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【重点要求Ⅰ】＜新型コロナウイルス対策関連事項＞ 
 

１．不合理な解雇等を防止するための労働関係法令の周知徹底 

（１）不合理な解雇や雇止め、内定取り消し等を防止するため、労働関係法令を周知

徹底すること。とりわけ、解雇事案には早急かつ厳正に対応して雇用維持をはか

り、やむを得ず解雇を検討する場合でも、整理解雇の４要件に照らして厳格な判

断がなされるべき旨を周知すること。 

（福祉労働部） 

 

（２）労働関係法令を徹底させるため、不適正な事案に対しては速やかかつ厳正に対

処するよう、福岡労働局およびハローワークとの連携強化をはかること。 

（福祉労働部） 

 

県では、県内４地域に労働者支援事務所を設置し、労働者・使用者の双方から労

働に関する相談をお受けして労働関係法令に関する情報提供や助言を行い、自主的

な解決を支援しています。また、労働相談だけでは自主的な解決が図られない場合、

労働者支援事務所が労働者と使用者の間に立って意見の調整を図る「あっせん」を

実施し、労使紛争の早期解決を支援しています。 

年度末にかけて解雇、雇止め、内定取り消し等の労働トラブルの増加が予想され

ることから、各労働者支援事務所において「解雇・雇止め集中相談会」（令和５年２

月２８日と３月１日の２日間）を実施し、必要な場合には、弁護士による相談も行

うこととしています。 

こうした取組に加え、県ホームページ上での情報発信や市町村・関係団体等に対

するリーフレットの配布等を通じて解雇等に関する労働法令を周知し、不合理な解

雇や雇止め、内定取り消し等の防止に努めています。 

（１）の取組等において不適正な事案を確認した場合には、指導権限のある労働

基準監督署等に相談するよう助言するなど、厚生労働省福岡労働局等と連携を図り

対応しているところです。 
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２．事業の休止・縮小に伴い労働者を休業させる場合への対応 

  事業主は休業回避努力を尽くすべきであること、それがなされなければ休業手当

の支払義務を負うことを周知し、労働者が不利益を被ることのないよう県として適

切な対応に努めること。 

（福祉労働部） 

 

３．中小企業・小規模事業者の事業継続の支援 

（１）個人事業主を含む中小企業・小規模事業者の事業継続に向けた資金繰り支援や

給付・助成を継続するとともに、現下の実態等を十分考慮した迅速かつ効果的な

支援を行うこと。 

（商工部） 

 

  

県では、令和２年２月２８日付けで県内 4地域の労働者支援事務所内に「新型コ

ロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を設置し、労働に関する相談

に応じています。 

また、県内４地域で労務管理の専門家（社会保険労務士）による個別相談会を実

施し、企業が休業手当を支払うにあたり利用できる雇用調整助成金を最大限活用で

きるよう支援しています。併せて、厚生労働省福岡労働局や市町村、商工団体等と

も連携し、雇用調整助成金等の活用について周知・広報を図っているところです。 

これらの取組を通じて、労働者が不利益を被ることがないよう引き続き努めてま

いります。 

感染症の影響を受けた中小企業の事業継続支援や地域経済活性化のため、県では

「緊急経済対策資金」など新型コロナ関連融資による資金繰り支援や、ウィズ・ポ

ストコロナでの新たな分野・市場ニーズに対応した新技術・製品開発に対する助成

などに取り組んできたところです。 

 

１２月補正予算においては、新たな取組みとして 

①県独自のプレミアム付き食事券「福岡県版 Go To Eat食事券」 

②水際対策の緩和によるインバウンド需要を県内全域に波及させるため、県内に

宿泊・観光するインバウンド向け旅行商品の造成を支援。 

③全国からの旅行者(県内含む)に、宿泊費や旅行代金の一部を助成するととも

に、地域の土産物店や飲食店等で旅行中に利用できるクーポン券配布。 

④商工会議所や商工会等が行うプレミアム付き地域商品券の追加発行支援。 

⑤新型コロナ関連融資等からの借換えや、経営改善に取り組む事業者の新たな資

金需要に応えるため、新たな県制度融資として「経営改善借換資金」を創設。 

など事業者支援の強化を図ったところです。 

今後も引き続き、インバウンド向け旅行商品の造成や宿泊費や旅行代金の助成、

プレミアム付き地域商品券の発行支援や県制度融資「経営改善借換資金」による資

金繰り支援などにより、中小企業・小規模事業者の事業継続支援に取り組んでまい

ります。 
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（２）「福岡の避密の旅」観光キャンペーンや同趣旨の事業の展開にあたっては、公共

交通の利用促進にもつながることを考慮した対応や支援を講じること。 

（商工部） 

 

（３）中・長期も展望し、地域経済に致命的な状況を作り出さないため、企業規模を

問わず大きな影響を受けている産業に着目した政策を打ち出すこと。 

（商工部）  

 

 

  

全国を対象にした「新たな福岡の避密の旅」観光キャンペーンにおいては、交通

機関の利用促進を図るため、交通機関を絡めた交通付宿泊旅行商品の割引上限額を

他の宿泊のみの割引上限額に比べて高く設定しています。 

令和５年１月以降も引き続き、割引率等を見直した「新たな福岡の避密の旅」観

光キャンペーンを実施し、地域の観光業を支援してまいります。 

本県の観光産業について、宿泊旅行統計調査によると、県内の日本人延べ宿泊者

数は、ほぼコロナ以前に回復しており、インバウンドを含めた県内全体の延べ宿泊

者数も、コロナ前の８割強まで回復しています。 

一方で、全国旅行支援が３月末までの予定であり、その反動減や、インバウンド

の急拡大が一時的なものになるおそれもあり、引き続き観光客の誘客を促進してい

く必要があります。 

県では、感染症の影響を受けた観光産業の事業継続支援のため、 

①「福岡の避密の旅」、「新たな福岡の避密の旅」観光キャンペーンによる宿泊料

金及び旅行代金の割引を実施 

②本県を行程に組み込んだ修学旅行を対象としたバス代助成の実施 

③宿泊事業者の生産性向上に向けた支援の実施 

などに取り組んでいます。 

また令和６年春に、日本最大級の観光キャンペーンであるＪＲデスティネーショ

ンキャンペーンを福岡・大分の共同で開催予定であり、全国から多くの観光客を誘

客できるよう、市町村が実施するキャンペーン特別イベントの開催支援や旅行会社

と連携した全国へのプロモーション等の取組みを進めてまいります。 



4 

 

４．新型コロナウイルスに伴う雇用対策 

  長期化する新型コロナウイルス感染症による雇用への影響は、パート・有期・派

遣や、いわゆる「曖昧な雇用」で働く労働者や特定の業種・業態・働き方において

一層強く出ている状況にあることから、以下について、県としての適切な対応を行

うこと。 

（１）社会的弱者への生活支援に関する相談窓口等の充実・強化 

  ① 生活困窮者などの社会的弱者に対する生活支援に関する相談窓口の充実・強

化をはかること。 

（人づくり・県民生活部）（福祉労働部） 

 

  ② 相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的

支援体制整備事業」の市町村における早期の体制構築に向け、引き続き、必要

な支援を行うこと。 

（福祉労働部） 

 

  

生活に困窮する方に対しては、市や県が設置する自立相談支援機関において、家

計や仕事、住まい等の幅広い課題について、解決に向けた提案や解決までのお手伝

いをしています。近年、新型コロナウイルス感染症の影響による相談件数の増加を

受けて、県においては、専門の相談支援員を令和３年度から増員して体制強化を図

ってきたところです。引き続き、令和５年１月から生活福祉資金特例貸付の償還が

開始される等の状況を踏まえ、支援ニーズに応じた体制の確保を行ってまいりま

す。 

女性の抱える生活困窮等の問題については、女性相談所、身近な地域の保健福祉

（環境）事務所において、電話や面談による相談支援を実施しております。また、

令和３年度から、コロナ禍において困難な状況にある女性に対して、街頭や子ども

食堂での声掛けや、電話・メール等による相談、関係機関への同行支援などを民間

団体と連携して実施しています。 

令和３年４月１日に施行された改正社会福祉法により、市町村において既存の相

談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

る包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向

けた支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」が創設され、今年度５市

町が取組んでいます。 

県では、令和３年度から、県内全市町村を対象とした説明会を実施するとともに、

依頼があった市町村に対しては個別に訪問し、市町村の庁内関係課を集めて事業説

明を行っており、引き続き、重層的支援体制整備事業の早期の体制構築に向け、必

要な支援を行ってまいります。 
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  ③ 福岡県内の感染状況を勘案し「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支

援金」等、生活困窮者への生活支援策の拡充を行うこと。 

（福祉労働部） 

 

（２）雇用の維持・確保に向けた対応 

  ① 派遣労働者の雇用の維持・確保のため、派遣先との労働者派遣契約が解除さ

れる場合でも安易に解雇せず、派遣元事業主として派遣先と連携し、新たな就

業機会の確保をはかるよう周知徹底すること。 

（福祉労働部） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症の影響を受けて、休業や失業等により生活にお困りの世帯に対する直接的

な支援として講じられてきた特例措置のうち、生活福祉資金の特例貸付及び新型コ

ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については、申請の受付期間が終了して

おります。 

令和５年１月に生活福祉資金の特例貸付の償還が開始され、生活にお困りになっ

てしまう方も出てくる可能性があることから、今後の生活困窮者に対する支援にお

いても、引き続き、県及び市が設置する自立相談支援機関が、お一人お一人の話を

よくお聞きし、現在の状況を把握した上で、一定期間の家賃相当額を支給する住居

確保給付金の支給や就労支援、家計改善支援のほか、生活福祉資金の通常貸付等、

活用できるメニューを組み合わせ、その方に最も合った支援を行ってまいります。 

県では、労働者・使用者の双方から労働に関する相談をお受けして労働関係法令

に関する情報提供や助言を行い、自主的な解決を支援しています。また、労働相談

だけでは自主的な解決が図られない場合、労働者支援事務所が労働者と使用者の間

に立って意見の調整を図る「あっせん」を実施し、労使紛争の早期解決を支援して

います。 

年度末にかけて解雇、雇止め、内定取り消し等の労働トラブルの増加が予想され

ることから、各労働者支援事務所において「解雇・雇止め集中相談会」（令和５年２

月２８日と３月１日の２日間）を実施し、必要な場合には、弁護士による相談も行

うこととしています。 
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 ② 労働者の雇用維持のため、雇用調整助成金を積極的に活用するとともに、特別

融資や債務保証などの支援を行うこと。 

（福祉労働部）（商工部） 

 

③ 雇用の維持・確保が難しくなった労働者に対しては、就職・転職支援や職探

し期間を活用した職業訓練等の対策を講じること。 

（福祉労働部） 

 

   

 

 

県では、令和３年度から、雇用調整助成金をはじめとした雇用関係助成金を県内

企業が最大限活用できるよう、労務管理の専門家（社会保険労務士）による個別相

談会などを開催し、延べ１９９社（令和４年１１月末時点）に対し支援を行ってま

いりました。 

加えて、厚生労働省福岡労働局や市町村・商工団体等と連携し、雇用調整助成金

等の活用について、周知・広報を図っているところです。 

また、県の中小企業向け融資制度には、雇用の維持・確保のための資金はござい

ませんが、運転資金として活用いただける資金など、県制度融資における十分な融

資枠を確保しております。 

県では、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等の支援のため、求職者

の状況に応じたきめ細かな就職支援を行えるよう、若者・中高年・高齢者・子育て

女性といった年代別・対象別の就職支援センターの相談支援や、求職者向けのセミ

ナー、ウェブを活用した合同会社説明会、県内各地域でのミニ面接会、紹介予定派

遣の仕組みを活用した人材不足分野でのマッチング支援等を実施しています。 

また、新規学卒者や求職者の方々のために、就職に必要な知識や技術を習得でき

るよう、高等技術専門校の他、民間の教育訓練機関等を活用して職業訓練を実施し

ており、早期に就職できるように支援しております。 

令和４年度は、高等技術専門校においては、ものづくり分野を中心に３４科目、

定員１,０２０人、訓練期間６か月から２年間の職業訓練を実施しております。ま

た、民間の教育訓練期間等に委託し、介護、ＩＴ、医療事務等、主として知識習得

のための職業訓練コースを２０４コース、定員４，４６４名、訓練期間３か月から

６か月程度で実施しています。 

訓練生の就職に関しては、就職支援を行う職員を配置しており、昨年度に訓練を

修了した訓練生の就職率は、高等技術専門校では８９．７％、委託訓練では８１．

１％となっています。（令和４年１２月末現在） 

高等技術専門校の周知・広報については、県ＨＰのほか、「福岡県の職業訓練」Ｈ

Ｐ、Ｙｏｕｔｕｂｅ、ＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブック）、マスコミ（県の

広報番組等）を活用し、高等技術専門校の認知度を高める取組も行っています。 

引き続き、雇用の維持・確保が難しくなった労働者に対して、就職・転職支援や

職業訓練を実施してまいります。 
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④ 新型コロナウイルス感染症の罹患や後遺症、さらにはワクチン未接種が、雇用や

労働条件に影響を与えることがないよう、福岡労働局とも連携し必要な対策を

講じること。 

（福祉労働部） 

 

（３）生活保護を必要とする者への適切な対応 

  ① 雇用保険が適用されない労働者が生活保護を活用できるよう、生活保護に関

する広報を充実させるとともに、生活保護を必要とする者には確実かつ早期に

実施されるよう、引き続き市町村に対する指導・支援を行うこと。 

（福祉労働部） 

 

  ② 国に対し、生活保護の弾力的な運用の継続を要請すること。 

（福祉労働部） 

 

 

 

 

県では、令和２年２月２８日付けで県内 4地域の労働者支援事務所内に「新型コ

ロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を設置し、労働に関する相談

に応じています。 

ワクチン接種を受けていない人に対する差別的取扱いの防止や感染後の職場復

帰等については、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ」にも

示されており、県ではこうした情報も踏まえて窓口の相談に応じているところで

す。 

今後も相談内容に応じて関係機関とも連携し、対応してまいります。 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、生活保護の弾力的な運用を求める国の通

知に基づき、管内福祉事務所へ周知を行っております。 

また、管内福祉事務所の生活保護業務担当課長を対象とした課長会議の実施や各

種研修等における説明のほか、管内福祉事務所を対象に実施する生活保護法施行事

務監査を通じて、国の通知を踏まえた対応が行われているか確認し、適宜指導して

いるところです。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた対応については、令和２年５月

に緊急事態宣言が解除された後も引き続き感染防止の取組が必要なため、生活保護

の弾力的な運用を行うことが国の通知で示されていました。 

また直近では令和４年９月に、地域経済や雇用に与えている影響が長期化してい

ることを踏まえて生活保護の弾力的な運用を引き続き行うことが国の通知で示さ

れてきたところです。 

新型コロナウイルスの感染拡大が続いている現下の状況において、国の通知に基

づき、適正な取り扱いがなされているか、管内福祉事務所を対象とした生活保護法

施行事務監査や各種研修により周知徹底を行っております。 
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５．保健所の配置や人的体制の確立・強化に向けた対策の推進 

  福岡県では、保健師等の会計年度任用職員の増員や業務の外部委託等に努めてい

るが、依然として、長時間労働の是正には至っていないことから、引き続き、人材

確保をはじめとした保健所の役割が果たせる体制の確立・強化に向けた対策を講じ

ること。 

（保健医療介護部） 

 

６．医療体制の充実・強化 

（１）医療提供体制の強化 

  ① 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う診療控えは、その他の疾患の悪化等

を招くことから、通常医療における発熱外来を含めた適切な医療提供につなが

る対策を講じること。 

（保健医療介護部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所における新型コロナウイルス感染症対応については、これまで会計年度任

用職員や人材派遣職員の増員、市町村の応援及び新規採用により保健師の確保を図

るとともに、ＰＣＲ検査や健康観察など外部委託を進めてまいりました。 

第７波においては、これまでを上回る爆発的な感染拡大により、職員の時間外勤

務が増加したところですが、９月２６日に全国一律の全数届出見直しにあわせて、

県でも見直しを実施し、発生届の対象を高齢者や入院を要する方などに限定すると

ともに、届出対象外となる方々への対応を行う「健康フォローアップセンター」を

整備して以降、保健所職員の時間外勤務は減少傾向となっています。 

今後も引き続き、感染状況に応じ、必要な保健師の確保のほか、業務の効率化を

進め、保健所の体制を強化してまいります。 

県では、発熱など、新型コロナウイルスの感染が疑われる症状のある方が、かか

りつけ医等の地域で身近な医療機関において適切に診療・検査を受けられるよう、

発熱患者等の診療や検査を行う医療機関を「診療・検査医療機関」として指定して

います。 

また新型コロナウイルスの感染疑いのある方が通常の患者と接触しないよう、患

者同士を時間的又は空間的に分けながら診療することをこの指定により促すこと

で、医療機関が行う通常医療に影響がないよう、さらに受診する患者も安心して医

療機関を受診できるよう、努めています。 
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  ② 新型コロナウイルス感染症への適切な医療提供に向けた対策を行うこと。 

（保健医療介護部） 

 

（２）医療従事者の安全確保 

   すべての医療従事者の安全確保に向け、計画的に必要な医療物資の備蓄・確保

を行うこと。 

（保健医療介護部） 

 

