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推進状況報告書
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長崎県県民生活部人権・同和対策課
（長崎県人権教育・啓発推進会議事務局）

公表にあたって（はじめに）

長崎県では、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」
（平成１２年１２月６日法律第１４７号）第５条に基づき 、平
成１８年に策定した「長崎県人権教育・啓発基本計画」の第２
次改訂を、平成２９年３月に行いました。
本計画では、温もりと心の温かさが実感できる人権尊重社会
の実現をめざして、人権教育・啓発及び様々な人権課題の解決
に向けた取組を全庁的な体制で総合的・計画的に推進して いく
こととしており、推進にあたっては、国、市町、企業・団体等
との連携を図りながら施策を実施することとしています 。
本書は、「長崎県人権教育・啓発基本計画」(第２次改訂版)
に基づく年次報告であり， 長崎県が平成２８年度に実施した人
権教育・啓発及び様々な人権課題の解決に向けた取組の施策を
取りまとめたものです。
本書により、多くの県民の皆様が人権尊重社会づくりに向け
た県の取組にご理解いただき、今後、計画と併せてご覧いただ
き、人権について一層認識を深めるきっかけにしていただけれ
ば幸いです。

平成３０年２月

長崎県県民生活部人権・同和対策課
（長崎県人権教育・啓発推進会議事務局）
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Ⅰ 長崎県人権教育・啓発基本計画関連施策の推進状況
１．あらゆる場における教育・啓発
(1)学校等における人権教育
①子ども一人ひとりを大切にする学校教育の推進
②学校教育活動全体を通した人権教育の推進
③同和教育の成果を生かした人権教育の推進
④子どもの発達段階に応じた人権教育の推進
⑤研究指定校と啓発資料の作成、配布等
⑥教職員研修の計画的な実践
⑦家庭・地域社会の連携
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
学事振興課
■関係機関（県教育委員会・関係団体）が作成している啓発資料を私
立学校に送付し、人権・同和教育の推進に努めた。
■関係機関（県教育委員会・関係団体）が開催する研究大会・講演会
を私立学校へ案内し、人権・同和教育の推進に努めた。
■県立大学において、人権論の授業を実施し、人権の重要性、権利の
保障等について学生の理解を深めた。

■幼稚園職員研修（長崎県教育センター主催）
幼稚園等新規採用教員研修（宿泊研修Ⅰ）
・日 程：H28.7.29
・場 所：雲仙宮崎旅館
・内 容：「人権課題に気付くことの大切さ」
「人権課題に気付くためのワークショップ」
「幼稚園における人権教育の意義」
・参加者：新規採用幼稚園教諭、保育教諭 63人

こども未来課

■高等技術専門校における人権に関する講演会
・実施校：長崎高等技術専門校
H28.11.8
佐世保高等技術専門校 H28.12.1
・対 象：専門校生 長崎校
約220人
佐世保校
約130人
職
員 長崎校
約30人
佐世保校
約20人
・内 容：人権に関する講話及びビデオ上映

雇用労働政策課

1

平成28年度事業の概要
■人権教育研究推進事業（文部科学省委託事業）
県内の人権教育の一層の推進を図るため、文部科学省の委託事業
「人権教育研究推進事業」を受託し、人権教育に関する指導内容・
方法の充実・改善を目的とした実践的な研究を実施し、研究成果等
を県内に普及した。
○人権教育総合推進地域事業
学校、家庭、地域社会が一体となった教育上の総合的な研究
を実施し、人権教育の一層の推進を図った。
・諫早市立真城中学校区
（真城中学校、真城小学校、真崎小学校）
○人権教育研究指定校事業
学校における人権教育に関する指導方法の改善及び充実に資
することを目的とした実践的な研究を実施し、人権教育の一層
の推進を図った。
・大村市立萱瀬中学校

事業費
担当課（室）
1,160千円 義務教育課

■地区別人権教育研修会
同和問題をはじめとする様々な人権問題及び人権教育について研
修を行い、教職員の資質の向上を図り、各学校（園）における人権
教育の充実に資する取組を県内9会場で実施した。
・参加対象：各公立幼・小・中・高等学校及び特別支援学校の人
権教育担当者
・日程、地域、参加者
8/24
対馬市 41人
8/26
西海市、西彼杵郡、長崎市（公立幼稚園・小・中学
校を除く） 55人
8/30
壱岐市 33人
9/ 7
新上五島町 22人
9/ 8
諫早市、大村市、東彼杵郡 102人
9/13
五島市 35人
9/14
平戸市、松浦市、佐々町 52人
9/15
島原市、雲仙市、南島原市 79人
9/23
佐世保市、小値賀町 95人

■高等学校人権教育研修会
人権教育について研修を深め、教員の実践的指導力の充実を図
った。
・H29.1.17 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
・参加者：79人
（高等学校、特別支援学校の高等部から各学校1名参加要請）
・講義、ワークショップ
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教職員研修 高校教育課
費
特別支援教育室
2,376千円
の一部

平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■各種研修会での人権教育講座の設定
教職員研修 高校教育課
高等学校教務主任春季研修会
費
特別支援教育室
各学校の教務主任の人権教育に対する認識を深めた。
2,376千円
・H28.5.13 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
の一部
・参加者：90人（公立・私立の全高等学校の教務主任が参加）
・講義

■教師と子どもがつながる人権教育研修講座
学校における人権教育～自尊感情を高めるための視点～
自尊感情を高める人権教育の日常的展開を目指した実践的指
導力の向上を図った。
・H28.5.19 長崎県教育センター
・幼･小･中･高･特別支援学校の希望者 26人
・講義、演習
■子どもと子どもがつながる人権教育研修講座
学校における人権教育～コミュニケーション力を高めるための
視点～
コミュニケーションの日常的展開を目指した実践的指導力の
向上を図った。
・H28.7.22 長崎県教育センター
・幼･小･中･高･特別支援学校の希望者 40人
・講義、演習
■各種研修会での人権教育講座の設定
○公立学校10年経験者研修（全体研修）
採用10年経過教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.4.28 長崎県教育センター
・小･中･高･特別支援学校の対象者 157人
・講義
○公立学校初任者研修
新規採用教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.5.13（小）、5.16（高・特）、7.27（中）
長崎県教育センター
・公立の小･中･高･特別支援学校の対象者 332人
・講義
○学校事務職員（10年経過）研修
学校事務職員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.7.14 長崎県教育センター
・県立学校事務職員の対象者 22人
・講義、演習
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教育研究・研 高校教育課
修費
（教育センター）
32,046千円
の一部

平成28年度事業の概要
○幼稚園等新規採用教員研修（宿泊研修Ⅰ）
新規採用教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.7.29 長崎県教育センター
・公･私立の幼稚園等新規採用教員 65人

事業費
担当課（室）
教育研究・研 高校教育課
修費
（教育センター）
32,046千円
の一部

(2)家庭、地域社会における人権教育
（家庭教育）
①家庭教育力の向上を目的とした家庭・子育て支援事業の推進
②家庭教育相談体制の整備・充実
③ひとり親家庭の支援のための研修会などの充実
④家庭、地域社会の教育力向上のための社会教育関係団体等での人権学習支援
（社会教育）
①地域が抱える課題や実態を踏まえた研修及び学習機会の提供による人権教育・啓発活動の充実
②社会教育関係者の質的向上をめざした研修会等の実施
③地域で活動する指導者の養成を目的とした専門的講座の充実
④人権教育の有効な手法とされる参加体験型学習の進め方や留意点について、指導者への一層の周知
と支援
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■家庭教育の推進
家 庭 教 育 支 こども未来課
子どもの教育や人格形成に最終的な責任を負っている家庭が、子 援 総 合 推 進
どもの「生きる力」を培う教育力を取り戻し、少子化、核家族化な 事業
どの変化の激しい現代社会に対応していくため、家庭教育支援の充 1,183千円
実を図った。
○「ながさきファミリープログラム」の普及
ＰＴＡなど親が集まる様々な機会に、長崎県家庭教育支援プ
ログラムを活用した学習の機会を提供するファシリテーターを
派遣
■「ココロねっこ運動」の推進
子どもの心の根っこを育てるため、大人のあり方を見直し、社
会全体で子どもを健やかに育む県民運動を推進した。
○広報・啓発
ポスター、チラシの配布

ココロねっ
こ運動事業
推進費
11,053千円
の一部

■県ＰＴＡ連合会（県との共催型）研修会（県内6地区）

PTA研修費 生涯学習課
2,669千円
の一部
社会教育振
興促進費
2,326千円
の一部

■公立高等学校ＰＴＡ連合会研修会（県内7地区8会場）
■社会教育関係者等研修会
社会教育活動の中心的役割を担う社会教育主事等の資質の向上
を図った。
○社会教育主事等研修会
H28.7.4～5、H29.1.27 大村市
○公民館職員等研修会（県北・離島・県南会場）
H28.12.20 大村市
○長崎県社会教育関係者スキルアップ連続講座
H28.6.20 開講式 ～ H29.2.14 閉講式 （17単位23講座）
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
人権・同和対策課
■社会人権・同和教育推進事業
社会人権・
社会教育における人権・同和教育の推進を図り、人権が尊重され 同和教育推
る長崎県づくりの取組を進めた。
進費
○社会人権・同和教育推進懇談会（参加者：183人）
9,881千円
地域の社会教育の指導者の立場にある者が一堂に会し、人 の一部
権・同和問題に関わる地域課題を協議した。
・H28.7.4対馬市 7.27松浦市 11.17西海市
・講義、ワークショップ
○社会人権・同和教育地区別研修会（参加者：145人）
社会教育関係者等の人権・同和問題に対する認識を深めた。
・H28.7.5対馬市 7.28松浦市 11.18西海市
・講義、ワークショップ
○
○人権教育中央研修会（参加者：572人）
社会教育関係者等に対して、人権・同和問題に関する認識を
深めるとともに、実践力の向上を図った。
・H29.2.1 長崎市
・講演Ⅰ 「部落問題の解決に向けた多様なアプローチ」
（一社）コアプラス 代表理事 武田 緑
・講演Ⅱ 「人権って何？～もう一つの人権の捉え方 守る
もの？ 使うもの？」
桜井・法貴グローバル教育研究所代表
桜井 高志
・講演Ⅲ 「みんながつくるみんなの学校～いつもいっしょが
あたりまえ～」
大阪市立大空小学校 初代校長 木村 泰子
○人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的マイノリテ
ィ、ハンセン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題
に関する認識を深めるとともに、研修力の向上を図った。
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
・講義、研究協議、演習
○地域リーダー養成講座（新規）（参加者：62人）
「参加体験型学習」の指導者（ファシリテーター）の養成・登
録をめざした講座を県内３地区で開催した。
・H28.8.25～26 西彼・西海地区（会場：時津町）
・H28.10.4
東彼・佐世保地区（会場：川棚町）
・H28.10.6～7 五島・新上五島地区（会場：五島市）
・講座、ファシリテーション実習、基礎養成・実習
○社会啓発資料作成事業
県内で取り組まれている人権教育啓発活動を紹介した。
・「じんけん ながさき 26」 3,400部
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平成28年度事業の概要
■人権教育啓発センター活動推進事業
本県の人権教育・啓発活動の拠点施設である人権教育啓発センタ
ーにおいて、人権に関する様々な県民からの相談に対応するなどの
人権相談サービスや、人権問題に関する様々な情報等の収集・提供
などの人権情報発信・提供体制の整備を図ることにより、人権が尊
重される社会づくりを推進した。
○人権問題に対する正しい理解と認識を深めるための広報・啓発
活動の推進
◇駅前じんけん講座
・H28.5.28 「人権に関する県民意識調査を読む」
嘱託職員 阿南 重幸
・H28.12.3 「みんなでつくる性的マイノリティサポートネ
ットワーク」
Take it 虹 代表 儀間 由里香
◇企画展
人権教育啓発センターにおいて、人権をテーマとした企画展
を開催した。
・H28. 5.2～ 8.31 「H27人権に関する県民意識調査の概要
・H28.11.11～12.28 「新聞記事に見るセクシャルマイノリ
ティ」
○社会教育関係者や企業・団体職員、行政職員などを対象にした
教育・研修活動を推進した。
○人権に関する悩みや研修の企画・講師等についての相談に対応
・H28年度相談件数：275件
○図書・ビデオライブラリーや情報収集・提供機能を活用した
学習や研修活動の支援
<H28年度>
・利用者数：1,200人
・図書貸出数：59冊
・ビデオ貸出本数：287本
・HPアクセス数：5,551件
○交流・研修フロアの活用により、人権をキーワードにした交
流と連携活動などを支援した。
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事業費
担当課（室）
5,332千円 人権・同和対策課

平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■人権・同和問題啓発事業
人権・同和 人権・同和対策課
人権尊重に関する正しい理解と人権尊重思想の啓発普及を図る 問題啓発費
ために研修会、講演会の開催及び｢長崎県人権・同和問題啓発強調 24,861千円
月間｣中に人権啓発イベントの開催や路線バス・路面電車内啓発広 の一部
告等の各種啓発事業を実施するとともに、市町、関係団体等に委託
して人権啓発活動の推進を図った。
人権教育啓
○スポーツ組織と連携協力した人権啓発活動
発センター
青少年や地域社会などに大きな社会的影響力を有するJリー 活動推進費
グ（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）と連携協力し、人権尊重の理念に関する正し 5,332千円
い 理解と人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的に、地域に の一部
密 着した多様な人権啓発活動を実施した。
◇人権啓発セレモニーの実施等
・H28.11.20 トランスコスモススタジアム長崎
・人権啓発セレモニーの実施、啓発グッズの配布、啓発ブー
スの設置ほか
・参加者 5,041人
◇人権ユニバーサル事業
・障害を持つアスリートによる講演（トークショー）
H28.7.31 トランスコスモススタジアム長崎
講演者 京谷和幸（元Ｊリーガー）
参加者 2,875人（講演時入場者数）
・ブラインドサッカー体験教室の実施
H28.8.21 トランスコスモススタジアム長崎
参加者 131人
・みんなで作ろう快適スタジアム（子どもによる外国語表記
での案内板の作成等）の実施
H28.10.8 トランスコスモススタジアム長崎
参加者 37人
○「長崎県人権・同和問題啓発強調月間」（11.11～12.10）に関
する事業
◇上記Jリーグ（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）と連携協力した人権セレモニ
ー等(H28.11.20)の実施（再掲）
◇人権教育啓発センターにおいて、企画展及び駅前じんけん講
座を開催
<駅前じんけん講座>
・H28.12.3 「みんなでつくる性的マイノリティサポートネ
ットワーク」
Take it 虹 代表 儀間 由里香
<企画展>（再掲）
・H28.11.11～12.28 「新聞記事に見るセクシャルマイノリ
ティ」
◇ポスター、チラシの作成、配布
◇路面電車、路線バスによる啓発（路線バスは県内全域）
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
○人権啓発活動地方委託事業
人権・同和 人権・同和対策課
県内全市町に対し、各地域での人権啓発活動事業を委託した。問題啓発費
・講演会の開催
24,861千円
・啓発資料の作成・配布
の一部
・研修会の開催
ほか
人権教育啓
発センター
活動推進費
5,332千円
の一部
■長崎っ子を育む地域・家庭教育力向上推進事業
県内６市町の小・中学校区の中から推進校区を指定し、当該校区
の「学校支援会議」を核としながら、その取組を更に充実・活性化
させ、ＰＴＡをはじめとする地域の社会教育関係団体や、公民館な
ど社会教育施設の事業と連携することにより、地域全体で地域や家
庭の教育力の向上を図った。
（主な取組内容）
○効率的な組織の構築
○地域コーディネーターの設置と活用
○「子どもへのメッセージ」の策定
○「ながさきファミリープログラム」の活用
○研修会等による関係者の資質向上 など

