福岡県人権教育・啓発基本指針に基づく実施計画
（令和２年度）

令和２年１１月

福 岡 県

は

じ

め

に

一人ひとりの人権が尊重される社会の実現は、私たち共通の目標です。
このため、本県では人権が尊重される社会の確立に向けて、あらゆる機会を通して人
権教育・人権啓発に関する施策の総合的推進に努めてきました。
しかしながら、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人等に対す
る偏見や差別が、学校、地域、家庭、職場などの社会生活の様々な場面において存在し
ています。
また、近年の情報化、国際化など社会経済状況の急激な変化に伴い、インターネット
上における差別情報の氾濫、個人情報の流出によるプライバシーの侵害などの新たな課
題が顕在化し、さらには子ども、高齢者、障がいのある人に対する虐待など深刻な人権
侵害事象も発生しています。
このような中で、本県においては、本県の実情に即した人権教育、啓発を推進するた
め、「福岡県人権教育・啓発基本指針」（以下「基本指針」という。）を策定し、基本
指針に基づき各種施策の実施計画を毎年度策定しています。
実施計画については、適切な進行管理を行うとともに、それぞれの人権分野の中から
基本的で重要な事業を選択し、人権教育・啓発に関する施策の自己点検・自己評価を行
っています。
また、様々な人権分野の有識者で構成する「福岡県人権施策推進懇話会」から、専門
的な立場や県民の視点での御意見や御助言をいただき、実効ある施策の推進を図ること
としています。

第１章

１

人権を取り巻く状況

最近の情勢
国際的な状況として、令和元年１２月以降各国において、新型コロナウイルスの感染
が拡大しています。国連事務総長は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関連した
ヘイトスピーチに対するグローバル・アピールの中で、「パンデミックによって、憎悪
（ヘイト）と外国人嫌悪、そして特定の人や集団をヤリ玉にあげたり、デマを流布した
りする行為が横行しています。」と述べ、各国政府に対し、「憎悪のウイルスに対する
私たちの社会の免疫力を強化するため、ただちに行動してほしい」と訴えています。

現在、国内の状況では、令和元年中に法務省の人権擁護機関で新規に救済手続を開始
した人権侵犯事件数は１５，４２０件（対前年３，６４３件、１９．１％の減）となりま
した。
インターネット上の人権侵害事象が１，９８５件（対前年７５件、３．９％の増）と
平成２９年に次いで２番目に多い件数を記録し、セクシュアルハラスメントに関する事
件数が４４５件（対前年３５件、８．５％の増）となりました。
また、ハンセン病元患者家族への賠償を国に命じた熊本地裁判決をめぐり、国は、訴
訟の見送りに合わせ元患者とその家族への反省とおわびを盛り込んだ首相談話と政府声
明を発表するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るた
め、令和元年１１月「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を
施行しました。
現在、国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、不安や偏見により、感染者
や医療関係者、社会機能の維持にあたる方等への不当な差別、いじめ、SNS 等での誹謗中
傷といった人権侵害が発生しています。

本県の状況を見ると、令和元年中に福岡法務局で新規に救済手続を開始した人権侵犯
事件数は５５７件（対前年１６件、３．０％の増）となりました。新規開始件数のうち、
インターネット上の人権侵害情報に関する事案は６３件（対前年１１件、１４．９％の
減）であり、前年に次いで過去２番目に多い件数となりました。
また、平成３１年３月に施行した福岡県部落差別の解消の推進に関する条例第４条
「相談体制の充実」として、県弁護士会と連携し、同和問題をはじめとした人権問題に
ついて、弁護士が法律的な観点で助言を行う電話法律相談「ふくおか人権ホットライン」
を令和元年１０月から開始しています。
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２ 福岡県人権教育・啓発施策の体系
同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人などの人権を取り巻く社会情勢や
そのことを踏まえた法令や制度は、年々、変化しています。
各課題に的確に対応することは勿論、一つの差別はすべての差別につながるとの視点から、 総
合的、全庁的に人権教育・啓発を推進することが必要です。
このため、「福岡県人権教育・啓発施策の体系」を定め、体系的、計画的に人権教育・啓発を
推進します。
分野別

根拠法令や制度等

最近の社会事象等

施策の目的・方向性

○差別落書き等の差別事象の ○同和問題啓発の推進
同和問題 ○人権教育・啓発推進法(H12)
発生
○部落差別の解消の推進に関する法
○同和教育の推進
律（H28）
○同和地区の照会事象の発生
○福岡県部落差別の解消の推進に関 ○インターネット上における
する条例(H31)
悪質な差別書込みの発生
○えせ同和行為の横行

女

性

○男女雇用機会均等法(S61)
○男女共同参画社会基本法(H11)
○福岡県男女共同参画推進条例
(H13)
○配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律(H13)
○福岡県男女共同参画計画(H14)
○配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等のための施策に関する
基本的な方針 (H16)
○福岡県配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等に関する基本計
画(H18)
○女性の職業生活における活躍推進
に関する法律(H27)
○政治分野における男女共同参画の
推進に関する法律(H30)

○指導的地位に占める割合や ○男女共同参画社会を実現
雇用待遇面における男女格
するための環境づくり
差
○暴力を容認しない社会づ
○配偶者や交際相手からの暴
くり
力による被害の発生
○職場・家庭・地域におけ
○高い水準で推移する性犯罪
る男女共同参画の推進
被害
○セクハラ、マタハラ等の就業
問題

子ども

○児童福祉法(S23)
○福岡県青少年健全育成条例(H8)
○児童買春、児童ポルノに係る行為等
処罰及び児童の保護に関する法律
(H11)
○児童虐待の防止等に関する法律
(H12)
○青少年インターネット環境整備法
（H21)
○いじめ防止対策推進法(H25)
○福岡県いじめ防止基本方針(H26)

○児童買春、児童ポルノ、薬 ○子どもの人権が尊重され
物乱用など子どもの人権、
る社会づくり
健康、福祉を害する犯罪の ○子育て支援における健や
多発
かに育つことができる環
○家庭等での児童虐待
境の整備
○学校内外でのいじめや暴力 ○心豊かに育つ環境づくり
行為、不登校等の発生
○インターネット上の有害情
報の氾濫やネットいじめ、
性的被害の発生
○いじめを背景とした児童・
生徒の生命や心身に重大な
危険が生じる事案の発生

高齢者

○高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律(S46)
○高齢社会対策基本法
(H7)
○介護保険法(H9)
○高齢者虐待の防止、高齢者の養護者
に対する支援等に関する法律
(H18)
○認知症施策推進大綱（R1）

○高齢者の雇用問題
○介護を必要とする高齢者に
対する虐待
○認知症高齢者の権利の侵害
○高齢者の孤独死問題
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○就労・社会参加の促進
○サービスを利用しやすい
環境づくり
○地域生活支援体制の整備
○虐待の防止、権利の擁護

分野別

根拠法令や制度等

最近の社会事象等

施策の目的・方向性

障がいの
ある人 ○障害者の雇用の促進等に関する法 ○施設等における障がいのあ ○正しい理解と認識のため
律(S35)
る人への虐待
の県民啓発の推進
○障害者基本法(H5)
○施設建設等における住民の ○自立と社会参加の促進
○福岡県福祉のまちづくり条例
反発
○職業的自立の促進
(H10)
○行政機関における障がい者 ○特別支援教育の充実
○発達障害者支援法(H17)
雇用者数の不適切計上問題 ○地域生活支援体制等の
○障害者虐待の防止、障害者の養護者
整備
に対する支援等に関する法律
(H24)
○障害者総合支援法(H25)
○障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律(H28)
○福岡県障がいを理由とする差別の
解消の推進に関する条例（H29）

外国人

○学校教育における在日外国人の人 ○在住外国人への差別事象の ○住みやすい環境づくり
権に関する指導上の指針(H11)
発生
○国際理解教育の推進
○本邦外出身者に対する不当な差別 ○外国人雇用問題の発生
○国際理解の促進やヘイト
的言動の解消に向けた取組の推進 ○特定の民族や国籍の人々を
スピーチ解消に向けた啓
に関する法律（H28）
排斥する差別的言動の発生
発の推進

ＨＩＶ感 ○感染症の予防及び感染症の患者に ○ＨＩＶ感染者・エイズ患者 ○人権教育・啓発活動の
推進
染者・ハ
対する医療に関する法律(H11)
の増加、高齢化
○患者等の人権に配慮した
ンセン病 ○ハンセン病療養所入所者等に対す ○医療機関や介護施設での
相談・支援
患者等
る補償金の支給等に関する法律
受入れ拒否問題の発生
(H13)
○ハンセン病家族国家賠償請
○ハンセン病問題の解決の促進に関
求訴訟原告勝訴判決
する法律(H21)
○新型コロナウイルス感染
○後天性免疫不全症候群に関する特
症に関する誹謗中傷等の
定感染症予防指針(H30)
人権侵害の発生
○ハンセン病元患者家族に対する補
償金の支給等に関する法律
（R1)

犯罪被
害者等

○犯罪被害者等基本法(H17)
○犯罪被害者等に対する精神 ○啓発活動の推進
○犯罪被害者等基本計画(H17)
的・身体的・経済的被害や ○関係機関との連携
○福岡県犯罪被害者等支援条例(H30)
二次的被害の発生
○福岡県犯罪被害者等支援計画(H30)
○福岡県性暴力根絶条例(H31)

インタ
ーネッ
トによ
る人権
侵害

○プロバイダー責任制限法(H14)
○インターネット・ＳＮＳを ○啓発活動の推進
○プロバイダー責任制限法ガイドラ
利用した人権侵害に対する ○教育活動の推進
イン（H14）
規制等の検討
○関係機関との連携

性的少
数者

○性同一性障害者性別特例法
(H16)

○性的指向や性自認を理由と ○啓発活動の推進
する偏見や差別
○関係機関との連携
○職場や学校などでの性の多
様性の理解の動き
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分野別

根拠法令や制度等

最近の社会事象等

施策の目的・方向性

さまざま ○ホームレスの自立の支援等に関す ○北朝鮮当局による拉致問題 ○さまざまな機会を通じた
な人権課
る特別措置法(H14)
○ホームレスに対する暴力や
人権教育・啓発の推進
題
○拉致問題その他北朝鮮当局による
嫌がらせ
（生活困窮
人権侵害問題への対処に関する法 ○子どもの貧困や、ＤＶ、ひき
者、ホーム
律（H18)
こもりなどの課題を抱える
レス、北朝 ○生活困窮者自立支援法（H27）
生活困窮者への支援
鮮当局によ ○アイヌの人々の誇りが尊重される
る拉致被害
社会を実現するための施策に関す
者等、アイ
る法律（R1）
ヌの人々、
刑を終えて
出所した人
やその家族
、災害時の
人権など）

注： (

)は施行年
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第２章

令和２年度の主な取組み

本県における人権教育・啓発の施策は、平成１５年に策定し、平成３０年に改定を行った「福
岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき総合的に推進しているところです。
また、県及び県内８つの人権啓発センターとその関係市町村のネットワークを活用して、効
果的な啓発手法等についての情報や意見の交換を行い、県と市町村が連携した一層の啓発推進
を図るとともに、地域における人権研修を充実・強化します。
さらに、様々な人権に係る相談が複合化、多様化している状況を踏まえ、「 人 権 相 談 従 事
職 員 研 修 」を 通 し て 、相 談 業 務 に 従 事 す る 職 員 の「資質の向上」と「ネットワーク の 構 築 」
を図ります。
平成３１年３月に施行した「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」に基づき、相談体
制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査等の施策を進めます。
性の多様性について理解促進を図るため、講師の派遣や、啓発資料 を提供し、研修会
の支援を行うとともに、性の多様性に関する動画を製作し啓発に取り組みます。
障がいを理由とする差別に関する相談に的確に対応するとともに、紛争の防止又は解
決を図るための体制の整備や、障がいを理由とする差別の解消に向けた啓発の基本方針
等について定めた「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」 （平成
２９年１０月施行）に基づき、差別の解消に向けた取組みを引き続き進めます。
「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例（平成３１年
２ 月 施 行 ）」に 基 づ き 、性 暴 力 に 関 す る 専 門 的 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 専 門 家 等 を 学 校 、
大 学 、事 業 所 等 に 派 遣 し 、性 暴 力 を 生 ま な い 、被 害 者 に 寄 り 添 う 社 会 の 実 現 を 図 り ま す 。
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第３章
１

各人権課題に対する本県における取組の現状

令和元年度実施計画における選択事業の総合的評価
令和元年度は全１２８事業中５４事業を選択し、福岡県人権施策推進懇話会（以下「懇
話会」という。）においても専門的な立場や県民の目線からの意見をいただき、基本指
針に基づく実施計画を作成し、事業の推進に努めてきました。
今後より効果的な取組を図るには、この実施計画に従って実施した事業の評価を行
い、次につなげていくことが必要です。
このため、令和２年度実施計画の策定に当たり、令和元年度実施計画の総合的評価を
行うこととします。

分野別

令和元年度実施計画の総合的評価

同和問題 ○人権・同和問題についての正しい理解と認識を深めるため、福岡県人権啓発情報
センターにおいて講演会や特別展をはじめとした各種啓発事業を実施したほか、
各事業主団体と連携して「企業経営者人権啓発セミナー」を開催するなど、県民
や企業等を対象とした人権・同和問題の啓発に努めた。また、不動産取引に係る
同和地区の照会防止に向けた取組として、県内すべての宅建業者に対し、宅地建
物取引現場での適切な対応を引き続き要請した。
○同和問題をはじめとした人権問題について、弁護士が法律的な観点で助言を行う
電話法律相談を令和元年１０月から開始し、相談体制の充実を図った。
○児童生徒の人権に関する知的理解を深め、豊かな人権感覚を育成するため、学年
進行に応じた人権教育学習教材を作成し、学校等に配布した。また、教職員の経
験年数や、職務に応じた研修会を開催したほか、人権教育コーディネーター養成
講座を実施し市町村の人権教育・啓発担当者の育成及び資質の向上を図るなど、
人権・同和教育の推進に努めた。
女

性

子ども

○県の審議会等における女性委員の比率について、令和元年度までに４２％以上の
登用を目標として、計画的な登用推進を図った結果、令和元年度の女性委員登
用率は４２．４％となった。また「あすばる男女共同参画フォーラム」を開催
した。
○配偶者からの暴力に関する相談、一時保護等を適切に実施し、被害者の自立支援
に努めた。また、中学生及び高校生向け「交際相手からの暴力防止啓発パンフレ
ット」を作成・配布するなどの啓発を実施し、女性の人権が尊重される社会づ
くりに努めた。
○県内企業における女性活躍を進めるため、女性活躍推進法に基づき設置した協議
会の関係団体と連携しながら、経営者等を対象としたセミナーの開催や企業への
専門家派遣、女性のキャリアやライフステージに応じた人材育成を行ったほか、
子育て応援宣言企業の更なる普及拡大を図った。また、市町村、地域の男女共
同参画センター、地域の女性団体と連携して、県内６市町で「女性による元気
な地域づくり応援講座」を開催するなど、職場・家庭・地域における男女共同参
画を推進した。
○学校、ＰＴＡ、事業者、ＮＰＯ等と連携し、青少年のインターネットの適正な利
用に向けた施策に取り組んだ。また、｢少年の主張福岡県大会｣の開催に対して支
援を行い、県民がいじめや非行など青少年に係る諸問題の実態を認識し、自らの
問題として主体的に考えていくための機運づくりを進めるなど、子どもの人権が
尊重される社会づくりに取り組んだ。
○児童虐待対応件数は過去最多の件数となっていることから、児童虐待防止対策を
着実に実施するため、児童相談所の相談支援体制及び専門機能の強化を図るとと
もに、市町村への支援及び関係機関との連携強化に取り組んだ。また、安心して
子育てができる環境を整備するために、保育所等における保育サービスの充実を
図った。さらに、有害情報などから青少年を保護するため、対象事業所へ立入
調査を実施するなど、子どもが健やかに育つことができる環境の整備に努めた。
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分野別

令和元年度実施計画の総合的評価

高齢者

○「福岡県ねんりんスポーツ・文化祭」を開催したほか、７０歳現役応援センター
において、高齢者が社会的役割を担い、生きがいを持って生活できるための取組
を進めた。また、介護サービス現場における身体拘束廃止に向けた取組や、高齢
者虐待防止のための研修を実施するなど、高齢者がサービスを利用しやすい環境
づくりを推進した。
○住民の身近な相談者・支援者である民生委員・児童委員の活動をより効果的なも
のとするため、高齢者を地域全体で支える地域生活支援体制の整備に努めた 。ま
た、認知症高齢者に優しい地域づくりを推進するため、訪問介護員等への認知症
対応力向上研修を実施したほか、認知症による判断能力の低下で日常生活に困っ
ている高齢者が自立して生活できるよう、日常生活自立支援事業の実施などの支
援にも取り組んだ。

障がいの ○障がいのある人の権利利益の擁護のため、障がい者虐待防止・権利擁護指導者養
成研修会を開催した。また、障がい福祉課内に「障がい者差別解消専門相談員」
ある人
を配置し、県民や市町村からの相談に対応した。さらに、障がいのある人の社会
参加を促進するため、各分野別の社会参加促進事業を実施したほか、職業訓練の
実施や、障害者就業・生活支援センターでの就業支援など、障がいのある人の自
立の促進に努めた。
○発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒が一貫して継続性のある支援を受け
られるよう、教育体制の整備に努めた。また、障がいのある人及び家族が抱える
悩みや相談に対し、電話・面接等で対応し、必要に応じ関係専門機関と連携し問
題の解決に努めるなど、地域生活支援体制の整備を図った。
外国人

○県民及び県内在住外国人の求めている情報を提供できるよう、国際交流団体や相
談窓口の情報等を掲載した情報誌「こくさいひろば」を年３回・４か国語で発行
し各関係機関に配布した。また、１９言語（日本語含む）対応の福岡県外国人相
談センターを開設したほか、福岡県行政書士会や福岡法務局と連携して外国人無
料相談会を開催するなど地域に暮らす外国人の住みやすい環境づくりに努めた。
○青少年の異文化理解やグローバル化への対応力を高めるため、海外活動経験者や
留学生等の在住外国人を講師として小・中学校等に派遣するなどの国際理解教育
推進事業を実施し、外国人に対する偏見や差別の解消に向けて取り組んだ。
○県、北九州市、福岡市、福岡法務局、県人権擁護委員連合会と連携し、啓発ポス
ター「ＮＯヘイトスピーチ」を作成し、啓発に取り組んだ。

ＨＩＶ感 ○ＨＩＶ感染者・エイズ患者及びハンセン病患者・元患者や家族等への偏見や差別
を解消するため、イベント等でエイズに対する正しい知識の普及啓発に努めたほ
染者・ハ
か、ハンセン病を正しく理解するための各年齢層に応じた啓発リーフレットの配
ンセン病
布、福岡県藤楓協会と協力し、医療系学生を対象としたハンセン病療養施設見学
患者等
会を実施するなど正しい知識の普及に向けた教育・啓発活動を推進した。
○ＨＩＶ・エイズ検査相談研修会を実施し、各保健福祉（環境）事務所等の相談担
当者の人材育成を図ったほか、県内のエイズ治療拠点病院にＨＩＶカウンセラー
を派遣し患者及びその家族等への心理的支援を行うなど、患者の人権を尊重した
相談・支援体制の整備に努めた。
犯罪被害 ○犯罪被害者等の総合相談窓口「福岡犯罪被害者総合サポートセンター」及び「性
暴力被害者支援センター・ふくおか」の運営により、犯罪被害者及び性暴力被害
者等
者等からの電話相談に応じたほか、カウンセリングや弁護士相談などを実施し、
総合的な支援を行った。
○犯罪被害者週間における街頭啓発などを通して、県民の被害者支援に対する理解
の増進を図った。
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分野別

令和元年度実施計画の総合的評価

インター ○生徒自身がネットのルール・マナーを考える中高生ＩＣＴサミットを開催し、イ
ンターネットの適切な利用について生徒自らが考え、自主的に行動する参加型の
ネットに
啓発などに取り組んだ。
よる人権
○保護者や教員を対象にネットトラブルに遭わないための研修会を開催し、インタ
侵害
ーネットの適切な利用について大人の側の理解促進を図った。
性的少数 ○地域社会や職場において、性的指向や性自認を理由とした偏見や差別をなくすた
め、福岡県人権啓発情報センターと連携し県民向け講座や人権啓発ラジオの放送
者
のほか、地域や企業に講師をあっせんする講師団講師による研修を開催し、県民
や事業者に対し、性的少数者の人権の理解促進を図った。
○市町村に対し、性の多様性への理解を進めるためのガイドブックの提供や講師の
あっせんなどを行い啓発に努めた。
さまざま ○「福岡県ホームレス自立支援計画（第４次）」の周知を通じ、ホームレス問題への
理解促進と人権への配慮など、県民啓発を実施した。
な人権課
○拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関して、講演会や写真・パネル
題
展の開催及びパンフレットの配布を行い、県民の理解促進と世論の啓発に努めた。

２

令和２年度実施計画における施策の方向性
分野別

令和２年度の施策の方向性

同和問題 ○部落差別解消推進条例に基づき、人権啓発情報センターと連携した啓発事業、講
師団講師のあっせん事業、雇用主啓発事業などを通して、引き続き部落差別の解
消の推進に取り組む。また、不動産取引における同和地区照会事象の発生を防止
するため、業界団体と連携しながら、人権・同和問題の解決に向けた取組を進め
ていく。
○人権教育を基盤にした学校づくり研究指定校事業を実施し、研究によって明らか
になった有効な取組等について県内の公立学校に周知する。また、教職員の人権
意識や人権教育に関する指導力等の実態に即した研修の充実・改善を図るととも
に、市町村における人権教育コーディネーターの育成など人権・同和教育の推進
に努める。
性

○政策・方針決定過程への女性の参画の機会を確保するため、県の審議会等におい
て令和２年度も登用率４２％以上を目標として、計画的な登用推進を図っていく
ほか、地域や企業、団体などのトップリーダー等に対する啓発事業や県民参加型
の「あすばる男女共同参画フォーラム」を初めてオンラインにて開催するなど、
男女共同参画社会を実現するための環境づくりを推進する。
○配偶者等からの暴力に対し、相談体制及び保護体制の充実や実効性のある自立支
援・定着支援策を推進することで、被害者のそれぞれの状況に応じた切れ目のな
い総合的な支援を行う。
○企業等における女性活躍推進の取組を支援するための専門家派遣や人材育成を実
施するほか、子育て応援宣言企業の更なる普及拡大と宣言内容の充実に向け取組
を進める。

子ども

○インターネットによるいじめや、犯罪被害等から青少年を守るため、保護者を対
象としたフィルタリング実践講座の開催などのほか、青少年に係る諸問題の解決
に向けて県民が主体的に考えるための「少年の主張福岡県大会」を開催すること
により、子どもの人権が尊重される社会づくりを推進する。
○児童虐待の予防から早期発見・早期対応、虐待を受けた児童の自立支援、再発防
止までの一連の事業を総合的に実施するため、引き続き児童相談所の機能強化や
市町村支援の充実等に取り組むとともに、保育所等における保育サービスの充実
や、有害情報などから青少年を保護するために、市町村との連携による立入調査
の実施や良好な環境の整備に関する業界側の自主的な取組を促すなど、子どもが
心豊かに育つ環境づくりを進める。

女
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分野別

令和２年度の施策の方向性

高齢者

○高齢者の社会参加を促進するため、「福岡県ねんりんスポーツ・文化祭」を一部
開催するほか、福岡県７０歳現役応援センターにおいて企業、ＮＰＯ・ボランテ
ィア団体とのマッチングを実施する。また、介護サービス等への相談対応を行う
地域包括支援センターの充実を図るとともに、福祉サービスに関する苦情解決の
ため福岡県運営適正化委員会を設置し、高齢者が様々なサービスを利用しやすい
環境づくりを目指す。
○多様化する福祉のニーズに的確に対応するため、民生委員・児童委員の福祉知識
の向上を図るための研修会を実施し、高齢者を地域全体で支える地域生活支援体
制を整備する。また、行方不明認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク構築事業、訪
問介護員等に対する認知症対応力向上研修など、認知症高齢者が安心して暮らす
ことができるよう施策を推進する。
○虐待の防止、権利の擁護を図るため、介護サービス現場における身体拘束廃止に
向けた取組や、市町村及び地域包括支援センターの職員や特別養護老人ホーム 等
の職員に対して高齢者虐待防止の研修を実施するとともに、福祉サービス利用の
援助、日常金銭管理等の支援を推進する。

障がいの ○障がい者虐待防止のため、障がい福祉サービス事業所等の職員・市町村窓口職員
ある人
等を対象とした障がい者虐待防止研修を実施する。また、障がいを理由とする差
別の解消に向け、相談及び紛争防止等の体制の整備、障がい者差別解消支援地域
協議会の運営、事業者に対する研修を推進する。さらに、「障がい者疑似体験事
業」を通して障がいのある人の社会参加活動に対する認識と理解を深めるととも
に、障がいのある人の社会参加を促すための生活支援事業や障がいのある人に対
する職業訓練の実施、障害者就業・生活支援センターにおける就業 及びそれに伴
う生活に必要な支援など、障がいのある人の自立促進に努める。
○発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒が、一貫して継続性のある支援を受
けることができるよう、発達障がい児等に対する継続した教育体制整備のほか、
特別支援教育の一層の充実を推進する。また、障がいのある人の人権問題等に対
応するため、障がい者１１０番事業を運営し、問題の解決を図っていく。
外国人

○県民及び県内在住外国人が求めている情報を収集し、情報誌やホームページで提
供することにより、県民と外国人の相互理解の促進及び外国人の日常生活の利便
性の向上を図る。また、福岡県外国人相談センターにおける多言語による相談対
応や、行政書士会及び法務局と連携した外国人無料相談会の実施などの取組みを
通じ、より多くの外国人が住みやすい環境づくりを総合的に推進する。
○国際理解教育促進事業により講師派遣を受けた学校等が自主的に国際理解教育に
取り組むよう促すことで、学校、地域、家庭が連携、協力しながら、人権教育を
推進するとともに外国人に対する偏見や差別の解消を図る。

ＨＩＶ感 ○ＨＩＶ検査普及週間及び世界エイズデーに合わせた各保健福祉（環境）事務所等
染者・ハ
での普及啓発や医療従事者、福祉施設職員への研修、また、ハンセン病を正しく
ンセン病
理解することに主眼を置いた啓発事業の実施などＨＩＶ感染者・エイズ患者及び
患者等
ハンセン病患者・元患者や家族者等への偏見や差別を解消するための取組を実施
する。
○ＨＩＶ感染症やエイズに関する相談等に対応できる人材を育成するため、県内の
保健福祉（環境）事務所等の相談担当者に対する研修を実施するほか、ＨＩＶ感
染者・エイズ患者及びその家族に対する心理的・社会的支援のため、エイズ治療
拠点病院へのＨＩＶカウンセラーの派遣を行うなど、患者等の人権を尊重した相
談体制の整備に努める。
○新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくすよう県ホームページや啓
発ポスター等で呼びかけるとともに、人権を侵害された方が相談できる窓口の周
知を図る。
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分野別

令和２年度の施策の方向性

犯罪被害 ○犯罪被害者等を支援するために、福岡犯罪被害者総合サポートセンター及び性暴
者等
力被害者支援センター・ふくおかを継続して運営するとともに、関係機関・団体
との連携の強化、県民に対する啓発を図る。
○性暴力に関する専門的な知識及び経験を有する専門家等を学校、大学、事業所等
に派遣し、性暴力を生まない、被害者に寄り添う社会の実現を図る。

インター ○インターネット掲示板への差別書き込み等について削除要請を行うとともに、こ
ネットに
の問題に関する県民啓発を実施する。
よる人権 ○インターネットによるいじめや、犯罪被害等から青少年を守るため、保護者を対
侵害
象としたフィルタリング実践講座などを実施する。
○保護者が児童生徒と共に「インターネットの適正利用」等の規範意識を学ぶとと
もに学校との連携を図り、児童生徒の規範意識向上に取り組む。

性的少数 ○性的少数者に係る人権啓発に資するため、当事者が抱える様々な課題について、
者
庁内関係課や支援団体等と連携し、啓発を推進する。
○教職員の人権認識について正しい理解を深め、指導力を高めるための研修会を開
催する。
○性の多様性に関する動画を製作し、啓発に取り組む。
さまざま ○ホームレス問題の解決を図るため、「福岡県ホームレス自立支援推進協議会」に
な人権課
おいて自立支援施策の検討及び情報交換を行うほか、「福岡県ホームレス自立支
題
援実施計画（第４次）」（平成３１年３月策定）の周知を通して、ホームレス問
題への理解促進と人権への配慮など県民への啓発活動を行う。
○拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題について、北朝鮮人権侵
害問題啓発週間にあわせて啓発を行うとともに、ホームページ等での広報や市町
村への情報提供により、同問題の周知を図る。
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３ 各人権分野における事業一覧
同和問題