 

 

 

 

 

 

県では、入院患者を受け入れる病床の確保に努め、令和５年１月末現在、新型コ

ロナウイルス感染症陽性患者用の病床として 2,061 床、うち重症患者対応病床を

232床確保しています。 

また、外来医療のひっ迫を回避し、高齢者や基礎疾患をお持ちの方など重症化リ

スクの高い方の診療・検査の機会を確保するため、感染拡大期には、令和４年８月

に「キット配付・陽性者登録センター」を開設し、重症化リスクの低い 65 歳未満

の有症状者等に対し、感染状況や検査キットの流通状況を踏まえ、抗原定性検査キ

ットを配付しています。 

さらに、９月２６日から全国一律で始まった全数届出見直し後も、届出の対象外

となる方に、これまでどおり安心して療養生活を過ごしていただけるよう、「健康

フォローアップセンター」を整備し、適切な医療支援や生活支援を受けることがで

きる体制を確保しています。 

１２月２１日からは、発熱外来の検索や混雑状況等をリアルタイムに確認できる

「発熱外来検索サイト」や、重症化リスクの高い方が発熱外来で受診できる機会を

確保するため、自宅療養者を対象とした医師による２４時間体制の「新型コロナ自

宅療養者オンライン診療センター」を開設しました。加えて、年末年始等の診療・

検査体制を強化するため、休日・夜間に新たに開設する医療機関や薬局に協力金を

給付する取組を実施いたしました。 

また、本年１月２７日、国は、新型コロナの感染症法上の位置づけを、５月８日

に変更することを決定しました。県では、決定後直ちに、変更後の対応について、

国に対し要望書を提出したところです。今後とも国の動きを注視しながら適切に対

応してまいります。 

福岡県と福岡県医療機器協会は「医療用資材の流通備蓄に関する協定」を令和４

年９月７日に締結しました。 

これにより、備蓄体制を流通備蓄に切り替えたことで、期限切れによるマスクや

ガウンなどの医療物資の買い換えが不要となり、常に新しい物資を確保できるよう

になりました。 
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（３）医療従事者の人材確保 

   資格を持つ人材の復職や、新たに資格を取得する人材への支援など、あらゆる

形で人材確保に取り組むこと。 

（保健医療介護部） 

 

（４）医療従事者の長時間労働への適切な対応 

   医療従事者の長時間労働などが生じないよう、引き続き、助言・情報提供など

県として適切な対応をはかること。 

（保健医療介護部） 

 

 

医療従事者の中でも特に不足が懸念されている看護職員については、令和元年８

月に設置した「福岡県看護職員確保対策協議会」での協議を重ねながら、「養成」

「離職防止」「復職支援」の３本柱で確保を図っているところです。 

「養成」については、看護師等養成所の運営に要する経費の補助や、養成所の看

護学生が修学するための資金の貸与などを行っています。 

「離職防止」については、医療機関が行う新人看護職員研修への補助や病院内保

育所の運営に係る経費への補助などを行っています。 

「復職支援」については、福岡県ナースセンターにおいて、看護職員の無料職業

紹介や離職していた看護職員が安心して復職できるよう、感染管理や最新の医療に

関する知識と技術を学ぶための実践的な研修を実施しています。 

また、令和２年度からは、求職登録者に対し、コロナの影響で看護職員が不足す

る医療機関やワクチン接種会場などへの就職希望を募り、速やかにマッチングでき

る体制を整備しています。 

こうした取組を通じて、人材確保を図っており、本県の就業看護職員は、平成３

０年の８１，５００人から、令和２年の８３，７０８人に増加しています。（＋２，

２０８人） 

県では、医療従事者が安心して働き続けられる職場づくりのために平成２６年４

月から医療指導課内に医療勤務環境改善支援センターを設置しています。 

新型コロナ対応等による長時間労働の改善や働きやすさ確保のための環境整備

が医療機関において行われるよう、医療勤務環境改善支援センターでは医療労務管

理アドバイザー１名を常駐で配置し、医療機関からの電話等による相談に対応する

ほか、研修会や個別相談会の実施などにより、医療機関における勤務環境改善の取

組への支援を実施しているところです。 

また、令和６年４月からは医師についても時間外労働の上限規制が適用されるこ

とになるため、医療機関に対し医師の働き方改革に関する周知を行うとともに、ア

ンケートの実施や電話での聞取りにより医療機関における医師の働き方改革の進

捗状況の把握に努めており、必要に応じて医業経営アドバイザー、医療労務管理ア

ドバイザーを派遣するなどの支援を行っています。 

引き続き、医師の働き方改革を含めた医療機関による勤務環境改善の取組が円滑

に推進されるよう支援してまいります。 
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７．地域医療体制を守る取り組みの推進 

  新型コロナウイルス感染症の影響で、医療機関の経営が圧迫されている。地域医

療は、重要な社会基盤であることから、県は、引き続き、官民を問わず、地域の実

情を把握し、医療提供体制の構築、財政支援を行い、地域医療を守る取り組みを行

うこと。 

（保健医療介護部） 

 

８．感染者等への偏見や差別、誹謗中傷への対策 

  新型コロナウイルス感染症への理解は進んでいるものの、エッセンシャルワーカ

ーおよびその家族への心無い言動が後を絶たない。また、ワクチン未接種や後遺症

への偏見・誹謗中傷も見られるとともに、各事業者が行っている感染防止対策等へ

の理解もまだまだ浸透していないことから、引き続き、県民に対し、正しい理解や

協力を得るための対策を行うこと。 

（保健医療介護部）（福祉労働部） 

 

 

 

新型コロナにより厳しい状況にある医療機関等の実態を踏まえ、国は福祉医療機

構による運転資金の優遇融資を行うとともに、県においても収入が減少した医療機

関等に対し、「緊急経済対策資金」による資金繰り支援を実施しています 

あわせて、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により影響を受けた医療機関等

に対し、県では今年度９月補正により、光熱費等の上昇分について財政支援を行っ

ているところです。 

県では、引き続き、厳しい状況にある医療機関等に対する更なる支援について、

全国知事会を通じ要望を行ってまいります。 

県では、令和 2年に県内で新型コロナウイルス感染症陽性者が確認された直後か

ら、ホームページ、啓発ポスターなどにより、感染者やそのご家族へ差別を行わな

いよう呼びかけを行うとともに、医療関係者や社会機能の維持にあたる方に対する

感謝とエールの気持ちを表すため、テレビ、ラジオ、SNS などを通じて、啓発メッ

セージを流してきました。また、啓発のための懸垂幕を、県庁舎や総合庁舎に掲示

しています。さらに、ワクチン接種は強制ではなく、接種していない方への差別が

許されないとの啓発ポスターを作成し、偏見や差別の防止を呼び掛けました。 

今年度は、引き続き、新型コロナウイルス感染症陽性者やワクチン接種をしてい

ない方に対する不当な差別、偏見、誹謗中傷が起きないよう、啓発ポスター、SNS等

により啓発を行うとともに、新たにホームページでマスク着用が困難な方への理解

を呼びかけました。また、様々な事情でワクチンを接種していない方、マスク着用

が困難な方や後遺症に悩んでいる方などへの配慮を呼び掛ける動画を制作し、テレ

ビスポットＣＭや YouTube 等で放映しました。さらに街頭ビジョンや映画館でも放

映することとしています。 

今後も、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ための啓発に取

組みます。 
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９．運送・配送業、小売業等への支援制度の充実 

  医療現場や公共交通と同じように県民の生活を支えている運送・配送業、小売業

などにおいても感染防止対策に取り組んでいる。このような事業者が利用できる感

染防止対策等にかかる経費などに対する支援をすること。 

（商工部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス対策関連事項として、従前は「経営革新実行支援補助金（感

染防止対策）」により、「経営革新」に取り組む中小企業者の方を支援してきたとこ

ろです。 

現在は、コロナ禍の長期化に加え、原油・物価が高騰しており、運送・配送業、

小売業など、中小企業者を取り巻く外部環境の変化が激しい困難な状況が続いてい

ることから、「経営革新」に取り組む中小企業者の原価や販売管理費等の経費削減

の取組、新たな経営革新計画に基づく新事業活動による売上増加の取組を支援する

ため、令和４年度６月補正予算において「経営革新原油高騰等克服支援補助金」を

実施したところです。 

令和４年度１２月補正予算においても、原油価格高騰等の影響が継続するなか

で、引き続き、中小企業者の経営革新の取組を支援することとしております。 
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10．子どもたちの進学や在学への適切な支援 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、減収や無収入となった世帯の子ども

たちが経済的な理由で進学や在学を脅かされることのないよう、県として適切な支

援を行うこと。 

（人づくり・県民生活部）（福祉労働部）（教育庁） 

 

【生活にお困りの世帯への支援】 

県では、生活にお困りの世帯に対し、生活困窮者自立支援機関における相談支援

において、「子どもの学習生活支援」や「保護者の就労支援」など個々の状況に応じ

た支援を行うことにより、子どもの進学意欲向上や保護者の不安払拭を図り、大学

等進学に向けた後押しを行っています。 

 

 

【ひとり親家庭への支援】 

県では、ひとり親家庭の児童（主に小・中学生）を対象に大学生等のボランティ

アを派遣し、地域の施設又は希望する家庭の自宅において学習を支援するととも

に、子どものよき理解者として進学相談等に応じています。 

また、ひとり親家庭の親及び寡婦の経済的自立や生活意欲の助長、その子どもの

福祉の増進を図るため、大学等への入学に必要な経費や授業料等に充てることので

きる母子父子寡婦福祉資金の貸付を行っています。新型コロナウイルス感染症の影

響により期日までの償還が著しく困難になった場合は、償還金について、支払いを

１年以内の期間、猶予する制度（猶予期間中は、無利子）を設けています。 

 

【小中学校の児童生徒への支援】 

義務教育段階においては、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の

保護者に対し、市町村により就学援助が行われているところです。県教育委員会に

おいては、市町村が就学援助を適切に実施するため必要な財源の充実を、国に対し

引き続き要望してまいります。なお、令和２年度から、国の要保護児童生徒援助費

補助金において、オンライン学習通信費が補助対象費目に追加され、令和３年度、

令和４年度には予算単価が増額されているところです。 

 

【県立高等学校等の生徒への支援】 

県立高等学校等では、入学料等の納入猶予、授業料の免除を行っているほか、高

校生等奨学給付金については、オンライン学習に係る通信費相当額を増額するとと

もに、家計急変世帯への支給や新入生への前倒し支給を行っています。また、公益

財団法人福岡県教育文化奨学財団では、家計急変により新たに奨学金の貸与を希望

する生徒に対して、緊急募集として、随時申請を受け付けています。 
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【私立高等学校等の生徒への支援】 

私立高等学校等の生徒への修学支援として、授業料を対象とした高等学校等就学

支援金、授業料以外の教育費を対象とした高校生等奨学給付金、施設設備費等を対

象とした学校納付金軽減補助金等による支援を実施しているところです。 

就学支援金については、令和２年度から、年収約５９０万円未満世帯に対する支

給上限額が引上げられ、授業料の実質無償化が図られたところです。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、奨学給付金について、家計急

変世帯への支給や新入生への前倒し支給、オンライン学習に係る通信費相当額の増

額を行っているほか、家計急変世帯へ学校納付金の軽減を行う学校に対し、学校納

付金軽減補助金による助成を行っています。 

 

【私立専門学校の生徒への支援】 

私立専門学校の生徒への修学支援として、令和２年度に高等教育の修学支援新制

度が創設され、一定の要件を満たす専門学校生について、授業料等が減免されてい

ます。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、専門学校が独自に家計急変世

帯の生徒に授業料の減免を行う場合に、学校に助成を行っています。 

 

【特別支援学校の幼児児童生徒への支援】 

特別支援学校においては、保護者の経済的負担を軽減するため、学用品購入費や

学校給食費などの就学に必要な経費について、特別支援教育就学奨励費を支給して

おり、オンライン学習通信費については、昨年度から上限額を拡充しているところ

です。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による家計急変の場合は、改

めて支弁区分の決定を行うとともに保護者が必要とする時期に支給できるよう個

別に支給時期を前倒しするなど柔軟な対応を行っております。 

 

【県立三大学の学生への支援】 

県立三大学では、国が２０２０年度に開始した高等教育の修学支援新制度及び大

学独自の減免制度により、低所得世帯の学生に対する授業料等の減免を実施してお

り、その制度において、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世

帯に対しても授業料等の減免の支援を行っております。 

県においては、その減免に対し予算措置を行い、県立三大学の減免額に対し助成

を行っております。 
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11．メンタル不全対策および自殺対策の強化 

  新型コロナウイルス感染症の影響などにより、社会的に孤立する人の増加が指摘

されており、平成 24 年から減少傾向にあった福岡県の自殺者数は、令和２年に増

加に転じていることから、将来不安によるメンタル不全（健康障害）対策および自

殺対策を強化すること。 

（保健医療介護部） 

 

12．学校休業に伴う保護者の賃金補償の制度整備 

  労働者が「小学校休業等対応助成金」の利用を会社（事業主）に申請しても、拒

否されるケースが発生していることから、以下について要請する。 

（１）制度の広報・啓発活動に取り組むこと。 

（福祉労働部） 

 

  

本県の自殺者数は、令和３年も増加傾向が続くなど、自殺対策が喫緊の課題とな

っています。 

このため、自殺予防電話相談窓口「ふくおか自殺予防ホットライン」や令和４年

７月に開設した自殺予防ＳＮＳ相談窓口「きもち よりそうライン＠ふくおかけん」

を継続するとともに、支援の対象に応じて適切な広報媒体を活用し、相談窓口の周

知を強化します。また、令和５年度事業として、メタバースを活用した孤独・孤立

解消のための居場所づくりに係る予算案を議会に提出する予定であり、引き続き、

自殺対策に取り組んでまいります。 

「小学校休業等対対応助成金」については、これまで、実施主体である国のみな

らず、県としても、ホームページや SNSでの情報発信を行うほか、労働者支援事務

所において、相談者に対して、制度の説明や国のコールセンターの紹介を行ってお

ります。 

昨年度は事業主から、休業の事実確認が得られていない場合でも、労働者が申請

できるように運用の改善が図られました。保護者にそうした情報を届けるために、

市町村に対し、小学校、保育所、放課後児童クラブ等の関係機関への周知を依頼し

ました。 

今年度は、「小学校休業等対応助成金」の対象となる休暇取得期間が延長される

時点で県ホームページ、SNS、メルマガ等での周知を行っております。 
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（２）事業主に対しては、労働者の申請を拒否することがないよう、福岡労働局とも

連携し、対応すること。 

（福祉労働部） 

 

13．新型コロナウイルス感染症の罹患および濃厚接触等に伴う休業時の賃金補償の拡

充 

  新型コロナウイルス感染症の罹患および濃厚接触に伴う休業は政府の要請もあ

ることから、休業時の賃金補償が確実に行われるよう、事業主に対して必要な対応

を行うこと。特に、非正規で働く労働者に補償されないケースが多いことから、適

切な支援策を講じること。 

（福祉労働部） 

 

  

「小学校休業等対応助成金」の更なる周知のため、市町村あてに、県と労働局と

の連名で、ホームページや広報紙への掲載、SNS での情報発信、公共施設へのチラ

シの配架などによる周知・広報を依頼しました。 

また、労働局との共催による取組として、男女雇用機会均等法をはじめ、関係法

制度やその時々の雇用における課題等をテーマとした「雇用機会均等・仕事と家庭

の両立支援研修会」を企業等の代表者や人事労務担当者を対象に実施。その中で、

「小学校休業等対応助成金」に関する説明を行いました。 

今後とも福岡労働局や市町村、経済団体と連携し、労働者や事業主へ必要な情報

を届けられるよう、周知を徹底してまいります。 

県では、令和２年２月２８日付けで県内 4地域の労働者支援事務所内に「新型コ

ロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」を設置し、労働に関する相談

に応じています。 

また、県内４地域で労務管理の専門家（社会保険労務士）による個別相談会を実

施し、企業が休業手当を支払うにあたり利用できる雇用調整助成金を最大限活用で

きるよう支援しています。併せて、厚生労働省福岡労働局や市町村、商工団体等と

も連携し、雇用調整助成金等の活用について周知・広報を図っているところです。 

これらの取組を通じて、労働者が不利益を被ることがないよう引き続き努めてま

いります。 
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【重点要求Ⅱ】＜九州北部豪雨関連事項＞ 
 

１．安心して暮らせる環境の整備 

  復旧工事については、未着手の工事もあることから、引き続き、地元の意見等も

十分に聞きながら、被災自治体への必要な支援等を含め、早期の工事完了に向け、

県としての適切な対応をはかること。 

（農林水産部）（県土整備部） 

 

２．地域産業と雇用の場の復旧・復興 

（１）被害が甚大な朝倉地域の山間部における農地の復旧に向け、引き続き、工事を

行う自治体に対し支援を行うこと。 

（農林水産部） 

 

（２）被災地域における農業への新規参入や新規就農を促進するための支援・環境整

備を充実し、持続可能な産業基盤の確立と担い手の育成・確保をすること。 

（農林水産部） 

 

 

  