4,422千円 生涯学習課

■放課後子ども教室推進事業
小学校区に居住する全ての子どもを対象として、放課後や週末等
に小学校や公民館等を活用し、地域の方々の参画のもと、自然・文
化・芸術・歴史等にふれる体験活動や交流活動、スポーツや学習等
の機会を提供した。
○県の事業
・推進委員会設置と開催（年2回開催）
・放課後子ども総合プラン及び土曜学習指導者合同研修会開催
（年4回開催）
○放課後子ども教室の実施主体は市町
○県内19市町(中核市除く)のうち15市町で46教室を実施
○市町の事業
・運営委員会の設置と開催
・放課後子ども教室の運営
・地域コーディネーター、教育活動推進員、教育活動サポータ
ーの配置
○教室の実施場所は、小学校、公民館 等
○活動内容は、文化活動、スポーツ活動、体験活動、読書、英会
話、異年齢交流 等

8,822千円
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平成28年度事業の概要
■ながさき土曜学習推進事業
すべての子どもたちの土曜日の教育活動の充実のために、地域の
多様な経験や技能を持つ人材・企業との協力により、土曜日の体系
的・継続的な教育プログラムを企画・実施する取組を支援し、教育
支援体制の構築を図った。
（主な取組内容）
○17市町181箇所で実施
○ながさき土曜学習応援団の派遣
○放課後子ども総合プラン・土曜学習指導者合同研修会を県内4
箇所で実施

事業費
担当課（室）
8,068千円 生涯学習課

(3)企業、団体等における人権教育・啓発
①企業等内で効果的に人権教育・啓発活動に取り組める体制の推進
②職場内研修のあり方等についての助言、情報提供及び講師派遣等
③働きやすい職場環境づくりや労働セミナーや女性の活躍の取組等
④経営者団体等への研修・啓発推進の要請
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■企業人権啓発セミナー
人権・同和問 人権・同和対策課
企業・団体の人事・労務担当者等に対して、企業等内での人権啓 題啓発費
発活動を推進していくうえで必要な知識やスキルを習得してもらう 24,861千円
ためのセミナーを開催した。
の一部
【前期】
講座1「企業における人権啓発と研修の進め方」
大阪企業人権協議会サポートセンター長 芝本 正明
講座2「ＬＧＢＴが安心して働くことのできる職場と社会の実現
をめざして」
ＦＲＥＮＳ 代表 石崎 杏里
【後期】
講座3「企業とハラスメント防止の課題」
(有)ビジネス・パートナー・オフィス
代表取締役 桑野 里美
講座4「企業の社会的責任（ＣＳＲ）と人権」
青山学院大学法学部 講師 高橋 宗瑠
・H28.11.24 長崎会場（前期）
参加者 47人
・H28.11.25 佐世保会場（前期） 参加者 24人
・H29.1.25 長崎会場（後期）
参加者 45人
・H29.1.26 佐世保会場（後期） 参加者 18人
合 計 134人
■依頼等により、企業・団体職員へ人権・同和問題研修を行った。
計65回 参加者 7,579人
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
男女参画
・女性活躍
■「ながさき女性活躍推進会議」と連携した経営者向けセミナーや企 ながさき女
業表彰、事業所ヒアリング等を実施することにより、経営者の意識 性輝き応援 推進室
改革を図るとともに、企業におけるワーク･ライフ･バランスの推進 プロジェク
など、男女がともに働きやすい環境づくりに取り組んだ。
ト
・経営者向けセミナー：31回
18,974千円
長崎市17回、佐世保市5回、諫早市4回、
の一部
対馬市、壱岐市、五島市、時津町、新上五島町 各1回
・企業表彰：3社（H28.12.22長崎市）
表彰式、基調講演
・事業所ヒアリング：63社
■誰もが働きやすい職場づくり支援事業
誰もが働き
○労働セミナー
やすい職場
中小企業の労働環境の向上や男女雇用機会均等などに関する づくり支援
啓発のためのセミナーを開催した。
事業費
・H28.6.15 県南地区 参加者:66人
9,105千円の
・H28.6.16 県北地区 参加者:49人
一部
○就業規則作成研修会
就業規則や労働法規などに関する研修会を開催した。
・H28.8.2 県南地区 参加者：70人
・H28.7.26 県北地区 参加者：53人
○職場環境づくりアドバイザー派遣事業
中小企業にアドバイザー８名（社会保険労務士など）を派遣
し、ワーク・ライフ・バランスの推進等、企業ニーズに応じた
誰もが働きやすい職場環境に改善するためのアドバイスを行っ
た。
・アドバイザー 8人
・派遣事業所数 11事業所
○企業内推進職員養成研修会
企業内での職場環境を改善するキーパーソンの養成研修を3
回連続講座で行った。
・H28.8.1（第1回）、H28.9.15（第2回）、H28.10.6（第3回）
参加30社（31人）
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雇用労働政策課

２．特定職業従事者に対する教育・啓発の推進
(1)公務員に対する人権研修
平成28年度事業の概要
■新規採用職員中期研修
採用後3ケ月を経過した県職員に対し、本県職員としての自覚
を高め、人権・同和問題に対して正しい理解と認識を深めるこ
とを目的として実施した。
・開催日：H28.7.6
・場 所：長崎県勤労福祉会館
・参加者：H28年度新規採用職員 118人

■県職員研修
・対 象:全職員 37回 1,301人
・内 容:人権・同和問題についての講義

事業費

人権・同和
問題啓発費
24,861千円
の一部

担当課（室）
新行政推進室

人権・同和対策課

(2)教職員に対する人権研修
平成28年度事業の概要
■関係機関（県教育委員会・関係団体）が作成している啓発資料を私
立学校に送付し、人権・同和教育の推進に努めた。（再掲）

事業費

担当課（室）
学事振興課

■関係機関（県教育委員会・関係団体）が開催する研究大会、講演会
を私立学校へ案内し、人権教育の推進に努めた。（再掲）

■教育庁職員等人権・同和教育研修会
4回 110人

社会人権・
同和教育推
進費
9,881千円
の一部

■幼稚園職員研修（長崎県教育センター主催）（再掲）
幼稚園等新規採用教員研修（宿泊研修Ⅰ）
・日 程：H28.7.29
・場 所：雲仙宮崎旅館
・内 容：「人権課題に気付くことの大切さ」
「人権課題に気付くためのワークショップ」
「幼稚園における人権教育の意義」
・参加者：新規採用幼稚園教諭、保育教諭 63人
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人権・同和対策課

こども未来課

平成28年度事業の概要
■学校事務職員研修の中に人権・同和教育研修の設定
事務職員の人権教育に対する認識を深めた。
○初任者研修（全体研修）
対象：新規採用の事務職員
H28.5.16 長崎県教育センター 参加者：34人
○10年経験者研修
対象：採用10年経過の事務職員
H28.7.14 長崎県教育センター 参加者：21人
○教育事務職員（ステップ）研修
対象：採用2年目の事務職員
H28.11.15 交通産業ビル 参加者：29人
■人権教育研究推進事業（文部科学省委託事業）（再掲）
県内の人権教育の一層の推進を図るため、文部科学省の委託事業
「人権教育研究推進事業」を受託し、人権教育に関する指導内容・
方法の充実・改善を目的とした実践的な研究を実施し、研究成果等
を県内に普及した。
○人権教育総合推進地域事業
学校、家庭、地域社会が一体となった教育上の総合的な研究
を実施し、人権教育の一層の推進を図った。
・諫早市立真城中学校区
（真城中学校、真城小学校、真崎小学校）
○人権教育研究指定校事業
学校における人権教育に関する指導方法の改善及び充実に資
することを目的とした実践的な研究を実施し、人権教育の一層
の推進を図った。
・大村市立萱瀬中学校
■地区別人権教育研修会（再掲）
同和問題をはじめとする様々な人権問題及び人権教育について研
修を行い、教職員の資質の向上を図り、各学校（園）における人権
教育の充実に資する取組を県内9会場で実施した。
・参加対象：各公立幼・小・中・高等学校及び特別支援学校の人
権教育担当者
・日程、地域、参加者
8/24
対馬市 41人
8/26
西海市、西彼杵郡、長崎市（公立幼稚園・小・中学
校を除く） 55人
8/30
壱岐市 33人
9/ 7
新上五島町 22人
9/ 8
諫早市、大村市、東彼杵郡 102人
9/13
五島市 35人
9/14
平戸市、松浦市、佐々町 52人
9/15
島原市、雲仙市、南島原市 79人
9/23
佐世保市、小値賀町 95人
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事業費
学校事務職
員研修
3,127千円
の一部

担当課（室）
教職員課

1,160千円 義務教育課

平成28年度事業の概要
■高等学校人権教育研修会（再掲）
人権教育について研修を深め、教員の実践的指導力の充実を図
った。
・H29.1.17 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
・参加者：79人
（高等学校、特別支援学校の高等部から各学校1名参加要請）
・講義、ワークショップ

事業費
教職員研修
費
2,376千円
の一部

担当課（室）
高校教育課
特別支援教育室

教育研究・
研修費
32,046千円
の一部

高校教育課
（教育センター）

■各種研修会での人権教育講座の設定（再掲）
高等学校教務主任春季研修会
各学校の教務主任の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.5.13 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
・参加者：90人（公立・私立の全高等学校の教務主任が参加）
・講義
■教師と子どもがつながる人権教育研修講座（再掲）
学校における人権教育～自尊感情を高めるための視点～
自尊感情を高める人権教育の日常的展開を目指した実践的指
導力の向上を図った。
・H28.5.19 長崎県教育センター
・幼･小･中･高･特別支援学校の希望者 26人
・講義、演習
■子どもと子どもがつながる人権教育研修講座（再掲）
学校における人権教育～コミュニケーション力を高めるための
視点～
コミュニケーションの日常的展開を目指した実践的指導力の
向上を図った。
・H28.7.22 長崎県教育センター
・幼･小･中･高･特別支援学校の希望者 40人
・講義、演習
■各種研修会での人権教育講座の設定（再掲）
○公立学校10年経験者研修（全体研修）
採用10年経過教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.4.28 長崎県教育センター
・小･中･高･特別支援学校の対象者 157人
・講義
○公立学校初任者研修
新規採用教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.5.13（小）、5.16（高・特）、7.27（中）
長崎県教育センター
・公立の小･中･高･特別支援学校の対象者 332人
・講義
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平成28年度事業の概要
○学校事務職員（10年経過）研修
学校事務職員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.7.14 長崎県教育センター
・県立学校事務職員の対象者 22人
・講義、演習
○幼稚園等新規採用教員研修（宿泊研修Ⅰ）
新規採用教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.7.29 長崎県教育センター
・公･私立の幼稚園等新規採用教員 65人
・講義、演習

事業費
教育研究・
研修費
32,046千円
の一部

担当課（室）
高校教育課
（教育センター）

(3)警察官に対する人権研修
平成28年度事業の概要
■警察学校における被害者支援等に関する教養の実施
・対象：初任科生、刑事任用科等専務任用科生、被害者支援専科
等各専科生
延べ8回 対象者計145人
・内容：被害者の現状、被害者支援の重要性について

事業費

担当課（室）
警務課

事業費

担当課（室）
消防保安室
（消防学校）

■各警察署における被害者支援等に関する職場教養の実施
○各警察署における独自の教養
・対象：各警察署の署員 27回実施
・内容：定期招集日を利用した「被害者支援専科」入校者によ
る還元教養等を実施。
○警察本部警務課犯罪被害者支援室担当者による巡回教養
・対象：県下23署の職員 各署1回実施（計23回）
・内容：被害者支援の概要と現状等

(4)消防職員に対する人権研修
平成28年度事業の概要
■消防職員に対する人権研修
○講義：人権・同和問題
消防職員に必要な人権・同和問題に対する認識を深めた。
H28.6.1 第70期初任科 37人
H28.9.21 第71期初任科 38人
○講義：人権問題（パワーハラスメントとセクシャルハラスメント）
消防職員（幹部職員）に必要な人権問題に対する認識を深めた。

H28.11.30 第40期 初級幹部科 16人
H28.12.8 第10期 中級幹部科 12人
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(5)福祉保健関係者に対する人権研修
平成28年度事業の概要
■高齢者権利擁護推進員養成研修
※看護職員研修も同時実施
・開 催 日：H29.3.29～30
・場 所：長崎県勤労福祉会館
・参加者数：71人
・内 容：各施設・地域において権利擁護を指導する「権利擁
護推進員」を養成するための研修を行った。
■保育士等に対する研修
保育所等に勤務する保育士等の資質向上のため、研修会を開催。
○保育の質の向上のための研修事業
初任者、主任などの段階別等の研修を実施。
■放課後児童支援員に対する研修
放課後児童クラブに勤務する指導員等の資質向上のため、研修会
を開催。
○放課後児童支援員認定資格研修
保育士、社会福祉士等の資格を有する者で、放課後児童支援
員として放課後児童クラブに従事するために必要な研修を実
施。全16科目・24時間の研修項目の中に、権利擁護に関する科
目（90分）あり。
○放課後児童支援員等資質向上研修
放課後児童支援員の資質向上のための研修を実施。
■児童養護施設等職員研修（リーダー職員）
・H28.10.11～13 長崎市
・児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期治
療施設職員 31人
・行政説明・講義・グループワーク・意見交換
■児童福祉施設及び里親のための児童虐待防止研修
・児童養護施設、乳児院職員及び里親 123人
・被措置児童等虐待防止のための講義、グループワーク
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事業費