同和問題啓発の推進
法務省啓発委託事業、福岡県人権啓発情報センター運営事業、講師団講師あっせん事業、人権・同和問題啓発事業、
人権・同和問題職員研修事業、隣保館運営費等補助事業、人権施策普及促進事業、福岡県弁護士会と連携した人権
侵害に関する相談事業、人権啓発ネットワーク構築事業、雇用主啓発事業、企業経営者人権啓発セミナー、立地企
業人権・同和問題研修事業、農山漁村地域人権問題啓発推進事業、宅地建物取引業界啓発の推進

同和教育の推進
学校人権教育研修事業、人権教育実践交流会等開催事業、人権教育を基盤にした学校づくり研究指定校事業、人権
教育コーディネーター養成講座、人権・同和教育啓発事業、社会人権教育研修事業、人権・同和教育研究団体等事
業助成事業、個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業

女

性

男女共同参画社会を実現するための環境づくり
審議会等への女性委員の登用推進、男女共同参画推進条例事業、トップリーダー啓発事業、県民参加交流事業（あ
すばる男女共同参画フォーラム）
、広報紙（誌）の発行、若年層意識啓発推進事業、学校における男女共同参画教
育の推進、教育関係者に対する研修の充実

暴力を容認しない社会づくり
配偶者からの暴力防止対策事業、一時保護収容費(一時保護委託費)、メディアにおける男女共同参画の啓発推進

職場・家庭･地域における男女共同参画の推進
企業における女性活躍推進事業、育児休業者職場復帰支援事業、地域における女性活躍推進事業、子育て応援宣言
企業推進事業、介護応援宣言企業推進事業、子育て女性就職支援センター事業、明日を担う漁業者育成事業、女性
農林漁業者の活躍促進事業、女性農業者がいきいきと働く環境整備事業、女性農林漁業者の経営発展支援事業、女
性農林漁業者の起業活動支援事業

子ども

子どもの人権が尊重される社会づくり
青少年健全育成特別対策事業（青少年ネット適正利用促進事業）
、青少年育成県民運動推進事業（少年の主張福岡
県大会）
、
「児童の権利に関する条約」の広報・啓発

子育て支援
児童虐待防止対策事業、保育対策等促進事業、保育所職員等研修事業（人権・同和研修）

心豊かに育つ環境づくり
道徳教育総合支援事業、県立学校集団体験活動推進事業、いじめによる重大事態への対応と再発防止、不登校・中
途退学対策事業、積極的な生徒指導の推進、いじめ・不登校総合対策事業、高等学校不適応・いじめ防止対策事
業、青少年健全育成条例施行事業、地域活動指導員設置事業、自画撮り被害防止啓発事業

高齢者

就労・社会参加の促進
シルバー人材センター育成・強化事業、ねんりんスポーツ・文化祭開催事業、老人クラブ助成事業、７０歳現役社
会推進事業

サービスを利用しやすい環境づくり
介護保険地域支援事業交付金、福祉サービス苦情解決事業

地域生活支援体制の整備
老人の日記念品贈呈事業、認知症介護研修事業、認知症医療センター事業、認知症高齢者地域支援事業、民生委員・
児童委員研修事業、ひとり暮らし高齢者見守り活動推進事業、消費者行政活性化事業

虐待の防止、権利の擁護
高齢者権利擁護等推進事業、高齢者虐待防止研修事業、市町村職員等高齢者虐待対応力向上研修・施設職員実務研
修事業、日常生活自立支援事業
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障がいの
ある人

正しい理解と認識のための県民啓発の推進
障がい者虐待防止対策事業、障がいを理由とする差別解消推進事業、障がい者疑似体験事業、精神保健に関する知
識の普及啓発、個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業（再掲）

自立と社会参加の促進
障がい児等療育支援事業、発達障がい者支援センター運営事業、発達障がい児者支援推進事業、障がい者社会参加
促進事業、障がい者週間啓発事業、障がい者スポーツレクリエーション振興事業、高次脳機能障がい支援事業

職業的自立の促進
ものづくり技能継承事業、障がい者職業訓練事業、障がい者雇用促進事業、障がい者就業・生活支援事業、中小企
業障がい者雇用拡大事業、障がい者雇用の促進を図るためのテレワーク活用事業

特別支援教育の充実
県教育委員会重点課題研究指定・委嘱校、個別の指導計画の作成及び指導法の工夫に関する校内研修の推奨、発達
障がい児等教育継続支援事業、特別支援学校進路指導主事研修会、心と体の発達教育相談（障がい児巡回教育相談）
、
県教育センター・特別支援学校における教育相談、障がい児理解・啓発推進事業、県立特別支援学校活性化推進事
業、
「福岡県の特別支援教育」の作成、配布

地域生活支援体制等の整備
日常生活自立支援事業（再掲）
、福祉サービス苦情解決事業（再掲）
、障がい者１１０番運営事業、福祉のまちづく
り推進事業

外国人

国際理解の促進やヘイトスピーチ解消に向けた啓発の推進
情報誌「こくさいひろば」の発行等、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発の推進

住みやすい環境づくり
外国人相談窓口の設置、人権相談、労働相談、県営住宅での生活に関する情報の提供、外国人材を受け入れる企業
に対する支援

国際理解教育の推進
国際理解教育推進事業、個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業（再掲）

ＨＩＶ感
染者・ハ
ンセン病
患者等

教育・啓発活動の推進
エイズ予防対策普及啓発事業、保健主事等研修会、ハンセン病対策啓発事業、啓発事業等補助事業、
（新）人権啓発事業（新型コロナウイルス感染症関連）

患者等の人権に配慮した相談・支援
エイズ予防対策相談事業、エイズ予防対策医療体制整備促進事業、啓発事業等補助事業（再掲）

犯罪被害
者等

啓発活動の推進
犯罪被害者支援事業、
（新）性暴力対策アドバイザー派遣事業

関係機関との連携
犯罪被害者支援事業(再掲)、
（新）性暴力対策アドバイザー派遣事業（再掲)

インター
ネットに
よる人権
侵害

啓発活動の推進
インターネット等を利用した差別行為防止、青少年健全育成特別対策事業（青少年ネット適正利用促進事業）(再
掲)

教育活動の推進
保護者と学ぶ児童生徒の規範意識育成事業

関係機関との連携
インターネット等を利用した差別行為防止(再掲)
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性的少数
者

啓発活動の推進
性的少数者の人権に関する啓発事業

教育活動の推進
人権教育研究指定校事業、人権教育学習教材集「あおぞら２」の活用促進

さまざま
な人権課
題

生活困窮者等
ホームレス自立支援ネットワーク事業

北朝鮮当局による拉致被害者等
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する啓発、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関
する教育

その他
福島原発事故に伴う風評被害による人権侵害の防止

※ ゴシック文字は、選択事業
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４

令和２年度の選択事業
事業の点検、評価における客観性を確保するため、全１３２事業（昨年度１２８）のうち、
それぞれの人権分野の中から主な５７事業（昨年度５４）を選択し、自己点検・自己評価を行
うこととします。
分野別

施策の目的・方向性

同和問題 ○人権・同和問題啓発の推進
○人権・同和教育の推進

選択事業名
○福岡県人権啓発情報センター運営事業
○講師団講師あっせん事業
○隣保館運営費等補助事業
○福岡県弁護士会と連携した人権侵害に関する相談
○雇用主啓発事業
○宅地建物取引業界啓発の推進
○学校人権教育研修事業
○人権教育実践交流会等開催事業
○人権教育を基盤にした学校づくり研究指定校事業
○人権教育コーディネーター養成講座
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業

○男女共同参画社会を実現する
ための環境づくり
○暴力を容認しない社会づくり
○職場・家庭・地域における
男女共同参画の推進

○審議会等への女性委員の登用推進
○トップリーダー啓発事業
○県民参加交流事業(あすばる男女共同参画フォーラム)
○若年層意識啓発推進事業
○配偶者からの暴力防止対策事業
○企業における女性活躍推進事業
○育児休業者職場復帰支援事業
○地域における女性活躍推進事業
○子育て応援宣言企業推進事業

子ども

○子どもの人権が尊重される
社会づくり
○子育て支援
○心豊かに育つ環境づくり

○青少年健全育成特別対策事業
（青少年ネット適正利用促進事業）
○青少年育成県民運動推進事業(少年の主張福岡県大会)
○児童虐待防止対策事業
○保育対策等促進事業
○青少年健全育成条例施行事業

高齢者

○就労・社会参加の促進
○サービスを利用しやすい環境
づくり
○地域生活支援体制の整備
○虐待の防止、権利の擁護

○ねんりんスポーツ・文化祭開催事業
○７０歳現役社会推進事業
○認知症高齢者地域支援事業
○民生委員・児童委員研修事業
○高齢者権利擁護等推進事業
○高齢者虐待防止研修事業
○市町村職員等高齢者虐待対応力向上研修・施設職員
実務研修事業
○日常生活自立支援事業

女

性
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分野別

施策の目的・方向性

障がいの
○正しい理解と認識のための
ある人
県民啓発の推進
○自立と社会参加の促進
○職業的自立の促進
○特別支援教育の充実
○地域生活支援体制等の整備

外国人

○国際理解の促進やヘイトスピ
ーチ解消に向けた啓発の推進
○住みやすい環境づくり
○国際理解教育の推進

選択事業名
○障がい者虐待防止対策事業
○障がいを理由とする差別解消推進事業
○障がい者擬似体験事業
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業（再掲）
○障がい者社会参加促進事業
○障がい者職業訓練事業
○障がい者就業・生活支援事業
○発達障がい児等教育継続支援事業
○県立特別支援学校活性化推進事業
○障がい者「１１０番」運営事業

○情報誌「こくさいひろば」の発行等
○外国人相談窓口の設置
○国際理解教育推進事業
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業（再掲）

ＨＩＶ感
○エイズ予防対策普及啓発事業
染者・ハ ○教育・啓発活動の推進
○ハンセン病対策啓発事業
ンセン病 ○患者等の人権を尊重した相談
○エイズ予防対策相談事業
・支援
患者等
○エイズ予防対策医療体制整備促進事業
○（新）人権啓発事業（新型コロナウイルス感染症関連）
犯罪被害
○啓発活動の推進
○犯罪被害者支援事業
者等
○関係機関との連携
○犯罪被害者支援事業(再掲)
○（新）性暴力対策アドバイザー派遣事業
○（新）性暴力対策アドバイザー派遣事業(再掲)
インター
ネットに ○啓発活動の推進
○教育活動の推進
よる人権 ○関係機関との連携
侵害
性的少数
○啓発活動の推進
者
○教育活動の推進

○青少年健全育成特別対策事業
（青少年ネット適正利用促進事業）(再掲)
○保護者と学ぶ児童生徒の規範意識育成事業

○性的少数者の人権に関する啓発事業
○人権教育研究指定校事業

さまざま ○ホームレスの自立支援
○ホームレス自立支援ネットワーク事業
な人権課 ○拉致問題の解決に向けた啓発 ○拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する
題
啓発

※（再掲）は事業数に含めない
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実 施 計 画（同和問題）
人権・同和問題啓発の推進
基本方向

国及び市町村と緊密な連携の下、県民一人一人が同和問題をはじめとする人権問題についての正
しい理解と認識を深め、その解決に向け自主的に取り組むことができるよう啓発活動に積極的に取
り組みます。

事 業 名
担当課（室）名

福岡県人権啓発情報センター運営事業
福祉労働部 人権・同和対策局 調整課
事業の目的及び概要

県民の人権意識の高揚を図り、人権が尊重される社会を確立するため、人権啓発のより一層の充実や、県民
一人一人があらゆる機会を通して人権学習ができるよう、展示事業や人権問題に関する研究、啓発活動に必要
な各種の資料・情報の収集及び提供等を行う。

令和２年度実施計画
福岡県部落差別の解消の推進に関する条例 第５条（教育・啓発の推進）に基づき、事業の充実を図る。
○同和問題をはじめとする様々な人権問題をテーマとした講演会及び展示事業の実施による県民啓発
○各市町村で作成された啓発広報資料の展示による市町村の広報技術の向上及び県民への啓発活動の周知
○人権相談従事職員研修の実施による県・市町村等の人権相談従事職員の資質向上とネットワークの構築
○人権啓発センター等連絡協議会による県内人権啓発センターの連携
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
次の事項について、これまでの実施結果を踏まえて事業の充実を図る。
○同和問題をはじめとする様々な人権問題をテーマとした講演会及び展示事業の実施による県民啓発
○各市町村で作成された啓発広報資料の展示による市町村の広報技術の向上及び県民への啓発活動の周知
○人権相談従事職員研修の実施による県・市町村等の人権相談従事職員の資質向上とネットワークの構築
○人権啓発センター等連絡協議会による県内人権啓発センターの連携
〔実績・評価〕
○７月の「同和問題啓発強調月間」では、同和問題をはじめとする人権問題をテーマとした講演会及び展示
事業を実施。１２月の「人権週間」においては、様々な人権問題をテーマとした講演会を実施したほか、
特別展を開催し、県民啓発を推進した。
・「同和問題啓発強調月間」講演会 来場者数：５７６人
内 容：トークセッション
石崎 一洋 氏、下崎 千加 氏 田嶋 正雄 氏
・「人権週間」講演会 来場者数：４２８人
内 容：講演
谷川 雅彦 氏
○啓発広報資料の展示
県内各市町村が作成した啓発資料の展示を行い、広報活動を周知することにより、市町村の広報技術の
向上を図るとともに、県民に対し人権意識を高める場を提供することができた。
〔入場者数〕２，２７０人
○人権相談従事職員研修の実施
県・市町村等の人権相談従事職員の資質向上を図るための研修（基本コース・応用コース 各１回）を
実施した。
「職員の資質の向上」と「顔の見えるネットワークの構築」について一定その目的を果たすことができた。
〔参加者数〕１２７人
○人権啓発センター等連絡協議会による県内人権啓発センターの連携
県内８か所の人権啓発センター及び設置自治体で構成する人権啓発センター等連絡協議会を２回開催し、
啓発手法等の情報交換を行うなど、県内人権啓発センター等の連携を強化した。
（参考）人権啓発情報センター来館者数（延べ数）
（人）
年 度
H26
Ｈ27
Ｈ28
Ｈ29
Ｈ30
R1
来館者数
30,183
27,390
32,438
34,408
35,457
34,167
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（同和問題）
人権・同和問題啓発の推進
基本方向

国及び市町村と緊密な連携の下、県民一人一人が同和問題をはじめとする人権問題についての正
しい理解と認識を深め、その解決に向け自主的に取り組むことができるよう啓発活動に積極的に取
り組みます。

事 業 名

講師団講師あっせん事業

担当課（室）名

福祉労働部 人権・同和対策局 調整課
事業の目的及び概要

県職員を始め、国、市町村、企業、地域等で行われる同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発及び研修
の推進を図るため、研修主催者の依頼に応じて講師をあっせんする。
〔名簿登載講師数〕 ２８名（令和２年５月現在）
〔講師あっせん手続きの流れ〕
研修依頼者

談 （ ①
） 相 依
頼

④
回
答

⑤研修実施

③承諾

県

講師
②要請

令和２年度実施計画
福岡県部落差別の解消の推進に関する条例 第５条（教育・啓発の推進）に基づき、事業の充実を図る。
企業や地域等における同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・研修の推進を図るために、情報誌「す
ばる」や県のホームページを活用し、講師団講師あっせん事業の一層の周知を図る。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
企業や地域等における同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発・研修の推進を図るために、情報誌「す
ばる」や県のホームページを活用し、講師団講師あっせん事業の一層の周知を図る。

〔実績・評価〕
講師団講師あっせん事業の周知を図るため、企業内公正採用選考人権啓発推進員設置企業、商工会、農協、
漁協や学校などへ情報誌を配布したほか、県のホームページに情報誌を掲載した。
この結果、令和元年度のあっせん件数は６０２件となった。
なお、講師団講師あっせん事業を活用した研修を受講した場合は、県の入札参加資格審査において、地域貢
献活動の評価の加点対象としている。
○講師あっせん件数
（件）
年 度
Ｈ27
Ｈ28
Ｈ29
Ｈ30
R1
県主催研修

196

189

182

214

205

国・市町村研修

39

48

38

40

42

企業地域等研修

315

284

287

325

314

県人権啓発情報センター

39

45

35

39

41

計

589

566

542

618

602

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（同和問題）
人権・同和問題啓発の推進
基本方向

国及び市町村と緊密な連携の下、県民一人一人が同和問題をはじめとする人権問題についての正し
い理解と認識を深め、その解決に向け自主的に取り組むことができるよう啓発活動に積極的に取り組
みます。

事 業 名
担当課（室）名

隣保館運営費等補助事業
福祉労働部 人権・同和対策局 調整課
事業の目的及び概要

○ 隣保館運営事業及び地方改善施設整備事業の円滑な事業実施のための市町村への補助事業。
・ 隣保館運営等助成事業 ： 地域に開かれたコミュニティセンターとして、隣保館の運営、相談事業、
デイサービス事業等への補助。
・ 地方改善施設整備事業 ： 隣保館の施設整備（創設、増改築、大規模修繕等）等への補助。
隣保館運営費
① 相談事業等

隣保館が行う社会調査及び研究事業、相談事業、啓発・広報活動事業、 地域交流事業、地域福祉事業等の運営に対する助成
対象隣保館数 ： ５４館

② 周辺地域巡回事業

隣保館の利用が困難な周辺地域住民に対して、専門家による巡回相談、啓発講演会開催等の実施に対する助成
主な対象事業 ： 地域に出向いての相談や学習会の開催等

③ 相談の充実

隣保館職員と保健、福祉、年金等の関係機関職員による出張相談開設、巡回相談の実施等に対する助成
主な対象事業 ： 保健師による健康相談、福祉担当者による事業説明、年金担当者による年金相談等

④ 社会調査及び研究事業

地域住民の実態調査、社会制度の変遷や教育、運動、沿革史等の研究等に対する助成
主な対象事業 ：指導員の資質向上のための研修に参加等

⑤ 隣保館ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業

障がい者及び高齢者が隣保館を利用して、創作・軽作業、日常生活訓練等 を行うことにより、その自立を助長し生きがいを
高めるための事業に対する助成
主な対象事業 ： リハビリ、手芸教室、陶芸教室、パソコン教室等

⑥ 地域交流促進事業

休日開館や各種講座等の開催により、地域住民相互の交流・促進を図る事業に対する助成

主な対象事業 ： ① 交流促進講座開催事業＝子育て教室等
② 休日等開館事業
＝人形劇、書道教室等

⑦ 継続的相談援助事業

長期的、継続的な支援を必要とする者に対して、総合的に相談援助を行う事業に対する助成
主な対象事業 ： 支援方策を検討した上での生活・就職・教育等の相談

⑧ 広域隣保活動事業

隣保館が設置されていない地域において、地域住民の生活の改善及び向上を図るとともに、地域住民の人権問題に対する
理解を深めるため、既存の各種公的施設を活用して地域住民に対して実施する隣保事業に対する助成
主な対象事業 ： 既存の公的施設を利用した隣保事業

※県内隣保館数：７４館（政令市・中核市２０館、県域５４館）
令和２年度実施計画
〇隣保館運営事業及び地方改善施設整備事業の円滑な事業実施のための市町村への補助を実施。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
〇隣保館運営事業及び地方改善施設整備事業の円滑な事業実施のための市町村への補助事業を実施。
〔実績・評価〕
【隣保館運営事業】
（補助対象館数）
運営
主な特別事業
年度
事業等 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 地域交流 広域隣保
2015(H27)
54
14
27
6
2016(H28)
54
14
26
6
2017(H29)
54
14
25
6
2018(H30)
54
12
26
9
2019(R1)
54
12
27
9
〔前年度からの事業の見直し〕
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【地方改善整備費】
（箇所）
施設整備箇所
年度
計画
実績
2015(H27)
4
3
2016(H28)
3
5
2017(H29)
5
4
2018(H30)
2019(R1)

2
3

2
3

実 施 計 画（同和問題）
人権・同和問題啓発の推進
基本方向

国及び市町村と緊密な連携の下、県民一人一人が同和問題をはじめとする人権問題についての正
しい理解と認識を深め、その解決に向け自主的に取り組むことができるよう啓発活動に積極的に取
り組みます。

事 業 名

福岡県弁護士会と連携した人権侵害に関する相談

担当課（室）名

福祉労働部 人権・同和対策局 調整課
事業の目的及び概要

福岡県弁護士会と連携して弁護士による電話法律相談を開設することにより、同和問題をはじめとした人権
侵害に係る県民の相談体制の充実に資するもの。
【事業スキーム】
①委託

福岡県

ふくおか人権ホットライン
（福岡県弁護士会）

④報告

②広報・周知
③相談

県民
人権相談従事者

令和２年度実施計画
○福岡県部落差別の解消の推進に関する条例 第４条（相談体制の充実）に基づき、事業の充実を図る。
○同和問題をはじめとした人権侵害について、弁護士による無料の電話法律相談の実施
○当事業について、市町村をはじめ関係機関への周知
○相談件数や内容を取りまとめ、分析の上、今後の人権啓発に関する施策に反映

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
福岡県弁護士会と連携して弁護士による電話法律相談を開設
○名称
ふくおか人権ホットライン
○開設
令和元年１０月２５日（金）
○相談日
毎月第４金曜日 １５：００～１８：００
○実施方法等
・福岡県弁護士会に業務委託
・福岡県弁護士会館内に設置された相談専用電話を使用し２名の弁護士が相談に対応

〔実績・評価〕
○相談実績
令和元年度（令和元年１０月～令和２年３月）計２２件
（内訳）
同和問題
１件
子ども
３件
高齢者
LGBT
１件
生活困窮者 １件
ﾊﾗｽﾒﾝﾄ

〔前年度からの事業の見直し〕
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１件
２件

障がいのある人
その他

３件
１０件

実 施 計 画（同和問題）
人権・同和問題啓発の推進
基本方向

雇用主や事業主団体等に対し、同和問題をはじめとする人権問題の正しい理解と認識を深める
ために、啓発・研修等を実施し、差別のない公正な採用選考の実現を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

雇用主啓発事業
福祉労働部 労働局 労働政策課
事業の目的及び概要

従業員の採用選考に最も影響力をもつ企業のトップが、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい
理解と認識を深めることは、就職の機会均等を図ることや公正採用選考人権啓発推進員の活動が円滑に行われ
るために極めて重要であることから、企業トップを対象とした研修会を関係機関や関係部局と連携を図りなが
ら実施する。
また、公正採用選考人権啓発指導員（２名）を配置し、福岡労働局及び公共職業安定所（ハローワーク）と
連携しながら、個別訪問による公正採用選考人権啓発推進員の設置勧奨及び推進員研修の受講勧奨を行うとと
もに、公正採用選考人権啓発推進員に対する研修会等を開催する。

令和２年度実施計画
国等関係行政機関、商工部等関係部局と緊密な連携を図り、従業員３０人以上の事業所における公正採用選
考人権啓発推進員の設置勧奨や、公正採用選考人権啓発推進員や公正な採用選考の実施に最も影響力のある企
業トップクラスに対する研修会等の開催及び参加促進に努め、啓発効果を更に高めるための取組を積極的に推
進していく。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
国等関係行政機関、商工部等関係部局と緊密な連携を図り、従業員３０人以上の事業所における公正採用選
考人権啓発推進員の設置勧奨や、公正な採用選考の実施に最も影響力のある企業トップクラスの人権研修会等
への参加促進に努めるなど、啓発効果を更に高めるための取組を積極的に推進していく。
〔実績・評価〕
○公正採用選考人権啓発推進員設置状況（従業員 30 人以上）
対象事業所数
選任事業所数

設置率

27.4.1 現在
28.4.1 現在

8,311
8,533

7,116
7,297

85.6%
85.5%

29.4.1 現在
30.4.1 現在
31.4.1 現在
2.4.1 現在

9,040
9,098
9,259
9,450

7,701
7,693
8,053
8,391

85.2%
84.6%
87.0%
88.8%

○福岡労働局及び公共職業安定所（ハローワーク）と連携を図りながら、新規学卒求人説明会、公正採用選
考人権啓発推進員研修会等を実施した。
○商工部及び各事業主団体と連携して県内４地域で「企業経営者人権啓発セミナー」を実施、学識者等によ
る基調講演のほか、福岡労働局から、高校生や大学生等の新規学卒者に対する応募用紙の指導や公正採用
選考システム確立に向けた実務指導を行うなど、事業主や人事担当者等が同和問題をはじめとする人権問
題の正しい理解と認識を深め公正な採用選考が実施されるよう啓発に努めた。
○企業に対する研修資料「企業と人権－公正な採用選考－」を国等と連携して開催した新規学卒求人説明会
等の参加事業所に対して配布し、啓発に努めた。
○公正採用選考人権啓発指導員（２名）を配置し、公共職業安定所（ハローワーク）担当者との合同訪問な
ど緊密な連携の下、効果的な公正採用選考人権啓発推進員の設置勧奨を行った。
○公正採用選考に関するチラシを作成し、年代別センターに設置するとともに研修会等で配布するなど啓発
に努めた。
〔前年度からの事業の見直し〕
・上記の他、公正採用選考の特設ホームページを作成し、公正な採用選考がなぜ求められるのかといった
基本的な考え方や過去の違反事象の実態等を整理して情報発信
・公正採用選考人権啓発指導員による、公正採用選考人権啓発推進員の研修受講勧奨を行う予定
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実 施 計 画（同和問題）
人権・同和問題啓発の推進
基本方向

宅地建物取引業者や関係団体に対し、同和問題をはじめとする人権問題の正しい理解と認識を深
めるため、啓発・研修等を実施し、差別のない取引の実現を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

宅地建物取引業界啓発の推進
建築都市部 建築指導課
事業の目的及び概要

宅地建物取引業者が関与した同和地区の照会事象が今後発生することのないよう、引き続き、宅建業者等に
対する人権啓発の充実・強化が必要である。このため、県と業界団体が連携しながら、人権問題に対する意識

の向上を図り、同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けた取組みを進めていく。
令和２年度実施計画
宅地建物取引における人権問題の解決を図るため、県及び業界団体が実施する研修会、講演会等のあら
ゆる機会を通じて、関係機関、業界団体と連携し、協力しながら、人権問題の啓発を推進する。また、業
界団体の自主的な活動を支援する。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
宅地建物取引業者の人権意識を高めるために、県と宅建業界が連携し、今後の啓発活動のあり方や効果的な
取組方策の検討を行い、啓発活動の強化に取り組む。
また、宅建業界団体の自主的な取組を促進する。
〔実績・評価〕
１ 県内すべての宅建業者に対し、以下の内容の文書を送付
（１）新規免許業者（過去 1 年間に免許を取得した者）に対して
①知事名の文書（封書、内容は以下のとおり）
・同和地区の場所を調べる等差別を助長する行為は行わないよう要請
・「障害者差別解消法」を踏まえ、不当な差別的取扱の禁止、合理的配慮の提供(努力義務)を周知
・「部落差別解消の推進に関する法律」及び「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する
条例」を周知
・県ホームページ「宅地建物取引と人権」、以下の②～④添付書類の活用要請
②「福岡県宅地建物取引における人権問題に関する指針（以下「指針」
）
」
③県と業界団体で作成した対応マニュアル「宅地建物取引における人権問題について」
④人権・同対局との連名の啓発チラシ「同和地区問い合わせ～聞かない・教えない」
（２）過去に知事名文書を送付済みの業者に対して
①知事名の文書（葉書、内容は以下のとおり）
・同和地区の場所を調べる等差別を助長する行為は行わないよう要請
・「障害者差別解消法」「部落差別解消の推進に関する法律」及び「福岡県障がいを理由とする差別
の解消の推進に関する条例」を周知
・県ホームページ「宅地建物取引と人権」の活用要請
２ 県のホームページに「宅地建物取引と人権」、「障害者差別解消法について」等を掲載（継続）
３ 啓発チラシ「宅地建物取引と人権」を宅地建物取引士の法定講習会や宅建業の免許・更新時に配布し、
説明（継続）
４ （公社）福岡県宅地建物取引業協会主催の業者講習会、本部講習会等において、人権研修を実施（継続）
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（同和問題）
人権・同和教育の推進
基本方向

