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福岡県知事  服部 誠太郎 様 

令和３年１２月１６日 

 

                    公明党福岡県議団         

                   団   長   森下 博司 

政 審 会 長   大塚 勝利 

 

令和４年度 福岡県の予算編成に対する要望書 
 

新型コロナ感染症対策として、変異株に対する水際対策、監視体制の強

化とともに 3 回目のワクチン接種を着実に実施することが当面の課題で

ある。第 6 波に備えた万全の体制を整えるなど高い緊張感を持って対応に

あたらなければならない。 

コロナ禍で大きな打撃を受けている地域経済を早期回復させるため、ワ

クチン・検査パッケージを活用した経済社会活動の再開や新 GoTo トラベ

ル事業を補完・拡充する「福岡の避密の旅」、プレミアム付き商品券発行

支援など景気刺激策を果敢に実行して頂きたい。さらに、ウィズ・ポスト

コロナを見据えた脱炭素（グリーン）社会や、デジタル社会への変革が世

界的に進んでいるが、こうした事業者の飛躍、成長に向けた支援を行い、

経済成長、雇用の拡大へとつなげ、経済の V 字回復を果たしていく事が必

須の課題である。 

一方で、原材料の高騰による悪性インフレ等、先行きの不安感も増して

いる。経済的苦境にある中小企業、小規模事業者の状況を把握し、適切な

支援策を打ち出していくことが肝要である。 

また、豪雨災害に備えた県土の強靭化をはじめとするインフラ整備を着

実に進めるとともに、県民の人権と健康を守る福祉施策の推進、教育の充

実、安全で安心な県民生活の実現へ全力をあげて取り組んで頂きたい。 

私たち公明党県議団は長期化するコロナ禍にあって、生活者の声をもと

に政策を立案し県民に安心と希望を与え、活力ある福岡県を構築するため

に、ここに令和 4 年度予算編成にあたり以下の事項の実現を強く要望する。 
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令和４年度予算要望 

【最重点要望】 

1. 新たなコロナ変異株について、水際対策を徹底、監視体制を強化し、変異株の拡散を防

ぐこと。 

 

2. 第6波に備え、増加が見込まれる自宅療養者へ中和抗体薬、実用化される経口薬を投与

できるよう、外来や訪問診療の体制を整備し、感染拡大時には看護師が訪問し健康観察

を実施するなど医療提供体制の強化を進めること。 

 

3. 後遺症に悩む方を適切な医療につなげられるよう、相談窓口の設置や診察を行う医療機

関を選定すること。併せて、ワクチン接種の副反応により心筋症など症状を訴える患者の

実態を把握し、早急に対策を講じること。 

 

4. コロナ禍においてがん検診等の受診控えが継続している中で、がん検診の受診や医療機

関への受診が遅れないよう、働きかけること。 

 

5. コロナ禍で経済的苦境にある中小企業・小規模事業者の存続支援として、県制度融資で

は、返済期間や据置期限の延長等の、返済条件緩和措置を取るとともに、制度融資取扱

金融機関や信用保証協会に対し、事業者からの返済条件変更の相談について、柔軟な

対応を行うよう要請すること。 

 

6. コロナ禍における事業者や産業に対する支援は、その業績や環境の変化を良く見定め適

時適切な支援策が肝要である。目まぐるしく変化するコロナ禍による経済環境と、生活者

意識の変容を常に把握し、適時適切な支援策を講じること。 

 

7. コロナ禍で大きな打撃を受けている地域経済を早期回復させるため、ワクチン・検査パッケー

ジを活用した経済社会活動の再開や新 GoTo トラベル事業を補完・拡充する「福岡の避密の

旅」、プレミアム付き商品券発行支援など景気刺激策を果敢に実行すること。さらに、ウィズ・ポ

ストコロナを見据えた脱炭素（グリーン）社会や、デジタル社会への変革が世界的に進んでい

るが、こうした事業者の飛躍、成長に向けた支援を行い、経済成長、雇用の拡大へとつなげ、

経済の V字回復を果たしていくこと。 

 

 

 



 

4 

 

8. 子どもの貧困、児童虐待、ヤングケアラーなど子どもを取り巻く課題は山積しているにもか

かわらず、県の組織は複数の課にまたがっているため、子どもに対する施策を一つの課

（局）で取り組むよう組織改変すること。 

 

9. 九州北部豪雨をはじめ、5 年続いた豪雨災害からの復旧・復興をビルド・バック・ベターの

考えを取り入れ、着実に推進すること。激甚化、頻発化する自然災害に備え、ハード、ソフト

対策をさらに強力に推進すること。 

 