担当課（室）
長寿社会課

3,854 千円 こども未来課

2,502千円

315千円 こども家庭課

３．推進環境の整備
(1)ネットワークの構築
平成28年度事業の概要
事業費
■本県の人権教育・啓発活動の拠点施設である人権教育啓発センター 人権教育啓
の交流・研修フロアの活用により、人権をキーワードにした交流と 発センター
連携活動などの支援を行った。（再掲）
活動推進費
5,332千円
の一部
■市町人権・同和行政担当課長及び市町教育委員会人権教育担当課長 人権施策推
合同会議
進費
・H28.5.31 県消費生活センター講座室
3,233千円
・参加者：38人
の一部

■全国人権同和行政促進協議会への参加
人権・同和
同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向けた施策を促 問題啓発費
進するため、政府施策に対する要望活動を中心に調査研究、情報交 24,861千円
換、広報啓発等の事業を行った。
の一部
・会員：24都府県市 （20都府県、4政令市）
■県人権啓発活動ネットワーク協議会への参加
スポーツ組織と連携協力した人権啓発活動を協議会と連携して開
催した。
・構成：法務局、県人権擁護委員連合会、県、長崎市、市教委

■県人権教育研究協議会との連携・支援
社会人権・
協議会は県内の教職員を主な会員に組織されており、部落問題を 同和教育推
はじめとするあらゆる人権問題の解決をめざす教育の研究と実践に 進費
努めている。会員数は約3,500人
9,881千円
<活動内容>
の一部
・県人権教育講演会、県人権教育研究大会、人権セミナー、進路・
学力保障研修会、部落問題学習・人権総合学習実践交流会、会
報・人権教育資料の発行、調査・研究活動、関係団体との連携・
交流
<連携支援内容>
・人権・同和対策課の地区別・中央研修会等での講師招へい
・各種研究大会等の共催による経費の支援
・各種研修会等への後援など
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担当課（室）
人権・同和対策課

平成28年度事業の概要
事業費
■進路保障に関する協議会
社会人権・
関係機関・団体が相互に連携を図りながら、生徒の進路保障（新規 同和教育推
卒業者の公正な採用選考の実現等）に関して、意見交換・連絡協議 進費
を行った。
9,881千円
構成：8機関（団体）
の一部
長崎労働局職業安定課、県教育庁高校教育課、県人権・同和
対策課、県学事振興室、県人権教育研究協議会、高等学校長
協会、高等学校進路保障協議会、部落解放同盟長崎県連合
会
<主な協議事項>
・就職選考違反事例とその後の対応等に関する報告協議
・受験面接結果等の提出方法等の改善
・高校入試や大学入試等に際しての面接等の問題など
・就労支援、就学支援についての協議

担当課（室）
人権・同和対策課

■人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）（再掲）
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的マイノリティ、
ハンセン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題に関する
認識を深めるとともに、研修力の向上を図った。
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
・講義、研究協議、演習
■地域リーダー養成講座（新規）（参加者：62人）（再掲）
「参加体験型学習」の指導者（ファシリテーター）の養成・登
録をめざした講座を県内3地区で開催した。
・H28.8.25～26 西彼・西海地区（会場：時津町）
・H28.10.4
東彼・佐世保地区（会場：川棚町）
・H28.10.6～7 五島・新上五島地区（会場：五島市）
・講座、ファシリテーション実習、基礎養成・実習

(2)人材の育成
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■社会人権・同和教育推進懇談会（参加者：183人）（再掲）
社会人権・ 人権・同和対策課
地域の社会教育の指導者の立場にある者が一堂に会し、人権・同 同和教育推
和問題に関わる地域課題を協議した。
進費
・H28.7.4対馬市 7.27松浦市 11.17西海市
9,881千円
・講義、ワークショップ
の一部
■社会人権・同和教育地区別研修会（参加者：145人）（再掲）
社会教育関係者等の人権・同和問題に対する認識を深めた。
・H28.7.5対馬市 7.28松浦市 11.18西海市
・講義、ワークショップ
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■■人権教育中央研修会（参加者：572人）（再掲）
社会人権・ 人権・同和対策課
社会教育関係者等に対して、人権・同和問題に関する認識を深め 同和教育推
るとともに、実践力の向上を図った。
進費
・H29.2.1 長崎市
9,881千円
・講演Ⅰ 「部落問題の解決に向けた多様なアプローチ」
の一部
（一社）コアプラス 代表理事 武田 緑
・講演Ⅱ 「人権って何？～もう一つの人権の捉え方 守るも
の？使うもの？」
桜井・法貴グローバル教育研究所
代表 桜井 高志
・講演Ⅲ 「みんながつくるみんなの学校～いつもいっしょが
あたりまえ～」
大阪市立大空小学校 初代校長 木村 泰子
■人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）（再掲）
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的マイノリティ、
ハンセン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題に関する
認識を深めるとともに、研修力の向上を図った。
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
・講義、研究協議、演習
■人権・同和教育地域リーダー養成講座（新規）（参加者：62人）（再掲）
「参加体験型学習」の指導者（ファシリテーター）の養成・登
録をめざした講座を県内３地区で開催した。
・H28.8.25～26 西彼・西海地区（会場：時津町）
・H28.10.4
東彼・佐世保地区（会場：川棚町）
・H28.10.6～7 五島・新上五島地区（会場：五島市）
・講座、ファシリテーション実習、基礎養成・実習

(3)学習プログラムと教材の開発と活用
平成28年度事業の概要
■社会啓発資料作成事業（再掲）
県内で取り組まれている人権教育啓発活動を紹介した。
・「じんけん ながさき 26」 3,400部
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事業費
社会人権・
同和教育推
進費
9,881千円
の一部

担当課（室）
人権・同和対策課

(4)情報提供システムの充実
平成28年度事業の概要
事業費
■人権教育啓発センターのホームページ等により、人権に関する情報 人権教育啓
の収集・提供・発信を行うとともに、図書ライブラリーやビデオラ 発センター
イブラリーの設置、センター情報誌の発行などの広報・啓発活動を 活動推進費
推進した。（再掲）
5,332千円
<H28年度>
の一部
・利用者数：1,200人
・図書貸出数：59冊
・ビデオ貸出本数：287本
・HPアクセス数：5,551件

担当課（室）
人権・同和対策課

■生涯学習情報提供システム（ながさき県民大学・ながさきまなびネ 生涯学習情
ット・県視聴覚ライブラリー）
報提供シス
県内の生涯学習に関する情報や資料を効果的に提供し、生涯学習 テム整備費
の一層の推進を図った。
6,418千円
○講座情報の中に、各地域における人権研修会や指導者の情報を の一部
提供した。
ながさき県
○生涯学習課のホームページ（まなびネット）やながさき県民大 民大学事業
学講座一覧等から、人権教育にかかる講習会や研修会の案内を 費
行った。
2,614千円
・講座数 25講座
の一部
○視聴覚ライブラリーでは人権教育関係のビデオ等の紹介、貸出 視聴覚教育
を行った。
普及費
・利用回数 276回（利用者 13,499人）
374千円
の一部

生涯学習課

(5)市町の実態に応じた教育・啓発の推進
平成28年度事業の概要
事業費
■市町人権施策推進支援
人権施策推
長崎県人権教育・啓発基本計画に基づき、市町の人権施策推進の 進費
ための基本方針策定等を支援した。
3,233千円
○市町人権・同和行政担当課長会議の開催 H28.5.31
の一部
○市町基本計画策定の要請
人権・同和
○県職員人権問題研修への参加案内
問題啓発費
○市町が行う職員研修への講師派遣
24,861千円
の一部
■人権啓発活動地方委託事業（再掲）
県内全市町に対し、各地域での人権啓発活動事業を委託した。
・講演会の開催
・啓発資料の作成・配布
・研修会の開催
ほか
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担当課（室）
人権・同和対策課

平成28年度事業の概要
■市町・市町教育委員会人権担当者研修会（参加者：25人）
・H28.8.30 長崎市

事業費
社会人権・
同和教育推
進費
■人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）（再掲）9,881千円
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的少数者、ハン の一部
セン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題に関する認識
を深めるとともに、研修力の向上を図った。
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
・講義、研究協議、演習
■地域リーダー養成講座（新規）（参加者：62人） （再掲）
「参加体験型学習」の指導者（ファシリテーター）の養成・登
録をめざした講座を県内3地区で開催した。
・H28.8.25～26 西彼・西海地区（会場：時津町）
・H28.10.4
東彼・佐世保地区（会場：川棚町）
・H28.10.6～7 五島・新上五島地区（会場：五島市）
・講座、ファシリテーション実習、基礎養成・実習
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担当課（室）
人権・同和対策課

４．相談・支援体制の整備
(1)相談機能の整備・充実
(2)教育・研修や交流・連携活動等の支援
平成28年度事業の概要
■人権教育啓発センター活動推進事業（再掲）
本県の人権教育・啓発活動の拠点施設である人権教育啓発センタ
ーにおいて、人権に関する様々な県民からの相談に対応するなどの
人権相談サービスや、人権問題に関する様々な情報等の収集・提供
などの人権情報発信・提供体制の整備を図ることにより、人権が尊
重される社会づくりを推進した。
○人権問題に対する正しい理解と認識を深めるための広報・啓発
活動の推進
◇駅前じんけん講座
・H28.5.28 「人権に関する県民意識調査を読む」
嘱託職員 阿南 重幸
・H28.12.3 「みんなでつくる性的マイノリティサポートネ
ットワーク」
Take it 虹 代表 儀間 由里香
◇企画展
人権教育啓発センターにおいて、人権をテーマとした企画展
を開催した。
・H28. 5.2～ 8.31 「H27人権に関する県民意識調査の概要
・H28.11.11～12.28 「新聞記事に見るセクシャルマイノリ
ティ」
○社会教育関係者や企業・団体職員、行政職員などを対象にした
教育・研修活動を推進した。
○人権に関する悩みや研修の企画・講師等についての相談に対応
・H28年度相談件数：275件
○図書・ビデオライブラリーや情報収集・提供機能を活用した
学習や研修活動の支援
<H28年度>
・利用者数：1,200人
・図書貸出数：59冊
・ビデオ貸出本数：287本
・HPアクセス数：5,551件
○交流・研修フロアの活用により、人権をキーワードにした交
流と連携活動などを支援した。
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事業費
担当課（室）
5,332千円 人権・同和対策課

５．重要課題別の施策の推進
(1)女性の人権
①男女共同参画社会の実現に向けた啓発・普及の推進
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■男女共同参画社会づくりに向けた啓発活動を行うとともに、市町、男女共同参 男女参画・女性活
男女共同参画推進員・アドバイザー等を構成員として、県内8地域 画基本施策 躍推進室
に設置した「男女共同参画地域活動促進会議」が実施する活動に対 推進事業費
し助成を行い、地域の実情に応じた男女共同参画（女性活躍推進）12,428千円
に係る取組を促進した。
の一部
○男女共同参画に関する広報・啓発
・ラジオ番組「With You」を月2回放送
・情報誌の発行
男女共同参画推進センターだより 年3回（各6,500部）
ニュースレター
年2回（各200部）
・男女共同参画週間等における啓発
県庁舎への懸垂幕掲示、市町と連携したイベントにおける
啓発
○長崎県男女共同参画推進員による普及・啓発活動
・活動実績：推進員22人 年間426回（1人あたり19.4回）

②政策・方針決定過程への女性の参画拡大
平成28年度事業の概要
■「審議会等の委員への女性登用促進要綱」に基づき、女性委員の登
用計画を策定し、女性の参画拡大を図った。
・公募委員については、その総数の1/2を超える女性委員の登用
に努めるなど、女性が参画する機会を確保
・委員改選時期を管理し、要綱に基づく部局からの事前協議を
徹底
・各審議会等における委員選任方法の見直しの参考とするため、
他県の登用状況等を情報提供

事業費

担当課（室）
男女参画・女性活
躍推進室

③雇用における女性の人権尊重
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■「ながさき女性活躍推進会議」と連携した経営者向けセミナーや企 ながさき女 男女参画・女性活
業表彰、事業所ヒアリング等を実施することにより、経営者の意識 性輝き応援 躍推進室
改革を図るとともに、企業におけるワーク･ライフ･バランスの推進 プロジェク
など、男女がともに働きやすい環境づくりに取り組んだ。（再掲） ト
・経営者向けセミナー：31回
18,974千円
長崎市17回、佐世保市5回、諫早市4回、
の一部
対馬市、壱岐市、五島市、時津町、新上五島町 各1回
・企業表彰：3社（H28.12.22長崎市）
表彰式、基調講演
・事業所ヒアリング：63社
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平成28年度事業の概要
事業費
■誰もが働きやすい職場づくり支援事業（再掲）
誰もが働き
○労働セミナー
やすい職場
中小企業の労働環境の向上や男女雇用機会均等などに関する づくり支援
啓発のためのセミナーを開催した。
事業費
・H28. 6.15 県南地区 参加者:66人
9,105千円の
・H28. 6.16 県北地区 参加者:49人
一部
○就業規則作成研修会
就業規則や労働法規などに関する研修会を開催した。
・H28. 8.2 県南地区 参加者：70人
・H28. 7.26 県北地区 参加者：53人
○職場環境づくりアドバイザー派遣事業
中小企業にアドバイザー８名（社会保険労務士など）を派遣
し、ワーク・ライフ・バランスの推進等、企業ニーズに応じた
誰もが働きやすい職場環境に改善するためのアドバイスを行っ
た。
・アドバイザー 8人
・派遣事業所数 11事業所
○企業内推進職員養成研修会
企業内での職場環境を改善するキーパーソンの養成研修を3
回連続講座で行った。
・H28.8.1（第1回）、H28.9.15（第2回）、H28.10.6（第3回）
参加30社（31人）