これまでに培われてきた同和教育の成果を踏まえつつ、学校教育と社会教育が連携・融合し、学
校・地域・家庭が一体となり、各種事業・研修会等を効果的に行います。また、それらの取組を通
して同和問題に対する科学的認識に基づく確かな人権意識を培い、差別事象の解消と県民一人ひと
りが個性や能力を生かし、自己実現を図ることができる社会の実現を目指した取組を積極的に推進
します。

事 業 名
担当課（室）名

学校人権教育研修事業
教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
教職員の人権認識について正しい理解を深め、指導力を高めるため人権教育研修会を開催する。
○対象者
県立学校及び市町村立学校の教職員
○対象事業
・公立幼稚園長・職員研修会
・市町村立小・中学校長研修会
・市町村立小・中学校副校長・教頭研修会
・市町村立小・中学校新規採用教員研修会
・市町村立小・中学校人権教育担当者研修会
・県立学校等校長研修会
・県立学校等副校長・教頭研修会
・県立学校等新規採用教員研修会
・県立学校等人権教育担当者研修会
等

令和２年度実施計画
学校における人権教育を総合的・効果的に推進するために、教職員の人権尊重理念の理解・体得や実践的
指導力の育成を目指し、「人権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目標」に則り、教職経験年数や職務に
応じた研修を計画的・効果的に実施する。
その際、「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」等の個別の人権課題に関する法律や条例等の施行
や、「教職員の人権意識・人権教育に関する調査」結果を踏まえ、個別的な人権課題への理解と指導力の向
上を図るとともに、学校の教育活動全体を通じて人権教育が推進されるよう研修内容・方法等のより一層の
充実に努める。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
学校における人権教育を総合的・効果的に推進するために、教職員の人権尊重理念の理解・体得や実践的指
導力の育成を目指し、
「人権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目標」に則り、教職経験年数や職務に応じた
研修を計画的・効果的に実施する。
その際、
「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」等の個別の人権課題に関する条例等の施行や、
「教職
員の人権意識・人権教育に関する調査」結果を踏まえ、個別的な人権課題への理解と指導力の向上を図るとと
もに、学校の教育活動全体を通じて人権教育が推進されるよう研修内容・方法等のより一層の充実に努める。
〔実績・評価〕
本庁及び各教育事務所主管研修として、教職員の人権意識、人権教育に関する調査結果の課題を踏まえ、
「人
権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目標」に則り、経験年数や職務に応じた研修会を計画的に実施した。
各研修会において、人権教育研修会資料集を基に、学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進、個別的な
人権課題に対する取組、人権教育教材の効果的な活用等について討議を行うとともに、協力・参加・体験を重
視した具体的な演習を通して、教職員の人権意識と指導力の向上を図った。特に本年度は、個別の人権課題に
関する法律や条例の施行を踏まえ、その内容や成立に至る社会的背景などについて周知を図った。

〔前年度からの事業の見直し〕

22

実 施 計 画（同和問題）
人権・同和教育の推進
基本方向

これまでに培われてきた同和教育の成果を踏まえつつ、学校教育と社会教育が連携・融合し、学
校・地域・家庭が一体となり、各種事業・研修会等を効果的に行います。また、それらの取組を通
して同和問題に対する科学的認識に基づく確かな人権意識を培い、差別事象の解消と県民一人ひと
りが個性や能力を生かし、自己実現を図ることができる社会の実現を目指した取組を積極的に推進
します。

事 業 名

人権教育実践交流会等開催事業

担当課（室）名

教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
「福岡県人権教育・啓発基本指針」に基づき、様々な人権問題の固有の課題を踏まえた上で、人権教育の
総合的な推進に関する効果的な手法及び内容等について研究開発を行う。
○対象事業
・人権教育実践交流会の実施（同和問題、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人、ＨＩＶ感染
者・ハンセン病患者、犯罪被害者等、インターネットによる人権侵害、性的少数者、その他の人権問
題、地域･家庭における人権教育）
・人権教育指導者養成連続講座の実施

令和２年度実施計画
学校における人権教育を総合的・効果的に推進するために、「人権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目
標」に則り、教職員の人権尊重理念の理解・体得や、実践的指導力の育成を目指し、事業の定着と充実に努め
る。
その際、
「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」等の個別の人権課題に関する法律や条例等の施行や、
「教職員の人権意識・人権教育に関する調査」結果を踏まえ、特に、若年層教職員の人権教育の意識や知識等
の課題に対し、個別的な人権課題に関する研修や講座を実施する等、教職員の人権に関する知的理解や人権感
覚の涵養を図る。また、学校・家庭・地域が一体となって人権教育が推進されるよう、研修内容・方法等のよ
り一層の充実に努める。
さらに、児童生徒の人権に関する知的理解と人権感覚の育成に向け、人権教育学習教材集『あおぞら２』の
効果的な活用の推進を図る。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
学校における人権教育を総合的・効果的に推進するために、「人権教育に係る福岡県教職員指導力等達成目
標」に則り、教職員の人権尊重理念の理解・体得や実践的指導力の育成を目指し、事業の定着と充実に努める。
その際、
「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」等の個別の人権課題に関する条例等の施行や、
「教職
員の人権意識・人権教育に関する調査」結果を踏まえ、特に、若年層教職員の人権教育の意識や知識等の課題
に対し、個別的な人権課題に関する研修や講座を実施する、教職員の人権に関する知的理解や人権感覚の涵養
を図る。また、学校・家庭・地域が一体となって人権教育が推進されるよう、研修内容・方法等のより一層の
充実に努める。
さらに、児童生徒の人権に関する知的理解と人権感覚の育成に向け、人権教育学習教材集『あおぞら２』の
効果的な活用の推進を図る。
〔実績・評価〕
○福岡県人権教育研修会
学校教育関係職員を対象に「人権尊重精神の育成」
「学力と進路の保障」のテーマで各１回、研修会を実施
できた。また、学校教育関係職員及び社会教育関係職員を対象に「様々な人権課題の解決に向けて」のテ
ーマで１回、研修会を実施し、理解を深めることができた。さらに、若年教職員を対象に「人権教育に関
する基礎的・基本的な資質・能力の育成に向けた講義等を実施した。
・第１回研修会（人権尊重精神の育成）
参加者数
１，０４４人
・第２回研修会（学力と進路の保障）
参加者数
１５４人
・第３回研修会（様々な人権課題の解決に向けて） 参加者数
２８６人
・人権教育基礎講座
参加者数
８５９人
○人権教育指導者養成連続講座
公立幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教員を対象として公募し決定した
受講者に、年間７回の連続講座を実施し、受講者が各学校で人権を尊重した教育活動を具体的に進めるた
めの指導力と実践力の向上を図ることができた。
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（同和問題）
人権・同和教育の推進
基本方向

これまでに培われてきた同和教育の成果を踏まえつつ、学校教育と社会教育が連携・融合し、学
校・地域・家庭が一体となり、各種事業・研修会等を効果的に行います。また、それらの取組を通
して同和問題に対する科学的認識に基づく確かな人権意識を培い、差別事象の解消と県民一人ひと
りが個性や能力を生かし、自己実現を図ることができる社会の実現を目指した取組を積極的に推進
します。

事 業 名
担当課（室）名

人権教育を基盤にした学校づくり研究指定校事業
教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
児童生徒の学力向上や、自己実現を阻害する要因に対して、学校教育全体を通じた人権教育の取組を通し
て、学力向上を図る学校の在り方について究明し、研究によって明らかになった有効な取組等について、
県内の公立学校に周知する。
○対象校
各教育事務所管内につき１校を指定（県内６校）
○概要
・社会的要因や経済的要因により教育的に不利な状況にある児童生徒の学力水準を向上させる取組につい
て研究を行う。
・以下に示す８つの要素を備える学校づくりの在り方について研究を行う。
① すべての子供の学びを支える学習指導
② 気持ちのそろった教職員集団
③ 戦略的で柔軟な学校運営
④ 豊かなつながりを生み出す生徒指導
⑤ ともに育つ地域・校種間連携
⑥ 双方向的な家庭とのかかわり
⑦ 安心して学べる学校環境
⑧ 前向きで活動的な学校文化
・特に２項目を重点項目として研究を行う。その際、上記の①を共通項目とし、②～⑧のうち１つを研究
指定校が選択する。

令和２年度実施計画
各指定校において、実行委員会を設置するとともに、研究指定校推進協議会を開催し、研究構想、内容及び
方法等について協議を行い、研究の推進と充実を図る。
また、研究指定校事業連絡協議会を開催し、本事業の成果や指定校の取組をまとめ、県内の学校へ普及す
る。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
各指定校において、実行委員会を設置するとともに、研究指定校推進協議会を開催し、研究構想、内容及び
方法等について協議を行い、研究の推進と充実を図る。また、指定校の研究内容について、個別の人権課題に
関する学習に係る授業を通して交流するために、研究指定校授業交流会を開催する。
さらに、研究指定校事業連絡協議会を開催し、令和元年度本事業に係る総括を行い、次年度へ引き継ぐ。
〔実績・評価〕
○研究指定校推進協議会
各指定校において、研究指定校推進協議会を開催し、事業計画や研究内容等に関する協議を通じて、職員
の共通理解が図られた。また、大学の研究協力者による講義や指導助言を受け、実践意欲の向上につなが
った。
○研究指定校授業交流会
研究指定校授業交流会を開催し、各指定校による公開授業を通じて、児童生徒の個別の人権課題に関する
知的理解や人権感覚を向上するための授業づくりや日常の取組について交流し、各指定校の取組を見直す
ことができた。
○研究指定校事業連絡協議会
研究指定校事業連絡協議会を開催し、各指定校における研究の成果と課題を交流するとともに、大学の研
究協力者による講義を通じて、人権教育を基盤にした効果のある学校について理解を深めることができ
た。
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（同和問題）
人権・同和教育の推進
基本方向

これまでに培われてきた同和教育の成果を踏まえつつ、学校教育と社会教育が連携・融合し、学
校・地域・家庭が一体となり、各種事業・研修会等を効果的に行います。また、それらの取組を通
して同和問題に対する科学的認識に基づく確かな人権意識を培い、差別事象の解消と県民一人ひと
りが個性や能力を生かし、自己実現を図ることができる社会の実現を目指した取組を積極的に推進
します。

事 業 名
担当課（室）名

人権教育コーディネーター養成講座
教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
すべての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し、広く人々の人権問題に対する理解と認識を深
め、差別意識の解消を図るために、人権に関する学習活動を企画・立案・実践する人権教育コーディネー
ターを育成し、もって本県における人権教育の充実に資する。
○対象者
市町村教育委員会又は市町村長が推薦する者（３０名程度）
○講座内容（年５回）
・人権教育・啓発に関する基本認識及び福岡県人権教育・啓発基本指針（改定）について
・個別の人権課題の解決を目指す人権教育・啓発
・体験的参加型学習による人権教育・啓発の実際
・人権教育・啓発活動における体験的参加型学習の活用及び学習プログラムの作成及び発表

令和２年度実施計画
人権教育・啓発を総合的かつ効果的に推進するためには、市町村における教育・啓発を計画的・系統的に推
進する担当者及び地域の指導者の育成を図る必要がある。
このため、市町村教育委員会等から推薦を受けた受講者を対象として、年５回の連続講座を計画的・継続的
に実施して、市町村の人権教育・啓発担当者等の育成及び資質の向上に努める。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
市町村における人権教育コーディネーターを育成する必要性に鑑み、令和元年度も本事業を継続実施する。
なお、前年度の実施状況を踏まえ、講座内容や演習方法等を見直し、更に効果的な事業内容とする。
〔実績・評価〕
実施計画どおりに講座を実施することができた。
○市町村の人権教育・啓発担当者等の資質を高めるために、人権に関する学習活動の企画・立案・学習プロ
グラム作成の演習を行った。演習を通して、人権の意義や重要性についての理解を深めるとともに、地域
の実情に応じた学習をコーディネートしていくための学習方法（講義、グループワークの組み合わせ）、
内容（人権概念という普遍的な視点と様々な人権課題に即した個別的視点の組み合わせ）の工夫に取り組
み、市町村の人権教育・啓発担当者等として必要な知識や態度、技能の向上を図ることができた。
○県教育委員会作成の人権教育指導者向け学習資料「KARA FULL」に学習活動の内容や、作成した学習プロ
グラムを掲載し県内に広く普及することができた。
○受講者数
（人）
年度
Ｈ27
Ｈ28
Ｈ29
Ｈ30
R1
受講者数
34
21
24
15
14

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（ 同和問題 ）
基本方向

人権・同和教育の推進
本県の人権・同和教育における個別の人権課題に関する学習内容の体系化・標準化及び教員の指
導力の向上を図るため、実態調査や検証授業等を通して指導方法や内容の在り方等について調査・
研究し、もって児童・生徒の人権尊重精神の育成を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業
教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
本県の人権・同和教育における個別の人権課題に関する学習内容の体系化・標準化及び教員の指導力の向
上を図るため、実態調査や検証授業等を通して指導方法や内容の在り方等について調査・研究し、もって児
童・生徒の人権尊重の精神を育成する。
○概要
・学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等について、市町村教育委員会、県立学校等に対し
ヒアリングや資料収集などの実態調査を行う。
・実態調査や収集した資料等の分析をもとに、福岡県内の学校における個別の人権課題に関する指導方法・
内容等の体系化・標準化について検討を行うとともに、検証校において、内容の検証を行う。併せて指導
者用手引書（ハンドブック）等についても検討を行う。
・調査研究委員会において、福岡県内の学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等の体系化・
標準化の内容確認を行うとともに、指導者用手引き等を作成し配布を行う。

令和２年度実施計画
調査研究委員会において、実態調査の結果や収集した資料等をもとに、県内の学校における個別の人権課題
に関する指導方法や学習内容等の体系化・標準化について検討を行う。また、小委員会において、個別の人権
課題に関する法をもとにした授業指導案等を作成し、検証協力校において、内容の検証を行う。
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会の開催 年３回
○個別の人権課題別小委員会（部落差別、ヘイトスピーチ、障がいのある人）の開催 年３回
○検証授業の実施（検証協力校は、個別の人権課題別に小学校・中学校・高等学校、各２校を指定）
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
有識者による調査研究会議を立ち上げ、市町村立小中学校、県立学校における個別の人権課題に関する指導
方法等の実態調査を行う。
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会の設置・開催
人権教育に係る有識者等で構成された調査研究委員会において、学校における個別の人権課題に関する学
習内容や指導の在り方について協議する。
（年３回実施）
○個別の人権課題別小委員会（部落差別、ヘイトスピーチ、障がいのある人）の設置・開催
実態調査の結果・分析をもとに、個別の人権課題に関する指導方法・内容等の体系化・標準化について研
究する。
（年３回実施）
○実態調査の実施
学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等について、市町村教育委員会、県立学校等に対し
ヒアリングや資料収集などの実態調査を行う。
（調査内容）学校における個別の人権課題に関する学習内容や指導方法等
（調査対象）県立学校：各地区（福岡、北九州、筑豊、筑後）から１校 計４校
特別支援学校：２校
市町村：政令市を除く５８市町村
〔実績・評価〕
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会を開催し、本事業の説明と今後の事業の方向性につい
て協議を行い、調査研究委員からは、今後の事業の方向性について、意見をいただいた。
○個別の人権課題別小委員会を開催し、実態調査の結果を踏まえ、個別の人権課題に関する法をもとにした
授業展開やカリキュラム等、指導の在り方や内容等について協議できた。
○政令市を除く５８市町村教育委員会に対し、訪問による調査を行い、各教科の指導の中で、同和問題、障
がいのある人、外国人の人権課題についての授業実施やカリキュラムの実際や各市町村や各学校の人権教
育推進上の成果や課題等の実態を知ることができた。
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（女性）
男女共同参画社会を実現するための環境づくり
基本方向

女性の人権が尊重される社会を実現するため、政策・方針決定過程への女性の参画を図るととも
に、男女平等や男女共同参画推進の意識を醸成する啓発活動を行います。

事 業 名
担当課（室）名

審議会等への女性委員の登用推進
人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を均等に享受し、共に責任を担う社会を築くためには、政
策・方針決定に共同して参画する機会が確保されることが必要である。
そのため、県の政策・方針決定の場である審議会等において女性委員の登用を促進するため、具体的な目標
を設定し、政策・方針決定過程における男女共同参画社会の実現を図る。

令和２年度実施計画
「第４次福岡県男女共同参画計画」に基づき、県の審議会等における女性委員の比率については、令和２年度
も４２％以上の登用を目標として、各審議会等の所管課との協議を進めながら、計画的な登用推進を図ってい
く。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
「第４次福岡県男女共同参画計画」に基づき、県の審議会等における女性委員の比率については、令和元年
度までに４２％以上の登用を目標として、各審議会等の所管課との協議を進めながら、計画的な登用推進を図
っていく。
〔実績・評価〕
○平成３１年４月１日現在で審議会等委員の女性委員登用率は４２．４％であり、目標を達成しました。
○年度実績 （目標の対象である審議会等の登用状況）
（％）
年 度
H27
H28
H29
H30
R1
登用率
41.2
41.4
41.5
40.8
42.4

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（女性）
男女共同参画社会を実現するための環境づくり
基本方向

女性の人権が尊重される社会を実現するため、政策・方針決定過程への女性の参画を図るととも
に、男女平等や男女共同参画推進の意識を醸成する啓発活動を行います。

事 業 名
担当課（室）名

トップリーダー啓発事業
人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

学校、家庭、地域、職域等あらゆる場において、男女が対等な立場で個性と能力を発揮できる男女共同参画
社会を実現するためには、各種団体や組織の運営に男女共同参画の視点が反映されることが重要である。
そのため、その運営に大きな影響を及ぼす企業や団体などのトップリーダーへ啓発を行い、男女共同参画社
会づくりについての理解と各団体における取組の促進を図る。

令和２年度実施計画
男女共同参画推進のために、より多くの団体等に対する意識啓発を進めていく。
企業については、令和元年度と同様、新雇用開発課・労働者支援事務所と連携を図りながら、啓発事業を実
施する。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
あらゆる場において、男女共同参画の視点が浸透していくよう、継続して啓発を実施していく。

〔実績・評価〕
○実施内容
各種団体の長等、トップリーダーの集まる総会や研修会等に講師を派遣し、男女共同参画社会に向けた取
組の現状や必要性について、理解促進を図った。
○対象団体
行政関係、経済団体、業種団体、教育団体、その他
○年度実績
（回）
年 度
実施回数

Ｈ27

Ｈ28
7

Ｈ29
10

Ｈ30
7

R1
10

7

本事業は平成１３年度から実施しており、毎年度様々な団体等を対象に行っている。
各団体の意思決定を担うトップリーダーが集まる総会等に講師を派遣し、男女共同参画社会づくりに向け
た啓発を、今後も計画的に実施をしていき、実践的活動へつなげていく。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（女性）
男女共同参画社会を実現するための環境づくり
基本方向

女性の人権が尊重される社会を実現するため、政策・方針決定過程への女性の参画を図るととも
に、男女平等や男女共同参画推進の意識を醸成する啓発活動を行います。

事 業 名
担当課（室）名

県民参加交流事業（あすばる男女共同参画フォーラム）
人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

男女共同参画社会づくりについての意識の醸成、活動の活性化と拡大を図るために、講演会等を開催すると
ともに、県民の自主企画による啓発事業を実施する。

令和２年度実施計画
男女共同参画社会づくりの推進拠点である、福岡県男女共同参画センター「あすばる」において県民参加型
の「あすばる男女共同参画フォーラム」を開催し、県民意識の醸成や活動の活性化と拡大を図っていく。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
男女共同参画社会づくりの推進拠点である、福岡県男女共同参画センター「あすばる」において県民参加型
の「あすばる男女共同参画フォーラム」を開催し、県民意識の醸成や活動の活性化と拡大を図っていく。
〔実績・評価〕
○開催日：令和元年１１月２３日（土・祝）
令和元年１１月１６日（土）（プレイベント）
○場 所：クローバープラザ全館
○テーマ：歩みをとめず未来へつなぐ～誰もが自分らしく活躍する持続可能な社会のために～
○評価等
フォーラムの中では、福岡県男女共同参画表彰表彰式や基調講演のほか、公募企画として女性団体や
ＮＰＯ法人、地域活動団体などによるテーマに沿った身近な問題についての学習やグループ活動の成果の
報告、展示などを行った。
また、県内で活躍している女性の先駆者（ロールモデル）をパネルで紹介するなど、女性の社会進出を
進める取組を行った。
一般県民も広く参加し、様々な視点から男女共同参画について理解を深めることができた。
○参加実績
年 度
参加者数

H26
2,289

H27
3,247

H28
5,105

〔前年度からの事業の見直し〕
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H29
5,636

H30
3,469

（人）
R1
5,286

実 施 計 画（女性）
男女共同参画社会を実現するための環境づくり
基本方向

女性の人権が尊重される社会を実現するため、政策・方針決定過程への女性の参画を図るととも
に、男女平等や男女共同参画推進の意識を醸成する啓発活動を行います。

事 業 名
担当課（室）名

若年層意識啓発推進事業
人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

女子中高生の理工系分野に対する興味・関心を喚起し、理工系分野への進学を促進する。

令和２年度実施計画
中高生とその保護者が企業や研究機関等の現場を見学し、女性技術者、研究者等と交流する。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○女子中高生の進路選択応援事業

進路選択の岐路に立つ中高生とその保護者が、事業所や研究所等において製造や検査、研究開発など
の様子を見学し、女性の技術者、研究者等からの仕事の紹介・解説、仕事に関する質疑応答や意見交換
などの交流を行う。

〔実績・評価〕
○女子中高生の進路選択応援事業

【実績】
・参加者数：１８３名（女子１１０名、男子７３名、保護者０名）
・参 加 校：６校（高等学校４、中学校２）
・訪 問 先：３か所（民間企業２、福岡県機関１）
参加者アンケートでは、７割を超える生徒が「見学前と比べて、理系の職場に対する興味・関心が湧
いた」と回答。また、４割を超える生徒は「理系の分野へ進学したいという気持ちが増した」と回答し
た。参加生徒からは、
「自分の進路に向けて考えを高めることができた」
「理系の仕事について視野が広
まった」等の意見もあり、理工系の分野を将来の選択肢の１つとして考える機会を提供することができ
た。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（女性）
暴力を容認しない社会づくり
基本方向

重大な社会問題となっている女性への暴力、特に配偶者からの暴力について、被害者の人権を尊
重しながら、法律等に基づいた適切な対応を図ります。

事 業 名

配偶者からの暴力防止対策事業

担当課（室）名

人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の適切な保護を図るため、被害者の立場に立ち、相談から保護、自立ま
での被害者のそれぞれの状況に応じた切れ目のない総合的な支援を行う。

令和２年度実施計画
本県の第３次基本計画に基づき、相談体制及び保護体制の充実、関係団体との連携強化等を図るとともに、
実効性のある自立支援策を推進する。
〔主要な事業〕
○ 広報啓発の実施
○ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談の実施
○ 一時保護の実施
○ 婦人相談員等への専門研修
○ 配偶者からの暴力防止対策連絡会議等の開催
○ 交際相手からの暴力被害防止啓発
○ 男性被害者等支援体制強化
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
本県の基本計画に基づき、相談体制及び保護体制の充実、関係団体との連携強化を図るとともに、実効性の
ある自立支援策を推進する。
〔実績・評価〕
○ 相談、一時保護
女性相談所、保健福祉（環境）事務所において、相談、一時保護等を適切に実施し、被害者の自立に努
めた。
○ 広報事業の実施
スーパー、大学等にポスター、カードの掲示を依頼するとともに、県内４カ所で街頭啓発を実施するな
ど幅広い広報を実施した。
○ 婦人相談員等への専門研修
経験年数等に応じた研修を実施し、相談員の理解を深めるとともに、専門的な知識や技術の向上を図っ
た。
○ 中学生・高校生に対する暴力防止啓発
若年層に対し、交際相手からの暴力（デートＤＶ）に関する正しい理解を進め、重大な被害に発展する
前に予防するため、中学生・高校生向けデートＤＶ防止啓発パンフレットを作成・配布した。
また、デートＤＶについて専門知識を持つＮＰＯ等の講師を中学校・高校等に派遣した。
年 度
相談件数
一時保護件数
女性相談所
民間シェルター等委託

H27
3,157
164
54
110

H28
2,194
125
90
104

〔前年度からの事業の見直し〕
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H29
2,558
112
36
76

Ｈ30
2,423
131
41
90

R1
2,208
115
41
74

実 施 計 画（女性）
職場・家庭・地域における男女共同参画の推進
基本方向

女性の人権が尊重される社会を実現するため、政策・方針決定過程への女性の参画を図るととも
に、男女平等や男女共同参画推進の意識を醸成する啓発活動を行います。

事 業 名
担当課（室）名

企業における女性の活躍推進事業
人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

企業における女性活躍の重要性について理解を深めるとともに、各企業の取組を支援することで、女性の活
躍を推進する。

令和２年度実施計画
女性活躍推進法に基づき設置した福岡県女性の活躍応援協議会において、関係団体と協議、連携しながら、
県内企業における女性活躍を進めるため、以下の事業を実施する。
○ よくわかる女性活躍支援の手引きの作成・配布
○ 企業等における女性活躍推進の取組を支援するためのセミナー開催、専門家派遣
○ 企業や団体が行う女性活躍に関する研修等へ、講師を派遣
○ 経済団体等のそれぞれ固有の課題解決に向けた取組を支援し、企業における女性活躍の取組を促進
○ 中小企業における女性活躍の先駆的な取組をホームページで紹介
○ 企業の若手女性従業員向けに、キャリアップ意識の向上を図るセミナーを開催
○ 建設業における女性活躍推進のための活動への支援
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
女性活躍推進法に基づき設置した福岡県女性の活躍応援協議会において、関係団体と協議、連携しながら、
県内企業における女性活躍を進めるため、以下の事業を実施する。
○ よくわかる女性活躍支援の手引きの作成・配布
○ 企業等における女性活躍推進の取組を支援するためのセミナー開催、専門家派遣
○ 経済団体等のそれぞれ固有の課題解決に向けた取組を支援し、中小企業における女性活躍の取組を促進
○ 中小企業における女性活躍の先駆的な取組をホームページで紹介
○ 企業の若手女性従業員向けに、キャリアップ意識の向上を図るセミナーを開催
〔実績・評価〕
○ 福岡県女性の活躍応援協議会及び実務者会議の開催
○ 「中小企業のためのよくわかる女性活躍支援の手引き」の作成・配布
・配 布 先：女性の活躍応援協議会の構成団体、市町村 等
○ 企業等における女性活躍推進の取組を支援するためのセミナー開催、専門家派遣
・自社の課題を把握して改善につなげるセミナーの開催（県内 3 か所で開催 参加者数：１０６名）
・企業に対して個別に専門家を派遣し、女性活躍の観点から取組を支援（派遣企業数：３４社）
○ 経済団体等の取組支援
・補助団体数：４団体
・内容：業界や分野固有のテーマで行う女性活躍推進に向けた取組への助成
○ 中小企業の先駆的な取組の発信
・福岡県女性の活躍推進ポータルサイト「女性の活躍応援たい！」の運用
・掲載内容：女性の活躍に向けた企業の取組事例（令和 2 年 3 月末日現在 59 社）
、セミナーやイベントの
開催情報、中小企業が活用できる国や県の支援施策等
○ 若手女性キャリアアップ意識向上事業
・中小企業の若手女性従業員向けに、リーダーになることの不安や悩み等についてのグループ討議等を行
うセミナーを開催（県内４地区で開催 延べ参加者数：80 名）
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（女性）
職場・家庭・地域における男女共同参画の推進
基本方向

女性の人権が尊重される社会を実現するため、政策・方針決定過程への女性の参画を図るととも
に、男女平等や男女共同参画推進の意識を醸成する啓発活動を行います。

事 業 名
担当課（室）名

育児休業者職場復帰支援事業
人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

育児休業制度を利用した女性の円滑な職場復帰を支援し、就業継続及び将来の管理職としての能力発揮につ
なげる。

令和２年度実施計画
育児休業取得中の女性従業員等を対象に、円滑な職場復帰のための講座等を開催する。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕

育児休業取得中の女性従業員向けに、円滑な職場復帰のための講座等を開催する。
〔実績・評価〕

○ 開催地区
北九州地区：１回（北九州市）
筑後地区 ：１回（久留米市）

福岡地区：３回（福岡市西区・東区、春日市）
筑豊地区：１回（飯塚市）

○ 内容
【１日目】 講座、参加者同士での交流会
【２日目】 親子での保育所見学
○ 参加者数
計 ４５名 （うち、両日参加は ２７名）
○ 評価
アンケートにおいて、不安の解消に本講座が役に立つと答えた参加者が９５％以上となるなど、
満足度は高かった。また「復職に向けて動き出すきっかけとなった」
「同じような不安を抱える人と
励まし合い、復帰に前向きになれた」等の声もあり、育児休業中の女性の不安の解消に寄与するセ
ミナーとなった。