10. 昨年は、児童虐待件数や不登校、いじめ、子どもの自殺者数がいずれも過去最多を更新

し、極めて憂慮すべき事態である。早急に対策を協議するとともに、今後、子育て・教育を

本県の重点施策として支援を強化すること。 
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（新型コロナウイルス感染症対策） 

1. 新たなコロナ変異株について、水際対策を徹底、監視体制を強化し、変異株の拡散を防

ぐこと。（再掲） 

 

2. 第6波に備え、増加が見込まれる自宅療養者へ中和抗体薬、実用化される経口薬を投与

できるよう、外来や訪問診療の体制を整備し、感染拡大時には看護師が訪問し健康観察

を実施するなど医療提供体制の強化を進めること。（再掲） 

 

3. 3 回目のワクチン接種を市町村が着実に完了できるよう配分調整や、副反応や交互接種

の安全性への懸念を払拭する為、国からの情報を丁寧に説明を行うこと。 

 

4. 健康上の理由でワクチンを接種できない方や、感染拡大時には、無症状の方でも、無料

で PCR等検査を受けられるよう拡充すること。 

 

5. 後遺症に悩む方を適切な医療につなげられるよう、相談窓口の設置や診察を行う医療機

関を選定すること。併せて、ワクチン接種の副反応により心筋症など症状を訴える患者の

実態を把握し、早急に対策を講じること。（再掲） 

 

（総務部） 

1. 防災・減災への AI技術の活用について 

国は、治水対策を本年から「流域治水」として取り組むこととなった。更に防災基本計画を

改正し、「情報通信技術の発達を踏まえ、 AI、IoT、クラウドコンピューティング技術、SNS 

など、ICT の防災施策への積極的な活用が必要」との記述を追加した。 

① 災害対策に AIや IoT等を活用し災害の未然防止に活用すること。 

② 家屋の被害認定調査についても、AI を含め最先端技術を活用し、業務の効率化・迅

速化に向けて取り組むこと。 

 

2. 異常気象による豪雨災害が常態化しつつあることから、災害に備えた財政運営を図るこ

と。 

 

3. マイタイムラインの推進を図ること。 

 

4．アマチュア無線を災害時の状況把握などで活用すること。 
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（企画地域振興部 環境部） 

1. 温暖化対策について 

国は、「2050 年脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し各種取り組みを開始した。本

県は、九州大学に水素研究拠点を有し、平成 16 年全国に先駆けて福岡水素エネルギー

戦略会議を創設した。更に水素基本戦略の具体化を検討する「水素・燃料電池戦略協議

会」に全国の自治体から唯一参画している自治体であり、水素社会実現をリードしていく

使命がある。 

① 2050年までの二酸化炭素排出ゼロを表明すること。 

② 知事部局にエネルギー全般を所管する知事直轄の組織を作ること。 

③ 北九州市響灘に設置された環境省の再エネ活用の水素製造・供給実証事業の製

造・貯蔵・運搬・利用の実装を国内外に発信すること。 

④ 県のホームページで水素社会実現に向けての発信を強化すること。 

⑤ 北九州市響灘に整備される洋上風力発電について、港の整備、人材育成を行うこと。 

⑥ 九州大学の水素研究の人材育成、人材確保を支援すること。 

⑦ 九経連の成長戦略「九州の未来のエネルギーへの提言」を支援すること。 

⑧ 水素ステーションの拡充に取り組むこと。 

 

２．公共交通政策について、計画策定時の調査はもとより、執行された事業の実態調査や得ら

れた結果を分析し、次期計画に反映させる仕組みを整えること。 

 

３．海外との自治体間交流を一層推進するとともに、文化、経済、教育など多方面での海外と

の民間交流を推進すること。 

 

４．環境対策 

県執行部が「環境対策協議会」の会議の議題に上げるためには、「環境保全対策に関する重

要事項」という文言があり、相談しづらい現実がある。 

「環境対策協議会」の運用に環境に対する相談、アドバイスが受けられるようにすること。 

 

（人づくり県民生活部） 

1. 女性の地位向上のため県の女性幹部職員の登用を一層推進すること。 

 

2. 県内の世界遺産の認知度向上と来訪を促進すること。 
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3. AI を使った「出会い」の場の創出や「結婚新生活支援事業」の市町村の取り組みをさら

に推進すること。 

 

4. 新型コロナ感染症の影響で、女性の雇止めなど雇用環境が悪化したほか、ＤＶや性暴力

の増加・深刻化が進み、女性の自殺者数が増加している。これら女性を取り巻く問題に早

急に対策を講じること。 

 