④女性等に対するあらゆる暴力の根絶
平成28年度事業の概要
■庁内関係課や県内男女共同参画センターと連携し、女性に対する暴
力をなくす運動に係る広報や意識啓発を図った。
・人権・同和対策課との連携
Ｖ.ファーレン長崎のホームゲーム最終戦で啓発物を配布
（H28.11.20 諫早市）
・県内男女共同参画センターとの連携
自分の身を守るための護身術講座、啓発物配布
（H28.11.16 雲仙市、H28.11.20 大村市）
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事業費

担当課（室）
雇用労働政策課

担当課（室）
男女参画・女性活
躍推進室

平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■性暴力被害者等支援に関する事業
性暴力被害 交通・地域安全課
○性暴力被害者の相談窓口開設
者支援事業
・公益社団法人長崎犯罪被害者支援センターに、性暴力被害者 費
が必要な支援を受けられる専用の性暴力被害者支援相談窓 8,179千円
の一部
口『サポートながさき』をH28.4.1に開設し、実施
○相談窓口の広報啓発
・ホームページによる広報
・県の全世帯広報紙（H28.6月号）
・県からのお知らせ新聞（H28.4.7）
・ステッカー（バス用1,200枚,タクシー用3,300枚）
・ポスター（3,000枚）
・リーフレット（10,000枚）
・携帯型カード（20,000枚）

■暴力を許さない社会づくりに向けた啓発活動や長崎及び佐世保こど 50,732千円 こども家庭課
も・女性・障害者支援センターの専門的相談機能の充実、関係機関
との連携により被害者の立場にたった相談から自立までの切れ目の
ない支援と暴力を未然に防ぐための意識の啓発により、女性の人権
が尊重される社会の実現を推進した。
○ＮＰＯとの協働によるＤＶ被害者の自立支援
・ＤＶ被害者等自立支援事業
支援対象 55世帯
・ステップハウス運営事業
支援対象 6世帯
○ＤＶ防止啓発事業
・中学生から高校生を対象に親密な間柄の対等な人間関係の構
築について理解を深めてもらうための教育を行うことによ
り、学校におけるＤＶ予防への啓発及び暴力の未然防止に取
り組み推進することを目的として実施した。
高等学校 25校 4,809人
・大学生や社会人等を対象に、ＤＶに関する正しい理解を深め
てもらうため、学校や事業所等が開催する講演会等に講師を
派遣することにより、地域におけるＤＶ予防への啓発及び暴
力の未然防止に取り組み推進することを目的として実施し
た。
3団体 126人参加
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(2)子どもの人権
①子どもの意見表明・参加が尊重される社会づくりの推進
平成28年度事業の概要
■児童虐待総合対策事業
児童虐待の早期発見・早期対応の促進、被害児童の心のケア及び
虐待を加えた保護者への指導体制を整備した。
○保護者に対するカウンセリング強化事業
精神科医等による保護者や児童相談所職員への助言及び指
導
○児童虐待関係職員研修
児童虐待に対する関係機関職員等の研修
○家族再統合支援事業
ペアレント･トレーニング等の方法による生活環境整備や養
育技術の指導
○法的対応機能強化事業
児童相談所の援助を円滑に行うため、弁護士による司法的な
調整や援助
○24時間･365日体制強化事業
土･日相談窓口を開設
○医療的機能強化事業（ケースアドバイザー事業）
専門の医師による医学的判断及び医療･保健･福祉等の関係
職員を対象とした研修会の実施
○身元保証人確保対策事業
身元保証人を確保し、社会的自立を促進
○一時保護機能強化事業
一時保護所に学習指導協力員を配置、学力に応じた学習指導
○児童家庭支援センター運営費補助
児童及び家庭に関する相談対応等を行う児童家庭支援セン
ターの運営費補助
○安全確認のための体制強化
虐待通告のあった児童への目視による安全確認等強化のた
め非常勤職員を配置
○児童虐待防止のための広報啓発事業
■こども家庭110番
長崎こども・女性・障害者支援センターにおいて、児童及び家庭
に関する問題について、休日・夜間を含めた電話相談を行うととも
に、相談内容に対して適切な対応をするため、児童家庭専門家チー
ムによる技術的指導を行った。
・開設時間：毎日9時～20時 土・日も実施（但し、祝祭日、年末年
始は除く）
・電話相談員：専任3人（嘱託職員）
・相談件数（H28年度）：1,236件
・専門家チームによる検討：月1回
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事業費
担当課（室）
31,628千円 こども家庭課

8,211千円

②地域全体で取り組む子育ての支援と支援サービスの充実

平成28年度事業の概要
■地域子育て支援拠点事業の推進
育児不安についての相談や子育てに関する情報提供等地域の実情
に応じたきめ細かな子育て支援サービスの提供を行う「地域子育て
支援拠点」の施設面の環境改善を図った。

事業費
担当課（室）
1,152千円 こども未来課

■保育所等の設置促進
施設型給付
共働き等の家庭の支援のため、保育所、認定こども園等の多様な 事業費・地域
保育サービスの充実を図った。
型保育給付
事業費
8,904,184
千円
長崎県安心
こども基金
事業費
507,274千円
放課後児童
■放課後児童クラブの設置促進
教育委員会が進める「放課後子ども教室」と連携を図り、総合的 ク ラ ブ 運 営
な放課後対策である「放課後子どもプラン」として、放課後児童クラ 費補助金
837,337 千円
ブの設置を促進した。
児童厚生施
設整備補助
金
28,329 千円
■家庭教育の推進（再掲）
子どもの教育や人格形成に最終的な責任を負っている家庭が、子
どもの「生きる力」を培う教育力を取り戻し、少子化、核家族化な
どの変化の激しい現代社会に対応していくため、家庭の教育力の充
実を図った。
○「ながさきファミリープログラム」の普及
ＰＴＡなど親が集まる様々な機会に、長崎県家庭教育支援プ
ログラムを活用した学習の機会を提供するファシリテーター
を派遣
■長崎っ子を育む地域・家庭教育力向上推進事業（再掲）
県内６市町の小・中学校区の中から推進校区を指定し、当該校区
の「学校支援会議」を核としながら、その取組を更に充実・活性化
させ、ＰＴＡをはじめとする地域の社会教育関係団体や、公民館な
ど社会教育施設の事業と連携することにより、地域全体で地域や家
庭の教育力の向上を図った。
（主な取組内容）
○効率的な組織の構築
○地域コーディネーターの設置と活用
○「子どもへのメッセージ」の策定
○「ながさきファミリープログラム」の活用
○研修会等による関係者の資質向上 など
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1,183千円

4,422千円 生涯学習課

平成28年度事業の概要
■放課後子ども教室推進事業（再掲）
小学校区に居住する全ての子どもを対象として、放課後や週末等
に小学校や公民館等を活用し、地域の方々の参画のもと、自然・文
化・芸術・歴史等にふれる体験活動や交流活動、スポーツや学習等
の機会を提供した。
○県の事業
・推進委員会設置と開催（年2回開催）
・放課後子ども総合プラン及び土曜学習指導者合同研修会開催
（年4回開催）
○放課後子ども教室の実施主体は市町
○県内19市町(中核市除く)のうち15市町で46教室を実施
○市町の事業
・運営委員会の設置と開催
・放課後子ども教室の運営
・地域コーディネーター、教育活動推進員、教育活動サポータ
ーの配置
○教室の実施場所は、小学校、公民館 等
○活動内容は、文化活動、スポーツ活動、体験活動、読書、英会
話、異年齢交流 等

事業費
担当課（室）
8,822千円 生涯学習課

■ながさき土曜学習推進事業（再掲）
すべての子どもたちの土曜日の教育活動の充実のために、地域の
多様な経験や技能を持つ人材・企業との協力により、土曜日の体系
的・継続的な教育プログラムを企画・実施する取組を支援し、教育
支援体制の構築を図った。
（主な取組内容）
○17市町181箇所で実施
○ながさき土曜学習応援団の派遣
○放課後子ども総合プラン・土曜学習指導者合同研修会を県内4
箇所で実施

8,068千円

③子どもの健やかな成長のための教育環境の整備
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■長崎県少年保護育成条例に基づく立入調査
非行防止・環 こども未来課
市町と連携・協力し、有害図書類等の区分陳列の状況など確認の 境浄化対策
ため、書店、コンビニエンスストア、ビデオレンタル店などの立入 費
調査を行った。
618千円
の一部
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■メディア安全指導員の派遣
長 崎 っ 子 の こども未来課
子どものフィルタリングの利用率の向上、親や子どものメディア た め の メ デ
リテラシーの向上を図るため、
「メディア安全指導員」の養成、派 ィ ア 環 境 改
遣を行い、学校、ＰＴＡなどで講習会を実施した。
善事業費
1,592千円
の一部
1,183 千円
■家庭教育の推進（再掲）
子どもの教育や人格形成に最終的な責任を負っている家庭が、子
どもの「生きる力」を培う教育力を取り戻し、少子化、核家族化な
どの変化の激しい現代社会に対応していくため、家庭教育支援の充
実を図った。
○「ながさきファミリープログラム」の普及
ＰＴＡなど親が集まる様々な機会に、長崎県家庭教育支援プロ
グラムを活用した学習の機会を提供するファシリテーターを
派遣
■児童虐待総合対策事業（再掲）
児童虐待の早期発見・早期対応の促進、被害児童の心のケア及び
虐待を加えた保護者への指導体制を整備した。
○保護者に対するカウンセリング強化事業
精神科医等による保護者や児童相談所職員への助言及び指
導
○児童虐待関係職員研修
児童虐待に対する関係機関職員等の研修
○家族再統合支援事業
ペアレント･トレーニング等の方法による生活環境整備や養
育技術の指導
○法的対応機能強化事業
児童相談所の援助を円滑に行うため、弁護士による司法的な
調整や援助
○24時間･365日体制強化事業
土･日相談窓口を開設
○医療的機能強化事業（ケースアドバイザー事業）
専門の医師による医学的判断及び医療･保健･福祉等の関係
職員を対象とした研修会の実施
○身元保証人確保対策事業
身元保証人を確保し、社会的自立を促進
○一時保護機能強化事業
一時保護所に学習指導協力員を配置、学力に応じた学習指導
○児童家庭支援センター運営費補助
児童及び家庭に関する相談対応等を行う児童家庭支援セン
ターの運営費補助
○安全確認のための体制強化
虐待通告のあった児童への目視による安全確認等強化のた
め非常勤職員を配置
○児童虐待防止のための広報啓発事業
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31,628千円 こども家庭課

平成28年度事業の概要
■こども家庭110番（再掲）
長崎こども・女性・障害者支援センターにおいて、児童及び家庭
に関する問題について、休日・夜間を含めた電話相談を行うととも
に、相談内容に対して適切な対応をするため、児童家庭専門家チー
ムによる技術的指導を行った。
・開設時間：毎日9時～20時 土・日も実施（但し、祝祭日、年末年
始は除く）
・電話相談員：専任3人（嘱託職員）
・相談件数（H28年度）：1,236件
・専門家チームによる検討：月1回

事業費
担当課（室）
8,211千円 こども家庭課

■しまの魅力に出会う 日本の宝「しま」交流支援事業
県内の子ども、親子を対象に体験活動を実施し、ふるさと長崎県
を再認識するとともに、参加者同士やしまの人々との交流を深め
る。また、実施市町が実行委員会を組織し、しま独自の自然や歴史
遺産、人材、特産物等を活用した体験活動を企画・実施することに
より、地域の教育力の向上及びしまの活性化を支援した。

4,380 千円 生涯学習課

市町名
壱岐市
（子どもコース）

五島市
（子どもコース）

対馬市
（親子コース）

五島市
（親子コース）

実施日
H28.7.25
～7.28
H28.7.25
～7.28
H28.7.29
～7.31
H28.7.22
～7.24

対象者

参加者数

小4～中3

106人

小4～中3

58人

小4～中3と
保護者
小4～中3と
保護者

12組30人
子15人
親15人
24組55人
子29人
親26人

④支援が必要な子どものための教育相談体制の整備
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■スクールカウンセラー活用事業
193,570千円 義務教育課
○スクールカウンセラーの配置
スクールカウンセラー等を県内の公立学校に配置・派遣する
ことにより、学校における問題行動や悩みを抱える児童生徒や
保護者等に対応した。
・スクールカウンセラー配置数（H28年度）：215校
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■スクールソーシャルワーカー活用事業
54,637千円 義務教育課
○スクールソーシャルワーカーの配置
スクールソーシャルワーカーを各市町教育委員会及び公立
学校に配置することにより、学校における問題行動や悩みを抱
える児童生徒・保護者等を、教育と福祉の両面から、関係機関
等と連携しながら支援した。
・スクールソーシャルワーカー配置数（H28年度）：21市町及
び7県立学校

⑤子どもの貧困対策の推進
平成28年度事業の概要
■長崎県子どもの貧困対策推進方針に基づき、いわゆる貧困の世代間
連鎖を断ち切るための子どもに対する「教育の支援」をはじめ、世
帯が自立して生活を営んでいけるよう「生活の支援」「保護者に対
する就労の支援」「経済的支援」の4つを重点施策として、全庁的
に各種支援に取り組んだ。
○教育の支援
家庭の経済状況に関わらず、全ての子どもが質の高い教育を
受けられる機会が必要であり、「学校」を子どもの貧困対策の
プラットフォームと位置づけ、学校教育による学力保障や福祉
関連機関との連携など総合的に対策を推進した。
また、貧困の状況にある子どもの教育の支援のために、必要
な施策を実施した。
○生活の支援
生活に関する相談や各種支援に関する情報提供など、貧困の
状況にある家庭の生活に関する支援を行うとともに、各種事業
に取り組むにあたって、生活保護法や生活困窮者自立支援法等
の関連した制度と一体的な支援を図りながら、必要な施策を実
施した。
○保護者に対する就労の支援
貧困の状況にある子どもの保護者に対する就労支援、また、
ひとり親家庭の親への就労の支援のために、必要な施策を実施
した。
○経済的支援
児童扶養手当や児童手当、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生
活福祉資金貸付金などの金銭の給付や貸付など、貧困の状況に
ある家庭に対して経済的支援のために、必要な施策を実施し
た。
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事業費

担当課（室）
こども家庭課
（他関係課）

(3)高齢者の人権
①高齢者が自らの知識・技能を生かしていきいきと活躍できる社会の構築
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■各種啓発事業の実施
9,083千円 雇用労働政策課
10月の「高年齢者雇用支援月間」において、年齢にかかわりな
く働ける社会の実現に向け、事業主をはじめ県民の一層の理解と
関心を深めるため、各種啓発事業を実施した。
○「生涯現役社会の実現に向けたワークショップ」
・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構、長崎県中小企業
団体中央会との共催
・H28.10.28 長崎市内 参加者数：79人
・県内企業、商工団体、企業、市町などが出席
・事例発表、講演など
○電車広告による啓発活動
長崎市内運行の路面電車1台に高年齢者の雇用支援に係る
標語を掲載（H28.10月）

