議院議員秘書（国会内）

平成16年（株）九電ビジネスフロント入社

平成19年 県議会議員初当選

平成23年 県議会議員2期目当選

平成27年 県議会議員3期目当選

平成29年 第79代福岡県議会副議長就任

平成31年 県議会議員4期目当選

PROFILE
〇第79代福岡県議会副議長
〇福岡県議会警察委員会委員
〇スポーツ立県調査特別委員会委員
〇福岡県スポーツ議員連盟副会長
〇九州電力総連組織内議員

〇西南学院高等学校同窓会評議員
〇西南学院大学百道会会員
〇福岡博多東ライオンズクラブ会員
〇別府小学校おやじの会特別会員
〇連合福岡議員懇談会幹事長

〈家族〉妻　聡子（社会福祉士・介護支援専門員）　ラニ（柴系犬）

ホームページ
ホームページ上で政策や日々の活動をご紹介すると共に、県民の皆様のご意見ご質問を随時受付しております。
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活動アルバム MORIYA ALBUM

「別府小学校おやじの会」の定例会に参加しました。「よかとこ福岡！地域フェア2022」を訪問しました。国際アルツハイマーデーのイベントに参加しました。

台風14号通過後の樋井川を視察しました。

「県政報告会」を行いました。 「とちぎ国体」の開会式に参加しました。 在福岡韓国領事館の朴建燦総領事等と共に。

「飲酒運転撲滅福岡県民大会」に参加しました。 「福岡県民スポーツ大会」の開会式に参加しました。 堤小学校の避難所開設のお手伝いをしました。

「田島校区文化祭」を訪問しました。 在福岡タイ王国総領事と共に。

県政
報告

原油価格・物価高騰等総合緊急対策
873億3400万円余可決

9月
定例県議会

9月補正予算等を審議する県議会9月定例会は9月9日開会し、
服部知事から800億8千万円余の補正予算が提出されました。予算
案の内容は、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策
として33億3000万円余、新型コロナウイルス感染症対策として
693億7000万円余、安全安心の確保対策等として71億4000万
円余、地域活性化として2億2000万円余が計上されました。
9月29日、知事から新たに、物価高騰対策の追加補正として72億5000万円余が追加提案され、それら

を含めて補正総額は873億3400万円余になり、同日、早期可決されました。
9月議会は2021年度決算案を審議した「決算特別委員会」を挟んで、10月14日すべての議案を可決し、
閉会しました。また、今議会では2増2減の「福岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において
選挙すべき議員の数に関する条例」等も議員提案で可決しました。

9月補正予算の概要
コロナ禍における原油価格・ 
物価高騰等総合緊急対策

危機に強い経済構造の実現

■事業継続の支援
●ワンヘルス推進につながる化学肥
料低減を支援　　22億9300万円余
●飼料購入経費を支援

13億2800万円余
●地域の公共交通を支援

7億4000万円余
●県制度融資に「物価高騰特別枠」を
　創設　　　　　　　　　5600万円
●修学旅行の誘致による観光事業者
への支援を拡大　　　2200万円余

■中小企業への支援
●県内半導体関連企業の人材確保を
緊急支援　　　　　　5300万円余

新型コロナウイルス感染症対策

■農業への支援

●中小企業のDXを支援　9800万円余
●中小企業の新製品開発、低コスト化
を支援　　　　　　2億2200万円余
●FCトラックの先進拠点を構築

1億円余 (西日本初)
●トラック運送事業者のエコタイヤ
導入を支援　　　　　3億600万円余
●生産ラインを支える技術系人材を
育成　　　　　　　1億600万円余

●「あまおうの匠」の技を伝承
1億3700万円余

■第7波における検査数や新規陽性者
　数を踏まえ、下半期の所要額を措置
●入院病床、宿泊療養施設を確保　

565億6500万円余

安全・安心の確保

■安全・安心、 地域防災力の強化
●道路の安全を確保59億9200万円余
●流域治水を推進　 9億9000万円余
●土砂災害防止、港湾の老朽化対策等
を実施　　　　　17億4400万円余

地域活性化

■児童虐待防止対策の強化

●医療費支援、抗原定性検査キットの
無料配布を実施　61億9700万円余
●ワクチン接種を促進

6億4200万円余
物価高騰対策追加補正（9月29日提案分）

■医療・福祉・教育施設に対し、高騰する
　光熱水費等を支援
●医療施設等　　 37億3400万円余
●社会福祉施設　 29億5400万円余
●保育施設　　　　　2億1100万円余
●私立幼稚園、私立学校