〔前年度からの事業の見直し〕
・参加対象者を見直し、男女がともに育休後の仕事と家庭の両立を考える効果的なセミナーとする。
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実 施 計 画（女性）
職場・家庭・地域における男女共同参画の推進
基本方向

女性があらゆる分野において男性と対等に参画するため、事業者団体等と連携した取組の推進、
仕事と家庭の両立支援の取組、地域における女性の参画等を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

地域における女性の活躍推進事業
人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課
事業の目的及び概要

地域における女性の活躍を推進するため、女性の視点・意見を活かした地域活動を促進する。

令和２年度実施計画
市町村、地域の男女共同参画センター、地域の女性団体と連携して、
「女性による元気な地域づくり応援講座」
を開催する。
○ 対象者：地域活動に関わっている女性
○ 内 容：女性の視点・意見を活かした活動好事例の研究
「情報発信力」
「調整力」など地域活動の実践力を高める演習
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
市町村、地域の男女共同参画センター、地域の女性団体と連携して、
「女性による元気な地域づくり応援講
座」を開催する。
○ 対象者：地域活動に関わっている女性
○ 内 容：女性の視点・意見を活かした活動好事例の研究
「情報発信力」
「調整力」など地域活動の実践力を高める演習
〔実績・評価〕
○ 実 績：過去 4 年間で、27 市町村 26 団体が実施し、計 734 名が受講。
（令和元年度「女性による元気な地域づくり応援講座」の概要）

○ 評 価：過去の元気塾受講生が、卒塾後自主的に活動を継続している団体もあり、女性リーダーの育成
に一定の成果が見られる。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（女性）
職場・家庭・地域における男女共同参画の推進
基本方向

女性があらゆる分野において男性と対等に参画するため、事業者団体等と連携した取組の推進、
仕事と家庭の両立支援の取組、地域における女性の参画等を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

子育て応援宣言企業推進事業
福祉労働部 労働局 新雇用開発課
事業の目的及び概要

従業員が出産・子育て期を通じて十分な子育てをしながら引き続きその能力を活かして働くことができる社
会の実現を目指し、企業・事業所のトップが従業員の仕事と子育ての両立を支援する具体的な取組を自ら宣言
し、それを県が登録する「子育て応援宣言企業」登録制度の推進を図り、仕事と家庭が両立できる職場環境づ
くりを促進する。

令和２年度実施計画
子育て応援宣言企業について県民の認知度を高め、更なる普及拡大と取組内容の向上を図るとともに、雇用
の分野における男女の機会均等及び待遇の確保等に関する企業や従業員の意識向上を図る。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
子育て応援宣言企業の更なる普及拡大と取組内容の向上を図るとともに、雇用の分野における男女の機会均
等及び待遇の確保等に関する企業や従業員の意識向上を図る。
〔実績・評価〕
企業や経済団体への働きかけ等により、宣言企業の更なる拡大と取組内容の充実を図った。また、登録企業
数 7000 社達成の機会を逃さず「子育て応援宣言企業 7000 社大会」を開催、取組成果を積極的に PR し、社会全
体で子育てを応援する機運の醸成を図った。
○子育て応援宣言企業の普及拡大
登録数：７，１７９社（令和２年３月末現在）
○子育て応援宣言企業 7000 社大会の開催
開催日：令和元年１１月１５日（金）
会場：西鉄グランドホテル（福岡市内）
内容：優良企業・事業所の知事表彰、経営者等によるパネルディスカッション、基調講演等
○男女雇用機会均等・仕事と家庭の両立支援研修会開催
参加者：企業の経営者、人事労務担当者、従業員をはじめとする一般県民を対象に県内 4 地区で開催

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（子ども）
子どもの人権が尊重される社会づくり
基本方向

「いじめ」問題は、重大な社会問題となっていることから、
「いじめ」は許されない行為であると
いう意識、
「見て見ないふりをしない」という意識を醸成することを目標に、いじめの防止に向け
た県民の取組を促進します。

事 業 名

青少年健全育成特別対策事業（青少年ネット適正利用促進事業）

担当課（室）名

人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 青少年育成課
事業の目的及び概要

インターネットによるいじめや、犯罪被害等から青少年を守るとともに、インターネットの適切な利用につ
いて生徒自らが考え、自主的な行動に結びつける参加型の啓発に取り組む。

令和２年度実施計画
○児童生徒自らが考え、気づき促す参加型啓発の実施
・中高生がネットの適正な利用について議論する「中高生ＩＣＴサミット」の開催
○保護者向け実践講座の実施
・小学校や家庭での取組みを促進するため、保護者等を対象に端末を使った実践的な講座を実施
〇中学校教員向け情報モラル研修の実施
・生徒参加型の情報モラル学習普及のため、中学校教員を対象に情報モラルに関する研修を実施
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
情報化の進展に伴い、インターネットによるいじめや犯罪被害などの問題が生じていることから、次代を
担う青少年が健やかに成長できるよう青少年のインターネットの適正な利用を推進する。
〔実績・評価〕
学校、PTA、事業者、NPO 等と連携し、青少年のインターネットの適正な利用に向けた施策を実施してい
る。
○ネットパトロール員支援業務
問題ある書き込みを早期に発見し、生徒への指導や書き込みの削除など適切な対応を行うネットパトロ
ール員の活動を円滑にするため、ネットパトロール員専門の相談窓口を開設。
○ネットトラブルを予防し対応するための保護者を対象とした実践講座
ネットの安心安全な利用方法やフィルタリングの設定方法について、端末を使用した実践的な研修会を
開催。
実績：新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
○生徒自身がネットのルール・マナーを考える中高生ＩＣＴサミットの開催
中学生と高校生がネット利用の問題や適正な利用の仕方について共に議論し、自分たちで考えたルール
やマナーを発表する。
実績：福岡市で開催 参加生徒： ８４人
○生徒参加型情報モラル学習普及のための中学校教員を対象とした研修会
各中学校で行われる校内研修等に、専門講師を派遣し、中学生のインターネット利用の現状や、情報
モラルに関する生徒指導のポイントなどを学ぶ研修を実施。
実績：講師派遣中学校数 ５８校

〔前年度からの事業の見直し〕
・ネットパトロール支援業務については一定期間の支援を行ってきたことから、事業を終了する。
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実 施 計 画（子ども）
子どもの人権が尊重される社会づくり
基本方向

次代を担う子どもの人権を尊重し、健やかに育成することの大切さを改めて認識するために、
様々な広報媒体を活用し、「児童の権利に関する条約」の趣旨に関する広報・啓発を行います。
また、いじめの問題や非行など青少年に係る諸問題の解決に向けて、家庭や地域の教育の在り方
を見直すために、県民が主体的にみんなで考える催しを開催します。

事 業 名

青少年育成県民運動推進事業（少年の主張福岡県大会）

担当課（室）名

人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 青少年育成課
事業の目的及び概要

青少年が自由に自分の意見を表明する機会を提供するとともに、広い視野をもって論理的に物事を考える力
や自分の主張を正しく理解してもらう力を養うため、
「少年の主張福岡県大会」の開催に対して支援を行う。

令和２年度実施計画
県民が、いじめや非行など青少年に係る諸問題の実態を認識し、自らの問題として主体的に考えていくため
の機運づくりを進めるため、家庭・学校・地域社会が一体となって課題解決に取り組めるよう、事業の効果的
な実施に努める。
なお、事業の実施に当たっては、きめ細かな支援のほか、広報・啓発に努める。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
県民が、いじめや非行など青少年に係る諸問題の実態を認識し、自らの問題として主体的に考えていくため
の機運づくりを進めるため、中学生が社会や地域、家族、友人に対して訴えたいことを広く県内から募集し、
発表の機会を設けることで、大人や青少年が中学生の持つ悩みや考え方を共有し、家庭・学校・地域社会が一
体となって課題の解決に取り組めるよう、事業の効果的な実施に努める。
なお、事業の実施に当たっては、きめ細かな支援のほか、広報・啓発に努める。
〔実績・評価〕
○少年の主張福岡県大会開催回数
年度
回数

H27
1

H28
1

H29
1

（回）
H30
1

R1
1

○
令和元年度参加者数 １２，５５８人
地域や家庭の教育力が低下している中で、県が関係団体と連携し、青少年、教育関係者、青少年育成運動
に携わる者及び一般県民の参加により、青少年に対する理解と教育力の向上に向けて取り組むものであ
り、県民の意識向上に貢献している。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（子ども）
子育て支援
基本方向

子どもや子育てに関する不安・悩みの解消や、子育ての負担の軽減などに努め、子どもが健やか
に育つことができる環境を整備します。

事 業 名
担当課（室）名

児童虐待防止対策事業
福祉労働部 児童家庭課
事業の目的及び概要

児童虐待の予防から早期発見・早期対応、虐待を受けた児童の自立支援、再発防止までの一連の事業を切れ
目なく総合的に実施するため、児童相談所の相談支援体制や専門的機能の充実強化を図るとともに、市町村支
援の充実及び関係機関との連携強化に取り組む。
（事業内容）
○児童相談所の相談体制及び専門的機能の強化
・２４時間・３６５日相談体制機能強化事業
・法的対応機能強化事業
・カウンセリング事業
・相談関係職員研修事業
・親子のきずな再生事業
・児童相談所への警察官及び弁護士の配置
○市町村への支援
・市町村支援・連携強化事業
・子どもを守る地域ネットワーク事業
○社会的養護の推進
・里親委託推進事業
・施設退所児童等自立支援促進事業
・児童養護施設等人材確保事業
○その他の事業
・広報・啓発活動充実事業
・児童家庭支援センター助成事業
・児童虐待防止医療ネットワーク事業

令和２年度実施計画
児童虐待の予防から早期発見・早期対応、虐待を受けた児童の自立支援、再発防止までの一連の事業を切れ
目なく総合的に実施するため、児童相談所の相談支援体制や専門的機能の充実強化を図るとともに、市町村支
援の充実及び関係機関との連携強化に取り組む。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
近年、大きく増加している児童虐待相談に対応するため、児童虐待防止対策を着実に実施する。
〔実績・評価〕
○児童相談所の児童虐待相談対応件数の推移

年 度
全 国
福 県所管
岡 政令市
県
合 計

H25
73,802
906
795
1,701

H26
88,931
951
1,001
1,952

H27
103,286
1,229
1,169
2,398

H28
122,575
2,300
1,894
4,194

H29
133,778
3,084
2,431
5,515

H30
159,838
3,513
3,395
6,908

○児童相談所の相談体制及び専門的機能の強化
・２４時間・３６５日相談体制機能強化事業
・法的対応機能強化事業
・カウンセリング事業
・相談関係職員研修事業
・親子のきずな再生事
・児童相談所への警察官及び弁護士の配置

○社会的養護の推進
・里親委託推進事業
・施設退所児童等自立支援促進事業
・児童養護施設等人材確保事業
○その他の事業
・広報・啓発活動充実事業
・児童家庭支援センター助成事業

○市町村への支援
・市町村支援・連携強化事業
・子どもを守る地域ネットワーク事業

・児童虐待防止医療ネットワーク事業

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（子ども）
子育て支援
基本方向

子どもや子育てに関する不安・悩みの解消や、子育ての負担の軽減などに努め、子どもが健やか
に育つことができる環境を整備します。

事 業 名
担当課（室）名

保育対策等促進事業
福祉労働部 子育て支援課
事業の目的及び概要

保育所等における延長保育、病児保育などの多様な保育サービスを充実することにより、安心して子育てが
できる環境の整備を図る。

令和２年度実施計画
安心して子育てできる環境を整備するために、引き続き実施主体の市町村と連携を図りながら、保育所等に
おける保育サービスの充実を図る。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
今後とも、安心して子育てができる環境を整えるために、保育所等における保育サービスの充実及び地域の
子育て支援の拠点としての機能の充実を図る。

〔実績・評価〕
保育所等における延長保育や病児保育等の多様な保育サービスの推進を図ることで、地域の子育て支援に努
めた。
○令和元年度実績
・届出保育施設等衛生・安全対策事業
６７か所
・病児保育事業
１１５か所
・保育所障害児受入促進事業
２か所
・延長保育促進事業
９８８か所

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（子ども）
心豊かに育つ環境づくり
基本方向

子ども自身が、次代の担い手としての責任を自覚して、主体的な生き方ができるよう、学校、地
域、家庭が連携して、子どもたちの「豊かな心と生きる力」を育む、きめ細かな教育を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

青少年健全育成条例施行事業
人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 青少年育成課
事業の目的及び概要

青少年が健やかに育つための環境づくりを推進する観点から、書籍、ビデオ、ＤＶＤ等の有害図書類等によ
ってもたらされる有害環境やインターネット上の有害情報によってトラブル等に巻き込まれる危険性から青少
年を保護するため、県青少年健全育成条例に基づき、市町村及び県警察との連携による書店、コンビニエンス
ストア、携帯電話事業者等への立入調査の実施等により良好な環境の整備を進めている。

令和２年度実施計画
市町村との連携による立入調査等の実施に努めるとともに、関係部署との情報交換を密にし、併せて、関係
業界への働きかけにより、良好な環境の整備等に関する業界側の自主的な取組を促していく。
なお、平成３０年３月の県青少年健全育成条例の改正により、携帯電話事業者等に、青少年が利用する携帯
電話契約手続の厳格化が義務付けられたことに伴い、携帯電話事業者等への立入調査を重点的に実施する。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
市町村との連携による立入調査等の実施に努めるとともに、関係部署との情報交換を密にし、併せて、関係
業界への働きかけにより、良好な環境の整備等に関する業界側の自主的な取組を促していく。

〔実績・評価〕
事業者等に対し条例内容の周知を図るとともに、良好な環境の整備に資するための立入調査を行った。

○立入調査の実績
年度
立入件数

（件）
H27
3,317

H28
3,402

H29
3,375
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H30
3,340

R1
2,896

実 施 計 画（高齢者）
就労・社会参加の促進
基本方向

高齢者が社会的役割を担い、生きがいを持って生活できるよう、これまでに培った知識や技術、
経験を生かした就業、ボランティア活動などの社会参加を促進します。

事 業 名
担当課（室）名

ねんりんスポーツ・文化祭開催事業
スポーツ局 スポーツ振興課
事業の目的及び概要

親しみやすい文化・スポーツ活動を通じた高齢者の「生きがいづくり」、「健康づくり」、「仲間づくり」
を支援するとともに、世代を越えた交流を深め、社会参加を促進し、はつらつとした高齢社会を築くことを目
的として、「福岡県ねんりんスポーツ・文化祭」を開催する。

令和２年度実施計画
新型コロナウイルス感染症の影響により、毎年１１月に開催しているメインイベントの他、一部種目を除く
スポーツ・文化交流大会を中止し、代替事業として「自宅で出来る運動プログラム」を作成し、関係団体を通
じて県内の高齢者に提供する。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
平成３０年度（第１８回）大会までの成果を継承し、一層の内容の充実を図る。

〔実績・評価〕
令和元年度（第１９回）大会では、４月から２年２月にかけて、県内各地における１９種目のスポーツ交流
大会と、６種目の文化交流大会を開催した。
また、卓球とソフトバレーボールについてはブロック大会を開催し、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、
ペタンク、囲碁、将棋の５種目については市町村大会を開催した。
１１月３０日に中間市のなかまハーモニーホール」で開催したメインイベントは、子どもたちによる「おじ
いちゃん・おばあちゃんの絵コンクール」の絵の展示、競技用車いすの試乗体験、ケアトランポリン体験コー
ナーなど多彩なイベントを行った。また、プロ野球解説者の「達川 光男」さんによる記念講演や、「地域伝
承コーナー」、「絵手紙体験コーナー」を設け、地域を越えた多くの県民の交流を図った。
全期間を通し、約１４万人の参加を得て、明るい活力ある長寿社会の創造に寄与することができた。
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実 施 計 画（高齢者）
高齢者の生きがい対策の推進
基本方向

高齢者が社会的役割を担い、生きがいを持って生活できるよう、これまでに培った知識や技術、
経験を生かした就業、ボランティア活動などの社会参加を促進します。

事 業 名
担当課（室）名

７０歳現役社会推進事業
福祉労働部 労働局 新雇用開発課
事業の目的及び概要

福岡県７０歳現役応援センターを中心に、
「いきいきと働くことができる仕組みづくり」と「共助社会づくり
への参加促進」を施策の２本柱とし、
「いつまでも活躍し続けるための土台づくり」
「社会全体の意識改革」
「高
齢者が活躍できる環境整備」に取り組む。

令和２年度実施計画
高齢者の総合支援拠点「福岡県７０歳現役応援センター」において、７０歳まで働ける企業等の開拓、高
齢者の総合相談、企業、ＮＰＯ・ボランティア団体とのマッチングを実施します。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○高齢者の総合支援拠点「福岡県７０歳現役応援センター」において、７０歳まで働ける企業等の開拓、高
齢者の総合相談、企業、ＮＰＯ・ボランティア団体とのマッチングを実施

〔実績・評価〕
○７０歳現役応援センター利用登録者は１８，５５３人となり、就職やボランティアなど進路決定者は
９，６８５人となった。
（※令和２年３月末現在）

７０歳現役応援センターの実績
相談者数
（件）
登録者数
（人）
進路決定者数
（人）

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

計

5,028

9,601

14,059

16,597

18,143

18,936

19,983

20,457

122,804

1,380

1,834

2,542

2,574

2,597

2,820

2,554

2,252

18,553

306

717

1,042

1,342

1,492

1,497

1,611

1,678

9,685
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実 施 計 画（高齢者）
地域生活支援体制の整備
基本方向

高齢化の進行に伴い、今後、更に認知症高齢者の増加が予測されており、認知症介護の知識、技
術を高めるとともに、相談体制の充実、認知症高齢者の安全対策や権利擁護といった視点からの施
策を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

認知症高齢者地域支援事業
保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課
事業の目的及び概要

高齢者ができる限り在宅で安心して暮らせる認知症高齢者に優しい地域づくりを推進するため、訪問介護員
等への認知症対応力向上研修の実施、認知症早期発見・早期治療の促進、有識者による検討会の開催を行う。

令和２年度実施計画
○行方不明認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク※構築事業
※認知症高齢者等が行方不明になった場合に、警察や消防等の公共機関、民生委員、介護サービス事業所、
電車やバス等の交通事業者等により、行方不明者を早期に発見し保護するためのネットーク
○訪問介護員等認知症対応力向上研修
○認知症施策推進事業
○認知症介護相談事業
○成年後見制度利用促進体制整備推進事業
○認知症サポーター養成促進事業
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○行方不明認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク構築事業
・市町村における行方不明認知症高齢者等ＳＯＳネットワークの構築及び広域化への支援を行う。
・県内の関係団体向けに推進連絡会議を開催し、市町村のネットワーク構築への協力依頼を行う。
・県内市町村の情報交換会を開催し、市町村のネットワーク構築や広域化を推進する。
○訪問介護員等認知症対応力向上研修
・認知症の早期発見・早期受診につながるよう、在宅の認知症高齢者や家族に接する機会の多い訪問介護員
及び介護支援専門員に対し、認知症の知識や支援方法などに関する研修を実施する。
○認知症施策推進事業
・認知症施策推進会議及び市町村連絡会議を開催する。
○認知症介護相談事業
・認知症の人や介護をしている家族が抱える不安や悩みに応じる相談窓口を設置する。
○市民後見制度推進事業
・成年後見制度の活用を図るため、市民後見制度に関する研修等を実施する。
○認知症サポーター養成促進事業
・民間事業所に対し、
「認知症サポーター養成講座」の実施を促進する。
〔実績・評価〕
○行方不明認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク構築事業
・市町村におけるネットワーク構築及び広域化に要する経費助成の協議を行った。
・推進連絡会議及び市町村情報交換会の開催を予定していたが、新型コロナウイルスの影響により開催を中
止した。（各１回）
○訪問介護員等認知症対応力向上研修
・県内４ブロックで実施した。（受講者数：訪問介護員１３０人（新型コロナウイルスの影響により北九
州、福岡の２ブロックのみ開催）、介護支援専門員１２５人）
○認知症施策推進会議の開催（１回開催）
・認知症高齢者を取り巻く課題を整理し、認知症施策のあり方等について検討を行った。
○認知症介護相談事業
・週２回。（令和元年度実績６５件）
○市民後見制度推進事業
・成年後見制度の普及のため、市町村担当者等を対象とした研究会の開催を予定していたが、新型コロナウ
イルスの影響により開催を中止した。
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実 施 計 画（高齢者）
地域生活支援体制の整備
基本方向

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、世代間交流事業や福祉のまちづくりの推
進、ボランティア活動等の促進など、高齢者を地域全体で支える地域生活支援体制の整備を図りま
す。

事 業 名
担当課（室）名

民生委員・児童委員研修事業
福祉労働部 福祉総務課
事業の目的及び概要

住民の身近な相談、支援者として活動する民生委員・児童委員の福祉知識の向上及び円滑な活動の推進を図
るため、研修会を開催する。

令和２年度実施計画
・ 福祉に関する制度説明については、民生委員・児童委員の円滑な活動に資するよう、最新の情報を反映し
た内容で実施する。
・ 児童虐待防止など、現在、社会的に関心の高い内容について実施する。
・ 「部落差別解消推進法」など、人権に関する新たな法令に加えて、
「福岡県部落差別の解消の推進に関する
条例」など、県条例についての周知と理解を図っていく。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
・ 福祉に関する制度説明については、民生委員・児童委員の円滑な活動に資するよう、最新の情報を反映し
た内容で実施。
・ 「部落差別解消推進法」など、人権に関する新たな３つの法律が施行されたことから、平成 29 年度に続き、
これらについて周知。

〔実績・評価〕
本年度については、県北地区の民生委員を対象に、７月～８月の間に研修を実施した。
○過去の実績
年 度
対 象
出席者数

Ｈ27
県南地区
1,861

Ｈ28
新任者
1,638

Ｈ29
県北地区
1,239

○研修内容
生活困窮者自立支援制度、消費者被害防止、人権問題
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H30
県南地区
2,107

R1
県北地区
1,047

実 施 計 画（高齢者）
虐待の防止、権利の擁護
基本方向

高齢者が、その尊厳を尊重され、地域で安心して生活できるよう、虐待防止や身体拘束廃止に向
けた取組を進めるとともに、認知症等により判断能力が十分でない高齢者を支える地域づくりを推
進します。

事 業 名
担当課（室）名

高齢者権利擁護等推進事業
保健医療介護部 介護保険課
事業の目的及び概要

高齢者の権利擁護のための取組を推進することを目的として、介護保険サービス現場における身体拘束廃止
に向けた取組等を行う。

令和２年度実施計画
福岡県身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催、権利擁護推進員養成研修、看護実務者研修、身体拘束に関するア
ンケート、施設見学会及び身体拘束ゼロ宣言事業を実施し、高齢者の権利擁護の推進に取り組む。

令和元年度実施計画及び実績・評価

〔実施計画〕
福岡県身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催、権利擁護推進員養成研修、看護実務者研修、身体拘束に関するア
ンケート、施設見学会及び身体拘束ゼロ宣言事業を実施し、高齢者の権利擁護の推進に取り組む。

〔実績・評価〕
○福岡県身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催（令和元年 7 月 22 日）
（構成）施設関係者、利用者代表、学識経験者、医師会、社会福祉協議会、行政関係者等
○権利擁護推進員養成研修（修了者
153 人）
○看護実務者研修（修了者
57 人）
○身体拘束ゼロ施設見学会（参加者
126 人）

（参考）養介護施設従事者等による虐待
福岡県内における養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況の推移
区 分
Ｈ26
Ｈ27
Ｈ28
Ｈ29
Ｈ30
虐待件数
15 件
31 件
26 件
20 件
22 件
被虐待高齢者数 21 人以上
42 人以上
41 人以上
52 人以上
42 人以上
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実 施 計 画（高齢者）
サービスを利用しやすい環境づくり
基本方向

介護や支援の必要な高齢者が必要かつ適切なサービス利用するために、相談体制の充実、情報の
提供体制の整備を図るとともに、高齢者が人としての尊厳を保ちながら、様々なサービスを利用で
きる環境づくりを推進します。

事 業 名
担当課（室）名

高齢者虐待防止研修事業
保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課
事業の目的及び概要

市町村等における高齢者虐待の対応力を向上させる。

令和２年度実施計画
在宅における高齢者虐待防止については、市町村及び地域包括支援センター職員に対する研修に取り組む。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
市町村及び地域包括支援センター職員に対する研修
〔実績・評価〕
市町村及び地域包括支援センター職員向け高齢者虐待防止研修
① 初任者に対し、家庭内の高齢者虐待について具体的な対応方法を学び、虐待防止に対する対応力の向
上を図る研修会を開催。
・日時：令和元年６月６日（木）
、６月１４日（金）の２日間コース
※管理職については、１日目のみの受講も認めている。
・受講者数：１２２名
② 管理職・現任者に対し、高齢者虐待に対する法制度等の専門的知識を学び、市町村における虐待防止
のための体制整備を図る研修会を開催。
・日時：令和元年１０月３０日（水）
、１１月８日（金）の２日間コース
※管理職については、１日目のみの受講も認めている。
・受講者数：８１名
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実 施 計 画（高齢者）
虐待の防止、権利の擁護
基本方向

高齢者が、その尊厳を尊重され、地域で安心して生活できるよう、虐待防止や身体拘束廃止に向
けた取組を進めるとともに、認知症等により判断能力が十分でない高齢者を支える地域づくりを推
進します。

事 業 名

市町村職員等高齢者虐待対応力向上研修・施設職員実務研修事業

担当課（室）名

保健医療介護部 介護保険課
事業の目的及び概要

高齢者虐待への対応力の向上を図ることを目的として、市町村職員及び地域包括支援センター職員を対象に
研修を実施する。
また、介護保険施設等に対しても、管理者等を集めて行う集団指導や直接出向いて実施する実地指導等にお
いて虐待防止等に関する職員研修の実施状況を確認し、必要に応じて指導を行う。さらに、虐待の発生件数が
多い、住宅型有料老人ホーム等については、適切なサービスの提供に資することを目的として、住宅型有料老
人ホーム等の初任者や無資格の職員を主な対象に、高齢者虐待防止に関する意識啓発を図るための研修を実施
する。

令和２年度実施計画
市町村職員及び地域包括支援センター職員を対象として、虐待防止の基礎知識、通報・相談受付の対応、虐
待が確認された場合の改善指導についての研修を実施する。
また、介護保険施設等に対し虐待防止に向けた指導、助言を行うとともに、住宅型有料老人ホーム等の初任
者や無資格の職員を主な対象として、介護技術、虐待防止、認知症等に関する専門知識についての研修を実施
する。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
市町村職員及び地域包括支援センター職員を対象に、虐待防止の基礎知識、通報・相談受付の対応、虐待が
確認された場合の改善指導についての研修を実施する。
また、住宅型有料老人ホーム等の初任者や無資格の職員を主な対象として、介護技術、虐待防止、認知症等
に関する専門知識についての研修を実施する。
〔実績・評価〕
○ 市町村職員等に対する高齢者虐待対応力向上研修
・ 開催日：令和元年７月５日（金） 42 市町村 75 人受講
○ 有料老人ホーム職員実務研修事業の実施
開催日

開催場所

出席人数

11月１日

福岡市

５人

11月５日

飯塚市

11人

11月18日

北九州市

28人

11月19日

久留米市

11人

12月５日

飯塚市

17人

12月９日

北九州市

29人

12月10日

久留米市

16人

12月16日

福岡市

59人
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実 施 計 画（高齢者）
虐待の防止、権利の擁護
基本方向

高齢化の進行に伴い、今後、更に認知症高齢者の増加が予測されており、認知症介護の知識、技
術を高めるとともに、相談体制の充実、認知症高齢者の安全対策や権利擁護といった視点からの施
策を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