県としては、引続き、地元関係者との調整を進め、残る工事の進捗を着実に図り、

一日も早い被災地の復旧・復興に取り組んでまいります。 

また、市・村が実施している各施設の復旧工事についても、早期完了を目指して

引続き支援してまいります。 

山間部における農地の復旧については、河川や砂防・治山など他の復旧事業との

調整を行い、工事が可能となったところから順次着手しているところであり、令和

４年１２月末時点で山間部全体の８５パーセントの復旧工事が完了しております。

また、工事を行う自治体に対し、技術職員を派遣するなど引き続き被災地の復旧・

復興を支援してまいります。 

新規就農者の確保・育成については、被災地に限らず、普及指導センター、市町

村、農業協同組合等の地域の関係機関が連携して、就農希望者への相談対応をはじ

め、制度資金や補助事業の情報提供など就農支援を行っています。 

また、新規就農者の多くが当面の生活費などに不安があることから、国の交付金

制度を活用し、就農前後の所得確保を支援してまいります。加えて、就農後は普及

指導センターにおいて、農業の基礎を学ぶ講座を開催するとともに、個別にきめ細

かな技術・経営指導を実施してまいります。 

さらに、新規参入者や新規就農者などの担い手が地域の営農集団の構成員として

収益性の高い園芸品目の栽培に取り組む場合には、ハウス施設や省力機械の導入を

支援してまいります。 
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３．生活全般の復興・再生に向けた連携と住民参加の促進 

  すべての被災者が安心して生活できる生活基盤の確保に向けて、引き続き、地域

住民のニーズ・要望の把握に努めながら、被災地に寄り添い地域の真の復興につな

がる取り組みを推進すること。 

（福祉労働部）（建築都市部） 

 

 

  

朝倉市では地域支え合いセンターにおいて、訪問等による見守り・生活状況の確

認・行政機関や福祉サービスへのつなぎ等を行う相談・支援体制を構築しており、

センターで把握した被災者の皆様が抱えている健康、福祉、経済面など、様々な具

体的な課題については、県もその情報を共有し、対応することとしています。 

応急仮設住宅へ入居された被災者の方々に対しては、令和元年度事業として、そ

の供与期限内に応急仮設住宅から退去され、恒久住宅での再建につながるよう、「引

越費用」および民間賃貸住宅に入居する際の「初期費用」に対する助成を行い、442

世帯に交付を行いました。 

令和２年度からは、災害復旧工事の関係や長期避難世帯等のやむを得ない理由に

より、応急仮設住宅から退去されたものの仮住まいを余儀なくされている方々に対

し、恒久住宅での本再建を支援するため、「引越費用」および「初期費用」の助成を

行っており、令和２年度末までに 54世帯、令和３年度末までに 14世帯、令和４年

12月末までに４世帯に交付を行っています。 

今後も、一日も早い住まいの再建をはじめ、被災者の皆様が安心して生活できる

生活基盤の確保に向けて、一人一人に寄り添った支援を行ってまいります。 
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【労働・教育】 
 

＜労働＞ 

１．雇用創出・拡大と労働対策の強化 

（１）中小企業・小規模事業者への支援体制の整備 

   福岡県の県内企業の 99.8％は中小企業が占めていることから、関係機関と連

携・協力し、今後の円安・エネルギー含む物価状況等、社会・経済情勢を見据え

た中小企業・小規模事業者への支援体制のさらなる整備をはかること。 

（商工部） 

 

  

ロシアによるウクライナへの軍事侵略に伴い、原油価格や物価が高騰し、県民生

活や経済活動に大きな影響が及んでいます。 

県では、原油価格・物価高騰対策として、 

①仕入れ価格の高騰により利益が減少している中小企業の資金繰りを支援する

ため、県制度融資に「物価高騰特別枠」を創設し、保証料について県が全額負

担。 

②原油価格高騰等の影響を受けながらも、新事業活動による売上増加や、原価や

販売管理費の経費削減など、経営革新の取り組みに対する助成。 

③地域の物流を支えるため、燃料費高騰の影響を強く受けているトラック運送事

業者に対し、燃費向上に効果のあるエコタイヤの導入費用を助成。 

④デジタル技術を活用した中小企業の生産性向上の取り組みに対する支援 

に取り組んできたところです。 

また、県中小企業振興事務所を核とし、商工会議所・商工会や金融機関、専門家

団体等の支援機関で構成する「地域中小企業支援協議会」を、県内４地域に設立し

ており、これを地域における中小企業支援の拠点と位置づけ、関係機関が連携・協

力し、地域の力を結集した中小企業支援に取り組んでおり、制度・施策の周知・広

報についても、この協議会のネットワークを活用しているところです。 

今後も引き続き、地域経済の活性化を図るため、商工会議所や商工会等が行うプ

レミアム付き地域商品券の発行支援や、海外展開を目指す中小企業の輸出支援など

に取り組んでまいります。 
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（２）「障がい」者雇用の推進・強化 

   「障がい」者の法定雇用率引き上げに伴い、これまで以上の推進が必要である

と考える。したがって、以下の内容について、取り組み強化をはかること。 

  ① 「障がい」者の有無、種類および程度にかかわらず、「障がい」者が差別され

ることなく働ける社会の実現に向け、未達企業への対策強化等、さらなる雇用

対策を講じること。 

（福祉労働部） 

 

  ② 「障がい」のある労働者が安全に安心して働けるよう、労働災害を防止する

ための支援体制の整備・拡充をはかること。 

（福祉労働部） 

 

 

  

県では、法定雇用率未達企業を対象に、国と共催で、障がい者雇用の必要性や支

援・助成制度を説明する障がい者雇用セミナー等を県内４地区で開催し、障がい者

雇用の推進を図っています。 

また、県内１３障がい保健福祉圏域すべてに「障害者就業・生活支援センター」

を設置し、障がいのある求職者に対し、就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活

に必要な支援を行っています。 

さらに、障がいのある求職者と企業とのマッチングによる職業紹介を柱として、

就職相談から職場実習、就職後の職場定着まで障がいのある人の個々の特性や企業

ニーズに応じた支援をワンストップで行う、県独自の職業紹介事業を実施していま

す。 

このほか、時間や場所にとらわれないテレワークは、障がいのある人の雇用機会

を広げるために有効であると考え、県内企業等への導入の働きかけとして、障がい

者テレワークオフィス「こといろ」において、テレワーク導入の支援を行うととも

に、障がいのある求職者に対しては、在宅テレワークでの実務研修等を行うテレワ

ーカー育成事業を実施するなどして、障がいのある人の雇用促進に取り組んでいま

す。 

令和５年度からは、「こといろ」を現在の福岡市に加え、北九州市に設置し、障が

い者雇用の環境整備を促進する予算案を議会に提出する予定です。 

労働災害防止については、労働基準監督署がすべての従業員の安全と健康の確保

ができるよう事業主を指導・監督しています。 

県としましても、障がいのある人が安心して働くための制度である「雇用の分野

における障がい者差別禁止・合理的な配慮の提供義務ガイドブック」や、障がい者

雇用に関する制度をまとめたリーフレットをはじめとした情報提供資料の作成・配

布を行うとともに、福岡労働局とも連携し、企業等に対し、障がい者雇用に係る必

要な配慮事項等の周知・啓発に取り組んでいます。 
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２．働く環境の整備 

（１）「働き方改革関連法」の推進 

   「チャレンジふくおか『働き方改革推進協議会』」において実施したアンケート

結果を踏まえた周知・徹底を継続するとともに、アンケート結果も含めた「働き

方改革関連法」の推進に向けた課題を把握し、その課題解決に向け、市町村およ

び事業主に対し、必要な助言・指導を行うこと。 

（福祉労働部） 

 

（２）勤務間インターバルの推進と法制化への対応 

   「働き方改革関連法」において、企業に導入の努力義務が明記された「勤務間

インターバル制度」は、ワーク・ライフ・バランスの推進を目的に、過重労働の

防止や労働者の心身の負担軽減に資する制度であると期待されるが、導入してい

る企業、もしくは導入を検討している企業が非常に低水準であることから、企業

に向けたさらなる導入の推進はもとより、努力義務により企業間のばらつきが生

じないよう、強制力のある法制化へ向け国に対し要請すること。 

（福祉労働部） 

 

  

「チャレンジふくおか『働き方改革推進協議会』」で実施したアンケート結果に

よると、労働者は事業主が感じているほどには自身の職場環境を評価していない可

能性や、働き方改革の取組の進捗や課題は業種ごとに異なる可能性が明らかとなり

ました。この結果を踏まえ、協議会一丸となった情報発信を行っていくとともに、

取組事例の共有を行うなどして県内企業における働き方改革を推進していくこと

としています。県としても、「よかばい・かえるばい企業（働き方改革実行企業）」

の登録促進を図るとともに、福岡県働き方改革推進事業ポータルサイト上での情報

発信や市町村、関係団体等との連携により、支援を必要とする企業に対して必要な

情報が届くよう取り組んでまいります。 

勤務間インターバル制度は、国において、働き方・休み方改善コンサルタントが

導入を検討する企業からの個別の相談に応じるなど助言を行っています。令和４年

６月７日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」で

は働き方改革の推進として「勤務間インターバル制度の普及を図り、長時間労働の

是正を図る」とされているところです。 

県では、厚生労働省福岡労働局とも連携しながら企業において働き方改革関連法

に適切に対応できるよう関係法令等の周知・広報を図ってまいります。 
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（３）公契約条例制定に向けた公労使での意見交換の場の設置 

   適正な労働条件を確保させる一定のルールを設けることは、地域における中小

企業等の支えになることや、ダンピング受注による手抜き工事や下請け業者への

しわ寄せを防ぐことなどが期待できることから、公契約運用等に向けた、公契約

に関する協議会や懇談会の設置を求める。 

（総務部）（福祉労働部） 

 

（４）公正・適正な取引の推進 

   ウクライナ情勢、円安等による原材料やエネルギー価格の上昇は、企業・産業

に大きな影響を与えている。とりわけ下請け企業等は、価格転嫁が難しい環境に

あることから、以下の取り組みを進めること。 

  ① サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配の実現に向け、取引

の適正化を進めるため、中小企業庁をはじめとした関係組織・団体等と連携し、

「パートナーシップ構築宣言」の取り組みの推進・拡大に対応すること。また、

宣言企業が増えることによる効果やメリットについて、広く社会全体に発信す

ること。 

（商工部） 

 

公契約条例の制定に当たっては、労使が賃金を自主決定する原則や、労働条件の

最低基準を定めた最低賃金法・労働基準法といった法令との関係をどのように整理

するかなど慎重に検討すべき課題があります。 

また、労使双方からの意見を伺う中で、賃金については本来労使間で自主的に決

定されるべきものであること、県が最低賃金を上回る基準を設けることについては

慎重に検討すべきであること、といった意見をいただいております。 

このような状況から、現時点では公契約条例の制定は困難と考えているため、公

契約運用等に向けた、公契約に関する協議会や懇談会の設置を行う予定はありませ

ん。 

また、委託業務の安値入札やダンピング、入札不調の防止に向けては、労務単価

を含め、市場における実勢価格を適切に反映した予定価格を設定するとともに、最

低賃金等に十分配慮した最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の設定を行っ

ているところです。 

一方、公契約の下で働く労働者であるか否かに関わらず、県内全ての労働者の働

き方改革を推進していくことは重要な課題であると認識しています。県としては、

引き続き「チャレンジふくおか『働き方改革推進協議会』」や「福岡県労働政策審議

会」等、公労使が集まる場において、働き方改革のさらなる推進に向けて意見交換

を行い、労使それぞれの立場の意見を丁寧に汲み取ってまいります。 

県では、「パートナーシップ構築宣言」の取組やその効果等について、県の取引適

正化に関するホームページ等において発信し、取組の推進・拡大を図っています。 

また、取引について、下請け事業者が不当に不利益を受けないように、（公財）福

岡県中小企業振興センターに設置している「下請かけこみ寺」において、専門家や

専門相談員が無料相談に応じ、問題の解決に向けサポートしています。 
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  ② 取引の「しわ寄せ」防止のため、関係法令の周知徹底および、中小企業等へ

の各種支援策の周知と利用拡大をはかり、実効性を担保すること。 

（商工部） 

 

（５）女性・高齢者・外国人労働者の働く環境の整備 

   少子高齢化や生産年齢人口の減少による労働力不足が深刻化しており、今後、

人手不足による労働提供制約が経済や社会の成長の阻害要因となることが懸念

される。このような状況のなかで、女性・高齢者・外国人労働者の働く環境が十

分整備されているとは言い難い状況がある。こうした状況を踏まえ、女性・高齢

者・外国人労働者の雇用機会の拡充や定着、また子育て世帯の支援等、働きやす

い環境の整備のための取り組みや助成の充実をはかること。 

県では、親事業者の下請取引担当者を対象に、国が開催する講習会の周知を行い、

下請法及び下請中小企業振興法に関する普及啓発を図っています。 

また、（公財）福岡県中小企業振興センターでは、（公財）全国中小企業振興機関

協会と連携して、「下請かけこみ寺」事業を実施しています。専門相談員が下請取引

に関する様々な相談に対し、きめ細かなアドバイスを実施するとともに、弁護士に

よる紛争解決のための調停手続等を行っています。さらに、県内６カ所で、弁護士

による企業間取引に関する出張相談会を行い、個別の相談に対応しています。 
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（福祉労働部） 

 

県では、県内４か所に設置している子育て女性就職支援センターにおいて、再就

職への不安や保育サービスの確保など、様々な悩みを抱える求職者一人ひとりの状

況に応じた就職相談、就職先のあっせん、面接に際しての具体的なアドバイスや面

接への同行、就職後の定着支援など、きめ細かな支援により、女性の雇用機会の拡

充に取り組んでおります。 

また、企業の経営者が従業員の仕事と子育て・介護の両立を応援する取組を自主

的に宣言する「子育て応援宣言企業」「介護応援宣言企業」の登録拡大を図るととも

に、好事例の発信等により、男女ともに、仕事と家庭を両立し働き続けることがで

きる職場環境づくりの促進に取り組んでいます。 

さらに、企業の経営者や人事・労務担当者を対象に、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法、女性活躍推進法等の労働関係法制度やハラスメント等についての研修

会を開催するとともに、九州地域戦略会議「しごとづくり PT」が実施する「九州・

山口働き方改革推進プロジェクト」の取組の一環として、「誰もが働きやすい職場

環境整備」「男性の育児参加」等における各県企業の先進的な取組事例の周知にも

努めているところです。 

令和４年度は、子育て女性就職支援センターにおいて、新たに①商業施設等にお

ける移動相談窓口の設置、及び②オンライン・オンデマンドセミナーの二つの取組

を実施しました。一つ目の商業施設等における移動相談窓口の設置については、こ

れにより女性にとってより身近で立ち寄りやすい相談体制とすることができまし

た。二つ目のオンライン・オンデマンドセミナーについては、これにより時間的制

約のある方が、スマホ等でいつでもどこでも就職に必要な知識を確認できるように

なりました。 

令和５年度からは、子育て中のひとり親女性等に対し、オンラインによる IT 研

修と雇用のあっせんが一体となったプログラムを実施し、併せて、ＬＩＮＥ相談窓

口の開設により、利便性をさらに高め、相談機能を強化するとともに、現在実施し

ている合同会社説明会や就職セミナー時の託児支援に加え、新たに就職面接時の託

児支援を実施し、子育て中の利用者の円滑な就職活動を支援する予算案を議会に提

出する予定です。 

このほか、子育て女性に対し、民間教育訓練機関等への委託訓練を活用し、短時

間で受講できるコースも実施する予算案を議会に提出する予定です。 

高齢者の雇用機会の拡充については、県内４か所に設置している生涯現役チャレ

ンジセンターにおいて、求職者に経験や技能に応じた進路を提案するとともに、求

人企業に対しては、高齢者に適した業務の切り出しを行っていただき、適切なマッ

チングを推進するなど個々の状況に応じたきめ細かな支援を実施しています。 

令和４年度は、新たに、５０歳代のうちから能力開発の必要性に気付いていただ

き、次のキャリア形成に向けて、切れ目なく移行するための準備をあらかじめ進め

ていただくことができるよう、キャリアプラン相談窓口を設置しました。相談窓口

では、キャリアプランの作成に加え、これまでの実務経験を生かした資格や将来的

に需要が見込まれる資格の取得、さらなる技能向上に関する助言を行い、自律的な

キャリア形成と定年以降も 活躍するための支援を行います。 
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令和５年度からは、高齢者が意思と能力に応じて切れ目のない職業生活をおくれ

るよう、概ね 65 歳から 70 歳の高齢者向けには、70 歳まで働ける制度のない企業

を訪問し、本人の希望や企業からの紹介を受けた概ね 65 歳から 70 歳までの従業

員に対して、在職中から生涯現役チャレンジセンターで支援を開始し、キャリアに

ブランクをつくらないよう再就職をあっせんし、また、概ね 70 歳以降の高齢者向

けには、高齢者の就業機会を増加させ活躍の場の拡大を図るため、シルバー人材セ

ンター等の地域の困りごと解決に取り組む団体における就業の支障になっている

課題を、専門家の助言・指導により解決する予算案を議会に提出する予定です。 

また、外国人労働者の雇用については、令和元年９月から実施している外国人材

受入企業支援事業において、外国人材が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮

し適正に就労できるよう、事業主が遵守すべき法令や雇用管理についての啓発、各

企業の相談対応を行っています。 

こうした取組により、引き続き、女性や高齢者、外国人労働者が活躍できる環境

の整備を進めてまいります。 
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（６）男性の育児休業取得 

   男性の育児休業取得について、労働者に対して事業主から制度の周知および休

業の取得意向の確認のための措置を講じることが義務づけられたことから、事業

主に対し周知をはかり、育児休業取得促進のための入札加点を設ける等、男性の

育児休業取得に向けた推進をはかり、男女平等参画社会の実現に努めること。ま

た、福岡県知事の「イクボス宣言」のさらなる周知を行うなど、環境整備の推進

をはかること。 

（人づくり・県民生活部）（福祉労働部） 

 

