
令和5年 福岡県警察運営指針県民の安全・安心の確保
■暴力団の壊滅　■飲酒運転の撲滅　■性犯罪の根絶
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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

「南片江校区自治協フェスタ」を訪問しました「タイ王国ナショナルデー」を議連の前会長として訪問しました「城南区ふれあいフェスティバル2022」を訪問しました

警察委員会の視察で「横浜武道館」を訪問しました

「別府校区グランドゴルフ大会」で来賓挨拶を行いました 油山クリーンアップに参加しました 政治を身近に感じてもらう活動！「県政報告」を行いました

海外福岡県人会世界大会に服部知事と参加しました 別府公民館で開催された「文化祭」を訪問しました 「福岡国際マラソン2022」で優勝したマル・テフェリ選手と共に

障がいを持った方が作った「まごころ製品販売会」を訪問しました「STOP ! 長時間労働」の街頭行動を行いました
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MORIYA

◆ニセ電話詐欺対策の強化
◆児童虐待・ストーカー・DV等への的確な対処
◆サイバー空間の脅威への的確な対処

◆社会の変化に適応する警察基盤の強化
◆薬物事犯対策の強化
◆子供・高齢者等の交通事故の抑止

◆テロの未然防止と災害対策の強化
◆重要凶悪事件の徹底検挙　

福岡県議会議員

新しい年に想いを寄せて
　2023年（令和5年）、新しい年を迎えましたが、皆様におかれ
ましては、卯年の新春を如何お過ごしでしょうか。
　新型コロナウイルス感染症第8波の中での年越しとなりまし
たが、引き続き基本的な感染防止対策を徹底して、社会経済
活動を回していかなければなりません。
　皆様から県議会に送って頂いて今春で16年となります。
県議会議員として、これまで「地域の声を県政に届ける」その
想いを持ち続けながら県議会や地域で活動を行って参りました。
　この年も皆様の想いを地域の声を政治に届けて参ります。
　引き続き宜しくお願い致します。

2023年 元旦

福岡県議会「警察委員会」 12月14日開催

○令和４年度福岡県一般会計補正予算〔所管分〕2件
○福岡県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について
○福岡県警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○令和５年福岡県警察運営指針等について（下記参照ください）

最重点目標

重 点 目 標

主な審議内容につきまして



850億6千万円余の補正予算が可決。12月
議会報告

補正予算などを審議する県議会12月定例会は、12月1日開会し、服部知事から154億7百万円余の補正予算が提出
されました。当初提案の内容は、新型コロナとインフルエンザの同時流行に備える医療提供体制の強化に76億4千万円余、
地域経済の活性化等に44億6千万円余等、改定に27億8千万円余となっています。
また、国の補正予算成立を受けた696億5千万円余の補正予算が12月13日に追加提案されました。主な内容は、地域

経済の活性化に168億円余、次代を担う「人財」の育成に2億2千万円余、新型コロナ対策に14億7千万円余、安全•安心
の確保に511億2千万円余となっており、これらによって12月補正予算総額は850億6千万円余となりました。12月県
議会は12月20日すべての議案を可決し、閉会しました。

私たちの会派は20名の議員で構成される会派であり、福岡県議会における第2会派として主要な役割を担い活動
をしています。議会ごとに行う代表質問は、20名全員参加で議論を繰り返し、県民目線での政策を提案しています。
今回は直近3年間の取り組み実績の内容をお伝えします。

12月補正予算の概要
当初提案の概要

拡充

拡充

新規

新規

新規

■地域経済の活性化
　…………………44億6千万円余

地域商品券の追加発行による
消費需要の喚起
…………18億2000万円余
福岡県版Go ToEat食事券
発行…………………21億円
米麦の共同乾燥調製施設に
おける燃料購入経費を支援
……………… 2900万円余
インバウンドの県内宿泊・観光
を促進……… 9400万円余
農業DXを推進
………………4億8百万円余

●天神中央公園のライトアップ
　……………………… 1億円

新規

新規

■新型コロナウイルス感染症対策
　……………… 76億4千万円余

オンライン診療センターを
開設……11億6000万円余
発熱外来の混雑状況確認
システムの構築 400万円余

拡充

新規

農林水産業への支援
高性能機械・設備導入により
生産性を向上
………… 30億7000万円余

●ハ女茶やマダイ等の輸出を
　拡大……10億1000万円余
野生イノシシの豚熱検査体制
を強化 ………1000万円余

将来の発展基盤の充実
●基幹的道路を整備
　………… 54億8000万円余

新規

新規

■次代を担う「人財」の育成
農業高校においてDX人材を
育成 ………… 2600万円余
公立中学校における休日の
部活動の地域移行を支援　
………………… 500万円余

新規事業承継を契機とした新たな
取組みを支援…2000万円余

拡充
■新型コロナウイルス感染症対策

年末年始の帰省者等への無料
検査を実施 … 7600万円余

新規

新規

新規

新規

■安全•安心の確保
安全で安心な地域づくり

子どもの送迎用パスヘの
安全装置の導入を支援
………… 14億8000万円余
子どもの送迎における安全
管理のための研修を実施　
……………… 1000万円余
妊娠から出産・子育てまでを
一貫して支援　　　　　
………… 65億8000万円余
霊感商法の被害防止のため
の啓発強化…… 400万円余

●学校等における感染防止対
策を支援13億9000万円余

新規

防災•減災•県土強靱化
●緊急輸送道路等を整備

120億8000万円余
●洪水・土砂災害防止、港湾の
　老朽化対策等を推進
　……… 208億3000万円余
●ため池等の安全対策を実施
　………… 44億2000万円余
盛土規制区域の指定のため
の調査を実施…298万円余