日常生活自立支援事業
福祉労働部 保護・援護課
事業の目的及び概要

一人暮らしの認知症高齢者、知的障がいのある人などで、判断能力が不十分なため日常生活に困っている方
が自立して生活が送れるよう、相談、福祉サービス利用の援助、日常金銭管理等を行う。
○対象市町村
政令指定都市を含む６０市町村（平成１５年度から政令市は独自に実施）
○対象事業
相談業務、契約締結審査会の運営・関係機関連絡会議の運営、広報啓発・調査研究、委託市社協への援
助・指導・監督等、生活支援員等の研修、利用申請の受付と判断能力の確認、支援計画の策定・契約の締
結、専門員・生活支援員の配置によるサービス提供等
令和２年度実施計画
高齢化の進行に伴い、本事業に対するニーズはますます高まってきている。令和２年度においては、広報活
動を行い、事業の周知・普及に努める。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
本事業の実施にあたっては、事業実施主体である（社福）福岡県社会福祉協議会（県社協）が市町村社協の
中から実施区域ごとに「基幹的社会福祉協議会（基幹的社協）」を定め事業委託を行う「基幹的社協方式」を
採用して事業を実施してきたところ。
しかし、利用者数の増加に対応するため、令和元年１０月から県社協の事業実施体制を見直し、本事業の実
施方式を「市町村社協実施方式（※）
」に移行することで、実施体制の強化及びサービスの向上を図る。
（※）市町村社協実施方式…県社協が各市町村社協と個々に事業委託を行って事業を実施する方式。
〔実績・評価〕
○過去の実績
年 度
相談件数
契約件数

Ｈ25
155,742
1,577

Ｈ26
190,295
1,636

H30

（件）
R1

Ｈ27
Ｈ28
Ｈ29
233,344
291,468
351,824
411,954
483,514
1,778
1,904
1,973
2,016
1,979
※ 各年度３月末時点の件数、相談件数は累計

県社協が実施主体となり、認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人などで、判断能力が不
十分なため日常生活に困っている方が自立して生活が送れるよう、相談、福祉サービス利用の援助、日常的金
銭管理及び財産管理等を実施した。
平成２７年度においては、基幹的社協を３か所から９か所に増加、専門員を４名から１２名に増員し事業の
拡充を図った。
また、広報パンフレット等を作成し市町村、市町村社協への配布や県の広報媒体を活用するなど事業の周
知・普及に努めることにより、年々相談件数、契約件数が増加していることから、本事業としての一定の成果
を得た。
令和元年１０月から県社協の事業実施体制を見直し、本事業の実施方式を「市町村社協実施方式」に移行し、
実施体制の強化及びサービスの向上を図った。
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実 施 計 画（障がいのある人）
基本方向

正しい理解と認識のための県民啓発の推進
障がいのある人に対する偏見や差別意識が残されており、社会復帰を阻む大きな障壁となってい
るため、様々な行事を通して正しい理解を深めるとともに、障がいのある人の人権が尊重されるよ
う県民啓発活動を推進します。

事 業 名

障がい者虐待防止対策事業

担当課（室）名

福祉労働部 障がい福祉課
事業の目的及び概要

平成２４年１０月に施行された障害者虐待防止法は、障がいのある人への虐待の防止、早期発見、虐待を受
けた方に対する保護や自立の支援及び養護者に対する支援などを行うことにより、障がいのある人の権利利益
を擁護することを目的としている。
障がいのある人に対する虐待はその方の尊厳を傷つけるものであり、虐待の防止は障がいのある人の自立や
社会参加の促進に非常に重要である。
障がい者虐待防止のために、県と市町村による障がい者虐待防止体制の整備、市町村窓口職員・事業所等の
職員を対象とした障がい者虐待防止研修及び障がい者虐待防止・通報義務に関する県民啓発を実施する。

令和２年度実施計画
障がい福祉サービス事業所等の職員・市町村窓口職員を対象とした障がい者虐待防止研修を開催。県と市町
村による障がい者虐待事例対応検討会を開催。県ホームページに障がい者虐待防止啓発パンフレットを掲載し、
県民啓発に活用。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
障がい福祉サービス事業所等の職員・市町村窓口職員を対象とした障がい者虐待防止・権利擁護指導者養成
研修を開催。県と市町村による障がい者虐待事例対応検討会を開催。県ホームページに障がい者虐待防止啓発
パンフレットを掲載するとともに、県障がい者権利擁護センター及び県内市町村の障がい者虐待防止窓口を掲
載し、障がい者に対する虐待防止を推進。
〔実績・評価〕
・障がい者虐待防止・権利擁護指導者養成研修
日時
令和元年１０月２４日、１１月７日、１３日
場所
クローバープラザ
参加者 障がい福祉サービス事業所等の職員・市町村窓口職員１６８ 名参加
・障がい者虐待事例対応検討会
※新型コロナウイルス感染症対応のため中止
・新たに障がい福祉サービス事業者の指定を受ける事業所等の職員に対して、
「人権啓発リーフレット」を利
用した人権研修を実施
・県庁ホームページに、障がい福祉課内の県障がい者権利擁護センターで相談・通報の受け付けを行ってい
る旨及び県内市町村の障がい者虐待防止窓口について掲載。また併せて障がい者虐待防止啓発パンフレッ
ト（印刷可能）を掲載。
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実 施 計 画（障がいのある人）
基本方向

正しい理解と認識のための県民啓発の推進
障がいのある人に対する偏見や差別意識が残されており、社会復帰を阻む大きな障壁となってい
るため、様々な行事を通して正しい理解を深めるとともに、障がいのある人の人権が尊重されるよ
う県民啓発活動を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

障がいを理由とする差別解消推進事業
福祉労働部 障がい福祉課
事業の目的及び概要

障害者差別解消法は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性
を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的と
して、平成２５年６月に成立し、平成２８年４月に施行された。
また、障害者差別解消法の実効性を確保するため、本県では、
「福岡県障がいを理由とする差別の解消
の推進に関する条例」を制定、平成２９年１０月に施行した。法及び条例に基き、相談対応や、
「障がい
者差別解消支援地域協議会」の運営、啓発資料の作成、事業者に対する障がいを理由とする差別の解消に
関する研修を実施する。

令和２年度実施計画
福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例に基き以下の事業を実施する。
・専門相談員による相談
・障がい者差別解消支援地域協議会の運営
・事業者に対する研修の実施
・障がい者差別解消委員会の運営
・手話奉仕員研修の受講
・県有施設のバリアフリー化工事
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例の施行に伴い、以下の事業を実施する。
・紛争解決・相談体制の構築
・障がい者差別解消支援地域協議会の運営
〔実績・評価〕
・紛争解決・相談体制の構築
障がい福祉課内に「専門相談員」を配置し、県民や市町村からの相談に対応
市町村の研修に専門相談員を講師として派遣
また、紛争解決のための助言・あっせんを行う障がい者差別解消委員会を設置
・事業者に対する研修の実施
事業者団体からの求めに応じ、専門相談員を講師として派遣
・聴覚障がいのある人への意思疎通支援のための手話対応研修
県職員を対象に、市町村が実施する手話奉仕員養成研修を受講（令和元年度 ８名（うち平成３０年度か
らの継続２名）
）
・県有施設のバリアフリー化の推進
県有施設のバリアフリー化を推進するため、まずは施設入り口から案内窓口までスムーズに到達できる
ようバリアフリー工事を実施（令和元年度 １６件）
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実 施 計 画（障がいのある人）
正しい理解と認識のための県民啓発の推進
基本方向

障がいのある人に対する偏見や差別意識が残されており、社会復帰を阻む大きな障壁となってい
るため、様々な行事を通して正しい理解を深めるとともに、障がいのある人の人権が尊重されるよ
う県民啓発活動を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

障がい者疑似体験事業
福祉労働部 障がい福祉課
事業の目的及び概要

障がいのある人の社会参加活動に対する県民の認識と理解を深めるために、疑似体験事業を実施する。

令和２年度実施計画
今後とも、多くの方々に体験していただくことが必要である。
令和２年度については、実施回数を１５回程度とする。
○実施回数
県内で１５回実施
○対象者
一般県民（障がいのある人を含む）
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
多くの方々に体験していただくことが必要である。
○令和元年度実施計画 １５回
〔実績・評価〕
障がいのある人が感じる不自由や不安感を体験することにより、身体障がいのある人に対する理解を深める
障がい者疑似体験事業を実施した。
開催の要望が計画より多く、県民の障がいのある人への認識、理解が深まっていると思われる。
○実施箇所
県内 ２３回（１４団体）開催
○対象者
一般県民（障がいのある人を含む）
○実績
年 度
参加者数

（人）
Ｈ27
1,153

Ｈ28

Ｈ29

1,347

1,193

〔前年度からの事業の見直し〕
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Ｈ30
1,351

R1
1,292

実 施 計 画（障がいのある人）
人権・同和教育の推進
基本方向

本県の人権・同和教育における個別の人権課題に関する学習内容の体系化・標準化及び教員の指
導力の向上を図るため、実態調査や検証授業等を通して指導方法や内容の在り方等について調査・
研究し、もって児童・生徒の人権尊重精神の育成を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業（再掲）
教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
本県の人権・同和教育における個別の人権課題に関する学習内容の体系化・標準化及び教員の指導力の向
上を図るため、実態調査や検証授業等を通して指導方法や内容の在り方等について調査・研究し、もって児
童・生徒の人権尊重の精神を育成する。
○概要
・学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等について、市町村教育委員会、県立学校等に対し
ヒアリングや資料収集などの実態調査を行う。
・実態調査や収集した資料等の分析をもとに、福岡県内の学校における個別の人権課題に関する指導方法・
内容等の体系化・標準化について検討を行うとともに、検証校において、内容の検証を行う。併せて指導
者用手引書（ハンドブック）等についても検討を行う。
・調査研究委員会において、福岡県内の学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等の体系化・
標準化の内容確認を行うとともに、指導者用手引き等を作成し配布を行う。

令和２年度実施計画
調査研究委員会において、実態調査の結果や収集した資料等をもとに、県内の学校における個別の人権課題
に関する指導方法や学習内容等の体系化・標準化について検討を行う。また、小委員会において、個別の人権
課題に関する法をもとにした授業指導案等を作成し、検証協力校において、内容の検証を行う。
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会の開催 年３回
○個別の人権課題別小委員会（部落差別、ヘイトスピーチ、障がい）の開催 年３回
○検証授業の実施（検証協力校は、個別の人権課題別に小学校・中学校・高等学校、各２校を指定）
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
有識者による調査研究会議を立ち上げ、市町村立小中学校、県立学校における個別の人権課題に関する指導
方法等の実態調査を行う。
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会の設置・開催
人権教育に係る有識者等で構成された調査研究委員会において、学校における個別の人権課題に関する学
習内容や指導の在り方について協議する。
（年３回実施）
○個別の人権課題別小委員会（部落差別、ヘイトスピーチ、障がいのある人）の設置・開催
実態調査の結果・分析をもとに、個別の人権課題に関する指導方法・内容等の体系化・標準化について研
究する。
（年３回実施）
○実態調査の実施
学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等について、市町村教育委員会、県立学校等に対し
ヒアリングや資料収集などの実態調査を行う。
（調査内容）学校における個別の人権課題に関する学習内容や指導方法等
（調査対象）県立学校：各地区（福岡、北九州、筑豊、筑後）から１校 計４校
特別支援学校：２校
市町村：政令市を除く５８市町村
〔実績・評価〕
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会を開催し、本事業の説明と今後の事業の方向性につい
て協議を行い、調査研究委員からは、今後の事業の方向性について、意見をいただいた。
○個別の人権課題別小委員会を開催し、実態調査の結果を踏まえ、個別の人権課題に関する法をもとにした
授業展開やカリキュラム等、指導の在り方や内容等について協議できた。
○政令市を除く５８市町村教育委員会に対し、訪問による調査を行い、各教科の指導の中で、同和問題、障
がいのある人、外国人の人権課題についての授業実施やカリキュラムの実際や各市町村や各学校の人権教
育推進上の成果や課題等の実態を知ることができた。
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（障がいのある人）
自立と社会参加の促進
基本方向

障害者基本法の理念である障がいのある人の自立とあらゆる分野の活動への参加を促進するた
めの環境づくりを進めます。また、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう相
談支援体制の整備、障がい者スポーツの振興、各種レクリエーション・文化活動への参加促進など
に取り組みます。

事 業 名

障がい者社会参加促進事業

担当課（室）名

福祉労働部 障がい福祉課
事業の目的及び概要

障がいのある人がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障がいのあ
る人の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず県民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮ら
すことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

令和２年度実施計画
障がいのある人の社会参加は障がい者施策の中でも重要な課題であり、今後とも社会参加を促すため、障が
いのある人のニーズに応じた事業を行っていく。
○事業内容
１ 県地域生活支援事業（基本事業）
・サービス・相談支援従事者・指導者育成事業（６事業）
・生活訓練事業（５事業）
・情報支援事業等（５事業）
・障がい者ＩＴサポート事業
・社会参加促進事業（１２事業）
２ 市町村地域生活支援事業
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
障がいのある人の社会参加は障がい者施策の中でも重要な課題であることから、社会参加を促すため、障が
いのある人のニーズに応じた事業を行っていく。
〔実績・評価〕
○事業内容
１ 県地域生活支援事業（基本事業）
・サービス・相談支援従事者・指導者育成事業（６事業）
・生活訓練事業（５事業）
・情報支援事業等（５事業）
・障がい者ＩＴサポート事業
・社会参加促進事業（１２事業）
２ 市町村地域生活支援事業
障がいのある人の社会活動への参加を促進するため、各分野別の社会参加促進事業を実施した。
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実 施 計 画（障がいのある人）
職業的自立の促進
基本方向

障がいのある人が働く意欲を持ちながら、職業機会の確保が難しい状況を改善し、意欲に応じた
職業的自立が図られるよう、必要な職業能力開発を行うとともに、雇用・就業機会の確保に向けた
支援を行います。

事 業 名
担当課（室）名

障がい者職業訓練事業
福祉労働部 労働局 職業能力開発課
事業の目的及び概要

福岡障害者職業能力開発校において、障がいのある人に対し、職業に必要な知識や技能の習得を支援し、就
労の促進を図る。

令和２年度実施計画
福岡障害者職業能力開発校では、ハローワークや関係機関と連携しながら定員充足率の向上に努めるととも
に、障がいのある人の福祉から雇用・就業への移行促進を図るため、職業訓練上特別な支援を要する障がいの
ある人に対する職業訓練を引き続き実施する。
また、障がいのある人が身近な地域で職業訓練を受講できるよう、民間教育訓練機関等を活用した委託訓練
を引き続き実施する。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
福岡障害者職業能力開発校の施設内における職業訓練のほか、民間教育訓練機関や企業等に委託した障がい
のある人の多様なニーズに対応した訓練に努める。
〔実績・評価〕
就職に必要な知識、技能の計画的な習得を図るとともに、定員充足率の向上に努めている。
平成２２年度より流通ビジネス科において重度視覚障がい者（定員５名）の受入を開始した。
平成１６年度から実施している訓練生のインターンシップも一定の成果を得ており、今後も継続し、就職率
の向上を図ることとする。
○福岡障害者職業能力開発校における施設内訓練
・入校状況
Ｒ１ 定員 １５０名 入校 ９７名
・訓練科目
プログラム設計科、機械ＣＡＤ科など７訓練科目を実施
・訓練対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等及び重度視覚障がい者
・実績
年 度
Ｈ26
Ｈ27
Ｈ28
Ｈ29
入校者数
111
104
80
修了者数
中退就業者数
就業者数
就業率(％)

（人）
Ｈ30
99

86

76

71

53

59

53

21
52
75.3

12
41
63.9

19
35
75.0

23
31
65.9

14
40
80.6

※１.就業率＝（就業者数＋中退就業者数）/（修了者数＋中退就業者数）
※２.H30 年実績が最新

○民間への委託訓練
Ｒ１ 定員 ８９名 入校 ５９名（令和２年１月末現在）
○インターンシップ実績
年 度

実施事業所数

R1

25

実施訓練生数（延
べ）
34
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就職者数
17

実 施 計 画（障がいのある人）
職業的自立の促進
基本方向

障がいのある人が働く意欲を持ちながら、職業機会の確保が進まない状況を改善し、意欲に応じ
た職業的自立が図られるよう、必要な職業能力開発を行うとともに、雇用・就業機会の確保に向け
た支援を行います。

事 業 名
担当課（室）名

障がい者就業・生活支援事業
福祉労働部 労働局 新雇用開発課
事業の目的及び概要

企業への就職を目指す障がいのある人の就労支援及び就職をしている障がいのある人の職場定着を図ること
により、障がい者雇用の促進・安定を図ります。

令和２年度実施計画
障がいのある人の身近な地域で、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関とのネットワークを形成し、就業及
びそれに伴う生活に必要な支援を提供する障害者就業・生活支援センターにおいて障がいのある人の就業支援
を図るとともに、県内の特別支援学校と連携し、特別支援学校生徒による技能見学会や企業と教職員との交流
会を行い、生徒の就職拡大と障がい者雇用に対する企業の理解促進を図ります。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
障害者就業・生活支援センターにおいて、就職や職場への定着が困難な障がいのある人及び就業経験のない
障がいのある人に対し就業及びそれに伴う生活に必要な支援を行い、障がいのある人の雇用の促進・安定を図
ります。
〔実績・評価〕
○県内１３の障がい保健福祉圏域全てに設置している障害者就業・生活支援センターの支援員による相談対
応、職場や家庭訪問、ハローワークへの同行訪問や、各種手続きの支援、ケース会議等を通じて、障がい
のある人の就職・定着支援を行いました。
○年度実績
（件）
年 度

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

Ｈ28

H29

H30

R1

就職件数

549

565

535

573

634

710

684
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実 施 計 画（障がいのある人）
特別支援教育の充実
基本方向

障がいのある子どもの自立と社会参加の推進を図るため、一人一人の教育的なニーズを把握し、
適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推進します。
また、交流及び共同学習の推進や障がいのある子どもの地域活動の支援を行い、障がいのある子
どもとその教育についての理解の促進を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

発達障がい児等教育継続支援事業
教育委員会 特別支援教育課
福祉労働部 子育て支援課
人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 私学振興課
事業の目的及び概要

私立を含む、幼稚園、保育所、認定こども園、小・中学校、高等学校等において、発達障がいを含む障がい
のある幼児児童生徒が、一貫した継続性のある支援を受けることができるようにする。

令和２年度実施計画
○発達障がい児等に対する継続した教育体制整備
・私立を含む、幼稚園、保育所、認定こども園、小・中学校、高等学校等における外部専門家による巡回
相談の実施
・保護者向けの理解・啓発ハンドブックの作成及び配布
・ふくおか就学サポートノート（引き継ぎシート）の活用促進
・ふくおか就学サポートノート紹介リーフレットの配布
令和元年度実施計画及び実績・評価
○発達障がい児等に対する継続した教育体制整備
〔実施計画〕
・専門家による巡回相談の実施
・地域連携協議会の設置及び実施
・保護者向けの理解・啓発ハンドブック（広報資料。以下同じ。）配布
・ふくおか就学サポートノート（引き継ぎシート）の配布及び活用促進
・ふくおか就学サポートノート紹介リーフレットの配布
〔実績・評価〕
・巡回相談の実施・・・医師、臨床心理士等の専門家を派遣
・地域連携協議会の設置及び実施
・保護者向けの理解・啓発ハンドブック配布…市町村、幼稚園、保育所等を通じて配布
・ふくおか就学サポートノート（引き継ぎシート）の活用促進…市町村、幼稚園、保育所、学校等を通じて
提供
・ふくおか就学サポートノート紹介リーフレットの配布…５歳児のいる家庭、市町村、幼稚園、保育所、学
校等へ配布
○地域における特別支援教育の推進（インクルーシブ教育システム※1 の構築）
〔実施計画〕
・推進地域及び実施校の指定
・地域連携協議会の設置
・学校間連携コーディネーターの配置
・早期支援教育コーディネーター及び合理的配慮協力員の配置補助
〔実績・評価〕
・推進地域の指定…粕屋町
・実施校の指定…県立遠賀高等学校
・地域連携協議会の設置…学校経営構築事業地域運営協議会の実施
・学校経営スーパーバイザーの配置…大学教授１名
・特別支援教育スーパーバイザーの配置…臨床心理士、スクールソーシャルワーカー 、就労支援コーディネーター
※１ 障がいのある人を含め、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を認め合え
る共生社会を目指し、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶとともに、個別の教育的ニーズの
ある幼児児童生徒に対して、その時点で最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組み
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実 施 計 画（障がいのある人）
特別支援教育の充実
基本方向

障がいのある子どもの自立と社会参加の推進を図るため、一人一人の教育的なニーズを把握し、
適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推進します。
また、交流及び共同学習の推進や障がいのある子どもの地域活動の支援を行い、障がいのある子
どもとその教育についての理解の促進を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

県立特別支援学校活性化推進事業
教育委員会 特別支援教育課
事業の目的及び概要

各県立特別支援学校が学校・地域の特性と幼児児童生徒一人一人の個性を生かした自主的・創造的な取組を
通して、教育活動の特色化や活性化を推進し、特別支援教育の一層の充実を図ることにより、夢や志と、それ
を探求する力を育み、自ら考え、学ぶ意欲をもって積極的に自立し社会参加する幼児児童生徒の育成に資する
ことを目的とする。
○対象校 県立特別支援学校 ２０校
○事業の実施
各学校に設置される「県立特別支援学校活性化推進事業企画委員会」が主体となり、幼児児童生徒及び学
校や地域の実態に応じて事業を計画・実施する。

令和２年度実施計画
これまでの本事業の成果から令和２年度も継続して事業を実施し、幼児児童生徒の自立と社会参加にむけた
「生きる力」を育み、各学校の教育活動の活性化と特別支援教育の一層の充実を図る。
○対象校
県立特別支援学校 ２０校
○事業内容（活動例）
・学校の特色ある教育活動の一層の充実を図る活動（公開講座、ボランティア活動）
・自立し社会参加する意欲や態度を育成する活動（職場見学、職場実習、進路実現を目指した活動）
・豊かな人間性や社会性の育成を図る活動（ステージ発表、作品展示、体験活動）
・郷土や地域を愛する心を育むとともに地域との連携を深める活動（地域交流活動）
・幼児児童生徒、保護者、教職員及び地域のニーズを反映した活動（清掃活動、環境美化活動）
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○対象校 県立特別支援学校 ２０校
○基本方針
・各学校の特色ある教育活動の一層の充実に寄与する。
・幼児児童生徒の主体的・積極的な参加を促し、自立性や社会性・実践力と夢や志、学ぶ意欲の育成によ
り積極的に自立し参加する意欲や態度の育成を図る。
・地域や学校の実態に応じた多様な体験活動に取り組み、豊かな人間性や社会性を育む。
・郷土や地域を愛する心を育むとともに、学校と地域との連携を深め地域における各特別支援学校の存在
意義を高める。
・幼児児童生徒、保護者、教職員及び地域のニーズを反映する。
○事業の実施
各学校に「県立特別支援学校活性化推進事業企画委員会」を設置し、事業計画の策定・実施にあたる。
〔実績・評価〕
各学校では学校の特色に応じた取組を通して地域との連携が一層深められるとともに、特別支援学校や在籍
する幼児児童生徒への理解・啓発が図られた。また、各特別支援学校において、在籍する幼児児童生徒の実態
や地域の実情に応じて、より主体的な活動になるよう実施内容や実施回数の見直しが図られ、本事業の目的を
達成するための改善が見られた。
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実 施 計 画（障がいのある人）
地域生活支援体制等の整備
基本方向

障がいのある人の人権擁護のため、啓発の推進とともに、地域における生活支援と権利保障のシ
ステムの整備に努めます。

事 業 名
担当課（室）名

障がい者「１１０番」運営事業
福祉労働部 障がい福祉課
事業の目的及び概要

障がいのある人の人権を擁護することを目的とし、障がいのある人の人権問題等に対応するため、相談窓口
を設置し、専任の相談員を設置する。また、内容に応じて弁護士等による専門相談も行う。

令和２年度実施計画
電話及び来所により、障がいのある人の人権に関する相談等に対応していく。
複雑・多様化する問題解決のために、引き続き、弁護士、社会保険労務士による専門相談を併せて実施する。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
障がいのある人が抱える問題が複雑・多様化していることもあり、問題解決を図るために、弁護士等の専門
相談を充実させる。
電話及び来所により、障がいのある人の人権に関する相談等に対応していく。
〔実績・評価〕
障がいのある人及び家族が抱える悩みや相談を、電話・面接等により対応し、必要に応じて関係専門機関と
連携を取りながら問題の解決に努めた。
○実績
年 度

Ｈ28

Ｈ27

相談件数

509

Ｈ29
581

744
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（件）
R1

Ｈ30
749

1,021

実 施 計 画（外国人）
基本方向

国際理解の促進やヘイトスピーチ解消に向けた啓発の推進
異なる文化や価値観の違いを認め、お互いの人権を尊重する開かれた地域社会を目指すため、国
際交流協会等における情報提供や外国人との交流活動等を通して、相互理解を促進します。

事 業 名
担当課（室）名

情報誌「こくさいひろば」の発行等
企画・地域振興部 国際局 国際政策課
事業の目的及び概要

県民と外国人の相互理解の促進と外国人の日常生活の利便性の向上を図るため、日本語及び外国語で情報誌
の発行等を行っている。

令和２年度実施計画
県民及び県内在住外国人の求めている情報の収集に努め、情報誌で提供するほか、ホームページ等でよりタ
イムリーな情報提供を行う。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
県民及び県内在住外国人の求めている情報を提供できるよう、さらに情報収集に努める。

〔実績・評価〕
情報誌「こくさいひろば」の発行
○発行部数
和
文：
５，０００部／回（機関誌 ４月、８月、１２月 ）
英
文：
２，５００部／回（
〃
）
中 国 語：
２，０００部／回（
〃
）
ハングル：
２，０００部／回（
〃
）
○配布先
市町村、国際交流団体、高校、大学、賛助会員、関係機関等
○掲載内容
国際交流事業に関する特集記事、国際交流団体や相談窓口の紹介、国際交流センターや国際交流イベント
等の情報等
年３回発行し、各関係機関等に配布することにより広く県民と外国人の文化等相互理解の促進、外国人の日
常生活の利便性の向上に努めた。
掲載内容についても時代やニーズに対応した情報提供をすることができた。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（外国人）
基本方向

住みやすい環境づくり
地域に暮らす外国人の人権を擁護するために、国際交流協会や関係機関等との連携によって、総
合的な取組を推進します。

事 業 名

外国人相談窓口の設置

担当課（室）名

企画・地域振興部 国際局 国際政策課
事業の目的及び概要

福岡県行政書士会及び福岡法務局と連携し、県内在住外国人を対象として相談窓口を設置している

令和２年度実施計画
・県内在住の外国人を支援していくために、行政書士会及び法務局と連携して、無料相談会を開催する。
・「福岡県外国人相談センター」を開設し、県内各地域の在留外国人の方が言語の心配をすることなく相談で
きる体制を構築する。
○場
所 福岡市中央区天神１－１－１アクロス福岡３階
(公財)福岡県国際交流センター こくさいひろば内
(※県から(公財)福岡県国際交流センターへ業務委託)
○業務内容 ①センター窓口への来所・電話・メールによる直接相談の受付
②市町村等が窓口で受ける外国人からの相談に対し、三者間通話・通訳サービスを活用して
多言語による相談対応を支援
③相談内容に応じた専門機関への案内、案内先における通訳支援
④県内各市町村での出張相談会を開催
○対応言語 日本語のほか１８言語

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
①県内在住の外国人を支援していくために、行政書士会及び法務局と連携して、無料相談会を開催する。
②「福岡県外国人相談センター」を開設し、県内各地域の在留外国人の方が言語の心配をすることなく相談
できる体制を構築する。
〔実績・評価〕
○相談件数 ①11 件（令和元年度）
年 度
Ｈ27
Ｈ28
人権相談
19
23

H30

Ｈ29
26

R1
20

②866 件（令和元年 7 月 31 日～令和 2 年 3 月 31 日）※出張相談含む

○相談内容 ①雇用・労働関係、日本語教育関係、在留資格関係、婚姻等身分関係 等
②人権、国籍、入国、在留資格の更新及び変更、国際結婚、帰化等

〔前年度からの事業の見直し〕
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11

実 施 計 画（外国人）
基本方向

国際理解教育の推進
学校、地域、家庭が連携、協力しながら、人権教育を推進するとともに、外国人に対する偏見や
差別を解消し、多様性を尊重するための国際理解教育を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

国際理解教育推進事業
企画・地域振興部 国際局 国際政策課
事業の目的及び概要

青少年の異文化理解やグローバル化への対応力を高めるために、以下の事業を実施
・学校等で国際理解教育を実施するため、青年海外協力隊ＯＢ・ＯＧを中心とする海外活動経験者や留学生等
の在住外国人を、県内の小・中学校等に講師として派遣
・国際理解教育が実施されていない学校の生徒の国際理解を促進するため、国際理解に関心の高い青少年が誰
でも参加できる「国際理解の場」としての国際理解講座を実施
・学校の先生等に対し、国際理解教育実施の動機付け及び具体的ノウハウの提供を行うため、「国際理解教育
を学ぶ場」としての事例発表会を開催