  

令和４年１０月の改正育児・介護休業法の施行を機に、１０月から２か月間にわ

たり、男性の育児休業取得を促進するための動画「育休のススメ！パパ育フォーラ

ム２０２２」をＹｏｕＴｕｂｅで配信し、約５００名の方に参加いただきました。

その中で、服部知事とサイボウズ株式会社の青野社長と対談を行い、事業主や県民

の皆様に対し、男性の育児休業の取得促進を呼びかけたところです。 

また、福岡労働局との共催で、企業の代表者や人事・労務担当者を対象に、今回

の育児・介護休業法の改正内容や、育児休業等を取得しようとする男性に対する職

場における嫌がらせ、いわゆるパタニティハラスメントの防止についての研修会を

Ｗｅｂ上で開催し、１３５名の方に参加いただきました。 

県では、企業の経営者が従業員の仕事と子育ての両立を応援する取組を自主的に

宣言する「子育て応援宣言企業」を実施。平成２７年度からは、子育て応援宣言企

業の取組の柱に「男性の育児参加を促す取組」を追加し男性の育休取得についての

宣言を促すとともに、功績が特に顕著である企業を表彰する「子育て応援宣言企業・

事業所知事表彰」に男性の育児参加促進の特別枠を設け、優れた取組を好事例とし

てホームページやメルマガで発信しているところです。ホームページやメルマガで

はさらに、今回の法改正の内容や、育児休業取得を促進する事業主への助成金につ

いての周知も図っているところです。 

企業の登録へのインセンティブとなるよう、平成 19 年度から導入している入札

参加資格審査における加点制度について、チラシやホームぺージ等を活用し企業に

周知を行うとともに、市町村に対しても、加点制度導入の働きかけを行っています。   

また、令和５年度からは、新たな取組として、情報番組等を通じて、男性の育児

休業取得促進に向けた子育て応援宣言企業の実践例を基に情報を提供することに

より、先進的な取組の横展開を図り、育児休業が取得しやすい職場づくりを推進す

る予算案を議会に提出する予定です。 

さらに、福岡県では知事をはじめ各所属長以上の職員が、部下職員の育児や介護

と仕事との両立を図り、自らも仕事と生活を充実させることを宣言する「イクボス

宣言」について、引き続き実施していくとともに、HPへの掲載等によってさらなる

周知を行ってまいります。 

こうした取組により、引き続き、福岡労働局とも連携し、企業における男性従業

員の育児休業を取得しやすい職場環境づくりを促進してまいります。 
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（７）ポジティブ・アクションの取り組み 

   ポジティブ・アクションの取り組みを推進するには、トップの意識改革も必要

である。男女の固定的な役割分担意識や男性中心の職場慣行などが残っている職

場に向けて、ポジティブ・アクションの重要性を伝えて理解を促してもらい、企

業の風土改革や女性活躍のための環境整備が行われるよう、事業主に対し広く周

知をはかること。 

（人づくり・県民生活部）（福祉労働部） 

 

  

ポジティブ・アクションの取組として、企業風土改革や女性活躍のための環境整

備を推進する施策に取り組んでいます。 

固定的性別役割分担意識をはじめとしたアンコンシャス・バイアスへの認知と理

解を深めるため、身近な情報発信源である報道従事者との勉強会を開催するほか、

企業等において活用できる意識啓発素材（チラシ・動画）を作成しております。 

啓発素材については、「福岡県女性の活躍応援協議会」の構成団体である日本労

働組合総連合会福岡県連合会や福岡労働局、経済団体等と連携し、関係企業等へ周

知するとともに積極的な活用について働きかけを行っております。 

また、２０２２年度については、応援協議会の構成団体が共通して取り組む重点

テーマを「アンコンシャス・バイアスに対する理解促進と意識改革に向けた取組」

としました。各構成団体における取組を促進するとともに、応援協議会本協議会の

講演を重点テーマに沿った内容としたほか、応援協議会の実務者を対象としたアン

コンシャス・バイアス勉強会を実施しました。 

さらに、企業の経営者が、従業員の仕事と子育て、介護の両立を応援する取組を

自主的に宣言する「子育て応援宣言企業」「介護応援宣言企業」の登録拡大を図ると

ともに、好事例の発信等により、企業における取組内容の充実を進め、男女ともに

仕事と子育て、介護を両立しながら働き続けることができる職場環境づくりに取り

組んでいます。 

また、男女雇用機会均等法をはじめ、関係法制度やその時々の雇用における課題

等をテーマとした「雇用機会均等・仕事と家庭の両立支援研修会」を企業等の代表

者や人事労務担当者を対象に実施し、雇用の機会均等及び仕事と家庭の両立支援に

関する企業の認識や理解を深めることで、県内企業における男女の機会均等及び仕

事と家庭の両立に向けた職場づくりを促進しております。 

こうした取組により、引き続き、企業の風土改革や女性活躍のための環境整備に

向けて取り組んでまいります。 
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（８）幼稚園教諭・保育士等の処遇改善 

   子どもを預け安心して働くためには、質の高い保育所等の整備とともに幼稚園

教諭・保育士等へ抜本的な処遇改善によるディーセント・ワークの実現が必要で

ある。人材配置の算定基準の改善を国に対して強力に求めるとともに、市町村に

対しては自治体独自の取り組みを進めるよう働きかけること。 

（人づくり・県民生活部）（福祉労働部） 

 

  

保育の質を担保し、保育士の処遇の改善を図っていくためには、国が定める保育

士配置基準及び公定価格の改善が必要であることから、これまで、本県の提言・要

望活動に加え、全国知事会や政令市がある都道府県で構成する１６大都道府県児童

福祉主管課長会議、九州各県保健医療福祉主管部長会議など様々な機会を通じて、

国に対して要望を行ってきました。引き続き国に対し、保育士配置基準及び公定価

格の改善について要望を続けてまいります。 

また、私立幼稚園の人材配置につきましては、国の設置基準を踏まえた取扱いと

しておりますが、教員の労働条件改善のため、平成２９年度から教員に対する定期

昇給や通常のベースアップを超える処遇改善を行った幼稚園に対して、私立幼稚園

経常費補助金の加算を行っております。さらに、令和４年２月に国が経済対策とし

て新設した補助制度により、月額９千円程度の給与等の引き上げを行う幼稚園に対

し、支援を行っているところです。これまでも国に対して経常費補助金の財源措置

の充実を図るよう要望しており、引き続きその充実について要望してまいります。 

なお、市町村に対しては、保育士の負担軽減のための国の補助制度の活用を促す

とともに、市町村独自の有効な取組について、県内市町村で構成する待機児童等対

策協議会の機会等を通じて、他の市町村にも横展開を図ってまいります。 
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（９）企業主導型保育事業所の拡充 

   待機児童数は総数では減ったもののいまだ待機せざるを得ない児童が多数い

る状況である。多くの未入所児童をかかえる福岡都市圏などでは「企業主導型保

育事業所」の認知度が低く普及が進んでいないことから、待機児童や未入所児童

の解消に有効な「企業主導型保育事業所」の導入を進めること。 

（福祉労働部） 

 

  

「企業主導型保育事業」については、内閣府が直接所管し、内閣府が実施機関と

して選定した公益財団法人児童育成協会が運営している事業です。子育て安心プラ

ン等において、定員１１万人分の受け皿確保を目指し、新規募集が行われてきまし

たが、令和３年度の募集の結果を受け、定員は概ね達成される見込みであることか

ら、令和４年度の新規募集は行われておりません。 

既存の企業主導型保育事業所の活用については、待機児童や未入所児童の解消に

つながることから、昨年度、各市町村に働きかけを行ったところです。 

なお、施設整備や保育士確保、企業主導型保育事業所の活用など、市町村の実態

に応じた待機児童対策を支援した結果、令和４年４月１日現在の待機児童数は１０

０名と大幅に改善しました。引き続き、市町村とも連携しながら待機児童の解消を

図ってまいります。 
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＜教育＞ 

１．質の高い教育と誰もが安心して学べる教育環境整備の強化 

（１）少人数学級実現と教職員定数の改善 

   感染対策および一人ひとりの子どもたちへの学びの保障のために、小中学校、

高等学校において、県費負担による早急な少人数学級実現と教職員定数の改善を

はかること。 

（教育庁） 

 

（２）教職員未配置の解消 

   県内の教職員未配置増加は、子どもたちの学習権を保障するうえで大きな問題

となっている。県費会計年度任用職員を含むすべての教職員の未配置状況につい

て、定期的な調査および結果の公表を行うとともに、未配置の解消に向け、実効

性のある措置を講じること。 

（教育庁） 

 

  

少人数学級については、従来の教科指導、生徒指導の面に加え、感染症予防など

児童生徒の安全性の観点からも重要な取組みであると認識しております。 

少人数学級の実現などの教員の定数については、本来、国が責任を持って取り組

むべきと考えており、弾力的な運用を継続するとともに、少人数学級の実現を含む

教職員定数の改善について、国に対し引き続き要望してまいります。 

教職員の未配置状況については、引き続き必要に応じて、定期的な調査および結

果の公表を行ってまいります。 

また、正規教諭の採用数については、退職者を上回る採用を行っており、今年度

実施の採用試験においては、小中合わせて５０人増員し、計１,０００人としたと

ころであり、今後も、定年の段階的引上げ等を勘案し、正規教諭の計画的な採用・

配置に努めてまいります。 

なお、採用試験の志願者を増やすため、県内外の大学生を対象とした出前講座の

開催や県外の大学への教員採用試験の案内の送付、オンラインによる出願方法の導

入等の取組を行っているところです。 

さらに、大学の推薦による特別選考の実施を検討するなど、引き続き採用試験の

工夫・改善を図り、正規教職員及び講師の確保に取り組むとともに、学生を対象と

した教員養成セミナーの開催や退職者への働きかけ等、教員や講師の志願者を増や

す取組を強化してまいります。 
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（３）ＳＣ・ＳＳＷ、スクールサポートスタッフの配置 

   学校生活様式の変化などによって、子どもたちの心身への負担、教職員への業

務負担はより大きなものとなってきていることから、ＳＣ・ＳＳＷ、スクールサ

ポートスタッフ（教員業務支援員）について、児童生徒数や学級数に応じた人数

を私学も含めた教育の場に配置し、資質の向上をはかること。 

（人づくり・県民生活部）（教育庁） 

 

  

義務教育段階では、令和２年度から全公立小中学校にＳＣ（スクールカウンセラ

ー）を配置しています。また、各教育事務所にＳＣＳＶ（スクールカウンセラース

ーパーバイザー）を配置し、ＳＣへの指導助言を行っています。 

ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）については、全公立中学校区への配置に

向けて、市町村におけるＳＳＷ配置経費への助成を行っており、市町村によるＳＳ

Ｗ配置を推進しています。また、ＳＳＷの質の向上のため、ＳＳＷＳＶ（スクール

ソーシャルワーカースーパーバイザー）が指導助言を行っています。 

今後も、ＳＣ・ＳＳＷの配置に必要な予算の確保に努めます。 

また、スクール・サポート・スタッフ（教員業務支援員）の配置については、令

和２年度から各市町村の配置に係る財政的支援を行っているところです。引き続き

予算の確保ができるように努めてまいります。 

県立高等学校では、令和２年度から全校にＳＣを配置しています。また、ＳＳＷ

は現在拠点校１２校に配置し、全校を支援できる体制を構築しています。生徒の抱

える課題は年々多様化・複雑化しており、ＳＣ及びＳＳＷの果たす役割が大きくな

っていることから、引き続き人材確保及び資質向上のため、臨床心理士会等関係団

体との連携を図るとともに、ＳＣ及びＳＳＷの配置時間の拡大等についても、様々

な機会を捉えて国に対し引き続き要望を行い、学校の相談機能の充実に努めてまい

ります。 

県立特別支援学校では、幼児児童生徒・保護者、教職員の心身のケアを行うため

ＳＣを全校に配置し、積極的な活用を促しているところです。また、必要に応じて   

ＳＣを追加配置できるようにしています。 

子どもたちの心身への負担の軽減として、専門の窓口を設置するなど生徒が随時

利用しやすい形態を整えた上で、スクールカウンセラーを配置し生徒へのカウンセ

リングを実施している私立高等学校等や、スクールソーシャルワーカーを配置し生

徒の福祉に関する支援を行っている私立高等学校等に対し、私立学校経常費補助金

による助成を行っています。 

また、教職員への業務負担の軽減として、学校教育法に規定する実習助手を雇用

して実験又は実習における教員の指導補助等を行っている私立高等学校等や、実務

経験・専門知識を有する社会人を雇用して教員の教科指導を補助し、教員の働き方

改革や学校活動の改善を図る私立高等学校等に対し、私立学校経常費補助金による

助成を行っています。 
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（４）ＩＣＴ支援員配置および通信費・補修費等の予算配置 

   ＩＣＴ活用・推進に伴い、学校現場では教職員の負担増や混乱が生じているた

め、以下について求める。 

  ① 教職員・子どものＩＣＴ活用を援助するため、常駐のＩＣＴ支援員を全校へ

配置すること。 

（教育庁） 

 

  ② 学校から配付されたタブレット端末の通信費や破損した場合の修理費等に

ついて保護者負担が生じないよう予算措置をすること。 

（教育庁） 

 

  

市町村におけるＩＣＴ支援員の配置に係る費用については、必要な財源の確保

を、国に対し引き続き要望してまいります。 

県立学校においては、ＩＣＴ支援員を令和３年度に引き続き今年度も全校に派遣

しているところです。全校にＩＣＴ支援員を常駐で配置することは、人材の確保が

困難であるため、ヘルプデスクによる電話・オンラインでの遠隔サポート対応など、

広域的技術支援体制による継続的な支援により地域間・学校間でＩＣＴを活用した

教育に差が生じないよう努めてまいります。 

修理費については、令和４年１０月に市町村のタブレット端末の故障時の費用負

担について調査したところ、故意・重大な過失を除く災害・不慮の事故において、

全ての市町村が自治体で負担するとの回答がありました。今後も実態把握に努めて

まいります。 

なお、県立学校では、故意・重大な過失を除く災害・不慮の事故におけるタブレ

ット端末の修理費を県で負担しているところです。 

オンライン学習に係る通信費については、国の要保護児童生徒援助費補助金にお

いて補助対象費目とされているところであり、市町村が行う就学援助において支給

されているところです。県教育委員会においては、市町村が援助を実施するために

必要な財源の充実を、国に対し引き続き要望してまいります。 

また、県立高等学校においては、持ち帰り学習によって家庭の経済的負担が生じ

ることがないようにするとともに、家庭のネットワーク環境に配慮した活用につい

て、各学校に対し指導してまいります。 
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（５）教育格差の是正 

   家庭環境の違いや経済格差が、教育格差につながっている実態がある。家庭の

経済社会的状況が教育格差を生まないよう、厳しい家庭状況の子どもに対する学

習支援および教育にかかる費用負担の軽減をはかること。 

（人づくり・県民生活部）（教育庁） 

 

  

義務教育段階では、教育にかかる費用については、経済的理由により就学が困難

な児童生徒の保護者に対し、市町村により就学援助が行われているところです。県

教育委員会においては、市町村が援助を実施するため必要な財源の充実を国に対し

要望しているところであり、家庭の経済状況が教育機会の差につながらないよう、

引き続き要望してまいります。 

高等学校段階では、平成２２年度から公立高等学校授業料不徴収制度及び高等学

校等就学支援金制度（私立）、平成２６年度から公私立とも所得制限を設けた高等

学校等就学支援金制度や奨学給付金制度が実施されるなど、教育にかかる費用の軽

減が図られています。また、公益財団法人福岡県教育文化奨学財団が、経済的理由

で修学が困難となる生徒に対して入学支度金及び奨学金を無利子で貸与する事業

を実施しています。 

特別支援学校においては、学用品購入費や学校給食費などの就学に必要な経費に

ついて、特別支援教育就学奨励費を支給しており、教育に係る費用負担の軽減を図

っております。 

私立高等学校等の生徒への修学支援として、授業料を対象とした高等学校等就学

支援金、授業料以外の教育費を対象とした高校生等奨学給付金、施設設備費等を対

象とした学校納付金軽減補助金等による支援を実施しているところです。 

私立専門学校の生徒への修学支援としては、一定の要件を満たす専門学校生につ

いて、授業料等が減免されています。 

また、私立小中学校の児童・生徒への修学支援として、入学後に家計急変した世

帯の授業料を軽減するため、授業料軽減補助金による支援を実施しています。 
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（６）放課後児童クラブの拡充 

