
県政ナビ

福岡県議会議員髙橋義彦
2020年 県政報告資料　Vol.3

福岡県
議会情

報

TEL.0948-72-0005 FAX.0948-72-4785
髙橋義彦事務所

Facebook・Twitterでも随時情報をお届け致しております
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9月定例会は、9月10日から10月14日まで35日間の会期で審議が行われました。
「新型コロナウイルス感染症対策」、「令和2年7月豪雨災害復旧・復興対策」、「安
全・安心、地域防災力の強化等」に取り組むための補正予算議案2件に加え、条例
議案、専決処分、工事請負契約、経費負担、人事、その他の議案など計24件を審議
可決致しました。また、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同
時流行に備え、医療提供体制の強化と感染防止対策の為の補正予算議案2件、決
算関係議案20件、計22件の議案が追加提出され、審議に際し新型コロナウイル
ス感染症対策、豪雨災害問題、農政問題、商工問題、教育問題など県政全般にわ
たり活発な論議が交わされました。

新型コロナウイルスが皆様の生活や経済活動に及ぼす影
響は甚大であり、多くの方が経済的・精神的に苦難を抱え
ておられることと思います。私自身、多くの方々から切実な
思いや要望をお聴きしてきたところであり、新型コロナウイ
ルス感染症対策への決意と覚悟をもって、この難局を乗り
越えてまいりたいと考えております。その他にも沢山の課
題が山積する中、引き続き、一人でも多くの方々のご意見に
耳を傾け全力で県政に対し精一杯頑張って参る所存です。

福岡県議会議員 髙橋義彦

(免責事項)掲載している情報に関して、細心の注意を払っておりますが、情報に誤りがあった場合や、
事由の如何を問わず記載される情報等によって発生した損害等は一切責任を負うものではありません。
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100,000円以上                 10万円

90,000円～99,999円    9万円

80,000円～89,999円     ８万円

70,000円～79,999円    ７万円

60,000円～69,999円    ６万円

50,000円～59,999円    ５万円

40,000円～49,999円    ４万円

30,000円～39,999円    ３万円

20,000円～29,999円    ２万円

①飲食店向け新型コロナウイルス
　感染対策助成金申請書
②令和２年４月１日から12月31日まで
　に感染防止対策として購入した物品の
　領収書の原本及び品目や金額がわかる
　明細等
③食品衛生法営業許可（写し）
④その他事務局が必要と認める書類

◆ 助成額（１事業者あたり、５万円（複数店舗を有する事業者は10万円）まで助成）
対象となる支出額            助成額                     必要書類

複数店舗を有する事業者のみ
10万円まで助成されます。

※領収書等は助成後にお返しします。

詳しい内容は福岡県庁の
HPをご覧いただくか、
コールセンターへ
お問い合わせください。

コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備え
インフルエンザワクチンの予防接種を助成致します!!

武雄市の有害鳥獣対策に関する
取組みの視察を行いました

武雄市の有害鳥獣対策に関する
取組みの視察を行いました

文教委員会にて
函館ラサール校を視察

文教委員会にて
函館ラサール校を視察

創作 絵はがきコンテスト創作 絵はがきコンテスト
9月議会

決算特別委員会委員を務めました
9月議会

決算特別委員会委員を務めました
子ども達とともにコロナで頑張っている

人たちへのエールを送りました
子ども達とともにコロナで頑張っている

人たちへのエールを送りました

新型コロナウイルス感染防止対策を行う飲食店を対象に、
マスク、消毒液、非接触型体温計、仕切りアクリル板などの
物品の購入に係る経費を福岡県が助成します。
(申請受付期間：令和２年９月18日～令和３年１月15日まで）