令和２年度実施計画
令和元年度の事業を踏襲し、関係団体と連携した事業運営に努める。特に、講師派遣を受けた学校等が自主
的に国際理解教育に取組むよう促す。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
北九州市、福岡市、及び各関係団体と協力して実施していく。
〔実績・評価〕
○講師派遣・紹介事業 ※令和 2 年 3 月 23 日現在
実施件数（単位：回）
実施区分
講師派遣回数 講師紹介回数
小学校
57
12
中学校
16
0
高等学校
4
4
その他
18
29
合計
95
45
※その他
講師派遣事業：特別支援学校 16 回、地域コミュニティ 2 回
講師紹介事業：特別支援学校 1 回、地域コミュニティ 28 回
・今後、高等学校への講師紹介を増やしていく必要がある。
○「国際理解の場」提供事業
・アクロス福岡「こくさいひろば」において、国際理解をテーマとした講座を 1 回実施。
ニーズに対応した講座内容、及び開催数増を検討
○「国際理解教育を学ぶ場」提供事業
・アクロス福岡「こくさいひろば」及び北九州コムシティにおいて、模擬授業及び講座からなる「国際理
解教育推進事業事例発表会」を 1 回ずつ実施。
・「こくさいひろば」において、登録講師等を対象に講師スキルアップ講座を 1 回実施。
〔前年度からの事業の見直し〕
・講師の派遣回数の目標を年間 80 回から 85 回へ変更。
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実 施 計 画（外国人）
基本方向

人権・同和教育の推進
本県の人権・同和教育における個別の人権課題に関する学習内容の体系化・標準化及び教員の指
導力の向上を図るため、実態調査や検証授業等を通して指導方法や内容の在り方等について調査・
研究し、もって児童・生徒の人権尊重精神の育成を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

個別の人権課題に関する指導方法等調査研究事業（再掲）
教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
本県の人権・同和教育における個別の人権課題に関する学習内容の体系化・標準化及び教員の指導力の向
上を図るため、実態調査や検証授業等を通して指導方法や内容の在り方等について調査・研究し、もって児
童・生徒の人権尊重の精神を育成する。
○概要
・学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等について、市町村教育委員会、県立学校等に対し
ヒアリングや資料収集などの実態調査を行う。
・実態調査や収集した資料等の分析をもとに、福岡県内の学校における個別の人権課題に関する指導方法・
内容等の体系化・標準化について検討を行うとともに、検証校において、内容の検証を行う。併せて指導
者用手引書（ハンドブック）等についても検討を行う。
・調査研究委員会において、福岡県内の学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等の体系化・
標準化の内容確認を行うとともに、指導者用手引き等を作成し配布を行う。

令和２年度実施計画
調査研究委員会において、実態調査の結果や収集した資料等をもとに、県内の学校における個別の人権課題
に関する指導方法や学習内容等の体系化・標準化について検討を行う。また、小委員会において、個別の人権
課題に関する法をもとにした授業指導案等を作成し、検証協力校において、内容の検証を行う。
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会の開催 年３回
○個別の人権課題別小委員会（部落差別、ヘイトスピーチ、障がいのある人）の開催 年３回
○検証授業の実施（検証協力校は、個別の人権課題別に小学校・中学校・高等学校、各２校を指定）
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
有識者による調査研究会議を立ち上げ、市町村立小中学校、県立学校における個別の人権課題に関する指導
方法等の実態調査を行う。
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会の設置・開催
人権教育に係る有識者等で構成された調査研究委員会において、学校における個別の人権課題に関する学
習内容や指導の在り方について協議する。
（年３回実施）
○個別の人権課題別小委員会（部落差別、ヘイトスピーチ、障がいのある人）の設置・開催
実態調査の結果・分析をもとに、個別の人権課題に関する指導方法・内容等の体系化・標準化について研
究する。
（年３回実施）
○実態調査の実施
学校における個別の人権課題に関する指導方法・内容等について、市町村教育委員会、県立学校等に対し
ヒアリングや資料収集などの実態調査を行う。
（調査内容）学校における個別の人権課題に関する学習内容や指導方法等
（調査対象）県立学校：各地区（福岡、北九州、筑豊、筑後）から１校 計４校
特別支援学校：２校
市町村：政令市を除く５８市町村
〔実績・評価〕
○個別の人権課題に関する指導方法等調査研究委員会を開催し、本事業の説明と今後の事業の方向性につい
て協議を行い、調査研究委員からは、今後の事業の方向性について、意見をいただいた。
○個別の人権課題別小委員会を開催し、実態調査の結果を踏まえ、個別の人権課題に関する法をもとにした
授業展開やカリキュラム等、指導の在り方や内容等について協議できた。
○政令市を除く５８市町村教育委員会に対し、訪問による調査を行い、各教科の指導の中で、同和問題、障
がいのある人、外国人の人権課題についての授業実施やカリキュラムの実際や各市町村や各学校の人権教
育推進上の成果や課題等の実態を知ることができた。
〔前年度からの事業の見直し〕

62

実 施 計 画（ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等）
教育・啓発活動の推進
基本方向

ＨＩＶ感染者・エイズ患者及びハンセン病患者・元患者や家族等への偏見や差別を解消するため、
県民への正しい知識の普及啓発に努めるとともに、学校・地域・家庭が一体となった教育・啓発活
動の推進に努めます。

事 業 名
担当課（室）名

エイズ予防対策普及啓発事業
保健医療介護部 がん感染症疾病対策課
事業の目的及び概要

エイズに対する正しい知識の普及啓発を実施し、感染の予防、まん延の防止を図る。
〇ＨＩＶ検査普及週間（６月１日～６月７日）及び世界エイズデー（１２月１日）前後における普及啓発事
業
〇各保健福祉（環境）事務所における普及啓発活動

令和２年度実施計画
令和２年度も引き続き、普及啓発事業に取り組む。
・ＨＩＶ検査普及週間及び世界エイズデーに合わせ、効果的な広報活動により、正しい知識を広く普及啓
発する。
・ＨＩＶ感染者・エイズ患者に対し、地域での医療・福祉サービスが適切に提供されるよう、医療従事者
や福祉施設職員に対する普及啓発を行う。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
近年、福岡県におけるＨＩＶ感染者・エイズ患者数は増加の傾向にあり、令和元年度も引き続き、普及啓
発事業に取り組む。
＊ 厚生労働省エイズ動向委員会によると、全国のＨＩＶ感染者数は平成 20 年をピークに、現在も年間約
1,000 件、エイズ患者数は、平成 18 年以降年間 400 件以上が新規で報告されている。
福岡県では、平成 30 年のＨＩＶ感染者・エイズ患者の新規報告数は 72 人であった。
ＨＩＶに感染してからエイズを発症するまでの期間は、数年から十数年と個人差があり、自覚がない
ままに感染を広げている危険性もあるため、早期発見・早期治療及び感染のまん延防止のため、ＨＩ
Ｖ・エイズの知識や検査の普及・浸透等の啓発に取り組んでいく。

〔実績・評価〕
〇ＨＩＶ検査普及週間（６月１日～７日）及び世界エイズデー（１２月１日）前後における普及啓発
・広報媒体の活用（テレビ、ラジオ、ホームページ、ツイッタ―、新聞、広報誌 等）
・保健福祉（環境）事務所による啓発ポスターの掲示・チラシ等の配布（駅、大学、専門学校、商業施
設等）
〇保健福祉（環境）事務所等による、医療従事者や学校関係者等、地域を対象にした研修会・講習会等の
開催
〇労働者や事業者を対象としたセミナー等での普及啓発（本庁）
○医療・介護従事者等を対象としたＨＩＶ・エイズ基礎研修会の開催（令和元年８月２３日）
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等）
基本方向

教育・啓発活動の推進
ＨＩＶ感染者・エイズ患者及びハンセン病患者・元患者や家族等への偏見や差別を解消するため、
県民への正しい知識の普及啓発に努めるとともに、学校・地域・家庭が一体となった教育・啓発活
動の推進に努めます。

事 業 名
担当課（室）名

ハンセン病対策啓発事業
保健医療介護部 がん感染症疾病対策課
事業の目的及び概要

ハンセン病は感染力が強く恐ろしい病気という誤った知識・認識を払拭し、ハンセン病患者・元患者や家族
等に対する偏見や差別を解消するため、ハンセン病を正しく理解することに主眼を置いた啓発事業を行う。

令和２年度実施計画
ハンセン病元患者・家族を支援する団体等と協力し、啓発効果を高める手法及び療養所入所者の里帰り事業、
療養所訪問事業等について検討・実践していくものとする。
また、ハンセン病患者・元患者に適切な医療を提供するためには、医療従事者がハンセン病とその後遺症に
ついて正しく理解することは大変重要である。そこで、令和２年度も引き続き福岡県藤楓協会と協力し、医学
系学生や一般の方を対象にした施設見学研修を実施する。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
ハンセン病元患者・家族を支援する団体等と協力し、啓発効果を高める手法及び療養所入所者の里帰り事
業の在り方等について検討・実践していくものとする。
また、医学系学生や一般の方を対象にした研修事業の実施を検討する。
〔実績・評価〕
○啓発
各年齢層に応じたリーフレットの配布。（令和元年６月 28 日のハンセン病家族国家賠償請求訴訟判決と
それを受けた新たな法・制度が創設されたことを追記。）
小学生用
高校生用
一般用（一般用については音声コードを導入）
○療養所訪問事業（大雨のため急遽中止）
高齢・障がい等のため里帰りできない入所者も増えていることから、福岡県出身者が最も多い国立療養所
菊池恵楓園を訪問し、演奏や踊りなどを披露する事業を実施。
また、訪問に合わせて一般参加者を募り、療養所内やハンセン病資料館を見学する啓発活動を併せて実施。
○施設見学研修の実施
福岡県藤楓協会と協力し、医学系学生を対象とした施設見学研修を実施。
○里帰り事業
福岡県藤楓協会と協力し、交流会や観劇等、入所者個々のニーズに応じた個別対応の里帰り事業を実施。
入所者の高齢化により外出が困難な場合は、本県から療養所を訪問し、面談を行った。
○各種団体が実施するイベント等を活用した啓発
福岡県藤楓協会と協力し、福岡県・福岡県薬業団体連絡会が主催する「くすりと健康フェア 2019」に
て啓発パネルの展示、リーフレット配布、募金活動を実施。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等）
基本方向

患者等の人権を尊重した相談・支援
患者等のプライバシーの保護を図るとともに、患者等の人権を尊重した相談体制等の整備に努め
ます。

事 業 名
担当課（室）名

エイズ予防対策相談事業
保健医療介護部 がん感染症疾病対策課
事業の目的及び概要

保健福祉（環境）事務所等においてＨＩＶ感染症／エイズに関する相談等に対応できる人材育成を図るた
め、エイズ対策に携わる職員（主に医師、保健師）を対象とした研修を実施する。

令和２年度実施計画
令和２年度も引き続き、ＨＩＶ相談・検査体制の拡充に取り組むとともに、相談担当者の人材育成を図
る。
（１）保健福祉（環境）事務所におけるＨＩＶ相談・検査体制の充実
（２）ＨＩＶ・エイズ検査相談研修の実施
保健福祉（環境）事務所及びエイズ治療拠点病院等において人権を尊重した相談対応ができるよう、Ｈ
ＩＶ・エイズの知識や相談手法の研修会を開催し、相談担当者の人材育成を図る。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○保健福祉（環境）事務所及びエイズ治療拠点病院等の相談担当者の人材育成のため、下記の研修会等を実
施する。
〔実績・評価〕
（１）ＨＩＶ・エイズ検査相談研修会
・実施時期：令和元年 12 月 20 日
・対 象 者：各保健福祉（環境）事務所並びに保健所設置市の職員
エイズ治療拠点病院等の医療従事者（医師、保健師、看護師等）
・研修内容：ＨＩＶ感染者・エイズ患者に対する教育・指導・相談において、相談者の人権を尊重した対
応ができるよう、ロールプレイの実技研修を盛り込み、相談や予防介入技術が取得できる内
容とした。
・受講者数
年 度
受講人数

H27

H28

H29

H30

（人）
R1

33

24

10(※)

17

19

※ 平成２９年度は、台風のため開催日を変更したため、受講者が減少。

（２）保健福祉（環境）事務所におけるＨＩＶ相談・検査件数
年 度

H27

H28

H29

（件）
H30

R1

相談件数

1,070

603

283

238

129

検査件数

1,352

1,215

1,257

1,568

1,552

※ 相談件数については、平成 28 年度から、検査予約時の簡単な相談など、検査件数と重複
するものを除く。
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等）
基本方向

患者等の人権を尊重した相談・支援
患者等のプライバシーの保護を図るとともに、患者等の人権を尊重した相談体制等の整備に努め
ます。

事 業 名
担当課（室）名

エイズ予防対策医療体制整備促進事業
保健医療介護部 がん感染症疾病対策課
事業の目的及び概要

ＨＩＶ感染者・エイズ患者の充実した医療の確保のために、エイズ治療拠点病院を中心とした医療体制の整
備を図る。
○エイズ治療拠点病院へのＨＩＶカウンセラーの派遣
ＨＩＶ感染者、エイズ患者及びその家族に対する心理的・社会的支援を行うため、ＨＩＶカウンセラー
（臨床心理士、医療ソーシャルワーカー）をエイズ治療拠点病院へ派遣する。
○福岡県エイズ・性感染症対策推進協議会の開催
福岡県における医療体制の充実を含むエイズ対策を総合的に推進するため、福岡県エイズ・性感染症対
策推進協議会を開催する。

令和２年度実施計画
○令和元年度も継続してＨＩＶカウンセラーの派遣を行う。
エイズ治療拠点病院に対しては、必要に応じてＨＩＶカウンセラーの派遣調整を行う。
○福岡県エイズ・性感染症対策推進協議会を、年１回程度開催する。
○拠点病院等地域医療機関研修事業
本県の中核拠点病院である産業医科大学病院に委託し、県内のエイズ治療拠点病院間の連携促進を図る。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○令和元年度も継続してＨＩＶカウンセラーの派遣を行う。
エイズ治療拠点病院に対しては、必要に応じてＨＩＶカウンセラーの派遣調整を行う。
○福岡県エイズ・性感染症対策推進協議会については年１回程度開催する。
○拠点病院等地域医療機関研修事業
本県の中核拠点病院である産業科大学病院に委託し、県内のエイズ治療拠点病院間の連携促進を図る。
〔実績・評価〕
○エイズ治療拠点病院へのＨＩＶカウンセラーの派遣
福岡県ＨＩＶカウンセラー（6 名）を、派遣依頼のあったエイズ治療拠点病院へ派遣し、患者及びその家族
等への心理的支援を行った。
○福岡県エイズ・性感染症対策推進協議会
開催日：令和 2 年 2 月 19 日（水）
○拠点病院等地域医療機関研修事業
拠点病院間の連携を図るために、次の内容で実施
・「ＨＩＶ感染症と歯科治療」（令和 2 年 2 月 7 日（金））

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等）
基本方向

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくす
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮を呼びかけるとともに、相談窓口を周知する。

事 業 名
担当課（室）名

人権啓発事業（新型コロナウイルス感染症関連）
県民情報広報課、人権・同和対策局調整課
事業の目的及び概要

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染された方、治療にあたった医療関係者や社会的機能の維持にあ
たる方とその家族、外国人の方に対して、誹謗中傷やいじめ、偏見による差別的対応といった人権侵害が起き
ている。
○不当な差別やいじめ、SNS 等での誹謗中傷はあってはならないことであり、偏見や差別に同調せず、正し
い情報に基づき、冷静な行動をするよう、各戸配布の広報紙「ふくおか県だより」やポスター、チラシ、
テレビ、ラジオ、ホームページなどの様々な広報媒体を活用して呼びかける。
○感染者や家族、治療に当たる医療関係者などが人権相談できる窓口を県ホームページなどで周知する。

令和２年度実施計画
○誹謗・中傷等に対する啓発

・県ホームページに啓発メッセージを掲載
・啓発チラシおよびポスターの作成
・SNS を活用した呼びかけ（LINE 及び Twitter）
・大型ビジョンによる広報（JR 博多駅、天神ソラリアビジョン）
・ラジオ、テレビによる広報
・各戸配布の広報紙「福岡県だより」による広報
○人権相談
・県ホームページで法務省等の人権相談窓口を周知
○人権侵害事象の把握
・インターネット上の差別書き込みのチェック（毎週１回、職員が確認）
・庁内各課で把握した人権侵害事象の把握
令和元年度実施計画及び実績・評価
○誹謗・中傷等に対する啓発

・県ホームページに啓発メッセージを掲載
○人権相談

・県ホームページで法務省等の人権相談窓口を周知

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（犯罪被害者等）
啓発活動の推進
基本方向

犯罪被害者が置かれている状況、犯罪被害者の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性について県
民理解が深まるよう、関係機関と連携し、啓発を実施します。

事 業 名

犯罪被害者支援事業

担当課（室）名

人づくり・県民生活部 生活安全課
事業の目的及び概要

犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すためには、精神面、医療面、経済面など多岐にわたる支援が不可欠であ
ることから、犯罪被害者等が抱える様々な問題に対する総合相談窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）
及び性暴力被害者をワンストップで支援する窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）を中核とし、関係機
関の連携を強化し、どの機関を起点としても途切れることのない支援を行うことができる支援体制を構築する。
また、被害者支援の必要性、被害者の置かれた厳しい状況に対する理解の増進や二次的な被害の防止を図るた
め、県民に対する啓発を実施する。

令和２年度実施計画
犯罪被害者等を支援するため、福岡犯罪被害者総合サポートセンター及び性暴力被害者支援センター・ふく
おかを継続して運営するとともに、関係機関相互の連携の強化、県民の犯罪被害者等支援に対する理解の増進
を図る。
○犯罪被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）の運営
・犯罪被害者等からの電話相談に応じる。
・行政の支援窓口（生活保護や公営住宅など）や専門的な支援機関（ＤＶ被害に対する支援など）を紹介
する。
・カウンセリングや弁護士相談、裁判所・警察署・病院などへの付添い支援により、精神・心理面の問題の
解消を図る。
○性暴力被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）の運営
・性暴力被害者等からの電話相談に応じる。必要に応じて被害者等との面接を実施。
・医療面のケア、警察等への付添い、カウンセリングや弁護士相談など総合的な支援を実施し、被害者の
早期回復に向けた取組を推進する。
○関係機関・団体との連携の強化
・犯罪被害者支援協議会及び性暴力被害者支援事業連絡会議の開催
・行政をはじめとする支援に携わる職員に対する研修会の開催
○県民に対する啓発の実施
・県ホームページや福岡県だより等の県の広報媒体を活用し、犯罪被害者等に対する支援の必要性や二次的
被害の防止などの啓発を図る。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○犯罪被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）の運営
○性暴力被害者に対する支援を総合的に行う窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）の運営
○関係機関・団体との連携の強化（行政、警察、検察庁、法テラス、弁護士会、民間支援団体等）
○県民に対する啓発の実施
〔実績・評価〕
○犯罪被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）の運営
【開設日時】月～金曜日（祝日・年末年始を除く）９時～１６時
年 度
相談件数（うち直接支援）

Ｈ26
376(40)

Ｈ27
312(35)

Ｈ28

Ｈ29

417 (50)

498 (34)

H30
817(128)

R1
787（103）

○性暴力被害者に対する支援を総合的に行う窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）の運営
【開設日時】２４時間・３６５日（年中無休）
年 度

Ｈ26

相談件数（うち直接支援）

486(57)

Ｈ27
1,196(155)

Ｈ28

Ｈ29

1,403 (159)

2,705 (325)

H30

R1

2,556(250) 2,759（257）

○関係機関・団体との連携の強化
・福岡犯罪被害者支援協議会の開催
・支援に携わる職員に対する研修会の開催（県内１地区で開催 ５１名出席）
○県民に対する啓発の実施
・相談窓口について、チラシ等の広報資料配布やホームページ等の各種広報媒体による広報・啓発の実施
・公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター等と連携し犯罪被害者週間における街頭啓発の実施
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（犯罪被害者等）
関係機関との連携
基本方向

県、北九州市及び福岡市が共同で設置している「福岡県犯罪被害者総合サポートセンター」や「性
暴力被害者支援センター・ふくおか」を核として、県警察、国の関係機関、市町村、民間支援団体等
と連携し、相互の協力して犯罪被害者の支援を推進します。

事 業 名

犯罪被害者支援事業(再掲)

担当課（室）名

人づくり・県民生活部 生活安全課
事業の目的及び概要

犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すためには、精神面、医療面、経済面など多岐にわたる支援が不可欠であ
ることから、犯罪被害者等が抱える様々な問題に対する総合相談窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）
及び性暴力被害者をワンストップで支援する窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）を中核とし、関係機
関の連携を強化し、どの機関を起点としても途切れることのない支援を行うことができる支援体制を構築する。
また、被害者支援の必要性、被害者の置かれた厳しい状況に対する理解の増進や二次的な被害の防止を図るた
め、県民に対する啓発を実施する。

令和２年度実施計画
犯罪被害者等を支援するため、福岡犯罪被害者総合サポートセンター及び性暴力被害者支援センター・ふく
おかを継続して運営するとともに、関係機関相互の連携の強化、県民の犯罪被害者等支援に対する理解の増進
を図る。
○犯罪被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）の運営
・犯罪被害者等からの電話相談に応じる。
・行政の支援窓口（生活保護や公営住宅など）や専門的な支援機関（ＤＶ被害に対する支援など ）を紹介する。
・カウンセリングや弁護士相談、裁判所・警察署・病院などへの付添い支援により、精神・心理面の問題の
解消を図る。
○性暴力被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）の運営
・性暴力被害者等からの電話相談に応じる。必要に応じて被害者等との面接を実施。
・医療面のケア、警察等への付添い、カウンセリングや弁護士相談など総合的な支援を実施し、被害者の
早期回復に向けた取組を推進する。
○関係機関・団体との連携の強化
・犯罪被害者支援協議会及び性暴力被害者支援事業連絡会議の開催
・行政をはじめとする支援に携わる職員に対する研修会の開催
○県民に対する啓発の実施
・県ホームページや福岡県だより等の県の広報媒体を活用し、犯罪被害者等に対する支援の必要性や二次的
被害の防止などの啓発を図る。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
○犯罪被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）の運営
○性暴力被害者に対する支援を総合的に行う窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）の運営
○関係機関・団体との連携の強化（行政、警察、検察庁、法テラス、弁護士会、民間支援団体等）
○県民に対する啓発の実施
〔実績・評価〕
○犯罪被害者等に対する支援を総合的に行う窓口（福岡犯罪被害者総合サポートセンター）の運営
【開設日時】月～金曜日（祝日・年末年始を除く）９時～１６時
年 度
相談件数（うち直接支援）

Ｈ26
376(40)

Ｈ27
312(35)

Ｈ28

Ｈ29

417 (50)

498 (34)

H30
817(128)

R1
787（103）

○性暴力被害者に対する支援を総合的に行う窓口（性暴力被害者支援センター・ふくおか）の運営
【開設日時】２４時間・３６５日（年中無休）
年 度

Ｈ26

相談件数（うち直接支援）

486(57)

Ｈ27
1,196(155)

Ｈ28

Ｈ29

1,403 (159)

2,705 (325)

H30

R1

2,556(250) 2,759（257）

○関係機関・団体との連携の強化
・福岡犯罪被害者支援協議会の開催
・支援に携わる職員に対する研修会の開催（県内１地区で開催 ５１名出席）
○県民に対する啓発の実施
・相談窓口について、チラシ等の広報資料配布やホームページ等の各種広報媒体による広報・啓発の実施
・公益社団法人福岡犯罪被害者支援センター等と連携し犯罪被害者週間における街頭啓発の実施
〔前年度からの事業の見直し〕
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（新）実 施 計 画（犯罪被害者等）
啓発活動の推進
基本方向

性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず、被害者に寄り添う心を共有
する社会をつくるため、関係機関と連携し、啓発を実施します。

事 業 名
担当課（室）名

性暴力対策アドバイザー派遣事業
人づくり・県民生活部 生活安全課
事業の目的及び概要

平成 31 年２月に制定された、
「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例（平成
31 年福岡県条例第 19 号。以下「条例」という。
）
」の規定に基づき、性暴力に関する専門的な知識及び経験を有
する専門家等（以下「アドバイザー」という。
）を学校、大学、事業所等に派遣し、性暴力を生まない、被害者
に寄り添う社会の実現に寄与することを目的とする。
令和２年度実施計画
○ 学校における教育
・条例第 11 条の規定に基づき、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に対して計画的にアドバイザ
ーを派遣し、各発達段階に応じた性暴力の根絶及び性暴力の被害者の支援に関する総合的な教育を実施。
・令和２年度は先行実施校に対して派遣を実施し、令和４年度からの全校実施に向けた効果・検証を行う。
○ 大学、事業所等における研修
・条例第７条及び第 12 条の規定に基づき、地方公共団体、大学、事業所等に対しアドバイザーを派遣し、性
暴力の根絶、性暴力の被害者の支援及び傍観者とならない対処方法等に関する研修を実施。
○ 啓発セミナーの開催
・性暴力の根絶、被害者の支援及び加害者を生まない社会づくりの機運を醸成するため、県民に向けた啓発
セミナーを開催する。
○ アドバイザーの養成
・本事業におけるアドバイザーの確保のため、関係機関から推薦された者に対して性暴力対策アドバイザー
養成講座を実施し、修了した者に対してアドバイザーを委嘱する。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕

〔実績・評価〕

当該事業は令和２年度から開始
〔前年度からの事業の見直し〕
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（新）実 施 計 画（犯罪被害者等）
関係機関の連携
基本方向

性暴力を根絶し、被害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず、被害者に寄り添う心を共有
する社会をつくるため、関係機関と連携し、啓発を実施します。

事 業 名
担当課（室）名

性暴力対策アドバイザー派遣事業（再掲）
人づくり・県民生活部 生活安全課
事業の目的及び概要

平成 31 年２月に制定された、
「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例（平成
31 年福岡県条例第 19 号。以下「条例」という。
）
」の規定に基づき、性暴力に関する専門的な知識及び経験を有
する専門家等（以下「アドバイザー」という。
）を学校、大学、事業所等に派遣し、性暴力を生まない、被害者
に寄り添う社会の実現に寄与することを目的とする。
令和２年度実施計画
○ 学校における教育
・条例第 11 条の規定に基づき、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等に対して計画的にアドバイザ
ーを派遣し、各発達段階に応じた性暴力の根絶及び性暴力の被害者の支援に関する総合的な教育を実施。
・令和２年度は先行実施校に対して派遣を実施し、令和４年度からの全校実施に向けた効果・検証を行う。
○ 大学、事業所等における研修
・条例第７条及び第 12 条の規定に基づき、地方公共団体、大学、事業所等に対しアドバイザーを派遣し、性
暴力の根絶、性暴力の被害者の支援及び傍観者とならない対処方法等に関する研修を実施。
○ 啓発セミナーの開催
・性暴力の根絶、被害者の支援及び加害者を生まない社会づくりの機運を醸成するため、県民に向けた啓発
セミナーを開催する。
○ アドバイザーの養成
・本事業におけるアドバイザーの確保のため、関係機関から推薦された者に対して性暴力対策アドバイザー
養成講座を実施し、修了した者に対してアドバイザーを委嘱する。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕

〔実績・評価〕

当該事業は令和２年度から開始
〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（インターネットによる人権侵害）
啓発活動の推進
基本方向

名誉やプライバシーに関して正しく理解し、法律を守ることはもちろん、一人ひとりがルールや
マナーを守り、人権を侵害する情報をインターネット上にすることがないよう、関係機関と連携し
啓発を実施します。

事 業 名
担当課（室）名

青少年健全育成特別対策事業（青少年ネット適正利用促進事業）
（再掲）
人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 青少年育成課
事業の目的及び概要

インターネットによるいじめや、犯罪被害等から青少年を守るとともに、インターネットの適切な利用につ
いて生徒自らが考え、自主的な行動に結びつける参加型の啓発に取り組む。