   放課後の子どもたちの生活や学習の場である放課後児童（学童）クラブは、支

援員不足や施設の定員不足のため、利用したくても利用できない待機児童が生じ

ていることから、引き続き助成の拡充をはかること。 

（人づくり・県民生活部） 

 

 

  

放課後児童クラブについては、実施主体である市町村が利用児童数の見込みを算

定の上、これに対応する提供体制を反映した「第２期子ども・子育て支援計画」（令

和２～６年度）を策定し、待機児童解消に取り組んでいるところです。 

県では、放課後児童支援員の確保を図るため、「放課後児童支援員認定資格研修」

を毎年、県内４地域で年１０回程度実施し、これまでに５，６５０人の新たな支援

員を養成するとともに、市町村が行う支援員の賃金改善の取組に対する助成を行っ

ており、令和４年２月からは、支援員の賃上げ効果が継続される取組を行うことを

前提として、収入を３％程度引き上げるための取組に対する助成を新たに行ってい

ます。 

また、利用児童の増加に伴う受け皿を確保するため、市町村が行う放課後児童ク

ラブの創設や余裕教室の活用などに対する助成を行っているところであり、令和４

年度は、市町村が待機児童を早期解消するためにクラブを整備する場合、国の助成

率が通常の３分の１から６分の５に嵩上げされ、市町村負担が減っています。 

県としては、引き続き待機児童の解消に向けた支援に取り組んでまいります。 
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２．特別支援教育の充実 

（１）インクルーシブ教育のシステムの構築 

   就職をする際、企業側の「障がい」に対する理解度が低く、採用されない事例

が多々ある。「障がい」を理解するためには「障がい」の有無にかかわらず、とも

に学ぶインクルーシブ教育が重要である。「地域の学校ならびに普通学級に在籍

して教育を受けられる」システムを構築すること。 

（教育庁） 

 

（２）特別支援学校の施設の充実 

   特別支援学校における安全面も考慮した施設・設備を整備するため、各学校へ

ヒアリングを行い、その結果にもとづく具体的な対策を講じること。 

（教育庁） 

 

 

  

共生社会の形成に向けて、「障害者の権利に関する条約」に基づくインクルーシ

ブ教育システムを構築するため、障がいのある子どもの自立と社会参加を見据え、

一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる多様な学びの場（特

別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常の学級）を整備し、それぞれの

場において子どもが充実した時間を過ごしつつ生きる力を身に付けることができ

る教育の充実を図っています。 

また、障がいのある子どもと障がいのない子どもが可能な限り同じ場で共に学ぶ

ことを追求するとともに、互いに理解し合うことができるようにするため、通常の

学級と特別支援学級との交流及び共同学習や特別支援学校に在籍する児童生徒と

居住する地域の学校との居住地校交流を積極的に推進しています。 

なお、令和３年度は、通常の学級と特別支援学級との交流及び共同学習は、ほぼ

すべての特別支援学級に在籍している児童生徒が実施しており、特別支援学校に在

籍する児童生徒と居住する地域の学校との居住地校交流は、２１３回（実施児童生

徒数１４３人）実施しています。 

特別支援学校の施設の充実については、各学校へのヒアリングを実施し、状況を

踏まえながら今後の改善に向けて努めてまいります。 

今年度については、例として、屋外点字ブロック、教室の床、体育館 LED 照明の

改修や、送迎時に必要な車寄せの屋根設置等、ヒアリングにおいて学校の状況を聞

きながら実施しております。 
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３．労働教育・主権者教育の推進と充実 

（１）労働教育の推進 

   学校現場において、勤労観・職業観の確立のみに留まらず、労働基準法、労働

安全衛生法をはじめとする「命や生活を守る」ためのワークルールに関する学び

の場を構築するとともに、労働者の権利を正しく理解するためのカリキュラムの

充実・推進をはかること。 

（教育庁） 

 

（２）主権者教育の推進 

   子どもたちが自らの権利や義務など生活を営むうえでの必要な知識を蓄える

ことに加え、政治に対する意識・主体性を高めるための自主的活動が必要と考え

る。学校教育における主権者教育の充実をはかること。 

（教育庁） 

 

 

  

義務教育段階では、中学校の社会科において、仕事と生活の調和という観点から

労働保護立法などに触れながら、社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労

働条件の改善についての学習を実施しています。 

県立高等学校では、学校目標に沿って目指す生徒像を設定し、計画的・組織的に

キャリア教育の推進を図るため「入学から卒業までのキャリア教育指導計画」を作

成しています。特に、就業前の生徒を中心に福岡労働局や福岡県福祉労働部労働局

労働政策課等と連携して「就業前労働講座」等を実施することで、労働法の基礎知

識や労働者の権利・義務について学習しています。 

義務教育段階においては、「主権者に関する教育」について育成を目指す資質・能

力を身に付けさせるために、社会科の学習を基軸に、道徳科や特別活動、家庭科等

と関連を図りながら、各学校の教育目標や児童生徒の実態を踏まえて取り組んでい

ます。特に、特別活動においては、自主的・自発的な活動を通して、児童生徒の発

達段階に応じた指導を行っています。 

高等学校段階では、公民科の授業を中心に、議会制民主主義の意義や政治参加の

重要性について学習を行う中で、具体的な主題を設定し、合意形成や社会参画を視

野に入れた考察や構想をする学習活動を通じて、主権者として社会に主体的に参画

する態度の育成を図っています。また、県立高校では、選挙管理委員会や市町村議

会などと連携して模擬選挙や模擬議会、議会傍聴などの実践的な活動を実施してお

り、今後は裁判所との連携により、裁判員制度や裁判の傍聴などの実践的な活動に

ついても検討してまいります。 
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【医療・地域活性化】 
 

＜医療＞ 

１．地域包括ケアシステムの推進 

（１）地域包括ケアシステムの体制強化 

   団塊の世代が 75 歳となる 2025 年を目前に控え、高齢化が進んでいくなかで、

医療、介護、予防、住まい、生活支援のすべてが整うことで、安心してくらし続

けることができる。医療における地域医療構想や福岡県医療費適正化計画、また

介護においては地域の力で高齢者を支える仕組みなど、誰一人取り残されること

のないよう、地域包括ケアシステムのさらなる体制強化をはかること。 

（保健医療介護部） 

 

  

医療や介護を必要とする高齢者がさらに増加することが見込まれる中、県では、

医療、介護、予防、住まい、生活支援といったサービスを一体的に切れ目なく提供

する「地域包括ケアシステム」の構築を市町村と連携して進めています。 

「医療」と「介護」については、在宅医療と介護サービスを一体的に提供できる

体制を構築するため、市町村が中心となって、郡市区医師会と緊密に連携したサー

ビス提供体制が構築されるよう支援しています。 

「予防」については、市町村における介護予防事業が効果的に行われるよう、市

町村や地域包括支援センターで介護予防に従事する職員に対し研修を実施してい

ます。 

「住まい」については、高齢者の身体機能や介護者に配慮した住宅改修への助成

を行っています。 

「生活支援」については、移動や買い物などの地域のニーズを地域の資源と結び

つける役割を担う生活支援コーディネーターを県で養成しています。 

また、県では、地域包括ケアシステム構築に向けた体制強化を図るため、その中

心的な役割を担う地域包括支援センターの運営経費に対して地域支援事業交付金

による財政的支援を行うとともに、センター職員の資質向上を目的とした研修を行

っています。 
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（２）チームオレンジの設置 

   チームオレンジについて意識が高まってきたなかで、設置目標達成に向けて各

市町村と連携をはかること。 

（保健医療介護部） 

 

（３）介護サービスに対する支援 

   生活困窮者や単身高齢者など様々な状況があるなかで、介護サービスを必要と

する人が必要なサービスを負担可能な費用で確実に受けることができる介護保

険制度の確立を国に対して引き続き要望していくこと。 

（保健医療介護部） 

 

 

  

県では、認知症サポーターを中心とした支援者がチームをつくり、認知症の人や

その家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる「チームオレンジ」の取組

みを支援しています。 

この取組みは、令和元年度から開始された取組みであり、令和３年度末時点での

設置市町村数は、全国では２２０市町村（１２．６％）、県内では４市町（筑後市、

嘉麻市、苅田町、みやこ町）となっています。 

県では、令和５年度までに、県内市町村の半数である３０市町村での設置を目指

しており、令和２年度から、チームオレンジの立ち上げや運営支援を担うコーディ

ネーター（「オレンジコーディネーター」）等を対象とした研修会を開催しています。

（令和３年度９９名受講） 

今年度は、市町村の担当部課長に対してチームオレンジ設置の働きかけを行うた

め、市町村の担当部課長や地域包括支援センター管理者などを対象とした「地域包

括ケア推進セミナー」において、チームオレンジ設置に必要な取組についての講義

を行ったところです。（１０９名受講） 

今後も、このような取組を通じてチームオレンジの設置を促してまいります。 

介護保険制度の持続可能性の確保については、厚生労働省の社会保障審議会・介

護保険部会において議論が行われています。 

こうした状況の中で、県では、負担能力に応じた負担、公平性等を踏まえた給付

内容の適正化の視点から必要なサービスを提供していくと同時に、介護保険料、公

費及び利用者負担の適切な組み合わせにより制度の持続可能性を高め、介護保険制

度が将来にわたって安定したものとなるよう国に要望しています。 
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２．医師の地域偏在 

  へき地や離島等を含めすべての人に平等に医療が提供されるよう、ＩＣＴの活用

も視野に入れた医療圏における医師の地域偏在をなくす取り組みの推進をはかる

こと。 

（保健医療介護部） 

 

３．介護職員の処遇改善、職場環境改善 

  今後、ますます増加する社会保障サービスのニーズに対応していくため、専門職

として着実にキャリアアップできる仕組みの構築における処遇改善、また長く働き

続けられる環境づくりを行い、人材確保にもつながる取り組みを進めること。 

（保健医療介護部） 

厚生労働省が示した医師偏在指標によると本県は全国 3 位の医師多数県となっ

ており、全国的に見ると恵まれた状況にありますが、地域や診療科によっては医師

の偏在が見られます。 

このため、県では、医師確保の取組として、①自治医科大学で養成した医師のへ

き地診療所等への派遣 ②大学医学部に寄附講座を設置し、講座を設置した大学か

ら地域医療提供体制確保を担う病院へ周産期、小児、救急等の医師が不足する診療

科への医師派遣 ③医師確保が困難な診療科において地域医療を志す医師への修

学資金貸与 ④産科や周産期医療に従事する医師等に対する手当への助成 を継

続して行っており、⑤県内の医療機関で専門研修を行う医師への研修資金の貸与に

ついては、令和４年度から、小児科、産科に加え、総合診療を対象診療科に追加し

ました。 

医師の確保が困難なへき地や離島等においては、先述の自治医科大学卒医師のへ

き地診療所等への派遣のほか、へき地診療所の運営費や医療機器の整備について財

政的補助を行っており、ＩＣＴの活用による遠隔診療の実施に必要な通信機器等の

整備に関する補助事業についても紹介し、その活用を促しているところです。 

今後も引き続き医師確保計画に基づいた医師確保のための施策を実施し医師偏

在の解消に取り組みます。 

介護職員の処遇改善を図るため、国において介護報酬の中で「介護職員処遇改善

加算」が設けられています。 

介護職員処遇改善加算を取得するには、キャリアパス制度の導入が要件となって

おり、加算取得なしの事業所を対象とした勉強会の開催やアドバイザーの派遣によ

り、職位・職責・職務内容に応じた任用要件や賃金体系の整備を促進しています。 

また、長く働き続けられる環境づくりのため、介護職員処遇改善加算の取得を促

進しているほか、事業所の管理者を対象とした雇用管理の改善や人材育成に関する

研修を実施するとともに、介護業務の負担軽減・業務効率化のため、介護ロボット

の導入や見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境整備、介護記録から

請求業務まで一貫してできる介護ソフトやタブレット端末等の導入を支援してい

ます。 

これらの取組を通じて、介護職員の処遇改善や職場環境改善に努めてまいりま

す。 
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４．ケアラー支援に関する取り組みの推進 

  ケアラーへの支援は重要な取り組みである。特にヤングケアラーへの支援は、現

在また将来が左右されないよう、地域で状況を把握し、支援につなげる仕組みづく

りが必要である。 

  県として調査、状況把握を行い、基本方針や支援のあり方など、ケアラー支援に

関する施策の基本となる事項を定めた「ケアラー支援条例」を制定し、ケアラーや

ヤングケアラーを守る取り組みの推進をはかること。 

（保健医療介護部）（福祉労働部） 

県では、ヤングケアラーの実態を把握するため、令和２年度から県内市町村に対

し、要保護児童対策地域協議会等を通してヤングケアラーに関する調査を行ってお

ります。 

また、ヤングケアラー本人やその家族がその問題に気づいておらず、当事者から

の相談につながりにくい実態があることから、今年度、リーフレットやホームペー

ジを作成し、周知啓発を図るとともに、学校教職員や市町村担当職員など様々な関

係者を対象に、ヤングケアラーへの気づきを深めるための研修を実施しておりま

す。 

加えて、把握されたヤングケアラーを、市町村において福祉施策等の適切な支援

につなぐ体制が必要であることから、子どもや家庭に関わる関係機関とこの支援体

制づくりを進めてまいります。 

 

難病患者等の介護を行う方への支援については、福岡県難病相談支援センターに

おいて、療養・日常生活における相談支援等を実施しているところです。 

また、在宅で人工呼吸器を使用する難病患者や医療的ケアを必要とする小児慢性

特定疾病児童の介護を行うご家族等が休息（レスパイト）を取れるよう、難病患者

等のレスパイト入院事業を創設し、受入医療機関に対し、費用の一部助成を行い、

介護者の負担軽減を図っているところです。昨年度は、難病患者が延べ２２人（延

べ２３４日）、小児慢性特定疾病児童が延べ１５人（延べ７７日）利用しています。 

今後も医療機関や保健所を通じて事業の周知に取り組みます。 

 

高齢者の介護を行う方については、市町村において、地域包括支援センターに高

齢者に関する総合相談窓口を設置し、高齢者やその家族からの相談に応じるととも

に、地域の実情に応じて介護者交流会や介護教室の開催といった家族介護支援事業

を行っています。 

また、県においては県民に対して介護の知識や技術の普及を図るとともに、高齢

社会は県民全体で支えるものという考えを広く県民に普及するため、一般県民向け

の介護講座を開催しています。この介護講座には、新型コロナウイルス感染症の影

響があった令和２年度を除き、毎年 3,000人以上の方が受講しています。 

 

在宅の医療的ケア児のご家族等介護者の負担軽減を図るため、訪問看護師が自宅

等を訪問し、一定時間医療的ケアを代替する際の費用の一部を負担するレスパイト

事業（市町村補助事業）を実施しており、令和 4年 4月時点では、34市町村に対し

補助を行っています。 
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現時点においては、条例化を図るよりも、まずはこうした取組みをしっかり進め、

介護や看護に携わるご家族の皆様の負担軽減を図っていくことが重要であると考

えております。 
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＜地域活性化＞ 

１．福岡県交通ビジョン 2022の推進 

（１）持続可能な地域公共交通ネットワークの構築 

   交通のシビル・ミニマム（生活基盤最低保証基準）を維持するためには、利便

性の向上や利用促進への取り組みも進めていかなければならない。様々な視点で

の中長期的な展望にもとづく地域公共交通ネットワークの構築をはかること。 

（企画・地域振興部） 

 

（２）広域連携型のコンパクトシティ 

   市町村をまたがる公共交通に関しては、県が橋渡し役となり、まちづくりと連

携した交通環境の整備をはかること。 

（企画・地域振興部）（建築都市部） 

  

公共交通を維持・確保するため、バス事業者に対する運行経費・車両購入費の補

助、市町村等が運行するコミュニティバスの運行費・バス停整備費等に対する補助

を実施しております。また、公共交通の利便性の向上や利用促進を図るため、予約

に応じて配車・運行ルートの計算を AI 等が行うオンデマンド交通システムの導入

費等に対する補助、コミュニティバスと他の交通機関との相互連携に取り組む市町

村への支援を実施しております。 

また、公共交通ネットワークの形成を図り、地域の実情に応じた持続可能な移動

手段を確保するため、市町村に対し、地域公共交通会議や担当者研修会等において、

地域公共交通計画策定の必要性や関連する国の支援制度、先進事例等に関する情報

を提供するなど計画の策定を推進しております。 

都市機能の適正立地及びそれと連携した公共交通ネットワークの形成を図り、地

域の実情に応じた持続可能な移動手段を確保するため、地域公共交通会議や担当者

研修会等において、立地適正化計画及び地域公共交通計画策定の必要性や関連する

国の支援制度、先進事例等に関する情報を提供するなどし、市町村の計画策定を推

進しております。 

交通環境のうち交通結節点（駅前広場や自由通路）については、整備を実施する

市町村に対して活用可能な補助メニューの紹介や先進事例の情報提供などの助言

を行ってまいります。 
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（３）新たな交通環境の整備 

   公共交通に対する県民のニーズを把握し、交通政策に反映していくとともに、

オンデマンド交通や自動運転サービスの導入を視野に入れた取り組みを推進し、

移動の自由が奪われない体制を作ること。 

（企画・地域振興部） 

 