2億8900万円余
●子ども食堂　　　　　　　600万円

●パピオアイスアリーナの再開を支援
1億2300万円余

新 新

新

新

新

●児童虐待防止のためのSNS相談窓
口を開設　　　　　　2200万円余

新

新

●動物とふれあい、学ぶ「ワンヘルス
　パーク」を整備　　　　6200万円余
新

新

新

新

新
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「国道202号線・中村大学前交差点改良工事」につきまして城南区の「交通関係改善箇所」につきまして
国道202号線・中村大学前交差点の改良工事が進んでいます。城南警察署別府交番も2021年4月にセットバック
して、新しく開設されました。将来の中村大学前の交差点はどの様になるのか記載します。

概　要 中村大学前交差点改良工事は下り線（別府橋⇒荒江交差点）
における直進車線の2車線化及び交差点のコンパクト化を実
施することにより交通事故防止、渋滞の緩和を図るものです。

現　状 中村大学前交差点は国道202号と城南学園通りとが、交わる
交差点で、下り車線において交差点手前で、直進2車線から
直進1車線になる事により、無理な車線変更に伴う追突事故
等が発生しています。

改　良 荒江交差点方面への直進車線を１車線追加
別府2丁目交差点～城西団地入り口交差点に自転車通行
スペースを新設

整備効果 交差点の改良により交通事故の低減と渋滞の緩和を図ります。

今　後 令和3年度　　　　　調査設計、工事を推進
令和4年12月末迄　歩道整備、新設車線のための信号機等移設
令和5年01月末迄　歩道部完成（予定）
令和5年02月末迄   新設道路部完成（予定）
※現場の状況により工事日程が変更になる事があります。

■国道202号線　中村大学前交差点改良事業概要

城南警察署が今年4月に七隈に創設され、城南区の街中に警察車両をよ
く目にして、安心を感じるといった声をたくさん頂きました。城南警察署の
皆さんは昼夜問わず、私たちの生命や財産、生活等を守ってくれています。
城南区内での「交通関係改善箇所」について県警本部から報告を頂き

ましたので、記載致します。尚、令和3年度中及び令和4年度8月末までの
実績となります。

※住民からの要望のほか、警察官の点検等を通じて把握したものも含みます。
なお、交通規制に基づかない注意喚起標示等の法定外表示や、ガードレール、
カーブミラーの設置についても、道路管理者と連携して設置してます。設置箇
所等につきましては、城南区役所等の道路管理者への問い合わせをお願いい
たします。

1 信号機関係～2か所 
　・ 押しボタン式信号機新設…城南区南片江6-17(南片江橋北)
　・ 信号機改良(視覚制限)　…城南区堤1-9(下堤交差点)
　※一方向からしか見えないようにするもの

2 道路標識・標示関係～152か所

吉塚商店街の「リトルアジア」を訪問しました。 県庁のレストランで昼食を頂きました。

城南警察署　持丸宗德署長と共に

城南区内交通事故死傷者数

死亡者数

重傷者数

軽傷者数

本年

0

11

270

前年比

±0

+5

-14

9月27日に福岡国道事務所から説明を受けました。

道路標識の更新

停止線の更新

横断歩道の更新

令和3年度
令和4年度
令和3年度
令和4年度
令和3年度

城南区七隈3-5 など　77か所
　〃　片江4-18など　12か所
城南区長尾2-6 など　21か所
　〃　長尾3-29など　19か所
城南区片江2-12など　23か所

（資料：福岡国道事務所）

福岡市市民総合防災訓練 『学生インターン生』との取り組み
学生をインターン生として事務所に迎え入れ16年

が経過しました。年2回各2ヶ月間、議会活動、地域
活動を共にします。今回の学生は「食物ロス」を無く
す取り組みをテーマにして政策を練り上げ発表し
ました。
社会に出る前のこの時期に、少しでも政治に

触れて、身近に感じて貰えると嬉しいです。学生の
皆様と対話することで私も大変勉強になりました。

10月16日堤小学校において、防災訓練が行われ
ました。消防、城南警察、自衛隊、城南区役所はじめ、
地域や民間企業も一体となって、いざという時に備
え訓練を行いました。堤地区の皆さんは日頃から、
避難所設置や防災に対して取り組んでおられます。
いざという時のために、各種ハザードマップを確認
したり、近くの避難所までの経路を実際に歩いたり
するなど、事前に計画を立てて災害に備えることが
重要です。

城南区内交通事故発生状況

死亡事故

重傷事故

軽傷事故

本年

0

11

209

前年比

±0

+5

-24

（令和4年1月～9月）

（福岡県警ホームページより）