（保健医療介護部） 

1. 健康長寿について(高血圧対策) 

健康長寿対策で高血圧対策は、イギリスのパンの減塩対策にみられるように、取り組んだ分だ

け結果が表れやすい。 

① KDB システムを活用し、生活習慣病に大きく関係する高血圧や高血糖、高脂質といった

リスクを抱えた被保険者数を市町村ごとに年齢別、性別に区分して、県内全ての市町村に

対し情報提供すること。 

② 「高血圧ゼロのまち」モデルタウン等について日本高血圧学会と連携し、取り組みの進捗

状況や成果を把握し、市町村に情報提供すること。 

③ 県内の食塩摂取量の簡易測定器を貸し出し、住民への計測の実施や、 特定健診や健康

相談の際に計測を行っている市町村の情報提供をすること。 

④ 減塩食品の広報について県民運動専用のサイトなどで紹介し、県民会議において 学会

から講師を招き講演を行うなど、減塩食品の普及を行うこと。 

⑤ 【教育庁】減塩学会の生活習慣病予防に係るテキストの利用について、小学校で活用す

ること。 

 

2. 高齢者施設の口腔ケアについて 

高齢者施設の職員全員が口腔ケアを習得し実施することで利用者の健康長寿、誤嚥性

肺炎防止、介護職員の負担軽減、離職率の軽減、職員の収入増、ひいては、医療費の削

減にも繋がる。 

① 高齢者施設において全職員が、正しい口腔ケアを実施し、誤嚥性肺炎ゼロを目指す取り

組みを実施すること。 

② 成功事例を広報すること。 

 

3. 不妊治療や不育症治療について、保険適用、助成費が大幅に拡充されることに伴い、治療

を希望する方の増加が見込まれることから、相談体制の拡充とスキルアップ、仕事との両

立支援、治療についての企業や県民の理解促進など支援を強化すること。 
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4. 県条例に基づきワンヘルスの理念に基づいた施策を展開すること。 

 

５．県内全ての市町村のこども医療費が同一水準となるよう制度設計すること。 

 

６．こどもホスピス開設について支援すること。 

 

７．コロナ禍で労働環境が悪化した宿泊業・飲食サービス業で働く方々への心のケアに関する

窓口の周知徹底を図ること。 

 

8．市町村が実施するがん検診を広報・啓発するとともに、ピロリ菌除菌の保険適用など胃が

ん予防の啓発・推進を行うこと。佐賀県、鹿児島県等が推進する若年層へのピロリ菌検査につ

いて、他県の実施状況、その効果について調査し、本県での対策を検討すること。 

 

（福祉労働部） 

1. 知的障がいの基準の統一 

知的障がい者が県を超えて転居する際、県によって基準が違うため、障がい者サービスに

不利益が生まれている。 

県は、全国主要都道府県民生部長連絡協議会などを通し、国に対して療育手帳の判定

基準の統一化を要望している。厚生労働省は、令和 2年度、3年度にかけて、研究事業と

して判定基準の統一についての研究をしているが、一向に統一されるに至っていないため、

全国知事会の国への要望として、判定基準の統一化を取り上げること。 

 

2. 精神障がい者の公費負担医療制度の創設を国に強く働きかけること。 

 

3. 社会的養育における学習支援等支援体制の強化を図ること。 

 

4.労働施策総合推進法改正に基づき中小企業・小規模事業者におけるハラスメント対策の推

進を図ること。 

 

５．改正高齢者雇用安定法の施行に伴い、県下の企業への高齢者雇用を一層はかること。 

 

６．新型コロナの長期化の影響で解雇や雇止め、内定取消し等に遭う人が今後急増すること

が予測されることから、雇用対策の強化を図ること。 

 

７．新卒者の就職支援や再就職支援、職業教育、企業のマッチング体制の強化を図ること。 
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８．県内市町村との連携を密に取りながら、奨学金返還支援の取組みを含め若者の就職支援

を積極的に推進をすること。 

 

９．就職氷河期世代の就職支援について、取り組みを強化すること。 

 

10．難病や障がい等のハンディを持つ方の就職支援について、関係諸機関を含め全庁的に

連携したきめ細かな支援体制を強化すること。  

 