① 福岡県内の中堅・中小法人・個人事業者
② 食品衛生法に基づく営業許可の取得事業者のうち、その業種が
 飲食店営業及び喫茶店営業の事業者
 （客席を設けず持ち帰り用の食品提供のみの形態を除く）
③ 業種別ガイドラインに従って感染防止対策を行い、
 福岡県「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に
 掲示している事業者
④ 以下に掲げる福岡県の新型コロナウイルス感染
 防止対策に係る補助金の支援を受けない者
 ・経営革新実行支援補助金（感染防止対策）
 ・福岡県宿泊事業者緊急支援補助金

◆ 助成対象者（以下の全てを満たす事業者）

◆ 申込先窓口 / 福岡県飲食店向け感染対策助成金事務局 【問合せ先】
  コールセンター TEL.0120-110-193〔受付時間〕9：00～17：00（12/29～1/3を除く、土日祝日も受付）

新型コロナウイルス感染防止対策を実施する
飲食店事業者の皆様へ
新型コロナウイルス感染防止対策を実施する
飲食店事業者の皆様へ

活動報
告

迷ったらどうする？ 新型コロナウイルス？
インフルエンザ？

まずは、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に 電話相談してください。

相談した
医療機関で

相談した
医療機関で 診療検査が可能な場合

当該医療機関を受診
診療・検査医療機関等

診療・検査が可能な医療機関の案内を受け、当該医療機関に電話相談したうえで受診

0948-21-4972 （平日8：30～17：15）

(NPO法人サカエ会主催 県知事賞授与)

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所
092-643-3288

受診相談センター
(夜間休日)

診療検査ができない場合

嘉穂高等学校卒
中央大学卒
ロンドン大学 大学院卒
野村證券
英語講師、不動産業
飯塚市行政アドバイザー等に従事
福岡県議会議員（2019年～）
文教委員会（常任）
空港・交通等調査委員会（特別）

［学び］

［仕事］

● 政治理念 / 政治こそ清潔と信頼
● 保有資格 / 宅建士、証券外務員1種、
  内部管理責任者

プロフィール

1回

対　象
・生後6か月～高校3年生相当
・妊婦の方
・65歳未満の基礎疾患があると医師が判断された人

65歳以上

飯塚市内
在住の方 1回あたり 2,000円 (令和3年2月27日まで)

13歳未満2回、それ以外の人は1回接種回数

無 料
県による
助成

県による
助成

お問い合わせ / 飯塚市役所　市民協働部健幸・スポーツ課成人保健係   TEL.0948-24-4002
注）接種場所については各医療機関にお問い合わせください 詳細等につきましては右記ウェブサイト等をご確認ください →



本県では、４年連続して災害に見舞われ、本年も深刻な被害が発生していました。大規模な災害が発生した場合には膨大
な災害廃棄物(ごみ)が発生し、被災地の早急な復旧、復興の妨げだけでなく衛生面の影響も懸念される非常に重要な問
題です。平成29年7月九州北部豪雨の際、朝倉市では約37,781トンの災害廃棄物が発生しており、これは、１年間
のごみ処理量の約２倍に相当し、東峰村では、約2,038トンの災害廃棄物が発生しており、これは、１年間のごみ処理量
の約3.7倍に相当していました。
こうした経験等を踏まえ、県は市町村における災害廃棄物処理計画の策定を
図ってきましたが、本県では今年３月末時点で４５％の県内市町村のみが
策定をしている状況です。

こうした処理計画の策定推進を加速
させると共に、知見が少ない地域等
への策定支援を要求致しました。
また災害は発生してからではなく、あ
らかじめ課題を整理しておくことと、
被災した市町村での処理が困難な場
合に備えて、市町村に対して広域処理
の調整について速やかに着手できる
体制構築の必要性を訴えました。