（４）公共交通施設のバリアフリー化 

   活力ある社会を作り上げていくためには、あらゆる人が安心して社会活動に参

加することが重要である。そのための移動手段である公共交通施設のバリアフリ

ー化や安心して歩行できる空間作りのためのホームドアの設置など、誰もが移動

しやすい交通環境の推進をはかること。 

（企画・地域振興部） 

 

  

コミュニティバス等を運行する市町村、地域内の住民代表、交通事業者等が生活

交通確保について協議する「地域公共交通会議」等の場を通じて、県民ニーズを把

握するとともに、地域の実情に応じた助言や情報提供を行ってまいります。 

また、公共交通の利便性の向上や効率化等を図るため、予約に応じて配車・運行

ルートの計算を AI 等が行うオンデマンド交通システムの導入費等に対する補助を

実施しております。 

自動運転サービスについては、現在、人口減少や高齢化に関する課題のほか、交

通事業者の乗務員の慢性的な不足・高齢化といった課題がある中、これらの課題解

決のために大いに役立つものと期待しております。 

県としましては、国における関係法令等の見直し動向を注視するとともに、地域

の実情に応じた自動運転サービスの実証実験の誘致・実施、社会実装について、市

町村や事業者とも協力し、検討してまいりたいと考えております。 

公共交通施設のバリアフリー化については、県、市町村、経済団体等で構成する

「福岡県地域交通体系整備促進協議会」等を通じて、交通事業者に要望を行ってい

ます。また、コロナ禍において苦境にある交通事業者は、整備費のみならず、維持

管理費も負担となっていることから、国に対し、バリアフリー化に必要な支援がな

されるよう、補助制度の充実・強化及び必要な予算の確保を要望してまいります。 

なお、国は、令和 4年度から、市町村が作成するバリアフリー基本構想に位置付

けられた鉄道駅の施設整備については、補助率を現行の 1/3から 1/2に嵩上げしま

した。バリアフリー化に伴う施設整備費は高額になることが想定され、国の支援措

置を最大限活用することが必要であるため、鉄道駅については、市町村のバリアフ

リー基本構想へ位置付けていくことが必要と考えます。 
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（５）公共交通機関への支援 

   新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い公共交通機関の輸送人員・運送収入

減が続いていることから、引き続き支援を行うこと。 

（企画・地域振興部） 

 

２．渋滞緩和・走行環境への対策 

（１）渋滞緩和対策 

   都心部の渋滞緩和対策を推進することにより、公共交通の定時制が保たれ、利

用者にとって利便性の向上が生み出される。その取り組みとしてパーク・アンド・

ライドやフリンジパーキングがあるが、認知度が低くさらなるＰＲが必要である

と考える。そのことから以下の項目について取り組みを推進すること。 

  ① バス優先・専用レーンの確保に向け、取締りの推進や一般車両へのさらなる

周知徹底 

（警察本部） 

 

  

地域鉄道、乗合バス、タクシーは、公共性が極めて高い事業であり、通勤、通学、

通院、買い物など、県民生活や経済活動に必要不可欠な生活基盤です。 

今年度は、長期化するコロナ禍で原油価格高騰の影響を受ける地域鉄道、路線バ

ス、タクシー事業者に対して、事業継続のための財政支援を行っております。 

バス優先・専用レーンについては、交通情報板による一般車両への周知のほか、

規制時間帯における交通指導取締りを行うなど、朝夕のラッシュ時における路線バ

スの定時運行の確保に努めております。 

今後も、路線バスの定時運行の確保に向けた取組を継続してまいります。 
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  ② パーク・アンド・ライド、フリンジパーキングの推進およびＰＲ活動の強化 

（企画・地域振興部）（建築都市部） 

 

  ③ 公共交通への利用転換に向けた駐車場の隔地化整備 

（建築都市部） 

 

  

パーク・アンド・ライドについては、市町村や交通事業者等と連携しながら、公

共団体が管理している駐車場や、公共交通機関の定期等を利用している方が駐車料

金の割引等の優待サービスを受けることができるパーク・アンド・ライド駐車場を

県のホームページに掲載し、周知を図っています。今後も、定期的に情報の更新を

行い、県内のパーク・アンド・ライド駐車場の情報提供に努めてまいります。 

また、令和 4 年 10 月に福岡国道事務所が主催した渋滞対策の社会実験では、自

転車や公共交通機関等の利用を促進し、都心部の自家用車の利用を減らす取組の一

環として、パーク・アンド・ライドについて、周知を図ったところです。 

今後も、パーク・アンド・ライドの推進等による公共交通の利用促進に取り組ん

でまいります。 

フリンジパーキングについては、自治体等が駐車場の整備計画の立案や整備を行

ってゆく際には、施策に取り組む自治体の紹介や、駐車場の適正配置などについて

助言を行ってまいります。また、フリンジパーキングに取り組む自治体のＰＲ活動

に対しては、県の広報媒体等を活用して、より広域的に周知を図れるよう協力して

まいります。 

駐車場の隔地化については、自治体等に対して、公営駐車場整備の際に活用でき

る国の補助メニューの紹介や、条例に基づいた附置義務駐車施設に対する制度の助

言、自治体間の情報交換の活性化のために、先進自治体の事例紹介などを行ってま

いります。 
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（２）走行環境対策 

   信号機のサイクル・スプリット・オフセットの調整や見直し、また歩車分離信

号における交差点を安全に通過するための補助信号の設置など、歩行者・自転車・

自動車それぞれが安全に通行することのできる環境の整備をはかること。 

（県土整備部）（警察本部） 

 

３．公共交通の犯罪対策支援 

  近年、電車内での放火や殺傷事件など、公共交通施設内で利用者が被害に遭う犯

罪が相次いで発生している。これを受け、国土交通省は今後導入する新車両や大規

模改修を行う車両に対し、車内防犯カメラの設置を義務化する方針を固め、車両の

構造や設備を定める鉄道営業法の省令改正を検討するとした。県民に安心感や信頼

感を継続して提供していくために防犯対策は必要不可欠であるが、これらは大規模

な投資となり、かかる費用は事業者が負担する方針で検討されていることから、支

援措置の構築について国に対し要望すること。 

（企画・地域振興部） 

 

  

信号機のサイクル・スプリット・オフセットの調整及び見直しに当たっては、交

通量及び渋滞状況を踏まえ、右折矢印信号機の整備、信号秒数の調整等交通の安全

と円滑を図るための取組を行っています。また、歩車分離式信号機の整備に当たっ

ては、当該交差点が歩行者と車両の通行が分離し運用されていることを利用者に分

かりやすいように「歩車分離式信号」の表示板を設置しています。 

今後も、歩行者等が安全で快適に通行できる道路交通環境の整備に努めてまいり

ます。 

 

※ 右折矢印・時差式信号の整備 

令和４年１２月末：１，８３０か所（矢印：1,251 時差：579） 

※ 歩車分離式信号の整備 

令和４年１２月末：３９４か所 

※ 全ての歩車分離式信号に「歩車分離式信号」の表示板を設置 

現在、国土交通省が、鉄道車内防犯カメラの設置基準について検討を行っており

ます。今後の検討状況を引き続き注視してまいります。 
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４．自転車のマナー向上、交通空間の整備の推進 

  自転車の利用者数は増加傾向にあるが、交通空間の整備は進んでおらず、車道混

在の状況があり、特に大型車両が通行する際などは接触事故の確率が高くなり、双

方にとって安全な空間とはいえない。さらに近年増加したフードデリバリー業者の

交通ルール違反なども社会問題となっている。 

  このような状況を踏まえ、以下の項目について取り組みを推進すること。 

（１）自転車専用レーンの設置 

（県土整備部）（警察本部） 

 

（２）車道の拡張などの交通空間の整備 

（県土整備部） 

 

（３）マナー違反者への指導や取締りの強化 

（警察本部） 

 

  

自転車の安全で快適な通行と交通混雑の緩和を実現するため、交通状況や利用者

の多様性、将来に渡る自転車通行空間の使われ方を踏まえて、可能な限り歩行者、

自転車、自動車が適切に分離された道路環境の整備を目指していきます。 

 

※ 自転車専用通行帯の整備状況 

令和４年１２月末：１０６区間・６９．６キロメートル 

車道の拡張など整備形態の選定にあたっては、道路交通の状況を総合的に勘案し

て、自転車、歩行者、自動車が安全に通行できる交通空間の整備を進めます。 

自転車運転者の交通違反を認めた場合には、積極的に指導警告を行い、警告に従

わないなど悪質・危険な違反者には確実な検挙措置を講じてまいります。 
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（４）交通安全運動などの安全対策の促進 

（人づくり・県民生活部）（警察本部） 

 

 

５．デジタル・ガバメントの推進 

  「公共サービスが誰でも・どこでも・いつでもワンストップで受けられる社会」

は、利用者の利便性向上だけでなく、行政の運営の効率化をはかることにもつなが

る。 

  「ふくおか電子自治体運営協議会」を通じて行われている市町村への取り組みに

対し、さらなる支援を行い、行政手続きのオンライン化を推進すること。 

（企画・地域振興部） 

 

 

「ふくおか電子自治体運営協議会」（以下「ふく電協」）は、県が事務局を担い県

内 54の市町村と県が加入し、システムの共同調達等を実施しています。 

行政手続きのオンライン化については、「ふく電協」において、すべての会員団体

が追加の負担金なく電子申請システムを利用できる環境を提供しており、昨年 10

月には、システムを更新し、マイナンバーカードによる個人認証に対応するととも

に、15の手続きで標準様式を用意するなど市町村の支援を行っています。 

また、市町村のデジタル化の取組を支援するため、今年度から「ふく電協」がデ

ジタル人材を確保し、希望する市町村に派遣することで、デジタル化に向けた取組

を支援する事業を実施しており、12 月末時点で 14 団体に対して延べ 64 回支援を

実施しました。 

来年度も引き続き「ふく電協」においてデジタル人材を確保し市町村に派遣する

事業を実施することで市町村を支援する予算案を議会に提出する予定です。 

県では自転車の安全で適正な利用を促進するため、四季の交通安全県民運動等を

通じて自転車の交通ルール順守の徹底や安全確保について広く県民に対して周知

啓発を図っています。 

特に若年層の自転車事故が多いことから、中学、高校、大学等の生徒、学生に対

し、自転車事故であっても刑事責任を問われることなどを漫画で説明するリーフレ

ットを入学時に配布するほか、ドラマ仕立て啓発動画の県ホームページでの配信

し、注意喚起しています。 

加えて自転車に乗り始める小学生向けと自転車を利用する事業者向けのリーフ

レットをそれぞれ作成し、学校や社内研修で活用していただくことで、自転車の交

通ルールやマナーを周知啓発しています。また、自転車シミュレーター、交通安全

ＶＲ等を活用した参加・体験・実践型の自転車安全教育のほか、スタントマンによ

るスケアード・ストレイト教育技法を用いた取組も推進しています。 

なお、フードデリバリー事業者に対しては、自転車関連事故の発生状況等に関す

る情報を提供し、実技を含む交通安全教室を実施するとともに、業界団体を通じ、

啓発チラシ及び事業者向けに作成したリーフレットを配布し、自転車の交通ルール

の順守をお願いしています。 
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６．期日前投票所等の整備・推進 

  民主主義の基盤となる地域住民の政治参加を促進するには、住んでいる場所にか

かわらず、有権者が投票しやすい環境を整備することが不可欠である。 

  近年、投票率の低下が顕著なことから、期日前投票所や、学校、商業施設などの

立ち寄りやすい場所への共通投票所の設置など、誰もが政治参加しやすい環境づく

りの推進を市町村と連携して行うこと。 

  また、不在者投票の手続きは、郵送に代わる仕組みづくりなどを国に対して要望

することを求める。 

（企画・地域振興部） 

 

７．新しい生産技術開発等に向けた産学官との連携および支援 

  新しい生産技術開発に向けては、大学の研究等への支援、とりわけ初期段階への

支援は必須であることから、産学官の連携および支援を行うこと。 

（商工部） 

 

  

どこに投票所を設置するかは各市区町村の所掌事務ですが、県としては、学校・

商業施設等への投票所設置の呼びかけや、既に期日前投票所を設置済の市区町村の

例を紹介する等の連携を図っています。 

一方で、期日前投票所や共通投票所の設置には選挙人名簿のオンライン対照シス

テムや投票所に設置する人件費等、多くの費用とマンパワーが必要である等の課題

がありますが、県としては、引き続き市町村との連携を図っていきたいと考えてい

ます。 

また、不在者投票の手続に関し、令和 4 年 12 月にインターネット投票の仕組み

づくりを国に要望したところです。 

水素は、カーボンニュートラルのキーテクノロジーとされており、県では水素エ

ネルギー社会の実現を目指し、平成１６年から他に先駆けて産学官で構成される

「福岡水素エネルギー戦略会議」を設立し、研究開発、社会実証、新産業の育成･集

積などの取組を展開してきました。 

令和４年８月には、「水素製造のイノベーション」「水素利用の拡大」「水素関連産

業の集積」を３つの柱とする「福岡県水素グリーン成長戦略」を策定し、産学官連

携組織である「福岡県水素グリーン成長戦略会議」を新たに設立したところです。

また、水素関連分野への参入や水素関連技術･製品の導入等にむけた助言やマッチ

ングを行うサポート窓口も開設しています。 

この戦略会議のもと、九州大学に集積する水素関連研究拠点と連携しつつ、県内

企業と大学等が協力して行う製品開発や社会実証等への支援等を通じ、産学官連携

の推進・支援に取り組んでまいります。 
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８．新たなモビリティサービスの活用と課題への対応 

  各地でＭａａＳの実証実験が行われるなど、シームレスな移動が広がりつつある。

しかし、キャッシュレス化の対応や手数料の問題などの運営に関する課題、また人

の動きなども含めあらゆる情報が収集されることによる監視社会への危機感やサ

イバー攻撃を招くリスクなどまだまだ課題は多い。 

  こうした状況を踏まえ、統一的なルール作りや必要な法整備など国の動向を見守

り、福岡県にとってよりよいモビリティサービスとなるよう推進していくこと。 

（企画・地域振興部） 

 

９．地域活性化に向けた新たな取り組み 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、交通産業をはじめ、旅行業、飲食業な

ど様々な職種で厳しい経営状況が続いている。 

  この先の with/after コロナに向けて、国内はもとより、福岡県の地の利を生か

した海外からの観光客の獲得、九州・アジアのビジネス拠点としての交通ネットワ

ークなど、福岡の魅力を発信し続け、地域の活性化と公共交通の利用促進につなが

る新たな観光施策を推進すること。 

（商工部） 

 

  

今般、国においては、過疎地における移動手段の確保や観光地での二次交通の確

保といった地域の課題解決にも資する重要な手段として、MaaSの早急な全国普及を

図ることとしています。 

令和４年８月には、「アフターコロナに向けた地域交通の「リ・デザイン」有識者

検討会」において提言が取りまとめられ、MaaS 等の交通 DX や、官と民の共創等に

より、利便性、持続可能性、生産性が向上する形に地域交通を「リ・デザイン」（再

構築）することが求められているところです。 

本県におきましても、MaaS 実証実験や、交通情報のオープンデータ化、AI 等が

行うオンデマンド交通の導入・運行に対する支援を通じ、交通 DX を推進してまい

ります。 

令和６年春に、日本最大級の観光キャンペーンである「デスティネーションキャ

ンペーン」を福岡・大分の共同で開催します。 

このキャンペーンの基本方針の一つとして、「観光産業の復活と新たなステージ

への挑戦」を掲げており、豪雨災害や新型コロナウイルス感染症からの観光産業の

復興とアフターコロナ時代の新たな魅力づくりへの挑戦や持続可能な観光の実現

を目指すこととしています。 

この実現のため、交通産業、旅行業、飲食業等と連携し、観光素材の発掘・磨き

上げ、全国への情報発信を行い、旅行商品の造成、誘客の促進に努めてまいります。 

また、複数市町村が連携した観光素材の開発・情報発信を支援し、地域の活性化

に取り組んでまいります。 
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【環境・安全】 
 

＜環境＞ 

１．環境保全と地球温暖化対策の強化推進 

  第四次計画に引き続き福岡県環境総合ビジョン（第五次福岡県環境総合基本計画）

においても、ＳＤＧｓの周知を行うとともに、目標達成に向けた取り組みを進める

こと。 

（環境部） 

 

  

【環境総合ビジョンにおけるＳＤＧｓの周知】 

福岡県環境総合ビジョン（第五次福岡県環境総合基本計画）では、各柱の施策の

方向が SDGs のどのゴールと関係しているのかを一覧表で示し、広く県民に周知し

ています。また、以下のような取組を進めております。 

①毎年発行している「福岡県環境白書」で、本県の主な取組と SDGsのゴールとの

関連性をわかりやすく図示し、広く県民に周知しています。 

②「福岡県環境県民会議」や「地域環境協議会」においても SDGsの理念や、それ

ぞれの活動に関連する SDGsのゴールを紹介しています。 

③県内の小学校５年生に毎年度配布している環境教育副読本「みんなの環境」や

令和３年度に新たに作成した「地球温暖化対策ワークブック 中学生用」では、

ＳＤＧｓの理念や、ＳＤＧｓのゴールに関連する家庭や学校でもできる取組に

ついて掲載しています。 

④環境総合ビジョンの部門計画である「福岡県地球温暖化対策実行計画（第２

次）」、「福岡県生物多様性戦略」及び「福岡県廃棄物処理計画」においても、各

施策と SDGsとの関係を一覧表で示し周知しています。 

今後も、このような取組を通じて、ＳＤＧｓの理念の周知・浸透に努めてまいり

ます。 

 