■シルバー人材センターへの支援・指導
○公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会と、各地域
のシルバー人材センターへの運営指導
○公益社団法人長崎県シルバー人材センター連合会への運営費
補助 8,500千円

②住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の構築
平成28年度事業の概要
■行政と警察のコラボによる消費者被害防止事業
特殊詐欺や悪質商法の被害にあいやすい高齢者等の消費者被
害を防止するとともに被害者を相談窓口へ誘導するため、警察の
協力を得て、独居高齢者等に啓発物資やチラシを配布し、ダイレ
クトな注意喚起を行った。

9,083千円

事業費
担当課（室）
13,236千円 食品安全・消費生
活課

■福祉のまちづくり条例施行事業
福 祉 の ま ち 福祉保健課
高齢者・障害者が自由に行動・活動し、生活を送ることのできる づ く り 条 例
環境づくりの取組を進めた。
施行事業費
○福祉のまちづくり条例に基づくバリアフリー化
3,419千円の
医療施設や百貨店などの不特定かつ多数のものが利用する 一部
特定生活関連施設を、長崎県福祉のまちづくり条例第13条に基
づき、高齢者等が円滑に利用できるようにするための整備基準
に適合させた。
・H28年度実績 204施設（H10～28年度累計 5,346施設）
○福祉のまちづくり条例に基づく「特定生活関連施設の整備基準
適合証」の交付
特定生活関連施設から適合証の申請請求があった場合にお
いて、当該施設が条例に基づく整備基準に適合していると認め
るときに、適合証を交付した。
・H28年度実績 54枚（H10～28年度累計 1,497枚）
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平成28年度事業の概要
■高齢者権利擁護等推進事業
「介護保険法」「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」の施行に伴い、「高齢者の尊厳の保持」の視点
に立って、虐待防止などの高齢者の権利擁護のための取組を行っ
た。
〇高齢者虐待防止・身体拘束ゼロ作戦推進会議の開催
・開 催 日：H28.8.31
・場 所：出島交流会館11階会議室
・参加者数：12人
・内 容：学識経験者、介護保健施設等関係者、利用者代表、
行政職員を構成員として、高齢者虐待防止・身体拘
束廃止に関する報告及び検討を行った。
〇高齢者権利擁護推進員養成研修の実施(再掲)
※看護職員研修も同時実施
・開 催 日：H29.3.29～30
・場 所：長崎県勤労福祉会館
・参加者数：71人
・内 容：各施設・地域において権利擁護を指導する「権利擁
護推進員」を養成するための研修を行った。
〇長崎県高齢者虐待防止シンポジウムの開催
・開 催 日：H28.12.26
・場 所：チトセピアホール
・参加者数：332人
・内 容：「高齢者虐待を防止する体制づくり」をテーマとし
て、専門家による基調講演等を行った。

事業費
担当課（室）
810千円 長寿社会課

■認知症サポート医等養成研修事業
認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医への助言その他の支援
を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役
となる認知症サポート医を養成することにより、各地域において、
認知症の発症初期から状況に応じて、医療と介護が一体となった認
知症の人への支援体制の構築を図った。
・開 催 日：H28.12.10～11
・場 所：国立長寿医療センター
・参加者数：33人
・内 容：（ア）かかりつけ医に対する認知症対応力向上研修の
企画立案に必要な知識及び効果的な教育技術（イ）地
域における認知症高齢者を支えるために必要な介護
分野の知識、地域医師会・地域包括支援センター等の
関係機関との連携づくり並びに連携を推進するため
に必要な知識・技術

1,109千円
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(4)障害のある人の人権
①啓発・広報等の推進
②障害を理由とする差別の解消の推進
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■人権ユニバーサル事業（再掲）
人権・同和問 人権・同和対策課
○障害を持つアスリートによる講演（トークショー）
題啓発費
・開催日 ：H28.7.31
24,861千円
・場 所 ：トランスコスモススタジアム長崎
の一部
・講演者 ：京谷和幸（元Ｊリーガー）
・参加人数：2,875人（講演時入場者数）
○「ブラインドサッカー体験教室」の実施
・開催日 ：H28.8.21
・場 所 ：トランスコスモススタジアム長崎
・参加人数：131人
■障害者芸術祭開催助成事業
4,625千円 障害福祉課
障害者の文化・芸術活動の振興を図り、社会への積極的な参加の （ 愛 の 県 民
促進等を目的として開催される「長崎県障害者芸術祭」の開催経費 運 動 費 の 一
に対して補助を行った。
部）
○第18回障害者芸術祭
・開催日：H29.2.18
・場 所：シーハットおおむら（大村市）
・参加者：約1,200人
■障害者理解促進事業
771千円
障害者に対する正しい認識と理解を深めるため、「心の輪を広げ （愛の県民
る体験作文」と「障害者週間のポスター」の募集、表彰を行った。
運動費の一
・応募数：作文97点、ポスター66点
部）
・障害者週間のポスター、作文集の発行（3,000部）
■長崎こども・女性・障害者支援センター(精神保健福祉センター) 支援センタ
事業
ー（精神）事
県民に対し、精神保健福祉の知識、精神障害についての正しい知 業費
識、並びに精神障害者の権利擁護等について普及啓発を行うととも
に、保健所及び市町が行う普及啓発活動に対して専門的な立場から 16,554千円
の一部
協力及び技術支援を行った。
○地域住民への講演、交流会
34回 2,106人
○精神障害者（家族）に対する教室等 72回
436人
■障害者差別の解消の推進
障害のある人に対する差別を禁止するとともに、合理的配慮の提
供等を推進するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」（H28.4.1施行）及び「障害のある人もない人も共に生き
る平和な長崎県づくり条例」（H26.4.1施行）の普及啓発を図ると
ともに、差別に関する相談に対応する体制を整備し差別事案の解決
を図った。
○差別に関する相談件数
47件
○リーフレットの作成：通常版 7,000部
○県民向け研修会・説明会等
12回
○地域相談員研修会
13回
○県の広報媒体を活用した広報（広報誌、テレビ、ラジオ）
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7,219千円

平成28年度事業の概要

事業費

担当課（室）
自殺総合対 障害福祉課

■自殺総合対策事業
「第2期自殺総合対策5カ年計画」に基づき、うつ病をはじめとす 策事業費
る精神疾患に対する正しい理解の促進等普及刑発の強化、相談支援 89,087千円
体制及び関係機関の連携体制の強化などを行った。
の一部
○かかりつけ医と専門医のうつ病連携強化
・連絡委員会2回
・講演会6回（長崎地区：2回 78人、佐世保地区：2回 46人、
県央地区：2回 106人）
○うつ病支援体制強化薬剤師研修
・研修会2回（長崎地区：86人、佐世保地区：52人）
○相談窓口周知のためのリーフレット作成
・各関係機関やコンビにあてに約17,000部配布

■各種啓発事業の実施
障 害 者 雇 用 雇用労働政策課
9月の「障害者雇用支援月間」において、障害のある方の雇用増 促進費
大に向け、事業主をはじめ県民の一層の理解と関心を深めるため、 4,491千円の
各種啓発事業を実施した。
一部
○「長崎県障害者雇用支援のつどい」
・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構、長崎県中小企業
団体中央会と共催
・H28.10.12 長崎市 参加者：125人
・県内企業、商工団体、障害者福祉団体などが出席
・障害者雇用優良事業所等表彰、雇用事務所事例発表、講演な
ど
■就職面接会の実施
○障害者就職面接会
長崎労働局、ハローワークと共催
・H28.9.21 長崎市
・H28.9.30 佐世保市
・H28.9.28 島原市
・H29.2.3 諫早市
・参加企業数117社、参加者数563人、就職者数65人
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③建物や交通機関等及び文化・情報などのバリアフリー化の推進（物理的バリアフリー及び文化・情
報のバリアフリーの推進）
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
福
祉
の
ま
ち
福祉保健課
■福祉のまちづくり条例施行事業（再掲）
高齢者・障害者が自由に行動・活動し、生活を送ることのできる づ く り 条 例
施行事業費
環境づくりの取組を進めた。
3,419千円
○福祉のまちづくり条例に基づくバリアフリー化
の一部
医療施設や百貨店などの不特定かつ多数のものが利用する特
定生活関連施設を、長崎県福祉のまちづくり条例第13条に基づ
き、高齢者等が円滑に利用できるようにするための整備基準に
適合させた。
・H28年度実績 204施設（H10～28年度累計 5,346施設）
○福祉のまちづくり条例に基づく「特定生活関連施設の整備基準
適合証」の交付
特定生活関連施設から適合証の申請請求があった場合におい
て、当該施設が条例に基づく整備基準に適合していると認める
ときに、適合証を交付した。
・H28年度実績 54枚（H10～28年度累計 1,497枚）
④就労支援等による自立支援の推進
平成28年度事業の概要
■一般就労支援の推進
○雇用の場の理解促進
障害者多数雇用事業主等による企業に対する障害者雇用の
理解促進や企業内における職場体験や職場実習の場の拡充の
ための啓発を行った。
○就労移行支援事業所職員向けスキルアップの研修実施
施設職員の専門性を高めるため、就労支援のための専門的な
知識や手法等の研修を行った。

事業費
担当課（室）
901千円 障害福祉課

■障害者の工賃向上対策
9,246千円
就労継続支援事業所等を利用する障害者の経済的自立を図るた
め、利用者の工賃向上に資する取組を進めた。
○商品販売会広報等事業
障害福祉施設の商品販売と広報を行い、売上げ増加による工
賃の引き上げを図った。
・障害者福祉施設商品広報・販売会開催事業（長崎・県央地区）
県内3箇所（西友道ノ尾店、長崎駅かもめ広場、イオン大
村店）
・障害者福祉施設商品広報・販売会開催事業（県北地区）
佐世保市内１箇所（島瀬公園）
○長崎県ＣＳＲ通信の発行
障害福祉事業所等の特色ある取組や企業の障害者雇用事例
を通信として発行した。
○商品力・販売力アップ支援事業
・工賃アップセミナーの開催
・工賃向上のためにコンサルタント派遣
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平成28年度事業の概要
○農福連携による障害者の就農促進事業
・農業技術者、6次産業化の専門家の派遣
・関係者による意見交換会の開催

事業費
担当課（室）
9,246千円 障害福祉課

■精神障害者社会参加促進事業
4,732千円
精神障害者が社会の構成員として地域の中で共に生活が送れる
よう、またコミュニケーション、文化、スポーツ活動等自己表現、
社会参加を通じてＱＯＬ向上が図れるよう、必要な社会参加促進施
策を総合的かつ効果的に実施し、障害者に対する県民の理解を深
め、誰もが明るく暮らせる社会創りを促進した。
○精神障害者スポーツ大会の開催
1 回 772 人
○地域住民･関係機関職員への研修、交流会 30 回 2,149 人
○ピアサポーターを活用した取組
15 回
■高次脳機能障害支援普及事業
精神保健対
専門的案相談支援、普及啓発、関係機関との連携強化等の取組を 策費
行った。
3,251千円の
○相談支援
一部
・就労の相談延件数：20件
○普及啓発関係
・高次脳機能障害リーフレット 2,798部配布
・県及び市町広報誌を活用
○研修会
・市町担当職員研修（計2回 65名）
■各種啓発事業の実施（再掲）
障 害 者 雇 用 雇用労働政策課
9月の「障害者雇用支援月間」において、障害のある方の雇用増 促進費
大に向け、事業主をはじめ県民の一層の理解と関心を深めるため、4,491千円の
各種啓発事業を実施した。
一部
○「長崎県障害者雇用支援のつどい」
・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構、長崎県中小企業
団体中央会と共催
・H28.10.12 長崎市 参加者：125人
・県内企業、商工団体、障害者福祉団体などが出席
・障害者雇用優良事業所等表彰、雇用事務所事例発表、講演な
ど
■就職面接会の実施（再掲）
○障害者就職面接会
長崎労働局、ハローワークと共催
・H28.9.21 長崎市
・H28.9.30 佐世保市
・H28.9.28 島原市
・H29.2.3 諫早市
・参加企業数117社、参加者数563人、就職者数65人
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平成28年度事業の概要
■キャリア教育・就労支援強化事業
障害のある児童生徒の自立と社会参加を推進するため、小学部
から高等部までの一貫したキャリア教育をより一層充実し、高等
部卒業後の就労率向上と職業的自立の強化を図った。
○小・中学部におけるキャリア教育の強化
・中学部における職場体験学習の充実
15校（3分校1分教室を含む）で実施
○高等部における職業教育の強化
・職業教育の充実のための実践研究（研究指定校 3校）
・就労アドバンスセミナーの実施（15校で実施）
○就労支援の強化
・長崎県特別支援学校キャリア検定の実施
7月・2月に実施 6校 234人参加
・職業教育アドバイザーの派遣（3校に派遣）

事業費
担当課（室）
1,251千円 特別支援教育室

⑤特別支援教育等の推進

平成28年度事業の概要
■特別支援学校の適正配置
○長崎県特別支援教育推進基本計画第2次実施計画（H26年度～
H28年度）及び第3次実施計画（H28年度～30年度）に基づく適
正配置
・西彼杵高等学校内に鶴南特別支援学校高等部西彼杵分教室
を設置
・長崎特別支援学校に高等部を設置

事業費

■発達障害児等能力開発・教育支援推進事業
発達障害をはじめ特別な教育的支援を必要とする児童生徒の二
次障害等を予防するとともに、能力を最大限に引き出しながら学
力や生活力の向上を図り、自立に向けた「生きる力」を育成する
ことを目的に3年間（H28年度～30年度）実施。
○発達障害児等教育支援連絡協議会の実施（7月、11月）
・委員 40人 学識経験者、市町教育委員会、学校関係者、
保護者代表、県関係部局
○実践研究校における研究の推進
・県内小学校2校を指定し、保護者との連携、校内支援体制及
び支援内容・方法等について研究