休日・夜間に診療検査を行う
発熱外来等に協力金を給付
…………… 2億7000万円余
PCR検査等医療責の自己負担
分支援… 40億5000万円余
無症状者への無料検査を実施
………… 21億4000万円余

拡充

拡充

拡充

追加提案の概要

新規

■地域経済の活性化と成長•発展
事業継続の支援
●「新たな福岡の避密の旅」
　観光キャンペーン
　………… 66億9000万円余
県制度融資に「経営改善借
換資金」を創設……500万円

新規

拡充

拡充

危機に強い経済構造の実現
中小企業への支援

経営革新を推進
…………… 2億600万円余
新製品開発等を支援
……………… 9000万円余
デジタル化を支援
……………… 7000万円余

福岡県パートナーシップ宣誓制度

2022年4月より運用開始

提案
実現

コロナ コロナ

来期の収入保険に加入する際
の保険料の一部を県が助成

学校学校 正規教員率の向上少人数学級の実現

ワクチン優先接種の対象拡大

●保育士●教職員
●放課後児童クラブの職員
●消防団員●介護サービス事業所の職員
●障がい福祉サービス事業所の職員
●児童養護施設の職員など

後遺症の相談窓口 学校 制服の選択制の拡大

子ども 児童相談所の人員増幅へ 子ども「子どもの貧困ゼロ」に向けて

地域交通 移動手段の充実災害災害 福祉避難所の拡充農業者収入保険制度の加入促進

環境環境 脱炭素化の促進再生可能エネルギーの導入促進

後遺症診療相談窓口
開設が実現

スカート・スラックスの選択制

中学校に対しても必要と考えるとの答弁を
引き出した。2022 年度、教職員定数増へ

➡2022年３月ゼロカーボンシティ表明

➡2022年３月改訂

福祉避難所 671箇所

35人学級
[ 小学校 ] 86.1%
[ 中学校 ] 86.8%

再生可能エネルギー
100%電力の導入

【保護者就労支援】

【養育費の確保】
➡113名へ

➡3億1,056万円

➡増員が実現

43路線

25市町へ

2021 年度

小学校：2021 年度～ 2025 年度までに
を実現

福岡県地球温暖化対策実行計画の改定

福岡県環境保全実行計画の改定も早急に検討

農業 肥料の購入経費を支援

県有施設への

アンバサダーへの参画の検討

【児童福祉司】
2019年度：78 名 ●保護者の就労を支援するため、資格取得支援

を継続 ●短時間、託児付きで学べる職業訓練

●2021年よりAIチャットボットにより24時間
365日相談可能に

2021 年 3 月
（うち指定避難所 182)

福祉避難所 699箇所
2021 年 9 月

（うち指定避難所 190)

コミュニティバス市町村域を
越える運行路線数

デマンド交通導入自治体数

を検討

BRT等の利便性向上や
安心安全の確保のため、
道路拡充や停留所、河川
の遊歩道の整備

地域交通 JR 日田彦山線沿線地域の利便性向上と振興策

2017 年度 2021 年度

→

→

93.0%

→ 97校

87.6%

【学習指導員】

（24 時間対応）

相談件数 6,716 件 (11月30日現在)

制服指定校 110 校

2022 年度選択可能校
→ 10校導入予定校

TEL092-643-3630 県立学校

47校

制服指定校 94 校

2022年度選択可能校

18校導入予定校

私立学校

肥料価格高騰の影響を受ける農業者を支援
するため、肥料代を助成

22億3,270万円

（2021年9月補正予算時点）

（2022年6月補正予算時点）

13名増員

97名増員保健師等の会計年度任用職員を

感染症対応業務に従事する保健師を

コロナ 公衆衛生体制の強化

「福岡県中小企業者等月次支援金」を創設

酒類販売事業者への給付が実現

県制度融資の返済、据置期間を最大で 3 年間延長

緊急短期雇用創出事業により9,618名の就職が実現

コロナ 雇用を守る支援

私たちの会派で提案し、実現したことを報告します。

最低賃金900円（時給）を実現
服部知事「旱期に1000円以上の達成を目指す」

私たちの会派が求めていた最低賃金の引
き揚げ目標の明示について、服部知事は

「早期に 1000 円以上達成を目指す」と
答弁されました。

会派で提案していたパートナーシップ宣誓制度
が本年4月１日から運用が開始され、11月24日
現在、39組の利用者が誕生しました。更に来
年１月１日からは、佐賀県と協定を締結し、両
県内において転居後もカードの継続利用や行政
サービスの相互利用が可能になります。

フリースクール等の支援

多様で適切な教育機会の確保に向けて
不登校支援のグランドデザインを策定

提案
実現

県教委はこれまでの不登校対策を抜本的に見直し
「不登校児童・生徒支援のグランドデザイン」を
策定しました。ここでは、フリースクール等の
民間機関との連携強化も明確にされています。
今後の取り組みに期待します。 福岡県パートナー

シップ宣誓制度の
詳細はこちら

「グランドデザイン」の
詳細はこちら

出産・子育てを応援するための経済的支援につきまして

切れ目のない子育て支援につなげるため、妊娠・子育て世帯に対する
相談支援の充実を図るとともに出産・育児支援金等を支給します。

「予　　算］ 65億8,512万9千円【新規】
「実施主体］ 市町村
［負担割合］ 国2/3、県1/6、市町村1/6
［支援内容］  ・妊娠届出時に面談のうえ5万円相当、出生届出時
　　　　　 　にも面談を行い、5万円相当 支援金等を支給 
　　　　　  ・新たに妊娠8か月前後での面談を実施