【環境総合ビジョンの目標達成に向けた取組】 

環境総合ビジョンの目標達成に向け、以下のような取組を進めております。 

また、「環境白書」で毎年度末における目標の達成状況を公表しています。 

①庁内協議機関である福岡県環境対策協議会で、全庁的に計画の推進を図るとと

もに、必要に応じて目標や施策の見直し等を検討します。 

②県民や事業者の団体、市町村等からなる福岡県環境県民会議を活用し、県民・

事業者・行政が一体となって計画の推進を図ります。 

③県の保健福祉環境事務所に設置されている地域環境協議会を活用し、地域にお

ける計画の推進を図ります。 
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２．「2050年カーボンニュートラル」の実現 

（１）福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）については、施策ごとに雇用・くら

しをはじめとした地域経済・社会への「負の影響や課題」を事前に洗い出し、そ

の解決に向けた社会的・経済的対策を講じること。 

（環境部） 

 

（２）「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けた、国・県・市町村の権限・役

割分担を明確にし周知をはかること。 

（環境部） 

 

  

令和４年３月に策定した「福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）」では、エネ

ルギー等、家庭及び業務（オフィス、商業施設等）などの部門別に、特に重要な取

組における背景や課題を整理するとともに、また、これを踏まえた取組の方向を示

しています。 

例えば、「エネルギー等」において、再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出

せず、県内で生産できる重要な脱炭素のエネルギー源である一方、大量に導入する

には、地域と共生する形での適地の確保などに取り組んでいく必要がある旨整理し

ています。 

計画の推進に当たっては、県関係部局間の緊密な連携を図りながら、総合的に施

策・事業を推進するとともに、県民、事業者、国、市町村、教育・研究機関、ＮＰ

Ｏ・民間団体と連携・協働し、取り組んでいくこととしています。 

「福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）」では、計画の推進体制・進行管理と

して、県民、事業者、国、市町村、教育・研究機関、NPO・民間団体との連携・協働

により、計画の推進を図ることとしており、県をはじめそれぞれの役割について示

しています（国については、自らの計画で位置付け）。 

国は、地球温暖化対策計画の推進を通じて、我が国の地球温暖化対策の全体枠組

みの形成と地球温暖化対策の総合的実施を担っています。 

県は、県内の自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出の抑制、気候変動の影

響への適応等のための総合的かつ計画的な施策を推進するとともに、率先して地球

温暖化対策の取組を進めることにより、県民、事業者及び市町村による地球温暖化

対策の取組を促進します。 

市町村は、温室効果ガス排出削減に係る率先的な取組を行うことにより、区域の

事業者・住民の模範となるとともに、地域の特性に応じた脱炭素先行地域の創出な

ど、積極的に地域の脱炭素化を推進することが期待されています。 

また、計画の策定に当たっては、国や市町村が委員等となっている福岡県環境審

議会、福岡県環境県民会議、福岡県気候変動適応推進協議会等において審議いただ

くとともに、策定後に計画を送付し、情報共有しています。加えて、地域の脱炭素

の取組を担う市町村に対しては、説明会を開催し、計画の内容を説明するとともに、

県のホームページ等で周知を図っているところです。 
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（３）スマートシティや省電力化等によるグリーン化の推進に向けては、社会全体の

デジタル化が必要となることから、デジタル化と整合の取れたインフラ整備をは

かること。 

（環境部） 

 

３．安全・安心で安定的なエネルギー社会の実現 

（１）生活をするうえで、欠かせないエネルギーの電源構成のあり方は、福岡県にお

いても重要であることから、今後の福岡県のエネルギー政策の方向性を明確にし、

取り組みを推進すること。 

（企画・地域振興部） 

 

  

福岡県では、2050年カーボンニュートラルの達成とともに、誰もがデジタル化の

恩恵を受け、誰もが快適かつ安全な生活を送れるよう、次の取組等により、あらゆ

る分野でグリーン化とＤＸを推進しています。 

交通分野のデジタル化を推進するため、ICT 等を活用した交通システムの普及、

交通インフラ分野の DX の推進、次世代自動車の普及促進に取り組むとともに、地

球環境負荷の少ないグリーンな交通を実現するため、道路交通の円滑化の推進、地

球環境にやさしい交通手段の普及と利用促進、交通インフラ分野の脱炭素化に取り

組んでいます。 

また、フルデジタル県庁を実現するため、県庁行政手続のオンライン化、行政事

務の業務効率化、新時代に対応した強固なデジタル基盤の構築に取り組むととも

に、市町村の DXへの強力な支援に取り組んでいます。 

さらに、デジタルを活用した新しい働き方を推進するため、テレワーク施設の整

備及びテレワークの活用促進に取り組んでいます。 

加えて、インフラ分野の DX を推進するため、道路・港湾等の維持管理のデジタ

ル化の推進、建設現場における ICT活用の普及促進に取り組んでいます。 

県では、安定的なエネルギー・電力需給を確保し、産業の活性化や雇用の確保を

図るために地方が果たすべき役割や取組について幅広く研究することを目的とし

て、産学官の有識者で構成される「福岡県地域エネルギー政策研究会」を設置して

おります。 

当研究会からは、県をはじめとする自治体、事業者、県民、大学・研究機関など

各主体が目指すべき方向性を示した提言が出されており、県では、この提言を指針

として、各主体と連携・協力しながら、様々なエネルギー施策に取り組んでおりま

す。 

＜福岡県地域エネルギー政策研究会が示した、福岡県（地域）が目指すべき方向

性＞ 

① エネルギーを無駄なく最大限効率的に利用する社会の実現 

② 環境にも配慮したエネルギーが安価かつ安定的に供給される社会の実現 

③ 水素を本格的に利活用する水素エネルギー社会の実現 

④ 新たなエネルギー関連産業の育成集積による地域振興・雇用創出 
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（２）再生可能エネルギーについては、その普及拡大はもとより、将来的な主力電源

化に向けて、引き続き導入促進をはかること。 

（企画・地域振興部） 

 

（３）現状、多くの国民が利用しているガソリン車は、2035 年に製造中止、2050 年

に全面廃止の流れであり、自動車の動力源の見直しが急務となるが、エネルギー

供給のあり方が課題となる。また、利用者の視点に立った対策も重要であること

から、クリーンな次世代燃料（e-fuel等）の活用に向け、福岡県が先進的な役割

を果たすこと。 

（商工部） 

 

  

再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、地産地消が可能な分散型エネ

ルギーであることから、再生可能エネルギーの普及促進に取り組んでいるところで

す。 

この結果、2021年度末において、再生可能エネルギー発電設備導入容量は 299万

kW と、県総合計画の 2026 年度末の目標である 405 万 kW に向け順調に増加してお

ります。 

今後も、洋上風力発電など地域の特性に応じた多様な再生可能エネルギーの普及

促進に取り組んでまいります。 

自動車の電動化については、２０３５年度までに乗用車新車販売で電動車１０

０％とする国の目標もあり、カーメーカーによる開発がさらに加速することが見込

まれているため、令和４年７月に設置した「自動車関連企業電動化参入支援センタ

ー」による電動化分野への地元サプライヤーの参入支援を行ってまいります。 

また、自動車の利用者に対して電動車購入における補助金の案内や、電動車の展

示・試乗会を実施し、電動車の普及・促進に取り組みます。 

特にクリーンな次世代燃料である水素の活用として、FCトラックの導入拡大や水

素に関する技術支援、製品開発助成、販路開拓支援などの参入促進策を推進してい

きます。 
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＜安全＞ 

１．総合的な防災・減災対策の充実・強化 

  毎年、全国各地で大規模な自然災害による甚大な被害が発生しており、平常時か

ら想定される最大規模の災害に備えた防災・減災対策を講じることが求められてい

ることから、以下について要請する。 

（１）福岡県地域強靱化計画の推進 

   「令和２年７月豪雨」などの災害にかかる検討・検証結果を踏まえ、2022年３

月に改定した福岡県地域防災計画については、福岡県が強いリーダーシップとイ

ニシアティブを持って、計画にもとづく推進はもとより、その実効性を高めるた

め、計画と取り組み状況について、適宜県民へ周知をはかること。 

（総務部） 

 

  

「福岡県地域強靱化計画」の実効性を高めるため、毎年度、計画に定めた取組の

進捗状況と評価を、計画本編と共に県ホームページに掲載し、県民へ周知していま

す。 
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（２）福岡県建築物耐震改修促進計画 

   「福岡県建築物耐震改修促進計画」にもとづき、地震に強いまちづくりの推進

をはかること。とりわけ、災害発生時の避難等の重要な拠点となる災害拠点病院・

公立学校施設の早期耐震化に向けた対応を求める。 

（保健医療介護部）（建築都市部）（教育庁） 

 

  

【特定建築物】 

建築物の耐震化促進に向けた普及啓発策として、一般県民の方などを対象とした

「耐震改修セミナー」の開催、「耐震改修相談窓口」の開設などに取り組んでおりま

す。また、耐震化にかかる建築物所有者の負担軽減のため、耐震診断が義務付され

た民間の大規模建築物を対象に、耐震改修に要する費用の一部について補助を行っ

ております。 

県としましては、福岡県建築物耐震改修促進計画により引き続き、市町村、建築

関係団体等と連携しながら、建築物の耐震化の促進に取り組んでいくとともに、国

に対しては、耐震化への補助制度の継続、拡充等について要望してまいります。 

 

【木造戸建て住宅】 

木造戸建て住宅については、耐震診断アドバイザーの派遣、民間事業者と連携し

た周知啓発活動、耐震改修事業者向け講習会の実施とその受講者名簿の公表、市町

村を通じた建替え等に伴う除却工事に要する費用の一部に対する助成等を継続し

て行うとともに、今年度から耐震改修補助制度を、耐震化かつ省エネ化に要する費

用の一部を補助対象とする事業として再構築して実施することにより、耐震化の促

進に努めています。 

 

【災害拠点病院】 

本県の災害拠点病院については、令和４年９月１日現在の耐震化率が 96.9％とな

っています。 

病院の耐震化については、診療を継続しながらの工事を伴うなど、事業者の負担

も大きいことから、国庫補助制度を活用した補助を行っています。早期に県内全て

の災害拠点病院の耐震化を実現できるよう、引き続き、国に対し予算確保を働きか

けてまいります。 

 

【公立学校施設】 

県内の公立学校施設の耐震化率につきましては、令和 4 年 4 月 1 日現在 99.9％

です。今後の学校統廃合や改築計画等により、5 校 8 棟で耐震化が未完了となって

います。 

児童生徒の安全を確保するため、耐震化未完了の市町村に対しては、国庫補助等

の活用により学校施設の耐震化が一刻も早く完了するよう、引き続き指導・助言を

行ってまいります。 
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（３）地域インフラの整備 

  ① 公共交通網やライフラインは被災すると復旧に長い時間がかかり、その間の

地域経済や地域住民の生活に極めて大きな影響を及ぼすことから、公共交通網

やライフラインの途絶を未然に防ぐ取り組み（リダンダンシー向上）に向けた

地域防災対策をさらに強化すること。 

（県土整備部） 

 

  ② 浸水危険個所の適切な点検に伴う優先順位の高い地域のポンプ能力の増強

を行うこと。 

（県土整備部） 

 

（４）情報伝達および避難行動の体制整備 

  ① すべての人の命を守るために、高齢者、「障がい」者、子ども、外国人など、

特に配慮を要する者が正しい状況判断を行えるよう、多言語対応を含め情報を

確実に利用できる体制を整備すること。 

（総務部）（企画・地域振興部） 

 

  

国土強靱化に向けて、道路防災事業を進めてまいります。 

また、平常時・災害時を問わない安定的な道路ネットワークの確保を図るため、

緊急輸送道路や重要物流道路において、道路拡幅やバイパス等の整備を進めてまい

ります。 

河川改修は、過去の降雨状況や流域の人口の集積状況などを総合的に判断し、優

先順位の高い箇所から実施しております。 

内水対策を行う上で、排水機場の増強は有効な手段のひとつであるため、優先度

等を総合的に勘案し対応してまいります。 

県では、ホームページやメール、ＳＮＳなど様々な媒体を活用して、防災情報を

発信しています。 

令和４年 12月には、防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の配信を開始

しました。現在地の防災情報や避難所の情報等を地図やイラストでわかりやすく表

示し、多言語にも対応できる、大きな文字と簡単操作で子どもから高齢者まで誰に

も親しみやすいアプリになっています。 

また、外国人が災害時に適切な対応が出来るよう、「防災メール・まもるくん」に

おいて災害に関する情報を多言語で発信しているほか、令和３年度からは県内市町

村と共同で在住外国人を対象とした防災訓練を実施しております。 

今後も、災害への備えや、万が一の災害時に適切な行動がとれるよう、防災情報

の発信に取り組んでまいります。 
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  ② 地域防災計画や避難所の感染症対策を強化した避難計画の策定、備蓄品など

について、多様な人の意見を反映し、安全な避難行動ができる体制整備をはか

ること。 

（総務部） 

 

 

  

県では、「福岡県避難所運営マニュアル作成指針」において、市町村が新型コロナ

ウイルス感染防止対策を講じた適切な避難所運営が行えるよう、 

①避難所での三密状態を避けるため、自宅での安全確保ができる場合の在宅避難

や親戚・知人宅など避難所以外への避難を検討するよう住民へ周知 

②マスク、消毒液、体温計のほか必要な感染症対策物資を整備 

③一部の避難所に避難者が集中しないよう、県防災ホームページ等を活用し、避

難所の開設状況や混雑状況等を住民へ周知すること 

などを示しています。 

また、市町村と連携し、自主防災組織や自治会等を対象に、避難及び避難所運営

に係る研修や訓練を実施し、地域防災力の強化を図っています。 

加えて、副市町村長会議や市町村防災担当課長会議において、地域防災計画の改

定や物資の備蓄、適切な管理について助言を行っているところです。 
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２．飲酒運転撲滅対策、交通事故防止対策の推進 

（１）飲酒運転の撲滅 

  ① 飲酒運転の撲滅に向けて、引き続き、取締り強化はもとより、飲酒運転の危

険性や悲惨さなど、広報・啓発活動に取り組むこと。 

（人づくり・県民生活部）（警察本部） 

 

  

飲酒運転の撲滅については、全国初の罰則付き条例である「福岡県飲酒運転撲滅

運動の推進に関する条例」（飲酒運転撲滅条例）に基づいて、県民、事業者、関係団

体が連携して、飲酒運転は「絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」

という飲酒運転撲滅意識を県民一人ひとりに定着させる取組を進めています。 

具体的には、毎月 25日を「飲酒運転撲滅の日」に定め、広報啓発活動を実施して

います。 

また、飲酒運転違反者の後悔・反省・決意をつづったパネルを展示する「償いの

メッセージ展」や飲酒運転による交通事故等により亡くなられた方の遺品とご遺族

メッセージをパネルで展示する「生命のメッセージ展」の開催、飲酒運転の恐ろし

さをマンガで伝えるコミックブックを大学・成人式（はたちのつどい等）・自動車学

校等で配布、関係機関・団体と連携した飲酒運転撲滅キャンペーンやあらゆる世代

を対象に飲酒運転撲滅教育用ＶＲ等を活用した飲酒運転の危険性・悪質性及びその

代償を理解させる参加・体験・実践型の交通安全教育等の実施など、飲酒運転の危

険性や悲惨さ、命の大切さについて強く訴えかける取組を県内各地で実施していま

す。 

また、海の中道大橋で飲酒運転事故が起きた 8 月 25 日（飲酒運転撲滅の日）に

は毎年飲酒運転撲滅県民大会を実施しています。令和 4年度は、北九州市で開催し

たほか、オンライン配信も実施し、県民一丸となって飲酒運転ゼロを目指す決意を

新たにしたところです。 

加えて、医療機関による飲酒運転相談窓口の設置や、市町村、地域団体、事業者、

学校等への飲酒運転撲滅活動アドバイザーの派遣や講演を収録した DVDの貸出しに

より、飲酒運転の危険性や悲惨さ、アルコールに関する知識等の啓発・普及を行っ

てまいります。 

 

※ 飲酒運転撲滅教育用 VRの活用回数（令和４年中）～２８１回（警察本部） 
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  ② 福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例にもとづく飲酒運転を目撃し

た際の通報義務をさらに周知させるための県民参加型の取り組みを強化する

こと。 

（人づくり・県民生活部）（警察本部） 

 

