福岡県障がい者アートレンタル事業

福岡県議会議員

県は、障がいのある方が持っている多様な能力・才能に
触れる機会を県民に提供するとともに、障がいのある方
の収入向上、文化芸術活動を通じた社会参加を推進する
ため、
「福岡県障がい者アートレンタル事業」を実施してい
ます。
絵画作品を企業や店舗、公共施設などに有料で貸し出し、
その料金の一部（30％）を作家の方々へ還元しています。

髙橋義彦

県政ナビ
福岡県議会情報

福岡県障がい者アート
レンタル事業 事務局

〒815-0041 福岡市南区野間1-13-1-602
TEL：092-516-0677

作品名：粉雪の舞う遠賀川
作家名：ノダヒロキ

県政報告資料 Vol.6

2022年2月定例会は2月21日〜3月24日までの32日間の会期で開催さ
れました。ウクライナ侵攻について3月1日にはいち早く「ロシア軍のウク
ライナ侵攻に強く抗議し、恒久平和を求める決議」が提出され、可決され
ました。会期を通じて総計87議案が提案され審議の結果すべて可決さ
れました。2年連続で2兆円を超える予算編成となり、3年連続で過去最
大を更新する一般会計当初予算が成立しました。

作品名：鹿のメモリー
作家名：神谷有紀

活動報告

私も地元のご意見やご要望をもとに一般質問、予算特別委員会で計三

度質問に立ちました。

伝統・文化
を守って
いきます！

令和4年度一般会計当初予算
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放課後児童クラブ推進費
筑豊緑地遊歩道
照明設備設置事業(継続中)

泉河内河川整備

プロフィール

［学び］嘉穂高等学校卒、中央大学卒、ロンドン大学 大学院卒
［仕事］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〜）
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、防災士
●

福岡県

髙橋義彦

Facebook・Twitterでも随時情報をお届け致しております

(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。

髙橋義彦事務所 〒820-0704 飯塚市阿恵 1178
TEL.0948-72-0005 FAX.0948-72-4785

(円)

８,300万 放課後児童クラブ運営支援(50カ所)および利用料減免等の事業費(50カ所)

へき地・周産期・地域対策費

1億1,100万 へき地診療所・周産期医療センター運営の助成、看護師等養成所運営の助成など

公園整備事業費

2億5,700万 都市公園施設費、公園関連事業費

飯塚研究開発センター事業費

1億5,500万 飯塚研究開発センターの管理運営に要する経費

道路維持・建設事業費

6億1,000万 飯塚大野城線、八木山若宮線北九州小竹線、大分太郎丸線国道２００号、小竹頴田線 飯塚穂波線 ほか

河川整備費

11億9,700万 庄内川、庄司川、熊添川、建花寺川 ほか

ため池等整備費

1億 400万 仁保菰地区 ほか

道路整備事業費

5億1,600万 新飯塚潤野線

砂防事業費

1億9,100万 津原A地区、大城−２地区(急傾斜地対策)、茜屋川、久保ノ尾川 ほか

公営住宅建設事業費

2億7,200万 愛宕団地、花瀬団地、明星寺団地

県立学校ICT環境整備費

7,800万 一人一台タブレット型端末等のICT機器整備や教員配置・育成 など

高等学校施設整備費

4,000万 施設充実費(嘉穂東高校)、体育館建設費(嘉穂高校)

鳥獣被害防止総合支援事業

3,000万 電気柵、ワイヤーメッシュ柵など

森林環境税事業

7,200万 整備区域内特定調査、強度間伐、作業路、侵入竹伐採など

一般質問

「新しい県債（グリーンボンド などのESG債）
発行について」
＊1

知事の今年度の予算編成は、気候変動への取り組みや
環境を重視しながら成長戦略を図る政策に力を入れて
いる。
近年は環境(Environment)、社会(Social)、企業統治
(Governance)という言葉の英語の頭文字を取った
ESG投資が世界における金融投資の中で急拡大し世界
的な潮流となっている。時を同じくして福岡県は国際金
融機能の誘致に力を入れている。
県が目指す「世界から選ばれる福
環境
岡県の実現」を達成する為には、
Environment
国 際 金 融 機 能 誘 致 活 動 を加 速
し、気候変動対策、社会インフラ
整備、成長産業を創出する事業
環境保全
に使途を限定した新しい県債(Ｅ
への取組み
ＳＧ債)を発行し資金調達ならび
・気候変動対策
に世界から投資家を集める仕組
・CO2の削減、循環型
社会の構築
みづくりが必要であると考える。
・環境破壊の回避 など