令和２年度実施計画
○児童生徒自らが考え、気づき促す参加型啓発の実施
・中高生がネットの適正な利用について議論する「中高生ＩＣＴサミット」の開催
○保護者向け実践講座の実施
・小学校や家庭での取組みを促進するため、保護者等を対象に端末を使った実践的な講座を実施
〇中学校教員向け情報モラル研修の実施
・生徒参加型の情報モラル学習普及のため、中学校教員を対象に情報モラルに関する研修を実施
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
情報化の進展に伴い、インターネットによるいじめや犯罪被害などの問題が生じていることから、次代を
担う青少年が健やかに成長できるよう青少年のインターネットの適正な利用を推進する。
〔実績・評価〕
学校、PTA、事業者、NPO 等と連携し、青少年のインターネットの適正な利用に向けた施策を実施してい
る。
○ネットパトロール員支援業務
問題ある書き込みを早期に発見し、生徒への指導や書き込みの削除など適切な対応を行うネットパトロー
ル員の活動を円滑にするため、ネットパトロール員専門の相談窓口を開設。
○ネットトラブルを予防し対応するための保護者を対象とした実践講座
ネットの安心安全な利用方法やフィルタリングの設定方法について、端末を使用した実践的な研修会を開
催。
実績：新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
○生徒自身がネットのルール・マナーを考える中高生ＩＣＴサミットの開催
中学生と高校生がネット利用の問題や適正な利用の仕方について共に議論し、自分たちで考えたルールや
マナーを発表する。
実績：福岡市で開催 参加生徒８４人
○生徒参加型情報モラル学習普及のための中学校教員を対象とした研修会
各中学校で行われる校内研修等に、専門講師を派遣し、中学生のインターネット利用の現状や、情報モラ
ルに関する生徒指導のポイントなどを学ぶ研修を実施。
実績：講師派遣中学校数 ５８校

〔前年度からの事業の見直し〕
・ネットパトロール員支援業務については一定期間の支援を行ってきたことから、事業を終了する。
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実 施 計 画（インターネットによる人権侵害）
教育活動の推進
基本方向

児童生徒が、インターネット上の様々な情報の中から、真偽を主体的に判断し、必要なものを的
確に選別・活用できる能力や、適切に行動するための基本となる考え方や態度を培うための教育の
充実と保護者への啓発に努めます。

事 業 名
担当課（室）名

保護者と学ぶ児童生徒の規範意識育成事業
（インターネットの適正利用に関する児童生徒・保護者の学習会）
教育委員会 義務教育課、高校教育課、特別支援教育課
事業の目的及び概要

・

保護者が児童生徒と共に規範意識について学ぶことで、保護者の規範に対する意識や養育
に関する責任感を高め、さらに学校と家庭との連携を図り、児童生徒の規範意識向上に取り
組む。
・ 公 立 の 小 学 校（ ３ 年 生 以 上 ）、中 学 校 、義 務 教 育 学 校 、高 等 学 校 、中 等 教 育 学 校 及 び 特 別 支
援 学 校 に お い て 、 学 習 テ ー マ を 「望 ま し い 行 動 の 促 進 」「 イ ン タ ー ネ ッ ト の 適 正 利 用 」「 非 行
防止」から選択して規範意識向上学習会を実施する。

令和２年度実施計画
・ 規範意識向上学習会を次のとおり実施する。
小学校３～４年生
２テーマ（２回／年）
小学校５年生～中学校
３テーマ（３回／年）
高等学校
３テーマ（１回／年）
特別支援学校
児童生徒の実態に応じた学習テーマを障がい種ごとに選択
保護者
各区分において、実施テーマのうち１テーマ（１回／年）は保護者も参加
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
・ 規範意識向上学習会を次のとおり実施する。
小学校３～４年生
２テーマ（２回／年）
小学校５年生～中学校
３テーマ（３回／年）
高等学校
３テーマ（１回／年）
特別支援学校
児童生徒の実態に応じた学習テーマを障がい種ごとに選択
保護者
各区分において、実施テーマのうち１テーマ（１回／年）は保護者も参加

〔実績・評価〕
・ 小学校から高等学校、特別支援学校において、発達段階や校種に応じた学習会を実施することにより、児
童生徒の規範意識向上のための一貫した取組を行うことができた。
・ 学習会実施前後の実態調査やアンケートの結果から、児童生徒及び保護者の規範意識の高まりがみられた。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（性的少数者）
啓発活動の推進
基本方向

地域社会や職場において、性的指向や性自認を理由とした偏見や差別をなくすために、庁内関係
課や企業、支援団体等と連携し、様々な手法による啓発を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

性的少数者の人権に関する啓発事業
福祉労働部 人権・同和対策局 調整課
事業の目的及び概要

性の多様性に対する正しい理解と認識を深め、性的少数者の方々が安心して生活し、活躍できる社会の実現
に向けた取組みを実施する。

令和２年度実施計画
次の事項について、事業を実施。
○（公財）福岡県人権啓発情報センターと連携し、「性的少数者」をテーマに県民向け講座を実施。
○「性的少数者」をテーマに人権啓発ラジオの放送。
○庁内関係課との情報を共有するため、「性的少数者に関する庁内関係課連絡会議」を実施。
○「性的少数者」をテーマにした講演への講師のあっせん。
○性の多様性に関する啓発動画の作成・配信。
令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
次の事項について、事業を実施する。
○（公財）福岡県人権啓発情報センターと連携し、「性的少数者」をテーマに県民向け講座を実施。
○「性的少数者」をテーマに人権啓発ラジオの放送。
○庁内関係課との情報を共有するため、「性的少数者に関する庁内関係課連絡会議」を実施。
○市町村に対し「性的少数者」を講演テーマとする講師をあっせん。

〔実績・評価〕
○同和問題をはじめとする様々な人権問題をテーマに県民講座を７回実施。
・第６回県民講座「どんな性の在り方も排除されない園・学校・職場・地域とは？」
令和２年３月１４日 にじいろ i-Ru（ｱｲﾙ） 田中 一歩 氏 近藤 孝子 氏
※新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、令和２年度に延期し開催予定。
○「性的少数者」をテーマに下記のとおりラジオを放送した。
・ＲＫＢラジオ「ウィ・ラブ・ヒューマン」
令和元年９月２５日
九州レインボープライド代表 あなたののぶゑ 氏
〃
２６日
福岡市写真館「スタジオフィール」代表 伊藤 香 氏
○性の多様性を表すレインボーカラーの啓発グッズを製作・配布
○平成２９年度に作成した「おもてなしレインボーガイドブック」を改訂した「レインボーガイドブック」を
作成・配布
○第９回性的少数者に関する庁内関係課連絡会議を下記のとおり実施した。
日 時：令和２年２月５日１０時～
構成課：１８課
内 容：性的少数者に関する本県の取組みについてなど

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（性的少数者）
教育活動の推進
基本方向

性的少数者に対する教職員及び児童生徒の適切な理解を促進するとともに、いかなる理由でも
いじめや差別を許さない生徒指導と人権教育を推進します。

事 業 名
担当課（室）名

人権教育研究指定校事業
教育委員会 人権・同和教育課
事業の目的及び概要

○目的
人権意識を培うための学校教育の更なる推進に資するため、新たな人権課題について児童生徒の理解を促
す授業モデルを開発する実践的な研究を行い、人権教育に関する指導方法等の改善及び充実に資する。
○対象者
中間市立中間南中学校
令和２年度実施計画
平成２０年３月に文部科学省人権教育の指導方法等に関する調査研究会議が発表した「人権教育の指導方法
等の在り方について[第三次とりまとめ]」に示される個別的な人権課題について、児童生徒の理解を促す授業
モデルの研究（開発・検証）を行う。
なお、実践事例については、文部科学省への提供、県教育委員会が発行する指導者向け学習資料やホームペ
ージへの掲載、研修会等で活用する。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
平成２０年３月に文部科学省人権教育の指導方法等に関する調査研究会議が発表した「人権教育の指導方法
等の在り方について[第三次とりまとめ]」に示される個別的な人権課題について、児童生徒の理解を促す授業
モデルの研究（開発・検証）を行う。
なお、実践事例については、文部科学省への提供、県教育委員会が発行する指導者向け学習資料やホームペ
ージへの掲載、研修会等で活用する。
〔実績・評価〕
令和元年度対象校である、みやま市立大江小学校は「小学校における『性的マノリティ』の人権に係る理解
を促す授業モデルを開発する実践的な研究」をテーマに、中間市立中間南中学校は「互いを認め、尊重しあい、
ともに学びあえる生徒の育成～性的少数者の人権を尊重する授業づくりを通して～」をテーマに、授業モデル
の研究を行った。
1 年間の取組について、運営協議会で報告し合い、協議を行った。
これまでの実践事例や学校の取組について、県教育委員会が発行する人権教育指導者向け学習資料に掲載する
ことで、研究成果の普及に努めた。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（さまざまな人権課題）
ホームレスの自立支援
基本方向

「福岡県ホームレス自立支援実施計画（第４次）
」
（平成３１年３月）を計画的、効率的に推進し、
ホームレス問題の解決を図ります。

事 業 名
担当課（室）名

ホームレス自立支援ネットワーク事業
福祉労働部 保護・援護課
事業の目的及び概要

関係市、ＮＰＯ、関係機関等で構成する「福岡県ホームレス自立支援推進協議会」において、自立支援施策
の検討、情報交換及び県民への啓発広報活動を行い、ホームレス問題の解決を図る。

令和２年度実施計画
基本的には、従来の取組を承継する。また、
「福岡県ホームレス自立支援実施計画（第４次）
」
（平成３１年３
月）の周知を通じて、ホームレス問題への理解促進と人権への配慮など県民への啓発広報活動を行う。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
協議会の運営
○自立支援施策の検討、情報交換を行う。

〔実績・評価〕
○協議会の開催実績
平成２２年度 総会１回開催
平成２３年度 総会１回開催
平成２４年度 総会１回開催
平成２５年度 総会２回開催
平成２６年度 総会１回開催
平成２８年度 総会１回開催
平成２９年度 総会１回開催
平成３０年度 総会３回開催
令和 元年度 総会１回開催
○協議会の活動内容
ホームレスの自立支援に係る施策の検討、情報交換、県ホームページによる県民への啓発広報活動を実施
した。

〔前年度からの事業の見直し〕
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実 施 計 画（さまざまな人権課題）
拉致問題の解決に向けた啓発
基本方向

拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題について、認識を深める県民啓発活動を
実施します。

事 業 名
担当課（室）名

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する啓発
福祉労働部 保護・援護課
事業の目的及び概要

国や市町村と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する世論の啓発を図る。

令和２年度実施計画
北朝鮮人権侵害問題啓発週間（１２月１０日～１２月１６日）にあわせて啓発を行う。
県ホームページ等での広報や市町村への情報提供を行い、同問題の周知を図る。

令和元年度実施計画及び実績・評価
〔実施計画〕
北朝鮮人権侵害問題啓発週間（１２月１０日～１２月１６日）にあわせて啓発を行う。
県ホームページ等での広報や市町村への情報提供を行い、同問題の周知を図る。
〔実績・評価〕
北朝鮮人権侵害問題啓発週間啓発事業や県民・市町村等への情報提供を行い、同和問題への理解促進と世論
の啓発に努めた。
○講演会「拉致問題を考えるみんなの集い」開催
開催 令和元年１１月２日（土）
（朝倉市）
主催 福岡県、朝倉市
講師 拉致被害者家族連絡会 飯塚 耕一郎
映像作品上映 アニメ「めぐみ」
○写真・パネル展・ＤＶＤ上映
令和元年１２月１０日（火）～１２月１６日（月） 福岡県庁１階 ロビー
協力 北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会
○ポスター等の掲示
・懸垂幕「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」
・人権侵害問題啓発週間ポスター（法務省 作成）
・拉致問題啓発ポスター（内閣官房拉致問題対策本部 作成）
○県広報媒体を活用した広報や市町村への情報提供
・県ホームページで啓発週間の趣旨や県の取り組みを紹介（通年）
・パンフレット（政府作成）の配布、他県や県内市町村における啓発事業の情報を提供
・ブルーリボンの紹介および着用の促進等

〔前年度からの事業の見直し〕
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具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

施策の基本方向

事

業

名

同和問題 同和問題啓発の推 法務省啓発委
進
託事業
ア

県民に対する
啓発活動の充実
強化
イ 地域における
啓発活動の支援
ウ 企業における
啓発活動の推進
エ 相談体制の充
実
オ えせ同和行為
の排除

福岡県人権啓
発情報センタ
ー運営事業

事

業

内

容

人権思想の普及高揚を図り、地域住民に人権
問題に対する正しい認識を広めることにより、
基本的人権の擁護に資することを目的に、法務
省が各都道府県及び政令市に啓発事業を委託す
る。
県民の人権意識の高揚を図り、差別を許さな
い社会を確立するため、人権啓発のより一層の
充実や、県民一人一人があらゆる機会を通して
人権学習ができるよう、展示事業や人権問題に
関する研究、啓発活動に必要な各種の資料・情
報の収集及び提供等を行う。

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

人権・同和
16,283 対策局
調整課

人権・同和
対策局
81,014 調整課

講師団講師
あっせん事業

県職員を始め、市町村、企業、地域等で行わ
れる人権・同和問題に係る啓発研修の講師とし
て講師団講師をあっせんし、県民の啓発研修を
推進する。

人権・同和
14,854 対策局
調整課

人権・同和問
題啓発事業

市町村が取り組む人権・同和問題に係る啓発
事業等を支援するとともに、県の取り組みとし
て啓発ラジオ番組の制作・放送などを実施す
る。

人権・同和
86,589 対策局
※を重複計上 調整課

人権・同和問
題職員研修事
業

県職員が人権・同和問題に関する正しい認識
と理解を深め、行政の円滑な推進を期し、人
権・同和問題の早期解決を図ることができるよ
う各種研修を実施する。

人権・同和
546 対策局
調整課

職員研修所で、県職員に対して実施する階層
別研修において、人権・同和問題を研修科目と
している。

隣保館運営費
等補助事業

市町村が設置運営する隣保館に対して補助を
行うことにより、地域社会全体の中で人権・同
和問題に係る啓発や福祉の向上のための住民交
流の拠点となる開かれたコミュニティセンター
として、人権・同和問題の解決のための各種事
業や生活上の各種相談事業を総合的に行う。

総務部
－ 人事課

人権・同和
対策局
667,067 調整課

人権施策普及
促進事業

平成１５年に策定し、平成３０年に見直しを
行った福岡県人権教育・啓発基本指針の普及を
図るとともに、市町村における人権教育・啓発
に係る施策策定の支援を行う。

人権・同和
26 対策局
※ 調整課

福岡県弁護士
会と連携した
人権侵害に関
する相談事業

福岡県弁護士会と連携して弁護士による電話
法律相談を開設することにより、同和問題をは
じめとする人権侵害に係る県民の相談体制の充
実に資する。

人権・同和
2,303 対策局
調整課

雇用主啓発事
業

企業トップ研修会の開催及び公正採用選考人
権啓発推進員の設置勧奨・研修受講勧奨を通じ
て、企業啓発を実施する。

企業経営者人
権啓発セミナ
ー

企業経営者を対象にセミナーを実施し、企業
の社会的責任としての人権尊重の理念を普及さ
せ、人権意識の涵養を図る。

立地企業人権
・同和問題研
修事業

県内立地企業の事業主、人事責任者を対象
に、人権問題に対する理解と、公正な採用選考
の必要性の認識を深めるため、研修を実施す
る。
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10,228

労働局
労働政策課

商工部
3,345 中小企業振
興課

63

商工部
企業立地課

具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

施策の基本方向

事

業

名

同和問題啓発の推
同和問題 進
農山漁村地域
人権問題啓発
ア 県民に対する 推進事業
啓発活動の充実
強化
イ 地域における
啓発活動の支援
ウ 企業における 宅地建物取引
啓発活動の推進 業界啓発の推
エ 相談体制の充 進
実
オ えせ同和行為
の排除

同和教育の推進
ア 学校教育
イ 社会教育

学校人権教育
研修事業

人権教育実践
交流会等開催
事業

人権教育コー
ディネーター
養成講座

人権・同和教
育啓発事業

社会人権教育
研修事業

人権・同和教
育研究団体等
事業助成事業
人権教育を基
盤にした学校
づくり研究指
定校事業
（新）個別の
人権課題に関
する指導方法
等調査研究事
業

事

業

内

容

農山漁村地域における人権・同和問題の解消
を図り、活力ある地域農林漁業を確立するた
め、農林漁業団体の職員に対し人権・同和問題
に関する啓発・研修を行う。

宅地建物取引業者等に対する人権啓発の充
実・強化が必要であることから、人権意識の現
状を把握し、効果的な人権啓発を図るための方
策を検討・実施していく。

人権教育の充実・深化を図るために幼稚園及
び学校の教職員を対象とした研修会を実施す
る。
学校教育及び社会教育における様々な取組に
ついて実践交流を深め、地域の指導者、行政職
員及び教職員等の指導力の向上を図り、人権教
育・啓発を積極的に推進する。
また、今後の施策・事業に生かすため、教職
員の人権意識、人権教育に関する調査を実施す
る。

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

農林水産部
水田農業振
1,923 興課

建築都市部
建築指導課
516

教育委員会
2,052 人権・同和
教育課
教育委員会
人権・同和
4,882 教育課

すべての人々の人権が真に尊重される社会の
実現を目指し、広く人々の人権問題に対する理
解と認識を深め差別意識の解消を図るために、
人権に関する学習活動を企画・立案する人権教
育コーディネーターを育成する。

教育委員会
人権・同和
184 教育課

県民に対して啓発活動の強化を図り、県民の
同和問題をはじめとする様々な人権問題に対す
る基本認識を深め、差別意識を払拭する。

教育委員会
5,145 人権・同和
教育課

教育庁職員及び市町村教育委員会（政令市を
除く。）の人権教育担当職員等に対する研修会
等を実施する。
人権・同和教育研究団体の研修事業に対する
助成及び人権・同和教育研究団体が実施する女
性等を対象とする研修事業に対する助成を行
う。
児童生徒の学力向上や自己実現を阻害する要
因に対して、学校教育全体を通じた人権教育の
取り組みを通して、学力向上を図る学校の在り
方について究明し、研究によって明らかになっ
た有効な取組等について、県内の公立学校に周
知する。
人権・同和教育における個別の人権課題に関
する学習内容の体系化・標準化及び教員の指導
力の向上を図るため、実態調査や検証授業等を
通して指導方法や内容の在り方等について調
査・研究し、もって児童・生徒の人権尊重精神
の育成を図る。
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※

教育委員会
人権・同和
854 教育課
※を重複計上

教育委員会
17,684 人権・同和
教育課

教育委員会
3,281 人権・同和
教育課

教育委員会
2,134 人権・同和
教育課

具体的な個別事業の概要一覧表
分

女

野

施策の基本方向

性 男女共同参画を
実現するための
環境づくり
ア

イ

ウ

政策・方針
決定過程への
女性の参画の
推進
男女共同参
画に関する啓
発の実施

男女共同参
画教育の充実

暴力を容認しな
い社会づくり

事

業

名

事

業

内

容

審議会等への
女性委員の登
用推進

「審議会等への女性委員の登用計画」に基づ
き、審議会等への女性委員の登用を推進する。

男女共同参画
推進条例事業

男女共同参画の日（１１月第４土曜日）に男女
共同参画に著しい功績があった個人、団体、企業
等を表彰する。

トップリーダ
ー啓発事業

各種団体のトップが集まる会議、研修会等に講
師を派遣し、対象に応じた講演をすることにより
男女共同参画社会づくりについての理解促進に努
める。

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課
人づくり・県
民生活部男女
－
共同参画推進
課
人づくり・県
民生活部男女
395
共同参画推進
課
人づくり・県
民生活部男女
232
共同参画推進
課

県民参加交流
男女共同参画社会づくりの啓発とともに女性団
事業（あすば
体等の活動促進のため、県民参加型のあすばる男
る男女共同参
女共同参画フォーラムを実施する。
画フォーラム)

人づくり・県
民生活部男女
2,020
共同参画推進
課

広報紙（誌）
の発行

男女共同参画センター「あすばる」の広報紙
「あすばる～ん」「ニューズレター」等、男女共
同参画に関する定期刊行物を作成し、最新の情報
を伝える。

若年層意識啓
発推進事業

中高生とその保護者が企業や研究機関等の現場を
見学し、女性技術者、研修者等と交流する。

人づくり・県
民生活部男女
5,267
共同参画推進
課
人づくり・県
民生活部男女
1,914
共同参画推進
課

学校における
男女共同参画
教育の推進

「男女共同参画教育指導の手引」を活用し、男
女平等の意識を育てるとともに、一人一人の個性
や能力を伸長し発揮させる教育の充実を図る。

教育委員会
－ 義務教育課

教育関係者に
対する研修の
充実

管理職等に研修を実施し、学校教育活動の全体
を通して行う男女共同参画教育の充実を図る。

－

配偶者からの
暴力防止対策
事業

一時保護収容
費（一時保護
委託費）
メディアにお
ける男女共同
参画の啓発推
進

配偶者からの暴力を防止するために以下の事業
を行う。
ア 広報啓発事業
ＤＶに関する知識、相談窓口等を周知する
ため、ＤＶ防止パンフレットや携帯用情報カ
ードを作成し、市町村等を通じて配布する。
イ 婦人相談員等への専門研修
配偶者からの暴力問題等の特性を理解し、
被害者からの相談に適切に対応できるように
相談員等の研修を充実強化する。
ウ 関係機関ネットワークづくり
配偶者からの暴力防止対策連絡会議等を開
催し、市町村や警察、裁判所など関係機関と
の連携を強化する。
エ 中学生・高校生に対する暴力被害防止啓発
中学生・高校生に対し交際相手からの暴力
に関する啓発用リーフレットを配布する。
デートDV等について専門知識を持つNPO等
の講師を学校へ派遣する。
オ 男性被害者等支援体制強化
男性やLGBTなど多様な被害者に対応できる
相談体制を整備する。
配偶者からの暴力被害者の一時保護を民間シェ
ルターなどの保護施設に委託する。

メディア情報に関し、性・暴力表現が与える社
会的影響について男女共同参画の視点から検討を
行う。
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教育委員会
義務教育課
人づくり・県
民生活部男女
共同参画推進
課

24,471

人づくり・県
民生活部男女
18,020
共同参画推進
課
人づくり・県
民生活部男女
－
共同参画推進
課

具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

女

性

施策の基本方向

事

業

名

職場・家庭・地域
における男女共同 企業における
参画の推進
女性の活躍推
進事業
ア 職場における
男女共同参画の
推進
イ

男女が共に育
児・介護を担う
環境づくり

ウ

女性の再就職
支援

エ

農山漁村にお
ける男女共同参
画社会づくりの
推進

育児休業者職
場復帰支援事
業

事

業

内

容

女性活躍推進法に基づき設置した福岡県女性
の活躍応援協議会において、関係団体と協議、
連携しながら、県内企業における女性活躍を進
めるため、以下の事業を実施する。
○ よくわかる女性活躍支援の手引きの作
成・配布
○ 企業等における女性活躍推進の取組を支
援するためのセミナー開催、専門家派遣
○ 経済団体等のそれぞれ固有の課題解決に
向けた取組を支援し、企業における女性活
躍の取組を促進
○ 中小企業における女性活躍の先駆的な取
組をホームページで紹介
○ 中小企業の若手女性従業員向けに、キャ
リアアップ意識の向上を図るセミナーを開
催
○ 建設業における女性活躍推進のための活
動への支援
（新）○女性経営者等の業界横断的な「女性活
躍交流会議（仮称）」を開催
（新）○運輸業における現状、課題、ニーズ等
に関する調査を実施

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

人づくり・
県民生活部
23,881
男女共同参
画推進課

人づくり・
県民生活部
男女共同参
画推進課

育児休業取得中の女性従業員向けに、円滑な職
場復帰に役立つ講座等を開催する。

1,571

地域における
女性活躍推進
事業

市町村、地域の男女共同参画センター、福岡
県男女共同参画推進連絡会議（みらいねっと）
と連携して、「女性による元気な地域づくり応
援講座」を開催する。

人づくり・
県民生活部
2,945
男女共同参
画推進課

子育て応援宣
言企業推進事
業

「子育て応援宣言企業」の普及拡大により男
女労働者がともに職業生活と家庭生活を両立で
きる就業環境の整備を図る。

労働局
3,051 新雇用開発
課

介護応援宣言
企業推進事業

「介護応援宣言企業」の普及拡大により男女
労働者がともに職業生活と家庭生活を両立でき
る就業環境の整備を図る。

労働局
340 新雇用開発
課

子育て女性就
職支援センタ
ー事業

子育て女性の就業機会の拡大を図るため、個
別相談から求人情報や保育情報の提供、就職
あっせんまで一貫して支援する。

労働局
73,334 新雇用開発
課

明日を担う漁
業者育成事業

漁村女性漁業者の育成を図るため、流通・加
工等の研修会を開催し、経営感覚のある人づく
りを目指す。

水産局
71 水産振興課

女性農林漁業
者の活躍促進
事業

地域の活動組織に対する支援を通じ、女性の
経営参画や、視点・発想を発揮した農林漁業経
営の発展とともに、所得の向上を図る。

農林水産部
461 経営技術支
援課

女性農林漁業
者の経営発展
支援事業

女性農林漁業者に対して課題解決と能力発揮
に向けた取組みを支援し、女性の視点や発想を
生かした経営の発展を図る。

農林水産部
9,328 経営技術支
援課

（新）女性農
林漁業者の起
業活動支援事
業

女性農林漁業者の起業ノウハウの習得や機器整
備への支援を通じ、女性の起業活動の発展を図
る。

農林水産部
16,985 経営技術支
援課
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具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

子ども

施策の基本方向

事

業

名

子どもの人権が尊 青少年健全育
重される社会づく 成特別対策事
業（青少年
り
ネット適正利
用促進事業）

子育て支援
ア

相談・支援体
制の整備・充実

イ

保育の充実

業

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

情報化の進展に伴い、インターネットによる
いじめや犯罪被害などの問題が生じていること
から、青少年のインターネットの適正な利用を
推進する。

私学振興・青
5,693 少年育成局
青少年育成課

青少年が自由に自分の意見を表明する機会を
青少年育成県
提供するとともに広い視野をもって論理的に物
民運動推進事
事を考える力や自分の主張を正しく理解しても
業（少年の主
らう力を養うため「少年の主張福岡県大会」を
張福岡県大会)
開催する。

私学振興・青
930 少年育成局
青少年育成課

「児童の権利に
「児童の権利に関する条約」の目的や内容等
関する条約」の について、県の広報誌やホームページ等、様々
広報・啓発
な媒体を活用して広報・啓発に取り組む。

私学振興・青
－ 少年育成局
政策課

児童虐待防止
対策事業

児童虐待の早期発見と虐待を受けた児童の迅
速かつ適切な保護及び虐待を行った保護者への
指導・支援体制の整備を図る。

福祉労働部
254,186 児童家庭課

延長保育、病児保育などの多様な保育サービ
スを充実することにより、安心して子育てがで
きる環境の整備を図る。

福祉労働部
1,927,423 子育て支援
課

保育所職員等
人権を大切にする心を育てる保育を適切に実
研修事業（人 施するための知識や技術を身につけるための保
権・同和研修) 育所職員に対する研修等を実施する。

福祉労働部
6,508 子育て支援
課

保育対策等促
進事業

心豊かに育つ環境 道徳教育総合
づくり
支援事業
ア

事

人権教育・心
の教育等の推進

生徒指導の推 県立学校集団
体験活動推進
進
事業
ウ 社会環境の整
備
イ

いじめによる
重大事態への
対応と再発防
止

不登校・中途
退学対策事業

生徒指導の推
進

いじめ・不登
校総合対策事
業

高等学校不適
応・いじめ防
止対策事業

学習指導要領に基づいた道徳教育の質の向上
とその一層の充実を図るため、学校・地域の実
情等に応じて主体的に行う道徳教育に関する多
様な取組に対して支援を行うとともに、道徳教
育に関する指導資料の活用を促す。
県立高校等の１年生を対象に、多様な体験活
動を通じ、学校生活へのスムーズな移行及び集
団内での良好な人間関係の構築を目的とした、
自立と協働の精神を学ぶ集団体験活動を実施す
る。
いじめ防止対策推進法に基づき、県立及び私
立の学校から重大事態に係る調査結果の報告が
あった場合、知事からの諮問を受けて再調査の
必要性を福岡県いじめによる重大事態再調査委
員会において審議答申し、知事が再調査が必要
と認めたときは再調査を行う。
不登校児童・生徒の社会的自立、学校復帰、
学業の継続を支援する。
ア フリースクール支援事業
イ 福岡県立大学の不登校・ひきこもりサ
ポートセンターの運営に対する支援
ウ 学習支援センター支援事業
子どもの自己指導能力を育成する教育活動を
推進するために、学校の指導体制を見直し、教
師の力量向上のための研修会の実施、授業改善
の推進、家庭・地域や警察、法務省の人権機関
等の関係機関との連携等の指導を行う。
いじめ・不登校問題の予防・解決を図るた
め、スクールカウンセラー等の専門スタッフの
配置等による教育相談体制の充実及びいじめ・
不登校を生まない教育活動を推進する。
学校生活への適応を図り、生徒の心の悩みを
解消し、望ましい方向に導くために、スクール
カウンセラーを配置し、カウンセリング機能を
充実させる。また、学校だけでは対応困難な事
情を持つ不登校生徒に対する専門的知識を持つ
スクールソーシャルワーカーの活用や、不登校
生徒の学校復帰のための訪問相談を実施する。
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教育委員会
4,101 義務教育課