１１．児童虐待 

① 児童相談所が対応した児童虐待対応件数が増加している。虐待から子供を確実に救済

するために、現場のマンパワーを十分確保し、児童相談所職員の負担を軽減すること。 

② 児童養護施設において精神疾患などを抱える児童に対し迅速な専門的なケアを行うため、

心理職、医師、看護師の配置を拡充すること。併せて家庭的な環境で養育をするため、施

設の高機能化を図ること。児童心理治療施設は満床が続いており、政令市や近県の治療

施設との連携や通所の活用を図ること。 

 

１２．医療的ケア児者の支援 

① 医療的ケア児支援センターが整備されるが、県内のどこに住んでいても適切な支援が受

けられるよう、市町村や各地域で医療的ケア児を支援している事業所とのネットワーク化

を図り、支援体制を整備すること。 

② 【総務部防災】重症心身障がい児者に対する災害時の支援について、避難行動要支援

者名簿をもとに、市町村が個別避難支援計画を策定するが、計画の策定率が向上するよ

う推進を強化すること。 

 

13．パラスポーツの広報について 

① パラスポーツの素晴らしさを伝えるためパラリンピアンとの実演、講演などを実施するこ

と。 

② パラ卓球の楽しさ等を伝えるガイドブック等の活用についてスポーツイベントや総合型地

域スポーツクラブなどを通じて、 広く紹介すること。 

③ 【教育庁】小・中・高等学校等でパラ卓球の楽しさ等を伝えるガイドブック等の活用につい

て、関係団体等と連携し、有効な教材として活用すること。 

 

14．遠隔手話通訳サービスを充実させると共に、電話リレーサービス事業を開始すること。 

 

１５．盲ろう者同士のコミュニケーションが気軽にとれるよう、拠点の確保を含めた支援策を充

実させること。 
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16．性のありようへの県民の理解を深めるため SOGI（性的指向、性自認）や SOGIESC（性

的指向、性自認、性表現、身体性）などの考え方を普及させること。 

 

17．子どもの人権を守るため、虐待防止策、貧困対策、ヤングケアラー対策を推進すること。 

ケアラー支援のための条例を制定すること。 

 

18．障がい者や難病患者の生活の質を向上させるため、合理的配慮を推進し、バリアフリー化

や就労対策に一層取り組むこと。 

 

19．海外にルーツを持つ人の孤立化の排除や日本語学習機会の配慮など人権対策に取り組

むこと。 

 

20． 在宅・リモートワークへの対応やコワーキングスペースの拡充を図り、働き方改革を進め

ること。 

 

21．少子・人口減少社会を食い止めるため出生数の回復策に取り組むこと。 

 

２２．8050問題や介護と育児のダブルケアなど、地域から孤立している事例に、包括的な支援

を行う「重層的支援体制整備事業」が本年 4 月から実施となり、県は市町村への助言、

情報提供、その他の援助が義務付けられた。支援に携わる専門人材のスキルアップ、推

進する民間団体の育成を行うなど、県の役割とされた取り組みの具体化を図ること。 

 

２３． 協同労働事業 

コロナ禍の中で、法制化された労働者協同組合による仕事おこしの実践は、失業対策と

就労創出に有効である。廃業を継業に、失業を仕事おこしに転換する制度・政策が今、求

められている。今後は、県民に協同労働を周知するためのフォーラムや、協同労働組織の

設立を支援するための各種セミナーや交流会、研修等を実施するあたり、立ち上げまでの

ランニングコストを予算化すること。 

 

24．高等技術専門校におけるデジタル化の進展に対応するため、ＯＡ事務科、プログラム設計

科などの定数及び訓練内容の見直しを検討すること。 
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（商工部） 

1. ポストコロナはネットと通販が経済回復の起爆剤となることから、個社による消費者向け

販路拡大のための EC サイト構築等、中小企業等のオンラインを活用した販路拡大・販路

開拓の推進や、そのための設備・機器等の環境整備に対する支援をすること。 

 

2. コロナ禍で大きな打撃を受けている地域経済を早期回復させるため、ワクチン・検査パッケー

ジを活用した経済社会活動の再開や新 GoTo トラベル事業を補完・拡充する「福岡の避密の

旅」、プレミアム付き商品券発行支援など景気刺激策を果敢に実行すること。さらに、ウィズ・ポ

ストコロナを見据えた脱炭素（グリーン）社会や、デジタル社会への変革が世界的に進んでい

るが、こうした事業者の飛躍、成長に向けた支援を行い、経済成長、雇用の拡大へとつなげ、

経済の V字回復を果たしていくこと。（再掲） 

 

3. コロナ収束を見据えたインバウンド誘致を推進すること。 

 