予算特別委員会

近年、知事の記者会見や行政サービスのなかで手話通訳者が活躍する場面が増えています。活
躍の場が広がっていることは喜ばしい限りですが、その一方で、手話通訳に従事する方の高齢化や
受験者の減少など通訳者の確保が喫緊の課題となっています。手話通訳者登録試験の合格率は
全国的にも厳しい状況となっており、福岡県でも合格率は2割前後となっている状況です。受験者
数も年間で30人程となっており、難しい試験に加え、賃金水準が低いことや、関心を持つ人が減っ
ており改善が必要な状況です。

報酬単価の引き上げ、若い世代に
本件を議会でとりあげ、手話通訳者養成研修の充実、
手話の意義や職業としての魅力を伝えるため福祉系の大学に対して周知するなど今後は福岡県
も積極的に動いていくことを約束致しました。また自然災害などの非常事態において、スマートフ
ォン等を活用して遠隔で手話通訳を利用できる体制等も整備が進んでいます。

E S Gとは

手話の
基本

社会
Society

ガバナンス
Governance

社会責任
への取組み
・働き方の改善
・女性活躍を推進
・障がい者の雇用促進
・人権への対応 など

手話 で

話してみましょう

知事の回答

質問.1

知事の回答

ありがとう

よろしく
おねがいします

わかりました

わかりません

企業統治
への取組み
・積極的な情報開示
・公平・校正な人事制度
・法令遵守 など

おはよう

トピックス
質問.1

「手話通訳者が足りない？」

気候変動対策、社会インフラ整備、成長産業を創出する事業に
使途を限定したＥＳＧ債を発行することで、より多くの投資家に
県債を購入してもらい、資金調達基盤の強化にもつながると考える。
知事の御所見は？
本県の資金調達基盤の強化につながり、国際
ご指摘の通り、ESG債の発行は、
金融 機能誘致にも資するものと考えている。手数料や金利などの条件もあり、発行
については、債券市場の動向をとらえ判断してまいる。

＊1）グリーンボンドとは・・・企業や地方自治体などが、環境改善効果のあるプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券。
＊2）TEAM FUKUOKAとは・・・県、市、経済界、大学等が連携し、国際金融機能を誘致するための推進組織

こんばんわ

だいじょうぶ

服部知事が飯塚市へ！
服部知事が県民の皆さんのもとに出向き、設定したテーマ
に関係する施設の視察や、地域で活躍されている幅広い世
代の皆さんと意見交換を行う「知事といきいきトーク」。令
和4年4月22日初開催となる今回は服部知事が設定したテ
ーマに関係する施設の視察や、地域で活躍している幅広い
世代の方々と意見交換を行う「知事といきいきトーク」が

国際金融機能誘致について、
現在の誘致活動の取り組み状況についてご説明ください
「TEAM FUKUOKA＊2」を中心に活動を行っており、香港の資産運用会社やシンガ
ポールのFin Tech企業などが進出している。
一方で、金融界において福岡の知名度の不足、情報量の少なさ、進出コスト及び事業
創出に対する支援へのニーズ等が不足している。プロモーションの強化、新たな拠点
の開設助成など必要な予算を組みこんでいく。

こんにちわ

服部知事と地域の未来について
様々な意見を交換致しました

開催。飯塚市が初開催の地

に選ばれ、ブロックチェー
ンの関連施設の視察、食、
教育など幅広い範囲で活
躍する方々との意 見 交 換
などを行いました。
<視察先>
飯塚商店街 / 聴福庵 / ザ・リトリート
車椅子テニス大会（飯塚オープン）
BAなど