（２）高齢者の運転免許自主返納時の利便性確保 

   高齢者の運転免許の自主返納にあたっては、自主返納後の生活基盤となる交通

手段の確保が大きな課題となることから以下について求める。 

  ① 高齢者が安心して運転免許証を自主返納できるよう、各市町村との連携のも

と、地域性に応じた地域交通の整備および代替交通手段の確保を行うこと。 

（企画・地域振興部）（人づくり・県民生活部） 

令和 2年 6月に飲酒運転撲滅条例が改正され、県民の飲酒運転を見掛けた際の警

察への通報が義務化されたほか、タクシー事業者等に対して、従業員等に対する飲

酒運転の通報訓練を実施する、又は県等が実施する通報訓練に従業員を参加させる

努力義務が新設されたことから、企業や飲食店等への直接訪問や飲酒運転撲滅教育

用ＶＲを活用した通報義務の周知のほか、飲酒運転を目撃する機会が多いと考えら

れる特定事業者やタクシー事業者等に対して、飲酒運転通報訓練マニュアル動画を

活用した短時間通報訓練又は飲酒運転の目撃から１１０番通報、検挙に至るまでの

現場想定型訓練を実施することにより、通報訓練の更なる推進を図るなど、改正内

容の周知に向けた県民参加型の取組を実施しています。 

なお、通報訓練を実施した際には、当該事業所に訪れる来客者の目につく場所に

飲酒運転通報訓練実施済ステッカーの貼付を依頼し、飲酒運転の抑止効果を高めて

います。  

そのほか、ステッカー・のぼり旗の活用、通報要領を分かりやすく解説したパネ

ルの展示、１１０番通報要領を分かりやすく解説するなどした「飲酒運転撲滅スペ

シャルコンテンツ」を県警察ホームページで公開するなど、通報を促す取組を推進

してまいります。 

 

※ 飲酒運転に係る通報件数（令和４年中）～２，０５０件（警察本部） 

※ 通報に基づく検挙件数（令和４年中）～２０７件（警察本部） 

※ 通報訓練実施回数（令和４年中）～３２３回（警察本部） 

公共交通を維持・確保するため、市町村等が運行するコミュニティバスの運行費・

バス停整備費等に対する補助を実施しております。また、公共交通の利便性の向上

や利用促進を図るため、予約に応じて配車・運行ルートの計算を AI 等が行うオン

デマンド交通システムの導入費等に対する補助、コミュニティバスと他の交通機関

との相互連携に取り組む市町村への支援を実施しております。 

運転免許を自主返納された高齢者にコミュニティバスの回数券やタクシー利用

券等を交付している市町村に対して、その経費の一部を助成する事業を実施してい

ます。市町村や交通事業者が取り組む支援策は、県ホームページに一覧表を掲載す

るとともに、運転免許試験場や自動車学校等を通じてリーフレットを配布し、運転

に不安を感じている方の運転免許証の自主返納を促しています。 
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  ② 買い物弱者対策を検討するための市町村への経費に対する補助金の交付・強

化・充実等をはかり、免許返納高齢者への生活支援の環境整備を推進すること。 

（保健医療介護部） 

 

  

免許返納高齢者への生活支援については、市町村が設置する地域包括支援センタ

ーによる日常生活相談対応、訪問介護員による買い物代行や通院時の付き添い、介

護保険地域支援事業による総合的な生活支援サービスが行われています。 

県では、地域支援事業交付金の交付や地域包括支援センター職員を対象とした各

種研修会の開催等を通じて、こうした取組みが円滑になされるよう支援を行ってい

ます。 

また、生活支援のうち買い物弱者対策については、県では、令和２年度から、市

町村や地元関係者で構成する協議会に対し、買い物弱者対策を検討するための経費

（住民のニーズ調査、先進地視察、試験導入等）に補助金を交付しています。 

令和２年度は、２市（大牟田市、小郡市）、令和３年度は５市町（大牟田市、中間

市、みやま市、川崎町、苅田町）、令和４年度は４市町（大牟田市、中間市、みやま

市、川崎町）に補助金を交付し、乗り合いタクシー（大牟田市）や移動販売（小郡

市、中間市）の試験導入、ニーズ調査（みやま市、川崎町）など、地域の実情に応

じた取組がなされています。 

なお、このうち大牟田市については、試験導入の結果及び地域住民の意向を踏ま

え、令和４年１０月から、買い物や通院を支援する乗り合いタクシーの本格運行が

開始されたところです。 
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３．ＤＶ・児童虐待・性犯罪等に関する対応 

（１）ＤＶ・児童虐待対策 

   ＤＶや児童虐待は、依然として高水準で推移しており、身近な関係性の中で発

生することから発見され難い傾向がある。そのことから、虐待やＤＶ対策の強化

について、以下の項目を要求する。 

  ① 早期発見かつ解決できる相談窓口の整備などの取り組み強化をはかること。 

（人づくり・県民生活部）（福祉労働部）（警察本部） 

 

【ＤＶ対策】 

県では、県内１０か所に配偶者暴力相談支援センターを設置し、身近な地域にお

いて、ＤＶ被害者の相談支援を行っています。電話相談は、休日・夜間も行ってい

ます。 

また、電話での相談が難しい場合にも対応できるよう、福岡県男女共同参画セン

ター「あすばる」において、メールによる相談を実施しています。 

ＤＶ被害者を早期に発見し、支援するため、県内４カ所でのＤＶ防止街頭キャン

ペーンや相談窓口カード等の作成・コンビニ等への配布により、相談窓口の周知を

図っています。     

令和 5 年度からは、DV 被害の軽減や早期発見を図るため、DV 加害者からの電話

相談を新設するとともに、男性、性的少数者の DV 被害者からの相談を拡充する予

算案を議会に提出する予定です。 

県警察としては、ＤＶ事案に対して、自治体、女性相談所等の関係機関と連携し

ながら、各種警察活動を通じた情報収集を図っていきます。 

また、ＤＶ事案を認知した場合は、被害者等の安全確保を最優先に加害者への措

置（警告、検挙等）、被害者等の保護対策（避難措置、身辺の警戒、防犯指導等）等

迅速・的確に対処していきます。 

 

【児童虐待対策】 

県では、児童虐待の早期発見・早期対応を図るため、新聞やラジオ等を通して、

夜間・休日も相談が可能な「児童相談所虐待対応ダイヤル（１８９）」の周知を図っ

てまいりました。 

これに加え、令和４年度は、県内の小中学生やその保護者に、虐待への気づきや

相談を促すため、子どもの権利や相談先などを分かりやすくまとめたリーフレット

やホームページを新たに作成するとともに、子育てに不安がある保護者や親子関係

に悩む子どもを対象に、ＳＮＳを活用した相談窓口「親子のための相談ＬＩＮＥ」

を開設し、児童虐待の未然防止や早期発見に取組んでいるところです。 

さらに、平成２８年度の改正児童福祉法により、児童相談所の体制強化として令

和４年度までに児童福祉司を７３名から１３８名に、児童心理司を２５名から５０

名に増員しております。 

県警察としては、児童虐待対策として、各種警察活動を通じて、児童虐待の早期

発見に努めています。 

また、県警ホームページなどを通じて、児童虐待と思われる事案を発見した場合

の児童相談所への通告や１１０番通報などを行っていただくよう県民に対する広

報啓発活動に取り組んでいます。 
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  ② 児童虐待対策に有効な、「子ども家庭総合支援拠点」の設置に向け、整備の主

体である市町村に対し、必要な支援を行うこと。とりわけ、未設置の自治体に

対しては、設置に関わる課題解決に向けたアドバイスを含めた積極的な支援を

行うこと。 

（福祉労働部） 

 

  ③ 2022 年４月から施行された「福岡県子どもへの虐待を防止し権利を擁護す

る条例」を積極的に周知するとともに、条例にもとづいた適切な対応を行うこ

と。 

（福祉労働部） 

 

  

これまで、県では、市町村に対して、様々な形で「子ども家庭総合支援拠点」の

早期設置を働きかけてきた結果、令和５年１月末時点で４５市町村に設置され、令

和４年度末時点は５１市町村まで設置が進む見込みです。 

残る９町村については、設置の要件となる人材や建物の確保が課題となっていま

す。 

一方、令和４年６月の児童福祉法改正により、「子ども家庭総合支援拠点」の見直

しが行われ、市町村は、令和６年４月までに児童福祉と母子保健の機能を一体的に

有する相談機関「こども家庭センター」の設置に努めることとされました。 

これを踏まえ、今後は「こども家庭センター」の設置に向けて、積極的に市町村

を支援してまいります。 

県では、「福岡県だより」５月号で条例のポイントについてお知らせしました。 

また、市町村に対し、子どもの安全確認ができない場合は児童相談所に援助を求

めることや共通リスクアセスメントシートの活用等、本条例で定める取組を要請し

ているところです。 

このほか、民生委員・児童委員の研修等、様々な研修会や説明会の機会を利用し、

条例の趣旨や、地域の虐待が疑われる子どもの早期発見のための、虐待通告の義務

などについて説明しております。 

さらに、小中学校の子ども達に対し、虐待を受けていることの気づきや相談を促

すため、子どもは誰からも暴力を受けず、健やかに成長する権利を持っていること、

もし困ったときはどこに相談すればいいのかなどを、その保護者には、条例のポイ

ントや些細な体罰でも虐待にあたること、子育てに悩んだ時の相談窓口などを記載

したリーフレットを配布し、啓発を行っているところです。 

 

今後も引き続き、条例の目的や趣旨について県民への周知を図るとともに、児童

虐待の防止に向けた取組を進めてまいります。 
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（２）性犯罪対策 

   性犯罪の認知件数が増加に転じるとともに、発生率も依然として高いことから、

「犯罪が起きにくい」対策の強化を行うとともに、取締り強化をはかること。 

（人づくり・県民生活部）（警察本部） 

 

４．食品の安全・安心の確保 

  食品の安全・安心に関する情報は、県のホームページ等に掲載されているが、取

得方法等には違いもあることから、とりわけ重要な情報等に関しては、より積極的

に発信するよう、県としての適切な対応をはかること。 

（保健医療介護部） 

  

県では、令和２年５月に全面施行した「性暴力根絶条例」に基づき、性暴力の被

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

会を作るため、小学校、中学校、高等学校などにおいて児童生徒の発達段階に応じ

た教育を実施する性暴力対策アドバイザー派遣事業による教育・啓発活動を推進し

ています。また、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」における 24 時間 365

日体制での総合的な被害者支援の実施、性暴力加害者相談窓口での専門プログラム

の実施等による再犯防止対策等、性暴力の根絶に向けた総合的な対策を行っていま

す。 

本県の性犯罪発生率（人口１０万人当たりの認知件数）は、平成３０年までの９

年連続全国ワースト２位のところ、令和元年以降５位、８位、７位、そして令和４

年は８位と一定の成果を上げているところです。 

しかしながら、令和４年中の性犯罪認知件数は、２８１件（前年比＋３０件）と

増加していることから、引き続き、性犯罪等を発生させないための活動、性犯罪等

の被害防止に向けた教育及び広報啓発、発生実態に応じた性犯罪等の起きにくい環

境の整備を推進するなどして、「犯罪が起きにくい」対策の強化に努めてまいりま

す。 

取締りについては、迅速かつ的確な初動捜査とち密な現場鑑識活動を徹底し、被

疑者の早期検挙に努めてまいります。 

食品の安全・安心に関する情報につきましては、県ホームページのほか、インタ

ーネット TV や Twitter 等県の広報媒体を活用するとともに、出前講座やシンポジ

ウム等さまざまな機会を捉えて、県民に対し、継続的に発信を行っています。 

食中毒を疑うような事案が発生した場合には、早期に県ホームページへの掲載及

び報道機関等へ情報提供することにより、県民へ向けた情報発信を行っています。 

また、食品関連事業者に対しましても、関係団体へ通知するとともに、講習会や

監視指導時の機会を通じ、積極的に情報提供しているところです。 

さらに、県では、行政、食品関連事業者及び消費者がそれぞれの取組について食

品のリスクに関する情報や意見を交換する機会を設け、相互理解を図るリスクコミ

ュニケーションを進めているところです。このように様々な機会を捉えて、積極的

に情報発信に努めております。 
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５．消費者と従業員が相互に尊重できる社会の構築 

（１）事業者と消費者の健全なコミュニケーションにもとづく消費活動を促進するた

め、消費者が、消費の現場で生じている問題を適切に、事業者へ伝えることがで

きるような消費者教育を充実させること。 

（人づくり・県民生活部） 

 

（２）消費者による「迷惑行為」「悪質クレーム」「暴力行為（第三者暴力行為）」など

に対しては、事業者の責任において組織的に対応するよう、新規に行う中小企業・

小規模事業者を対象としたオンラインセミナーを確実に周知・活用するとともに、

事業者に対する啓発を行うこと。 

（福祉労働部） 

 

  

県では、令和４年９月から１０月にかけて県内企業を対象にカスタマーハラスメ

ント対策の基本や対策事例の紹介を行うカスタマーハラスメント対策導入セミナ

ーを開催しました。開催にあたっては、受託事業者を通じて県内の事業所約 3,000

社に対しセミナーのチラシを送付するとともに、市町村、商工団体、経営者団体、

業界団体と連携し周知を行い、その結果、業種別に全４回の開催でのべ 143 社 191

名にご参加いただいたところです。 

今後、セミナー動画を県ＨＰ上で公開する予定としており、県内企業に対しセミ

ナー動画の視聴を促すことで、カスタマーハラスメント対策のさらなる導入促進を

図ってまいります。 

消費生活センターでは、消費者トラブルに遭った消費者からの相談を受けた際、

消費者がトラブルの内容を適切に当該事業者へ伝えることができるよう、アドバイ

スをしているところです。県では、引き続き消費者に対し消費生活センターの役割

を周知してまいります。 

また、県では、消費者が事業者に適切に意見を伝えられるよう、消費者庁が作成

した啓発チラシ「消費者が意見を伝える際のポイント」を市町村に配布するととも

に、県のホームページに掲載し、消費者に周知しています。 



66 

 

（３）身体的暴力だけでなく、暴言や脅迫等の心理的に制圧を加える言葉の暴力行為

が増加傾向にあり、被害者の社会復帰に大きな影響を及ぼすケースも見受けられ

ることから、これらカスタマーハラスメント（悪質クレーム）に対する実効性あ

る対策を行うこと。 

（福祉労働部）（人づくり・県民生活部） 

 

６．すべての働く人の「こころの健康対策」 

（１）誰もが「心の健康」について抵抗感なく気軽に相談できるように、ＮＰＯをは

じめ様々な団体が持つノウハウや専門技術を活用するなど、引き続き、相談体制

の整備をはかること。あわせて、相談を受ける相談員の精神的負担に対するフォ

ローを行うこと。 

（保健医療介護部） 

 

消費者による「迷惑行為」等については、「事業主が職場における優越的な関係を

背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指

針」（令和２年厚生労働省告示第５号）において、顧客等からの暴行、脅迫、暴言、

不当な要求等の著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）に関して、事業主は、

相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うこと

が望ましい旨定められています。 

県では、県内企業を対象に、カスタマーハラスメント対策の基本や対策事例の紹

介を行う、カスタマーハラスメント対策導入セミナーを開催し、県内企業において

適切なカスタマーハラスメント対策が導入されるよう取り組んでいるところです。 

今後は、セミナーの動画を県ＨＰで公開する予定としており、県内企業に対しセ

ミナー動画の視聴を促すことで、カスタマーハラスメント対策のさらなる導入促進

を図ってまいります。 

また、県では消費者が事業者に適切に意見を伝えられるよう、消費者庁が作成し

た啓発チラシ「消費者が意見を伝える際のポイント」を市町村に配布するとともに、

県のホームページに掲載し、消費者に周知しています。 

誰もが気軽に相談ができるよう、精神保健福祉センターや保健福祉（環境）事務

所において、電話やメールのほか、必要に応じて医師を交えた対面での相談を実施

しています。 

また、県や医師会、労働基準監督署、家庭裁判所、社会福祉協議会、地域婦人会

連絡協議会などの関係団体で構成する福岡県地域精神保健協議会でも「心の電話」

を設置し、県内４地域で専門の相談員が電話で相談を受けています。各相談の実施

時間の周知については、「相談窓口のご案内」リーフレットを作成し、関係機関（市

町村、社会福祉協議会、医療機関、警察署、消費生活センター等）に配布や県のホ

ームページに掲載しています。 

今後も、専門的なノウハウをもつ団体とも連携を図りながら、相談体制の充実を

図ってまいります。 

なお、相談員の精神的負担に対するフォローとして、相談を受ける職員を対象と

した電話相談実務者研修会や事例検討会を行っているところです。 
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（２）独居高齢者の増加や地域コミュニティの希薄化などにより、要介護状態の悪化

や孤立死が発生することのないよう、「見守りネットふくおか」等によるアウト

リーチ型の見守り機能や相談体制の確保に向けた支援を強化すること。 

（保健医療介護部） 

 

 

県では地域の見守り体制や相談機能の強化等を推進することを目的として、市町

村職員等を対象に「見守り活動推進研修」を実施しています。 

また、県内で他の模範と認められる、又は先駆的な見守り活動を実施している団

体及び事業者に対し表彰し、市町村における見守り活動チームづくりの取組の機運

醸成を図っています。 

さらに、県では各家庭を訪問する機会の多い事業者が、訪問先等の異変を察知し

た場合に市町村に通報する仕組みである「見守りネットふくおか」への参加事業者

の拡大に取り組んでいます。 

令和４年１２月時点では１９の事業者が県と協定を結び、それに準じて市町村が

各事業者と個別に協定を結んでおりますが、市町村独自で地域の飲料販売店や配食

サービス事業者、水道事業者等とも協定を結び、アウトリーチ型の支援である「見

守りネットふくおか」の仕組みを広げている市町村もあります。 

県といたしましては、今後も研修や「見守りネットふくおか」に関する包括協定

の参加事業者の拡大に取り組み、市町村の多重的見守り体制の構築を支援してまい

ります。 