55,495

教育委員会
高校教育課

私学振興・青
987 少年育成局
政策課

私学振興・青
少年育成局
52,774
政策課
私学振興課
教育委員会
義務教育課,
2,216 特別支援教育
課
高校教育課

教育委員会
483,732 義務教育課

教育委員会
高校教育課
39,590

具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

子ども

施策の基本方向

事

業

名

心豊かに育つ環境 青少年健全育
づくり
成条例施行事
業
ア

人権教育・心
の教育等の推進

イ

生徒指導の推 地域活動指導
進
員設置事業

ウ

社会環境の整
備
自画撮り被害
防止啓発事業

分

野

高齢者

施策の基本方向

事

業

名

就労・社会参加の シルバー人材
促進
センター育成
・強化事業
ア

就労・社会参
加の支援拠点

雇用・就業機 ねんりんスポ
ーツ・文化祭
会の確保
開催事業
ウ 社会参加の促
進
イ

老人クラブ助
成事業

事

業

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

青少年が健やかに育つための良好な環境づく
りを推進し、青少年の健全育成を図るため、市
町村及び県警察と連携して、書店、コンビニエ
ンスストア、携帯電話事業者等への立入調査を
実施し、青少年を取り巻く環境の整備を進め
る。
子どもたちの生きる力を育むため、各市町村
教育委員会に対して地域活動指導員を配置する
ための助成を行い、様々な体験活動や学習活動
等の充実を図るとともに家庭・地域の教育力を
高める。

私学振興・青
952 少年育成局
青少年育成課

教育委員会
238,996 社会教育課

インターネットを通じて、青少年がだまされ
たり、脅されたりして自分の裸等を撮影、送信
させられる「自画撮り被害」が増加しているこ
とに鑑み、青少年に対し「自画撮り被害」の事
例や、相談窓口等を周知することにより、被害
防止や、インターネットの適正利用に向けた啓
発を図る。

事

業

内

容

高齢者の多様なニーズに合わせ、臨時的・短
期的又は軽易な業務に係る就業機会等を提供す
ることにより、高齢者の能力の積極的な活用を
図り、高齢者の福祉の増進に資するシルバー人
材センター事業の育成・強化を図る。

担当課

私学振興・青
746 少年育成局
青少年育成課

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

労働局
21,561 新雇用開発課

文化・スポーツ活動を通じた高齢者の生きが
いづくり、健康づくり、仲間づくりを支援する
ため、全県的な高齢者の文化・スポーツの祭典
を実施する。

スポーツ局
73,472 スポーツ振興
課

高齢者の自主的任意団体である老人クラブが
実施する社会奉仕、生きがいづくり、健康づく
りの活動に対し、助成を行う。

保健医療介護
部高齢者地域
96,113
包括ケア推進
課

年齢に関わりなく、それぞれの意思と能力に
応じて、働いたり、ＮＰＯ・ボランティア活動
に参加したり、活躍し続けることができる「７
０歳現役社会」を実現するため、高齢者の総合
支援拠点「福岡県７０歳現役応援センター」を
設置し、就業社会参加支援を行う。

169,975

労働局
新雇用開発課

サービスを利用し 介 護 保 険 地 域
やすい環境づくり 支 援 事 業 交 付 市町村の行う介護予防事業及び包括的支援事
業等に対し、法定の交付金を支出する。
金

4,235,016

保健医療介護
部高齢者地域
包括ケア推進
課

9,002

保健医療介護
部介護保険課

７０歳現役社
会推進事業

ア

保健・医療・
福祉相談体制の 福祉サービス
充実
苦情解決事業

イ

福祉サービス利用者の苦情に対応するため、
県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置
し、苦情の解決に当たる。

苦情相談の対
応
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具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

高齢者

施策の基本方向

事

業

名

地域生活支援体制 老人の日記念
の整備
品贈呈事業
ア

啓発活動・福
祉教育の推進

イ

地域福祉活動 認知症介護研
の促進
修事業

ウ

高齢者の消費
者被害への対応
認知症医療セ
ンター事業

認知症高齢者
地域支援事業

ウ

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

老人の日を中心とした老人週間（9月15日～
21日）の関連事業として、県内の長寿者に祝い
状等を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、
県民の高齢者福祉に対する理解と関心を深め
る。

保健医療介
護部高齢者
3,003
地域包括ケ
ア推進課

認知症高齢者に対する介護サービスの充実を
図るために、高齢者介護実務者及びその指導的
立場にある者に対し、認知症高齢者の介護に関
する研修を実施することにより、認知症介護技
術の向上を図るとともに、認知症介護の専門職
員を養成する。

保健医療介
13,311 護部高齢者
地域包括ケ
ア推進課

専門的な診断、かかりつけ医等の助言・指
導、必要に応じ他の専門医療機関の紹介を行
う。また地域包括センターと連携を図り、他の
関係機関も含めた連携協議会や地域の医療介護
関係者への研修を行い、地域の認知症疾患の保
健医療水準の向上を図る。

保健医療介
護部高齢者
37,944 地域包括ケ
ア推進課

認知症高齢者等が在宅で安心して暮らせる優
しい地域づくりを推進するため、認知症高齢者
徘徊SOSネットワークの構築、訪問介護員等へ
の認知症対応力向上研修の実施、認知症施策推
進会議の開催、成年後見制度利用促進の体制整
備支援、認知症に関する普及啓発、認知症介護
相談、若年性認知症相談等を行う。

保健医療介
護部高齢者
7,708 地域包括ケ
ア推進課

住民の身近な相談、支援者として活動する民
生委員・児童委員の福祉知識の向上及び円滑な
活動の推進を図るため、研修会を開催する。

1,105

福祉労働部
福祉総務課

ひとり暮らし
高齢者見守り
活動推進事業

市町村におけるひとり暮らし高齢者の見守り
活動体制の構築を支援するために、小地域（小
学校区や町内会の区域等）ごとに見守り活動
チームを編成する上で、チーム作りの要となる
見守り活動推進員を養成する研修等を行う。

1,767

保健医療介
護部高齢者
地域包括ケ
ア推進課

高齢者の消費者被害を防ぐため、県及び市町
村が使用する啓発教材の作成や、市町村が行う
高齢者啓発事業の支援を行う。また、地域で高
齢者に密接な関わりのある団体等で構成する消
費者安全確保地域協議会を設置し、地域の高齢
者の見守り力の向上につなげる。

人づくり・
1,264 県民生活部
生活安全課

高齢者の権利擁護のための取組を推進するこ
とを目的として、身体拘束ゼロ作戦推進会議の
開催や施設職員を対象とした研修等を実施す
る。

保健医療介
1,349 護部介護保
険課

市町村職員・地域包括支援センター職員に対
する研修を実施し、高齢者虐待の対応力向上を
図る。

保健医療介
護部高齢者
1,710
地域包括ケ
ア推進課

虐待の防止・権利 高齢者権利擁
の擁護
護等推進事業

イ

業

民生委員・児
童委員研修事
業

消費者行政活
性化事業

ア

事

虐待防止体制
の充実
高齢者虐待防
止研修事業
身体拘束廃止
の推進
市町村職員等
日常生活の支 高齢者虐待対
援、成年後見制 応力向上研
修・施設職員
度の利用促進
実務研修事業

日常生活自立
支援事業

市町村等における高齢者虐待の対応力を向上
させるとともに、住宅型有料老人ホーム等の従
事者の虐待防止に対する意識啓発を図る。

一人暮らしの認知症高齢者、知的障がいのあ
る人などで判断能力が不十分なため日常生活に
困っている方が自立した生活が送れるよう、相
談、福祉サービス利用の援助、日常金銭管理等
を行う。
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保健医療介
2,853 護部介護保
険課

福祉労働部
114,242 保護・援護
課

具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

施策の基本方向

事

業

名

障がいの 正しい理解と認識 障がい者虐待
ある人 のための県民啓発 防止対策事業
の推進

障がいを理由
とする差別解
消推進事業

障がい者疑似
体験事業

精神保健に関
する知識の普
及啓発
自立と社会参加の 障がい児等療
促進
育支援事業
ア

地域における
発達障がい者
生活の支援
イ スポーツ・レ 支援センター
クリエーション､ 運営事業
文化・芸術活動
の振興
発達障がい児
者支援推進事
業

障がい者社会
参加促進事業

障がい者週間
啓発事業

障がい者ス
ポーツレクリ
エーション振
興事業
高次脳機能障
がい支援事業

事

業

内

容

障がい者虐待防止のために、県と市町村によ
る障がい者虐待防止体制の整備、市町村窓口職
員・事業所職員を対象とした障がい者虐待防止
研修及び障がい者虐待防止・通報義務に関する
県民啓発を実施する。
平成２８年４月に施行された障害者差別解消
法の実効性を確保するため、本県では、「福岡
県障がいを理由とする差別の解消の推進に関す
る条例」を制定した。相談及び紛争防止等のた
めの体制の整備を図るほか、地域における相談
や紛争防止、解決を推進するためのネットワー
ク体制を構築するため「障がい者差別解消支援
協議会」を運営するとともに、事業者に対する
障がいを理由とする差別の解消に関する研修を
実施する。また、県有施設のバリアフリー化、
県内のバリアフリー施設の情報提供を行う。
障がいのある人が住み慣れた地域社会の中で
自立し社会に参加できるよう、必要な援助を行
い、障がいの有無にかかわらず誰もが明るく暮
らせる社会づくりを促進するため、広く障がい
のある人の主体的・自主的な社会参加意識の醸
成を図ること等を目的として、様々な普及啓発
を行う。
保健福祉環境事務所及び精神保健 福祉 セン
ターにおいて講演等を行い、精神保健に関する
知識の普及啓発を実施する。

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

福祉労働部
2,524 障がい福祉
課

福祉労働部
障がい福祉
課
28,420

福祉労働部
障がい福祉
1,651 課

保健医療介
1,414 護部
健康増進課

在宅の障がい児（者）の地域での生活を支援
するため、障がい児（者）施設等の機能を活用
して療育指導を提供し、援助を行うとともに関
係機関との調整を図る。
発達障がい児（者）に対する支援を総合的に
行う地域の拠点として、発達障がい児（者）及
びその家族からの相談に応じ、適切な指導を行
うとともに、関係施設との連携を図り、発達障
がい児（者）及びその家族の福祉の 向上 を図
る。
発達障がい児（者）の支援に携わる関係機関
が、発達障がい児（者）の特性に沿った対応が
できるよう連絡、調整、助言、指導等を総合的
に行うことにより、地域における支援機能の強
化を図る。

福祉労働部
101,588 障がい福祉
課

障がいのある人が社会の構成員として地域社
会の中で生活し、また情報支援・文化活動等生
活の質的向上が図れるよう、障がいのある人の
社会参加を促進する事業を実施する。

福祉労働部
61,809 障がい福祉
課

障がいのある人の主体性・自立性を確保し、
社会への積極的な参加を促進するとともに、障
がい者福祉に対する県民の理解と認 識を 深め
る。
障がい者スポーツの普及・振興を図ることに
より、障がいのある方の心身の健康増進及び生
きがいの高揚を図るとともに、障がいのある方
との交流を通じて、県民の障がいのある方に対
する理解と認識を深める。
高次脳機能障がいについての知識 の普 及啓
発、地域の身近な相談機関窓口担当者等関係機
関のネットワークの構築を図る。
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福祉労働部
65,422 障がい福祉
課

福祉労働部
39,745 障がい福祉
課

福祉労働部
401 障がい福祉
課
スポーツ局
5,556 スポーツ振
興課
保健医療介
10,081 護部
健康増進課

具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

施策の基本方向

事

業

名

障がいの 職業的自立の促進 ものづくり技
能継承事業
ある人
ア 職業能力開発
の推進
イ

就業機会や雇 障がい者職業
用の場の確保
訓練事業

事

業

内

容

福岡障害者職業能力開発校において、職業能
力開発促進月間（１１月）に技能祭を開催し、
訓練状況等を公開するなど障がいのある人への
理解が促進されるよう努める。
福岡障害者職業能力開発校において、障がい
のある人に対し職業に必要な知識や技能の習得
を支援し、職業の安定と障がいのある人の自立
を促進するとともに、経済及び社会の発展に寄
与する人材を養成する。
また、身近な地域で職業訓練が受講できるよ
う、民間教育訓練機関や企業等を活用した委託
訓練を実施する。

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

労働局
1,241 職業能力開発
課

労働局
職業能力開発
164,677 課

障がい者雇用
促進事業

障がいのある人の雇用促進と企業及び一般県
民に対する障がい者雇用の啓発を図る。

1,519

労働局
新雇用開発課

障がい者就
業・生活支
援事業

障害者就業・生活支援センター事業、並びに
就職準備講座及び特別支援学校生徒による技能
見学会等の開催を通じ、障がいのある人の雇用
の促進と安定を図る。

87,461

労働局
新雇用開発課

中小企業障が
い者雇用拡大
事業

障がいのある求職者と企業とのマッチングを
柱に、就職相談から、職場実習、職業紹介、就
職後の職場定着までの一連の支援を実施する。

32,599

労働局
新雇用開発課

障がい者雇用
の促進を図る
ためのテレ
ワーク活用事
業

テレワークを活用した障がい者雇用を県内企
業等に周知・啓発することで、テレワークを活
用した障がい者雇用の促進につなげる。

12,158

労働局
新雇用開発課

特別支援教育の充 県教育委員会
実
重点課題研究
ア 連続性のある 指定・委嘱校

特別支援学校における学びの連続性を意識した
学習内容の設定や授業改善のための方途の究明
を図る。

多様な学びの場 個別の指導計
における教育の 画の作成及び
充実
指導法の工夫
に関する校内
イ 就学前におけ 研修の推奨
る支援の充実
ウ

卒業後の自立 発達障がい児
と社会参加を目 等教育継続支
指した支援の充 援事業
実

エ

児童生徒一人一人の障がいの状態及び進路志
向の多様化に応じた教育の充実を図る。

認定こども園、幼稚園及び保育所、小・中学
校、高等学校等において、発達障がいを含む障
がいのある幼児児童生徒が、一貫した継続性の
ある支援を受けることができるようにする。併
せて地域における特別支援教育の総合的な体制
整備を行う。

安全・安心か
つ効果的に学べ
る教育環境の整 特別支援学校
特別支援学校における生徒の職業教育及び進
備
進路指導主事
路指導に関する研修会を実施する。
研修会
オ 専門性向上と
支援体制の整備 心と体の発達
各教育事務所単位で、主に就学前の障がいの
・充実
教育相談(障が
ある子どもの保護者に対して、医療・福祉・教
い児巡回教育
育の専門家による教育相談を行う。
相談）
県教育センタ
ー・特別支援
学校における
教育相談

県教育センター及び県立特別支援学校におい
て教育相談を実施する。

教育委員会
300 特別支援教育
課
教育委員会
－
特別支援教育
課
教育委員会特
別支援教育課
私学振興・青
少年育成局私
10,338
学振興課
福祉労働部
子育て支援
課
教育委員会
12 特別支援教育
課
教育委員会
450 特別支援教育
課

2,729

教育委員会
特別支援教育
課

障 が い 児 理
県立特別支援学校と近隣の幼稚園、小・中・
解・啓発推進
高等学校との交流及び共同学習を行う。
事業

教育委員会
3,466 特別支援教育
課

県立特別支援
学校活性化推
進事業

学校と地域が連携しながら、子どもの生活体
験や自然体験、社会体験等の機会の拡充や地域
との交流の機会の拡充を図る。

教育委員会
4,962 特別支援教育
課

「福岡県の特
別支援教育」
の作成、配布

理解啓発の資料として、「福岡県の特別支援
教育」を作成し、関係機関に配布する。

教育委員会
223 特別支援教育
課
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具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

施策の基本方向

事

業

名

障がいの 地域生活支援体制 日常生活自立
支援事業
ある人 等の整備
（再掲）

事

業

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

判断能力の不十分な障がいのある人が自立し
た地域生活が送れるように、専門員、生活支援
員が、相談、サービス利用の援助、日常に金銭
管理等の支援を行う。

福祉労働部
114,242 保護・援護
課

ア

福祉のまちづ
くりの推進

イ

サービス利用 福祉サービス
者の苦情解決シ 苦情解決事業
ステムの整備
（再掲）

福祉サービス利用者の苦情に対応するため、
県社会福祉協議会に運営適正化委員会を設置
し、苦情の解決に当たる。

保健医療介
9,002 護部介護保
険課

障がい者「11
障がい者｢110
0番」の充実
番｣運営事業
エ 虐待防止体制
の充実

障がいのある人及び家族が抱える福祉、保
健、医療、法律問題に関する各種の心配ごと、
悩みごと等の相談に応じる。

福祉労働部
4,385 障がい福祉
課

高齢者、障がいのある人等を始めすべての県
民が、自立し、様々な活動に社会参加できるよ
う意識面や生活環境面でのバリアフリー化を進
めるために、条例の普及・啓発や施設の整備改
善の促進、ふくおか・まごころ駐車場制度を推
進する。

福祉労働部
2,139 障がい福祉
課

ウ

福祉のまちづ
くり推進事業

分

野

外国人

施策の基本方向

事

業

名

国際理解の促進や 情報誌「こく
ヘイトスピーチ解 さいひろば」
消に向けた啓発の の発行等
推進

事

業

内

容

国際交流事業に関する特集記事、国際交流団
体や相談窓口の紹介等の情報を４か国語で提供
する。

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

1,280

国際局
国際政策課

人権・同和
対策局
－ 調整課

ヘイトスピー
チ解消に向け
た啓発の推進

「ヘイトスピーチ解消法」を踏まえ、ヘイト
スピーチは許されないという認識を広め、法務
局、市町村と連携し、その解消を図るための啓
発活動を実施。

住みやすい環境づ 外国人相談窓
くり
口の設置

アクロス福岡３階の「こくさいひろば」や
「福岡県外国人相談センター」で県民や在住外
国人からの電話やメール、来所による問い合わ
せ相談に対応する。

20,883

国際局
国際政策課

－

国際局
国際政策課

ア

相談体制の充
実

イ
ウ

住居の確保
人権相談
外国人労働者
の相談等支援体
制の充実

就労、住宅、婚姻、離婚、帰化等外国人の人
権に関する相談を法務省福岡法務局と連携して
実施する。

エ

保健・医療・ 労働相談
福祉施策の推進

賃金、労働条件、解雇、退職等労働に関する
相談を実施する。

オ

多言語による
情報提供と日本
外国人材を受
語学習支援
け入れる企業
に対する支援
県営住宅での
生活に関する
情報の提供

国際理解教育の推 国際理解教育
進
推進事業
ア
イ

企業向け相談窓口や講習会を通じて、県内企業
に対し外国人材を雇用するうえで事業主の遵守
すべき法令や、雇用管理についての周知・啓発
を図る。
外国人が県営住宅において共同生活を営むに
当たり、他の入居者との間でトラブルが生じな
いよう、共同生活に関するルール等を周知する
ため、英語、中国語、韓国語による「住まいの
しおり」を配布する。
県内在住の留学生や青年海外協力隊ＯＢ・Ｏ
Ｇを講師として、小中学校等に派遣する。

学校教育
社会教育
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30

労働局
労働政策課

労働局
10,075 労働政策課

建築都市部
－ 県営住宅課

国際局
国際政策課
2,823
教育委員会
義務教育課

具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

ＨＩＶ感
染者・ハ
ンセン病
患者等

施策の基本方向

事

業

名

教育・啓発活動の エイズ予防対
策普及啓発事
推進
業
ア

ＨＩＶ感染症
・エイズに関す
管理職研修会
る啓発の推進
養護教諭基本
イ ハンセン病に 研修
関する啓発の推 保健主事研修
進
会
ウ

学校における ハンセン病対
教育の充実
策啓発事業

エ

関係機関との
連携
啓発事業等補
助事業

オ

新型コロナウ
イルス感染症に 人権啓発事業
関する偏見や差 （新型コロナ
別をなくす
ウイルス感染
症関連）

患者等の人権に配 エイズ予防対
慮した相談・支援 策相談事業

ア

プライバシー エイズ予防対
の保護
策医療体制整
備促進事業
イ ＨＩＶ感染症
・エイズに関す
る相談・支援
ウ

分

野

犯罪被害
者等

ハンセン病に
関する相談・支 啓発事業等補
援
助事業（再
掲）

施策の基本方向

啓発活動の推進

事

業

名

犯罪被害者支
援事業

関係機関との連携

性暴力対策ア
ドバイザー派
遣事業

事

業

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

エイズに関する正しい知識の普及啓発を図
り、患者・感染者等が一般社会の中で普通に生
活できるよう、偏見・差別のない社会の形成に
努める。
・ＨＩＶ検査普及週間の実施等に伴う啓発

保健医療介
護部
591
がん感染症
疾病対策課

学校における性に関する指導(エイズを含む)
の充実について、研修会で周知を図る。

教育委員会
－ 体育スポー
ツ健康課

ハンセン病患者・元患者や家族等に対する偏
見・差別を解消し、正しい理解の浸透を図るた
め、参加型、体験型の啓発、リーフレットの作
成・配布や広報媒体を通じた啓発を実施する。

保健医療介
護部
1,397
がん感染症
疾病対策課

ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発及
び患者・元患者の社会復帰の促進を図るため、
福岡県藤楓協会への補助を行う。

保健医療介
護部
1,950 がん感染症
疾病対策課

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染
された方、治療にあたった医療関係者や社会的
機能の維持にあたる方とその家族、外国人の方
に対する誹謗中傷やいじめ、偏見をなくすた
め、県HPなどで啓発するとともに、相談窓口の
周知や人権侵害事象の把握に努める。

総務部
県民情報広
報課
－ 福祉労働部
人権・同和
対策局調整
課

エイズ・性感染症対策を推進するために必要
なマンパワーの人材育成を図るため、エイズ対
策に携わる職員（主に医師、保健師）を対象と
した研修を実施する。

保健医療介
護部
210
がん感染症
疾病対策課

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の医療を確保する
ため、エイズ治療拠点病院を中心とした医療体
制の整備を図る。
ア 拠点病院等に対するカウンセラー派遣
事業
イ 拠点病院等地域医療機関研修事業

保健医療介
護部
3,434
がん感染症
疾病対策課

ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発及
び患者・元患者の社会復帰の促進を図るため、
福岡県藤楓協会への補助を行う。

保健医療介
護部
1,950
がん感染症
疾病対策課

事

業

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

福岡犯罪被害者総合サポートセンターを設置
し、犯罪被害者等に対して電話相談、カウンセ
リング、病院・裁判所等への同行、専門機関の
紹介などワンストップで総合的な支援を行う。
性暴力被害者支援センター・ふくおかを設置
し、面接、付き添いなど性暴力被害の相談対応
を一元的に行う体制を整備し、被害者の早期回
復に向けた支援を推進する。
どの機関が起点となっても途切れることのな
い支援を行うことができるよう、関係機関相互
の連携強化と職員の意識啓発を行う。

63,825

児童・生徒等に対し、発達段階に応じた性暴
力根絶及び被害者支援に関する総合的な教育を
行うアドバイザーをを派遣。

人づくり・
16,545 県民生活部
生活安全課
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人づくり・
県民生活部
生活安全課

具体的な個別事業の概要一覧表
分

野

インター
ネットに
よる人権
侵害

施策の基本方向
啓発活動の推進
教育活動の推進
関係機関との連携

事

業

名

野

性的少数
者

分

野

さまざま
な人権課
題
（生活困
窮者、
ホームレ
ス、北朝
鮮当局に
よる拉致
被害者
等、アイ
ヌの
人々、刑
を終えて
出所した
人やその
家族、災
害時の人
権など）

施策の基本方向
啓発活動の推進
教育活動の推進

施策の基本方向

業

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

国に対し、インターネット等を利用した差
別行為の防止対策について要望を行う。
インターネット掲示板への差別書き込み等に
ついて法務局や事業者への削除要請を行うとと
もに、この問題に関する県民啓発を実施する。

人権・同和
対策局
調整課
－
企画・地域
振興部
情報政策課

情報化の進展に伴い、インターネットによる
いじめや犯罪被害などの問題が生じていること
から、青少年のインターネットの適正な利用を
推進する。

私学振興・
青少年育成
5,693 局
青少年育成
課

保護者が児童生徒と共に、「インターネット
保護者と学ぶ
の適正利用」等の規範意識について学ぶこと
児童生徒の規
で、保護者の規範に対する意識や養育に関する
範意識育成事
責任感を高め、さらに学校との連携を図り、児
業
童生徒の規範意識向上に取り組む。

教育委員会
義務教育課
7,769 高校教育課
特別支援教
育課

インターネッ
ト等を利用し
た差別行為防
止

青少年健全育
成特別対策事
業（青少年
ネット適正利
用促進事業）
(再掲)

分

事

事

業

名

事

業

内

容

令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

性的少数者の
人権に関する
啓発事業

性の多様性に関する正しい理解と認識を深め
るために庁内関係課、企業、支援団体等と連携
し、啓発を推進する。

人権・同和
－ 対策局
調整課

人権教育研究
指定校事業

人権に関する知的理解を目的として、授業モ
デルの開発校を指定し、新たな人権課題に対応
できる実践的な研究を行う。

教育委員会
560 人権・同和
教育課

人権教育学習
平成30年3月に作成し各学校に配布した「あ
教材集「あお おぞら2」には性的少数者の内容も盛り込んで
ぞら2」の活用 おり、性的少数者に対する児童生徒や教職員の
促進
理解が深まるよう、その活用の促進を図る。

教育委員会
－ 人権・同和
教育課

事

業

名

さまざまな機会を ホームレス自
通じた人権教育・ 立支援ネット
啓発の推進
ワーク事業

事

業

内

容

平成３１年３月に策定した「福岡県ホームレ
ス自立支援実施計画（第４次）」を計画的、効
果的に推進することで、市町村への広域的支
援、関係機関・団体等との連携を強化し、ホー
ムレス問題の解決を目指す。令和３年１月に全
国ホームレス実態調査を実施予定。

拉致問題その
他北朝鮮当局
による人権侵
害問題に関す
る啓発

国や市町村と連携を図りつつ、拉致問題そ
の他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国
民世論の啓発を図るよう努める。
北朝鮮人権侵害問題啓発週間（毎年１２月１
０日～同月１６日まで）の趣旨にふさわしい事
業が実施されるよう努める。

拉致問題その
他北朝鮮当局
による人権侵
害問題に関す
る教育

国及び市町村と連携しながら、学校に対し
てＤＶＤアニメ「めぐみ」の活用促進や、北朝
鮮人権侵害問題啓発週間・作文コンクールの応
募促進を図るなど、拉致問題に関する児童生徒
の理解が深まるよう取り組む。
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令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課

福祉労働部
2,419 保護・援護
課

福祉労働部
保護・援護
286 課

教育委員会
人権・同和
－ 教育課

具体的な個別事業の概要一覧表

分

野

さまざま
な人権課
題

施策の基本方向
その他の人権課題
の解決のための人
権教育・啓発及び
人権擁護の推進

事

業

名

福島原発事故
に伴う風評被
害による人権
侵害の防止

事

業

内

容

放射線被ばくに関する風評被害による人権侵
害を防止し、東日本大震災の被災者の方々が偏
見や差別を受けることなく安心して生活するこ
とができるよう、市町村と連携し県民啓発に取
り組む。
また、被災した児童生徒等を受け入れた学校
において、当該児童生徒等の学校生活への適応
が図られるよう必要な指導・支援を行うととも
に、被災した児童生徒等の心のケア、教職員・
保護者等への助言・援助等様々な課題に対応す
るため、スクールカウンセラーを派遣し、被災
した児童生徒等が安心して学校生活を送ること
ができるよう学校の教育相談体制を整備する。
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令和２年度
当初予算額
（千円）

担当課
人権・同和
対策局調整
－
課
教育委員会
義務教育課