3,205千円
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担当課（室）
特別支援教育室

平成28年度事業の概要
■キャリア教育・就労支援強化事業（再掲）
障害のある児童生徒の自立と社会参加を推進するため、小学部
から高等部までの一貫したキャリア教育をより一層充実し、高等
部卒業後の就労率向上と職業的自立の強化を図った。
○小・中学部におけるキャリア教育の強化
・中学部における職場体験学習の充実
15校（3分校1分教室を含む）で実施
○高等部における職業教育の強化
・職業教育の充実のための実践研究（研究指定校 3校）
・就労アドバンスセミナーの実施（15校で実施）
○就労支援の強化
・長崎県特別支援学校キャリア検定の実施
7月・2月に実施 6校 234人参加
・職業教育アドバイザーの派遣（3校に派遣）

事業費
担当課（室）
1,251千円 特別支援教育室

(5)同和問題
①同和問題に対する正しい理解と認識を深めるための啓発等の推進
平成28年度事業の概要
事業費
■新規採用職員中期研修（再掲）
採用後3カ月を経過した県職員に対し、本県職員としての自覚
を高め、人権・同和問題に対して正しい理解と認識を深めること
を目的として実施した。
・開催日：H28.7.6
・場 所：長崎県勤労福祉会館
・参加者：H28年度新規採用職員 118人
■人権教育啓発センター活動推進事業（再掲）
人権教育啓
本県の人権教育・啓発活動の拠点施設である人権教育啓発センタ 発センター
ーにおいて、人権に関する様々な県民からの相談に対応するなどの 活動推進費
人権相談サービスや、人権問題に関する様々な情報等の収集・提供 5,332千円
などの人権情報発信・提供体制の整備を図ることにより、人権が尊 の一部
重される社会づくりを推進した。
○人権問題に対する正しい理解と認識を深めるための広報・啓発
活動の推進（駅前じんけん講座、企画展等）
○社会教育関係者や企業・団体職員、行政職員などを対象にした
教育・研修活動を推進した。
○相談窓口を設置し、人権問題などの解決を支援
・H28年度相談件数：275件
○図書・ビデオライブラリーや情報収集・提供機能を活用した
学習や研修活動の支援
<H28年度>
・利用者数：1,200人
・図書貸出数：59冊
・ビデオ貸出本数：287本 ・HPアクセス数：5,551件
○交流・研修フロアの活用により、人権をキーワードにした交
流と連携活動などを支援した。
38

担当課（室）
新行政推進室

人権・同和対策課

平成28年度事業の概要
事業費
■人権・同和問題啓発事業（再掲）
人権・同和
人権尊重に関する正しい理解と人権尊重思想の啓発普及を図る 問題啓発費
ために研修会、講演会の開催及び｢長崎県人権・同和問題啓発強調 24,861千円
月間｣中に人権啓発イベントの開催や路線バス・路面電車内啓発広 の一部
告等の各種啓発事業を実施するとともに、市町、関係団体等に委託
して人権啓発活動の推進を図った。
人権教育啓
○スポーツ組織と連携協力した人権啓発活動
発センター
青少年や地域社会などに大きな社会的影響力を有するJリー 活動推進費
グ（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）と連携協力し、人権尊重の理念に関する正し 5,332千円
い 理解と人権尊重思想の普及高揚を図ることを目的に、地域に の一部
密 着した多様な人権啓発活動を実施した。
◇人権啓発セレモニーの実施等
・H28.11.20 トランスコスモススタジアム長崎
・人権啓発セレモニーの実施、啓発グッズの配布、啓発ブー
スの設置ほか
・参加者 5,041人
○「長崎県人権・同和問題啓発強調月間」（11.11～12.10）に関
する事業
◇上記Jリーグ（V・ﾌｧｰﾚﾝ長崎）と連携協力した人権セレモニ
ー等(H28.11.20)の実施（再掲）
◇人権教育啓発センターにおいて、企画展及び駅前じんけん講
座を開催
◇ポスター、チラシの作成、配布
◇路面電車、路線バスによる啓発（路線バスは県内全域）
○人権啓発活動地方委託事業
県内全市町に対し、各地域での人権啓発活動事業を委託した。
・講演会の開催
・啓発資料の作成・配布
・研修会の開催
ほか

■県職員研修（再掲）
対 象:全職員 37回 1,301人
内 容:人権・同和問題についての講義

人権・同和
問題啓発費
24,861千円
の一部

■企業人権啓発セミナー（再掲）
企業・団体の人事・労務担当者等に対して、企業等内での人権啓
発活動を推進していくうえで必要な知識やスキルを習得してもらう
ためのセミナーを開催した。
・H28.11.24 長崎会場（前期）
参加者 47人
・H28.11.25 佐世保会場（前期） 参加者 24人
・H29.1.25 長崎会場（後期）
参加者 45人
・H29.1.26 佐世保会場（後期） 参加者 18人
合 計 134人
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担当課（室）
人権・同和対策課

平成28年度事業の概要
■依頼等により、企業・団体職員へ人権・同和問題研修を行った。
（再掲）
計65回 参加者 7,579人

事業費
人権・同和
問題啓発費
24,861千円
の一部

担当課（室）
人権・同和対策課

②学校や社会教育における人権・同和教育の推進

平成28年度事業の概要
■関係機関（県教育委員会・関係団体）が作成している啓発資料を私
立学校に送付し、人権・同和教育の推進に努めた。（再掲）

事業費

担当課（室）
学事振興課

■関係機関（県教育委員会・関係団体）が開催する研究大会・講演会
を私立学校への案内し、人権・同和教育の推進に努めた。（再掲）

■社会人権・同和教育推進事業（再掲）
社会人権・
社会教育における人権・同和教育の推進を図り、人権が尊重され 同和教育推
る長崎県づくりの取組を進めた。
進費
○社会人権・同和教育推進懇談会（参加者：183人）
9,881千円
地域の社会教育の指導者の立場にある者が一堂に会し、人権・ の一部
同和問題に関わる地域課題を協議した。
・H28.7.4対馬市 7.27松浦市 11.17西海市
・講義、ワークショップ
○社会人権・同和教育地区別研修会（参加者：145人）
社会教育関係者等の人権・同和問題に対する認識を深めた。
・H28.7.5対馬市 7.28松浦市 11.18西海市
・講義、ワークショップ
○
○人権教育中央研修会（参加者：572人）
社会教育関係者等に対して、人権・同和問題に関する認識を深
めるとともに、実践力の向上を図った。
・H29.2.1 長崎市
・講演Ⅰ 「部落問題の解決に向けた多様なアプローチ」
（一社）コアプラス 代表理事 武田 緑
・講演Ⅱ 「人権って何？～もう一つの人権の捉え方 守る
もの？ 使うもの？」
桜井・法貴グローバル教育研究所代表
桜井 高志
・講演Ⅲ 「みんながつくるみんなの学校～いつもいっしょが
あたりまえ～」
大阪市立大空小学校 初代校長 木村 泰子
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人権・同和対策課

平成28年度事業の概要
事業費
○人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）
社会人権・
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的マイノリテ 同和教育推
ィ、ハンセン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題 進費
に関する認識を深めるとともに、研修力の向上を図った。
9,881千円
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
の一部
・講義、研究協議、演習
○地域リーダー養成講座（新規）（参加者：62人）
「参加体験型学習」の指導者（ファシリテーター）の養成・
登録をめざした講座を県内３地区で開催した。
・H28.8.25～26 西彼・西海地区（会場：時津町）
・H28.10.4
東彼・佐世保地区（会場：川棚町）
・H28.10.6～7 五島・新上五島地区（会場：五島市）
・講座、ファシリテーション実習、基礎養成・実習
○社会啓発資料作成事業
県内で取り組まれている人権教育啓発活動を紹介した。
・「じんけん ながさき 26」 3,400部

担当課（室）
人権・同和対策課

■幼稚園職員研修（長崎県教育センター主催）（再掲）
幼稚園等新規採用教員研修（宿泊研修Ⅰ）
・日 程：H28.7.29
・場 所：雲仙宮崎旅館
・内 容：「人権課題に気付くことの大切さ」
「人権課題に気付くためのワークショップ」
「幼稚園における人権教育の意義」
・参加者：新規採用幼稚園教諭、保育教諭 63人

こども未来課

■高等技術専門校における人権に関する講演会（再掲）
・実施校：長崎高等技術専門校
H28.11.8
佐世保高等技術専門校 H28.12.1
・対 象：専門校生 長崎校
約220人
佐世保校
約130人
職
員 長崎校
約30人
佐世保校
約20人
・内 容：人権に関する講話及びビデオ上映

雇用労働政策課

■学校事務職員研修の中に人権・同和教育研修の設定（再掲）
事務職員の人権教育に対する認識を深めた。
○初任者研修（全体研修）
対象：新規採用の事務職員
H28.5.16 長崎県教育センター 参加者：34人
○10年経験者研修
対象：採用10年経過の事務職員
H28.7.14 長崎県教育センター 参加者：21人
○教育事務職員（ステップ）研修
対象：採用2年目の事務職員
H28.11.15 交通産業ビル 参加者：29人
41

学校事務職
員研修
3,127千円
の一部

教職員課

平成28年度事業の概要
■人権教育研究推進事業（文部科学省委託事業）（再掲）
県内の人権教育の一層の推進を図るため、文部科学省の委託事業
「人権教育研究推進事業」を受託し、人権教育に関する指導内容・
方法の充実・改善を目的とした実践的な研究を実施し、研究成果等
を県内に普及した。
○人権教育総合推進地域事業
学校、家庭、地域社会が一体となった教育上の総合的な研究
を実施し、人権教育の一層の推進を図った。
・諫早市立真城中学校区
（真城中学校、真城小学校、真崎小学校）
○人権教育研究指定校事業
学校における人権教育に関する指導方法の改善及び充実に資
することを目的とした実践的な研究を実施し、人権教育の一層
の推進を図った。
・大村市立萱瀬中学校

事業費
担当課（室）
1,160千円 義務教育課

■地区別人権教育研修会（再掲）
同和問題をはじめとする様々な人権問題及び人権教育について研
修を行い、教職員の資質の向上を図り、各学校（園）における人権
教育の充実に資する取組を県内9会場で実施した。
・参加対象：各公立幼・小・中・高等学校及び特別支援学校の人
権教育担当者
・日程、地域、参加者
8/24
対馬市 41人
8/26
西海市、西彼杵郡、長崎市（公立幼稚園・小・中学
校を除く） 55人
8/30
壱岐市 33人
9/ 7
新上五島町 22人
9/ 8
諫早市、大村市、東彼杵郡 102人
9/13
五島市 35人
9/14
平戸市、松浦市、佐々町 52人
9/15
島原市、雲仙市、南島原市 79人
9/23
佐世保市、小値賀町 95人

■高等学校人権教育研修会（再掲）
人権教育について研修を深め、教員の実践的指導力の充実を図
った。
・H29.1.17 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
・参加者：79人
（高等学校、特別支援学校の高等部から各学校1名参加要請）
・講義、ワークショップ
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教職員研修
費
2,376千円
の一部

高校教育課
特別支援教育室

平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■各種研修会での人権教育講座の設定（再掲）
教職員研修 高校教育課
高等学校教務主任春季研修会
費
特別支援教育室
各学校の教務主任の人権教育に対する認識を深めた。
2,376千円
・H28.5.13 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
の一部
・参加者：90人（公立・私立の全高等学校の教務主任が参加）
・講義

■教師と子どもがつながる人権教育研修講座（再掲）
学校における人権教育～自尊感情を高めるための視点～
自尊感情を高める人権教育の日常的展開を目指した実践的指
導力の向上を図った。
・H28.5.19 長崎県教育センター
・幼･小･中･高･特別支援学校の希望者 26人
・講義、演習
■子どもと子どもがつながる人権教育研修講座（再掲）
学校における人権教育～コミュニケーション力を高めるため
の視点～
コミュニケーションの日常的展開を目指した実践的指導力の
向上を図った。
・H28.7.22 長崎県教育センター
・幼･小･中･高･特別支援学校の希望者 40人
・講義、演習
■各種研修会での人権教育講座の設定（再掲）
○公立学校10年経験者研修（全体研修）
採用10年経過教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.4.28 長崎県教育センター
・小･中･高･特別支援学校の対象者 157人
・講義
○公立学校初任者研修
新規採用教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.5.13（小）、5.16（高・特）、7.27（中）
長崎県教育センター
・公立の小･中･高･特別支援学校の対象者 332人
・講義
○学校事務職員（10年経過）研修
学校事務職員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.7.14 長崎県教育センター
・県立学校事務職員の対象者 22人
・講義、演習
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教育研究・研 高校教育課
修費
（教育センター）
32,046千円
の一部

平成28年度事業の概要
○幼稚園等新規採用教員研修（宿泊研修Ⅰ）
新規採用教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.7.29 長崎県教育センター
・公･私立の幼稚園等新規採用教員 65人
・講義、演習

事業費
担当課（室）
教育研究・研 高校教育課
修費
（教育センター）
32,046千円
の一部

(6)外国人の人権
①国際理解を促進するための交流や教育の推進
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■人権ユニバーサル事業（再掲）
人権・同和問 人権・同和対策課
○みんなで作ろう快適スタジアム（子どもによる外国語表記での 題啓発費
案内板の作成等）の実施
24,861千円
H28.10.8 トランスコスモススタジアム長崎
の一部
参加者 37人

■（公財）長崎県国際交流協会による国際理解促進・交流事業
○国際理解講座 参加者：854人
○国際協力・交流フェスティバル（長崎市で開催）
・H28.10.30 参加者：約2,100人
○韓国交流の促進と韓国語講座の実施
・講座 H28.4～H29.3 初級クラス
12人
中級Ⅰクラス 6人 計18人
○ＣＩＲ（国際交流員）と話そう
・H28.4～H29.3
137人（英語81人、中国語7人、韓国語49人）
○ボランティア登録・育成事業
ホームステイ及びホームビジットの受入・交流事業
・H28新規登録：3家庭
登録家庭総数：24家庭
・H28斡旋件数：6件（6家庭） 外国人：6人
ボランティア通訳及び翻訳の登録・派遣事業
・H28新規登録者：3人
登録者総数：34人
○草の根国際交流支援事業
・H28助成件数：4件
・H28助成総額：381千円
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（公財）長崎 国際課
県国際交流
協会予算
39,298千円
の一部