4. 気候変動に対応したCO2排出ゼロ、ガソリン車の廃止などの政策転換に備え、北部九州

自動車生産 100万台を見直すとともに、新しい産業を興すこと。 

 

（農林水産部） 

1.  国内複数箇所で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、甚大な被害が報告され

ていることから、蔓延、拡大の防止へ一層対策を強化すること。 

 

2. 新規就農者等が永続的、発展的に就業できるようシステムを構築すること。 

 

3. 結婚式場における県産品の利用促進 

福岡県内には約 250 の式場（ホテル、専用結婚式場）があり、料理・飲料のマーケット規

模は約 218 億円あるが、殆どの式場に於いては県産の肉や魚は利用されていない実態

があることから、本県の農産物や水産物等の県産品の利用促進を講じること。 

 

（県土整備部 建築都市部） 

1. 九州北部豪雨をはじめ、5 年続いた豪雨災害からの復旧・復興をビルド・バック・ベターの

考えを取り入れ、着実に推進すること。激甚化、頻発化する自然災害に備え、ハード、ソフト

対策をさらに強力に推進すること。（再掲） 
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2. 近年の豪雨災害を踏まえて、久留米市内では、三つの浸水対策重点地域緊急事業（山ノ

井川、池町・金丸川、下弓削川流域）が進捗している。これらの事業の早期完成に向けて

取り組むこと。 

① 事業の行程について地域住民に対する十分な説明を行うこと。 

② これら事業により内水ハザードマップがどのように変化するか示すこと。 

 

3. 都市高速道路を福岡空港へ接続する延伸工事を早期着工すること。 

 

4. 高齢者や障がいのある方等の移動の円滑化を図るために、点字ブロックの工夫や転落防

止柵の設置、道路照明施設の充実等、歩行空間のバリアフリー化・安全対策に努めるこ

と。 

 

5. 「バリアフリー杉デッキ歩道」実用に向け研究・検証を図ること。 

 

6. 県営住宅における高齢化対応の改良・改造を推進（特に風呂の高さなど）すること。 

 

7. 国土強靭化のための道路、橋梁、上下水道、電気、ガス管などのライフラインの長寿命化

を進めること。 

 

8. 道路として利用されている多くの私道は、公道でないため、舗装の修繕や防護柵等の設

置などが行われておらず、安全な通行が確保されていない状況である。 

そこで、このような危険な私道を市町村が代行して工事を実施する取り組み（（仮称）生

活道路等緊急整備事業）に対して、補助金や事業推進などの市町村支援を行うこと。 

 

（教育庁） 

1. 昨年は、児童虐待件数や不登校、いじめ、子どもの自殺者数がいずれも過去最多を更新

し、極めて憂慮すべき事態である。早急に対策を協議するとともに、今後、さら子育て・教育

を本県の重点施策として支援を強化すること。(再掲) 

 

2. 通信制高等学校に通学する生徒への支援の強化、特に通信制高校の連携校に通う生徒

について、着実な支援に結び付けるため、生徒数など県内の実態把握を行うこと。 

 

3. オンライン等を活用した不登校児童生徒への学習支援について、ICT 化推進の中で、学

びの保障として活用を検討すること。 
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4. 災害時の避難所として活用する学校体育館にエアコンを早期整備すること。 

 

5. 通級指導教室の中学校の増設を図るとともに児童生徒の保護者のニーズに対応して訪

問指導を増やすこと。 

 

6. 高校の通級指導室の増設を図ること。 

 

7. 「夜間中学」については、引き続き県内でも他地域でも設置を推進をすること。 

 

8. 通学バスが利用できない医療的ケア児の通学支援にレスパイトの視点で介護タクシー等

の専用車両と看護師の確保を検討すること。 

 

9. 県立高校の通学区 

福岡市早良区にある原中央中学に通う子供は、大原小学校と原小学校の二つの小学校から

通ってきているが、福岡中央高校を受験する際、県立高校の通学区域の制度で大原小学校の

子供は受験できない。高等学校の通学区制度でこのような条件があるのは、県内に 2 つあり、

今後、子供に寄り添った通学区制度となるよう検討すること。 

 

（警察本部） 

1. スマートフォン等に対して、歩行者信号情報を送信することで、視覚障がい者や高齢者等

の安全な交差点の横断を支援する「歩行者等支援情報通信システム機器」を病院・盲学

校・スーパー等付近の信号機へ幅広く整備すること。 

 

2. 一灯式信号機が取り除かれていることに伴い、交差点の安全確保策を一層進めるととも

に、ゾーン 30プラスの設定を進めること。 

 