災害廃棄物(ごみ)の処理について災害廃棄物(ごみ)の処理について

　私たちが生活をしている飯塚・桂川地区は毎年イノシシやシカによる農作物の被害が多く発生しています。福岡県は
これまで防護柵等様々な取り組みに加え、捕獲して食肉(ジビエ)としての振興も図ってきました。一方で、猟師の方は捕
獲した動物の血抜きした後、約１時間以内に処理加工施設に持ち込む(品質劣化防止のため)ことが必要がある事などか
ら、実際の食肉利用は、福岡県においては約６%で、残りの約90%については焼却や埋却処分されている状況です。ジビ
エ振興も非常に大切ですが、新たな取り組みとして、佐賀県武雄市の事例を取り上げました。ここでは捕獲した野生イノ
シシの死骸を乾燥させ、粉末状の堆肥(肥料)にする取り組みを行
っています。福岡県もこうした取組みを参考に、食肉以外の利用
についても推進していく必要性を訴えました。猟師の方の高齢化
問題や捕獲した動物の「命」を無駄にしないためにも、循環型社会
に向けた取り組みが急務であると考えます。

捕獲鳥獣の新たな有効活用対策について捕獲鳥獣の新たな有効活用対策について
ブロックチェーン技術の行政活用
および産業振興について

一般質
問

決算特
別委員

会

質問.1

<知事の回答> 
飯塚市において、この技術を活用し、住民票等の証明書の電子交付を行う実証事業が始まってい
る。県もこの事業にオブザーバーとして参加しており、結果や動向を元に行政分野での活用を検討
していく。

県議会の議事録のブロックチェーン管理、 
公共事業等の可視化、透明化を図れないか?

9月議会における小川知事への質疑

質問.2

<知事の回答> 
技術者の確保は不可欠であり、今年度から新たに研修会やシ
ステム開発を支える技術者の育成を進めていく。

技術者の育成が急務であると考えているが、
どう考えているか?

質問.3

<知事の回答> 
この技術はIT企業からも、今後大きな成長が期待される分野とし
て注目を集めている。先日、嘉穂劇場において「福岡県ブロックチ
ェーンフォーラム」を開催した。
総勢300名以上の参加があり、この分野への注目度の高さを改め
て実感した。飯塚市内においては、研究をリードする九州工業大学
や近畿大学があり、開発に取組む企業も立地している。こうした
当県の強みを活かし、飯塚市とも連携しながら企業の参入を促
進し、IT企業の振興というものを図っていきたい。

産業としての振興への意気込みは?

武雄市を訪問武雄市を訪問

大牟田市へ災害援助活動を実施大牟田市へ災害援助活動を実施

嘉穂劇場にてフォーラムを開催嘉穂劇場にてフォーラムを開催
大牟田市豪雨災害による、災害ゴミ大牟田市豪雨災害による、災害ゴミ

いのししを約6時間施設で
乾燥させて作られた堆肥
いのししを約6時間施設で
乾燥させて作られた堆肥

新型コロナウイルス禍で日本のデジタル化が大幅に遅れていること
が明らかになり、行政のデジタル改革の必要性は国をあげて議論さ
れている状況です。こうした課題解決にむけて糸口となり得る新た
な技術の中で昨今、特に注目を集めているものの一つがブロックチ
ェーン技術です。

という3つの特徴があり、飯塚市ではブロックチェーンの情報と技術の集積地となること
を目指し「ブロックチェーンストリート構想」が2019年8月から始動しています。そこで私
は、この技術を使った行政サービス活用と産業の振興について知事に質問を致しました。

「ブロックチェーン技術」は
① 災害やサイバーテロにも強い
② データの改ざんが不可能
③ 高い追跡機能を保有する

情報管理技術であり最先端のテ
クノロジーで、「インターネット以
来の発明」とも言われています。
この技術は金融、流通、不動産、
医療業界など幅広い分野で活用
が進んでいます。

ブロックチェーン技術とは

捕獲頭数（県）
イノシシ：約２5,000
うち、飯塚市・桂川町

の捕獲頭数
1,365

捕獲頭数（県）
シカ：約11,000
うち、飯塚市・桂川町

の捕獲頭数
714

福岡県内の野生鳥獣による
農林水産物の被害額７億６千万円

※飯塚市及び桂川町の捕獲頭数は有害捕獲許可によるもので、
　狩猟による捕獲は含んでおりません。

令和元年度