平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■語学指導等を行う外国青年招致事業
31,889千円 国際課
地方自治体が外国青年を招致し、国際交流の推進や小・中・高校
における語学教育、スポーツ振興の拡充を図り、地域レベルでの国
際化を推進するため昭和62年から実施。
・招致者数 191人
＜内訳＞
・国際交流員(ＣＩＲ)
15人
・スポーツ国際交流員(ＳＥＡ) 3人
・語学指導助手(ＡＬＴ)
173人
■内閣府青年国際交流事業
○派遣
・国際青年育成交流事業・・・参加者なし（希望者1人）
・青年社会活動コアリーダー育成プログラム
・・・参加者なし（希望者1人）
○受入れ
・「東南アジア青年の船」事業
期 間：H28.10.27～30
受入国：東南アジア10か国及び日本
活 動：知事表敬訪問、原爆資料館見学、ホームステイ等

生涯学習課

②外国人が暮らしやすい環境づくりの推進
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■（公財）長崎県国際交流協会による情報提供事業
（公財）長崎 国際課
○情報提供事業
県国際交流
情報誌「なぴあ」(4回、2,600部)、外国語広報誌「NAPIA）」協会予算
(4回、英語版1,400部、中国語版1,400部)を発行
39,298千円
○ホームページにおいて、多言語（日､英､中､韓）で各種情報 の一部
を提供
・アクセス件数:29,516件
■（公財）長崎県国際交流協会による外国人支援事業
○留学生支援事業
・私費留学生奨学金制度の交付(1.5万円/月×8人)
・私費留学生国民健康保険料一部補助の交付
(6,500円×100人)
・留学生住宅連帯保証制度：3大学、36人
■海外技術研修員受入事業
友好親善・経済交流の促進と技術の習得による派遣国の発展を図
るため実施。
・中国2人、ブラジル1人、ベトナム1人 合計4人
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6,125千円

③核兵器廃絶と世界恒久平和に向けた発信及び国際協力の推進
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■長崎県平和発信事業
長 崎 県 平 和 国際課
○長崎平和大学
発信事業費
県内の留学生等を対象に長崎の被爆の惨状や平和の大切さ 10,399千円
について理解を深めるため開催
の一部
・第21回H28. 6. 4に長崎市内で実施 参加者313人
・第22回H28.11. 5に長崎市内で実施 参加者276人
○被爆講話者派遣事業
・県外大学 県外の留学生等に被爆の実相を伝えるために実施
神戸大学、九州情報大学、千葉大学、早稲田大学、九州大
学,佐賀大学(11大学)
・県内市町 県民の平和意識の高揚を図るために実施
五島市、佐世保市、雲仙市、南島原市、大村市、波佐見町、
西海市、松浦市、小値賀町(9市町)
○海外ネットワーク活用海外原爆展
海外での情報発信を行うために、海外県人会などのネット
ワークを活用し、海外原爆展の開催を支援（アメリカ・ニュ
ーヨーク市で開催）
○国際協力・交流フェスティバル
（公財）長崎県国際交流協会主催の同フェスティバルにおい
て原爆被爆写真パネルを展示
○核兵器廃絶長崎連絡協議会への助成
長崎大学核兵器廃絶センターと連携し、核兵器廃絶長崎連
絡協議会を通じて国内外への情報発信などを行う。

(7)ＨＩＶ感染者・ハンセン病回復者等の人権
〔1〕ＨＩＶ感染者等の人権
①偏見や差別を解消するための普及・啓発活動の推進
②相談・支援体制の充実
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■エイズ対策促進事業
870千円 医療政策課
○エイズ治療拠点病院（県内３病院：長崎大学病院、長崎医療
センター、佐世保市総合医療センター）への心理カウンセラー
の派遣（Ｈ28年度実績 9件）
○ＨＩＶ検査普及月間（6月）や世界エイズデー（12月）での啓
発キャンペーンの実施
ポスター、パンフレット、啓発物資（ﾃｨｯｼｭ）の配布
○保健所による学校（中学、高校等）での性や感染症
予防教育（Ｈ28年度実績 17校）
○エイズに関する相談・支援の取り組み
Ｈ28年度実績
（保健所実施分）
相談：161件 検査：165件
（民間医療機関借上実施分）相談・検査 72件
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平成28年度事業の概要
■教職員等への研修
○市町教委・健康教育担当指導主事連絡協議会
・H28.4.28 長崎市 参加者：23人
○新任保健主事研修会
・H28.5.10 大村市 参加者：160人
○性に関する教育研修会～指導者養成に向けて～
・H28.7.26 上五島地区（新上五島町）参加者：65人
・H28.8.17 佐世保地区（佐世保市） 参加者：70人
・H28.9.15 県南地区（島原市）
参加者：25人
・H28.10.7 壱岐地区（壱岐市）
参加者：44人
・H28.10.14 五島地区（五島市）
参加者：41人
・h28.10.20 佐世保地区（佐世保市） 参加者：74人
・H28.11.8 県央地区（諫早市）
参加者：72人
・H28.11.11 対馬地区（対馬市）
参加者：24人
・H29.2.9 平戸・松浦地区（平戸市）参加者：25人
○性に関する教育研修会～指導者養成に向けて～実践編
・H29.1.26 長崎市 参加者：160人

事業費
担当課（室）
530千円 体育保健課、
こども家庭課

〔2〕ハンセン病回復者等の人権
①偏見や差別を解消するための普及啓発活動の推進 ②相談・支援や里帰り事業等福祉事業の推進
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）（再掲） 社会人権・ 人権・同和対策課
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的マイノリティ、 同和教育推
ハンセン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題に関する 進費
認識を深めるとともに、研修力の向上を図った。
9,881千円
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
の一部

■普及啓発事業
ハ ン セ ン 病 国保・健康増進課
○ハンセン病療養所長崎県出身入所者作品展の開催
対策事業費
作品展を通して、ハンセン病に対する正しい理解の普及、啓 4,405千円
発を行った。
・H28.6.7～12 長崎県美術館（来場者：672人）
○菊池恵楓園長崎県人会菊花の展示
菊池恵楓園長崎県人会から寄贈された菊花を県庁ロビーに展
示し、ハンセン病への理解の普及啓発を図った。(H28.11.8～21)
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■療養所入所者への支援
ハ ン セ ン 病 国保・健康増進課
○里帰り事業
対策事業費
県外の療養所に入所している本県出身者のうち、希望者を県 4,405千円
内各地に招待し、故郷を身近に感じていただいた。
・菊池恵楓園(H28.10月)、星塚敬愛園(H28.10～11月)
○郷土文化使節団の派遣(H29.3.4)
長崎文化交流会を星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）で開催し、
入所者の方に故郷を身近に感じていただくとともに、地域の方
にもご参加いただき、ハンセン病に対する正しい理解の普及、
啓発を行った。
○見舞金、見舞品の贈呈、県広報紙等の送付
・療養所に入所中の本県出身者へ見舞金、見舞品を贈呈した。
・県広報誌等を療養所に送付した。
■入所者家族援護
援護が必要な入所者家族に対し、毎月、生活援護費を支給した。

(8)犯罪被害者等の人権
①県民の理解増進のための広報・啓発
②関係機関・団体等との連携・協力
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■犯罪被害者等支援に関する事業
安全安心ま 交通・地域安全課
○犯罪被害者等支援庁内連絡会議との連携
ちづくり総
・犯罪被害者等支援に関する認識の共有
合支援事業
・国の第3次犯罪被害者等基本計画にかかる情報共有
費
・県の第3次犯罪被害者等支援計画策定
4,248千円
○公益社団法人長崎犯罪被害者支援センターの支援
の一部
・賛助会員及び寄付金等募集への協力
・被害者支援員養成講座への職員の派遣
・ホンデリングの広報啓発
○犯罪被害者週間に伴う広報啓発活動の実施
・犯罪被害者支援キャンペーン（H28.11.16長崎駅かもめ広場）
県警、（公社）長崎犯罪被害者支援センターと共同で、「犯
罪被害者支援街頭キャンペーン」を開催し、啓発グッズの配
布、パネル展示等による市民への啓発活動を実施
・犯罪被害者支援特別講演会を後援
（H28.11.23セントヒル長崎）
（公社）長崎犯罪被害者支援センターの犯罪被害者やその家
族の心に寄り添うための特別講演会とミニ・コンサートを実
施
○ホームページによる広報啓発
・相談機関等の情報提供
・犯罪被害者等支援に関する活動等
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
被
害
者
支
援
■犯罪被害者等に対する支援事業
警務課
施 策 の 充
○長崎県被害者支援連絡協議会との連携
加入機関等：県医師会、県弁護士会、検察庁、公益社団法人 実・整備事業
長崎犯罪被害者支援センター等41機関・団体 費ほか
協議会概要：各分野の関係機関・団体が連携したネットワー 12,193 千 円
クを設立し被害者の多様なニーズに対応する。 の一部
・総会の開催：H28.11.16
新年度活動計画の協議等を実施
講演会の開催
演題：地域・自治体で必要な取組とは～議員・被害者の立
場から～
講師：東京都中野区議会議員
近藤さえ子氏
・犯罪被害者支援街頭キャンペーンによる広報啓発活動
H28.4.20、H28.7.13、H28.8.17、H28.9.14、H28.10.5、
H28.11.16
JR長崎駅前かもめ広場
県警音楽隊プロムナードコンサートに併せ、広報チラシの
配布、パネル展示等を実施
○被害者支援地域ネットワークとの連携
県下23署でネットワーク協議会が開催され、被害者支援の現
状を各会員に説明し、被害者支援への理解と協力を求めた。
○公益社団法人長崎犯罪被害者支援センターとの連携
・年間を通じて、警察主催のイベント（「安全・安心まちづく
り大会」、県警音楽隊定期演奏会等のあらゆる機会）を活用
し、センターと連携しての街頭キャンペーン等を実施
・被害者支援特別講演会を後援
H28.11.23 ホテル セントヒル長崎
講師：犯罪被害者 小林美佳氏
・犯罪被害者等講演事業「命の大切さを学ぶ教室」の実施
（長崎犯罪被害者支援センター委託事業）
中・高校・合わせて17校において実施し、5,201人が聴講
中・高校以外でも45回実施し、1,542人が聴講
○被害者支援関係広報月間に伴う広報啓発活動の実施
H28.11月中
被害者支援を一層充実させるため、集中的な広報啓発活動を
実施
・ポスター、リーフレット等の掲示、配布
・交番等ミニ広報誌、自治体広報誌の活用
・地域の実態に応じた地元新聞、ケーブルテレビ、電光掲示板
等の活用
○県警年頭視閲式における広報啓発活動の推進
H29.1.13
長崎市総合運動公園（かきどまり）陸上競技場
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平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
被
害
者
支
援
○県警音楽隊定期演奏会における広報啓発活動の推進
警務課
施 策 の 充
H29.1.15
長崎犯罪被害者支援センターと協力して、「犯罪被害者の 実・整備事業
人権」コーナーを設け、被害者遺族の声や広報啓発用のパネル 費ほか
を展示し、犯罪被害者に対する理解と被害者支援への協力を求 12,193 千 円
の一部
めた。

(9)インターネットによる人権侵害
①関係機関と連携した対策の実施
②利用に際してのルール等の啓発と教育
③個人情報保護についての意識向上と啓発活動の推進
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■個人情報保護に関する職員向け研修会
県民センター
・H28.8.1 長崎市
76人
・H28.8.3 島原市
16人
・H28.8.5 佐世保市 25人
受講者計：117人

■全国人権同和行政促進協議会（全国の関係自治体で構成）を通じ、差 人権・同和
別行為の防止対策について政府要望を行った。
問題啓発費
・H28.7.28 内閣官房、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、 24,861千円
経済産業省、警察庁
の一部

人権・同和対策課

■全国人権同和行政促進協議会において、「インターネットによる差別
表現の流布事案に関する対応要綱」に基づき、必要な対応を行った。

■メディア安全指導員の派遣（再掲）
長 崎 っ 子 の こども未来課
子どものフィルタリングの利用率の向上、親や子どものメディア た め の メ デ
リテラシーの向上を図るため、
「メディア安全指導員」の養成、派 ィ ア 環 境 改
遣を行い、学校、ＰＴＡなどで講習会を実施した。
善事業費
1,592千円
の一部
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(10)性的マイノリティの人権
①県民に対する取組
平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■人権教育啓発センター活動推進事業（再掲）
人 権 教 育 啓 人権・同和対策課
本県の人権教育・啓発活動の拠点施設である人権教育啓発センタ 発 セ ン タ ー
ーにおいて、人権に関する様々な県民からの相談に対応するなどの 活 動 推 進 費
人権相談サービスや、人権問題に関する様々な情報等の収集・提供 5,332千円
などの人権情報発信・提供体制の整備を図ることにより、人権が尊 の一部
重される社会づくりを推進した。
○人権問題に対する正しい理解と認識を深めるための広報・啓発
活動の推進
◇駅前じんけん講座
・H28.12.3 「みんなでつくる性的マイノリティサポートネ
ットワーク」
Take it 虹 代表 儀間 由里香
◇企画展
人権教育啓発センターにおいて、人権をテーマとした企画展
を開催した。
・H28.11.11～12.28 「新聞記事に見るセクシャルマイノリ
ティ」
■企業人権啓発セミナー（再掲）
人権・同和問
企業・団体の人事・労務担当者等に対して、企業等内での人権啓 題啓発費
発活動を推進していくうえで必要な知識やスキルを習得してもらう 24,861千円
ためのセミナーを開催した。
の一部
【前期】
講座2「ＬＧＢＴが安心して働くことのできる職場と社会の実現
をめざして」
ＦＲＥＮＳ 代表 石崎 杏里
・H28.11.24 長崎会場（前期）
参加者 47人
・H28.11.25 佐世保会場（前期） 参加者 24人
■人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）（再掲） 社会人権・
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的マイノリティ、 同和教育推
ハンセン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題に関する 進費
認識を深めるとともに、研修力の向上を図った。
9,881千円
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
の一部

②学校における取組

平成28年度事業の概要
■教育庁職員等人権・同和教育研修会（再掲）
・H28.6.2 「セクシャリティを超えて～多様性が彩る未来～」
Take it 虹 代表 儀間 由里香
参加者：25人
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事業費
社会人権・
同和教育推
進費
9,881千円
の一部

担当課（室）
人権・同和対策課

平成28年度事業の概要
■地区別人権教育研修会（再掲）
同和問題をはじめとする様々な人権問題及び人権教育について研
修を行い、教職員の資質の向上を図り、各学校（園）における人権
教育の充実に資する取組を県内9会場で実施した。
・参加対象：各公立幼・小・中・高等学校及び特別支援学校の人
権教育担当者
・日程、地域、参加者
8/24
対馬市 41人
8/26
西海市、西彼杵郡、長崎市（公立幼稚園・小・中学
校を除く） 55人
8/30
壱岐市 33人
9/ 7
新上五島町 22人
9/ 8
諫早市、大村市、東彼杵郡 102人
9/13
五島市 35人
9/14
平戸市、松浦市、佐々町 52人
9/15
島原市、雲仙市、南島原市 79人
9/23
佐世保市、小値賀町 95人
■高等学校人権教育研修会（再掲）
人権教育について研修を深め、教員の実践的指導力の充実を図
った。
・H29.1.17 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
・参加者：79人
（高等学校、特別支援学校の高等部から各学校1名参加要請）
・講義、ワークショップ

事業費

担当課（室）
義務教育課

教職員研修
費
2,376千円
の一部

高校教育課
特別支援教育室

教育研究・
研修費
32,046千円
の一部

高校教育課
（教育センター）

■各種研修会での人権教育講座の設定（再掲）
高等学校教務主任春季研修会
各学校の教務主任の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.5.13 長崎県勤労福祉会館（長崎市）
・参加者：90人（公立・私立の全高等学校の教務主任が参加）
・講義
■各種研修会での人権教育講座の設定（再掲）
○公立学校10年経験者研修（全体研修）
採用10年経過教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.4.28 長崎県教育センター
・小･中･高･特別支援学校の対象者 157人
・講義
○公立学校初任者研修
新規採用教員の人権教育に対する認識を深めた。
・H28.5.13（小）、5.16（高・特）、7.27（中）
長崎県教育センター
・公立の小･中･高･特別支援学校の対象者 332人
・講義
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(11)その他の人権課題
①原爆被爆者に関する問題
平成28年度事業の概要
■ヒバクシャ医療国際協力事業
長崎・ヒバクシャ医療国際協力会 (略称ナシム)を通じて、以下
の啓発・普及事業を実施した。
○出前講座の実施
放射線ヒバクシャ医療に関する国際協力推進の意義と必要
性を啓発するため出前講座を実施した
1)実施日：H28.7.3
場 所：五島市玉之浦中学校
対 象：全校生徒 22人
2)実施日：H28.7.5
場 所：長崎市三重小学校
対 象：5.6年生 50人
3)実施日：H28.7.6
場 所：長崎市長崎中学校
対 象：3年生 90人
○パネル展示
ながさき国際フェスティバルにおいてパネル展示と作成し
た書籍の展示を行った。
・実施日:H28.10.30
・場 所：出島交流会館
○機関誌「ナシム」の発行(2,000部×2回)
活動報告所やヒバクシャ医療についての情報を掲載し、配布
した。(10月、3月)
○ナシムホームページの充実
お知らせや機関誌、出版物を掲載するなど随時更新を行っ
た。

事業費
担当課（室）
6,359千円 原爆被爆者援護課

②災害時における人権尊重
平成28年度事業の概要
事業費
■人権・同和教育指導者専門講座（新規）（参加者：42人）（再掲） 社会人権・
人権・同和教育指導者を対象に、同和問題、性的マイノリティ、 同和教育推
ハンセン病回復者、災害時における人権尊重等の人権課題に関する 進費
認識を深めるとともに、研修力の向上を図った。
9,881千円
・H28.7.25～26、H29.1.31 長崎市
の一部

■平成29年の地域防災計画修正の際に、災害時における人権尊重を反
映させるため、洗い出し作業等を行った。
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担当課（室）
人権・同和対策課

危機管理課

③その他の問題

平成28年度事業の概要
事業費
担当課（室）
■本県において、初めて「拉致問題を考える国民の集いin長崎」を開 長 崎 県 平 和 国際課
発信事業費
催
10,339 千円
（概要）
全ての拉致被害者の早期帰国・救出を求めることを目的とした の一部
「拉致問題の早期解決を求める国民大集会としての位置付け
毎年度、全国5～6都市で開催
（開催時期及び会場）
H28.11.4 長崎ブリックホール
（主催）
政府拉致問題対策本部、長崎県、長崎県拉致問題早期解決議員
連盟
（内容）
・北朝鮮による拉致被害者家族会（家族会）の訴え
平野フミ子氏（増元るみ子さんの姉）
・北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会（救
う会）西岡 力会長による講演
・啓発ＤＶＤ放映
（参加者数）
約460人
■懸垂幕掲揚及び署名活動
長崎県議会拉致問題早期解決議員連盟と共同で実施
・懸垂幕掲揚 H28.12.9～12.16
・署名活動 H28.12.13
長崎市浜町アーケード ハマクロス前
署名数：230筆
チラシ配布数（ティッシュ270セット含む）：670枚

54

Ⅱ 長崎県人権教育・啓発基本計画数値目標の進捗状況
人権全般
基準値
（年度）

目標値
（年度）

実績値
（年度）

人権意識が向上したと思う人の割合

41．2%
（H27）

50%
（H32）

46.8%
（H28）

人権・同和対策課

人権施策推進のための基本方針の策定
市町数

6市
（H27）

21市町
（H32）

7市町
（H28）

人権・同和対策課

人権・同和教育指導者登録者のうち活
動者の割合

46.5%
（H27）

60%
（H32）

60.4%
（H28）

人権・同和対策課

人権・同和教育の校内研修実施校（小・
中学校）

90.3%
（H23）

100%
（H30）

100%
（H28）

義務教育課

人権・同和教育の校内研修実施校（高
校）

92.6%
（H23）

100%
（H30）

100%
（H28）

高校教育課

いじめの解消率（小・中・高等学校）

97.6%
（H26）

100%
（H32）

94.7%
（H28）

義務教育課

「男女共同参画社会」という用語の認知
度

79.2%
（H27）

85%
（H32）

84.0%
（H28）

男女参画・女性活
躍推進室

県の審議会等委員への女性の登用率

34%
（H26）

40%
（H32）

34.8%
（H28）

男女参画・女性活
躍推進室

ステップハウスでの支援を希望する世帯
への対応比率

100%
（H26）

100%
（H32）

100%
（H28）

こども家庭課

11,262件
（H26）

13,062件
（H32）

12,691件
（H28）

こども未来課

認定こども園の設置数

57箇所
（H26）

177箇所
（H31）

104箇所
（H28）

こども未来課

放課後児童クラブ待機児童数

99人
（H26）

0人
（H32）

18人
（H28）

こども未来課

スクールカウンセラーの配置校率

28%
（H25）

33%
（H30）

36.8%
（H28）

義務教育課

携帯電話所持の児童･生徒のフィルタリ
ング利用率

70%
（H26）

80%
（H32）

69%
（H28）

こども未来課

数値目標名称

担 当 課

女性の人権

子どもの人権
ココロねっこ運動取組件数（累計）
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高齢者の人権
基準値
（年度）

目標値
（年度）

4,936施設
（H26）

6，826施設
（H32）

1%
（H26）

60%
（H32）

1%
（H28）

(-)

20,000人
（H32）

20,000人
（H28）

福祉のまちづくり条例に基づくバリアフ
リー化施設数

4,936施設
（H26）

6，826施設
（H32）

相談のあった差別事案のうち、解決に
至った事案の割合

(-)

100%
（H32）

100%
（H28）

障害福祉課

障害福祉サービス事業所で福祉的就労
をしている障害者の平均工賃月額

14,664円
（H26）

18,200円
（H32）

15,919円
（H28）

障害福祉課

障害者就業･生活支援センターを利用し
た人の就職者数

175人
（H27）

前年度実績
（毎年度）

197人
（H28）

障害福祉課

公立の幼・小・中・高等学校における個
別の教育支援計画の策定率

79．7%
（H26）

90%以上を維持

（H32）

83.0%
（H28）

特別支援教育室

72.7％
（H27）

81.3％
（H32）

72.7％
（H27）

人権・同和対策課

18市町
（H27）

21市町
（H32）

18市町
（H28）

国際課

数値目標名称
福祉のまちづくり条例に基づくバリアフ
リー化施設数
地域包括ケアシステムの構築割合
ダイレクトな啓発（消費者トラブル防止）
を行う独居高齢者等の人数

実績値
（年度）

担 当 課

5,346施設
福祉保健課
（H28）
長寿社会課
食品安全･消費生
活課

障害のある人の人権
5,346施設
福祉保健課
（H28）

同和問題
意識調査における同和問題の認知度

外国人の人権
外国人向けの発信を行う市町数

ＨＩＶ感染者・ハンセン病回復者等の人権
エイズカウンセラー相談実施件数

13件
（H27）

14件
（毎年度）

9件
（H28）

医療政策課

専門医を講師としたHIVも含めた性に関
する研修会への教職員参加人数

156人
（H24）

180人
（毎年度）

783人
（H28）

体育保健課

ハンセン病療養所入所者作品展の来場
者数

820人
（H27）

1，100人
（毎年度）

672人
（H28）

国保・健康増進課
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Ⅲ 市町における基本計画策定状況
(平成２９年３月３１日現在)
市町名
長崎市
佐世保市

基本計画策定状況
長崎市人権教育・啓発に関する基本計画 （H16.3月策定）
佐世保市人権教育・啓発基本計画 （H22.3月策定）

島原市
諫早市
大村市
平戸市

平戸市人権教育・啓発基本計画 （H24.3月策定）

松浦市

松浦市人権教育・啓発基本計画 (H23.3月策定)

対馬市
壱岐市

壱岐市人権教育・啓発基本計画 (H21.3月策定)

五島市
西海市

西海市人権教育・啓発基本計画 (H22.3月策定）

雲仙市
南島原市
長与町
時津町
東彼杵町
川棚町
波佐見町
小値賀町
佐々町
新上五島町

新上五島町人権教育・啓発基本計画 (H29.3月策定）
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Ⅳ 長崎県人権教育・啓発推進会議設置要綱
（目
的）
第１条 本県の人権教育・啓発の推進に関し、関係部局相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的か
つ効果的に推進するため、長崎県人権教育・啓発推進会議（以下「推進会議」という。）を設置
する。
（所掌事務）
第２条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(１) 長崎県人権教育・啓発基本計画の策定に関すること。
(２) 長崎県人権教育・啓発基本計画の推進に関すること。
（組
織）
第３条 推進会議は、議長、副議長及び会議委員をもって構成する。
２ 議長は、副知事（県民生活部担当）をもって充てる。
３ 副議長は、県民生活部長をもって充てる。
４ 会議委員は、別表１に掲げる者をもって充てる。
（運
営）
第４条 推進会議は、議長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
２ 副議長は、議長を補佐する。
（幹事会及びワーキンググループ）
第５条 推進会議に幹事会を置き、推進会議の運営について必要な事項を処理する。
２ 幹事会を構成する幹事は、別表２に掲げる者をもって充て、人権・同和対策課長を代表幹事と
する。
３ 代表幹事は、必要があると認めるときは幹事会を招集し、これを主宰する。
４ 幹事会の下にワーキンググループを置き、推進会議の運営について必要な事項を処理する。
５ ワーキンググループは、別に定める者をもって充てる。
（事務局）
第６条 推進会議の庶務は、県民生活部人権・同和対策課が行う。
（補
則）
第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、議長が別に定め
る。
附
則
（施行期日）
１ この要綱は、平成１７年９月８日から施行する。
２ この要綱は、平成１８年４月１９日から施行する。
３ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。
４ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
５ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
６ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
７ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
８ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。
９ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
10 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
11 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
12 この要綱は、平成２８年１１月３０日から施行する。
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別表１

（推進会議）
議
長
副 議 長

副 知 事（県民生活部担当）
県民生活部長

（第３条第４項関係）
危
機
管
理
総
務
部
企 画 振 興 部
文 化 観 光 国 際 部
環
境
部
福 祉 保 健 部
こ ど も 政 策 局

別表２

（幹事会）
代 表 幹 事

監
長
長
長
長
長
長

産
水
農
土
交
教
警

業

労
産
林
木
通

察

働 部
部
部
部
局
育
本

部

長
長
長
長
長
長
長

人権・同和対策課長

（第５条第２項関係）
危機管理監危機管理課 長
総 務 部 総 務 文 書 課 長
企画振興部政策企画課 長
文化観光国際部文化振興課長
県民生活部県民協働 課長
県民生活部人権・同和対策課長
環 境 部 環 境 政 策 課 長
福祉保健部福祉保健課 長

こども政策局こども未来課長
産業労働部産業政策課長
水 産 部 漁 政 課 長
農 林 部 農 政 課 長
土 木 部 監 理 課 長
交 通 局 管 理 部 長
教 育 庁 総 務 課 長
警 察 本 部 警 務 課 長
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長崎県人権教育・啓発推進会議設置要綱第５条第５項に基づき、ワーキンググループメンバーを次
のとおり定める。
記
１ 別表のとおり幹事の属する課及び人権問題を推進する所管課（室）の職員で構成する。
別

表
ワーキンググループメンバー
危機管理監

危 機 管 理 課

こども政策局

消 防 保 安 室
総

務

部

総 務 文 書 課

こ ど も 未 来 課
こ ど も 家 庭 課

産業労働部

県 民 セ ン タ ー

産 業 政 策 課
雇用労働政策課

学 事 振 興 課
新 行 政 推 進 室

水

産

部

漁

政

課

農

林

部

農

政

課

情 報 政 策 課
企画振興部

政 策 企 画 課

文化観光国際部

文 化 振 興 課
国

県民生活部

際

農 業 経 営 課
土

木

部

監

理

課

人事委員会

職

員

課

交

通

局

総

務

課

教

育

庁

総

務

課

課

県 民 協 働 課
男女参画・女性活躍推進室
人権・同和対策課
交通・地域安全課
食品安全・消費生活課

教

職

員

課

義 務 教 育 課
環

境

部

環 境 政 策 課

高 校 教 育 課
特別支援教育室

福祉保健部

福 祉 保 健 課

生 涯 学 習 課

医 療 政 策 課

体 育 保 健 課

国保・健康増進課
長 寿 社 会 課
障 害 福 祉 課
原爆被爆者援護課
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警察本部

警

務

課

◆本報告書は、下記ホームページへも掲載しております。
長崎県人権・同和対策課

検索

ｸﾘｯｸ

（http://www.pref.nagasaki.jp/section/jinken/）

長崎県県民生活部人権・同和対策課
〒850-0057 長崎市尾上町３番１号
TEL:095-826-2585

FAX:095-826-4874

この冊子は再生紙を使用しています。

