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(1) これまでの経緯 

平成12年   「福岡市子ども総合計画」策定 

平成17年    「福岡市子ども総合計画」（次世代育成支援行動計画･前期計画）として見直し 

平成22年   「新･福岡市子ども総合計画」（次世代育成支援行動計画･後期計画）として見直し 

平成27年   「第４次福岡市子ども総合計画」策定 

令和２年３月 「第５次福岡市子ども総合計画」策定 
 

(2) 計画の位置づけ 

○上位計画である「福岡市総合計画」に即し、子どもに関する分野の基本的な計画 

として、施策の総合的・計画的な推進を図る。 

○下記計画として位置付ける 

・子ども・子育て支援法に基づく「福岡市子ども・子育て支援事業計画」 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく「福岡市子ども・若者計画」 

・次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援福岡市行動計画」 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく「福岡市ひとり親家庭等自立促進計画｣ 

・子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「福岡市子どもの貧困対策推進計画」 
 

(3) 計画の期間  令和２年度から令和６年度までの５年間 
 

(4) 計画の対象  すべての子ども・若者と子育て家庭、市民、地域コミュニティ、 

事業者、行政など、すべての個人・団体 
 

 

 

(1) 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 基本的視点 

   視点１ すべての子どもの権利の尊重  視点４ 地域や市民との共働 

視点２ すべての子ども・子育て家庭の支援 視点５ 社会全体での支援 

視点３ 支援へのアクセス向上 

Ⅰ 第５次福岡市子ども総合計画の概要 

１ 計画の位置づけ等 

すべての子どもが夢を描けるまちをめざして 

子どもは、大人とともに社会を構成する一員であり、未来を創るかけがえのない存在です。

子ども一人ひとりが自分らしく健やかに成長できるよう、それぞれの個性や価値観を尊重 
するとともに、子どもの最善の利益を考慮し、社会全体ですべての子どもと子育て家庭を 
支えます。 

また、子どもがさまざまな人との交流や体験を通して、豊かな人間性や社会性、主体性 
を身につけ、将来に夢を描き、チャレンジしながら、社会の一員として自立した大人へと 
成長できるまちをめざします。 

２ 計画の基本方針 
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【施策の方向性（抜粋）】 

○母親と子どもの心と体の健康を守るため、妊娠･出産期から、切れ目のない支援や妊娠 

・出産・育児に関する情報提供を行うなど、母子保健施策の充実を図る。 

○質の高い教育・保育の確実な提供に向けた体制・人材の確保、多様な保育サービスの 

一層の充実に取り組む。 

○身近な地域において乳幼児の親子や子どもたちが集い、安全に安心して活動できる交 

流の場や機会の提供、一時預け先の確保、身近な子育て相談、地域における人材の育 

成などに取り組む。 

○障がいの早期発見と早期支援、そして“ノーマライゼーション”の理念のもとに、一 

人ひとりの自立をめざした支援・療育体制の充実に取り組む。 

 

 

 

 

 
【施策の方向性（抜粋）】 

○放課後や長期休暇などに子どもたちが安全に過ごし、それぞれの状況に応じて主体的 

 に活動できる場を充実させるとともに、地域における居場所づくりや支え合いの活動 

 を支援する。 

○子ども・若者の自己形成や社会的自立に向けた取組みを推進する。 

○ひきこもりや無業の状態にあるなど社会生活上の困難を有する若者や家族について、 

学校等の関係機関と連携して早期に把握し、ニーズに応じた適切な支援機関や団体に 

つなぐための相談機関の設置を検討するとともに、年齢階層で途切れることなく複合 

的な困難にも対応するため、「縦と横のネットワーク」による連携体制を強化する。 

 

 

 

 

【施策の方向性（抜粋）】 

○子どもに関する相談支援体制を充実させるとともに、一元的な電話相談･通告窓口の機 

能を整備する。 

○妊娠期から切れ目なく子育て家庭を支援するための在宅支援サービスを充実させる。 

○ひとり親家庭の生活、学び、就業などを支援する様々な給付制度やサービスの充実、 

 利用促進に取り組む。 

○子どもの貧困の解消に向けて、子どもの貧困対策を総合的に推進する。 

○継続的な里親のリクルートによる受け皿の確保や里親の支援・研修などに取り組むと 

ともに、里親や社会的養護関連施設から社会へ自立する子どもの支援を強化する。 

 

 

３ 施策の方向 

施策１ 母と子の心と体の健康づくり  施策４ 障がい児の支援（乳幼児期） 

施策２ 幼児教育・保育の充実   施策５ 子育てを応援する環境づくり 

施策３ 身近な地域における子育て支援の充実 

     安心して生み育てられる環境づくり 目標１ 

     子ども・若者の自立と社会参加 目標２ 

 

     さまざまな環境で育つ子どもの健やかな成長 目標３ 

 

令

和

２

年

度 

調

査

事

項 

施策６ 子どもの居場所や体験機会の充実  施策８ 若者等の相談支援と居場所の充実 

施策７ 青少年の健全育成と自己形成支援  施策９ 障がい児の支援（学童期以降） 

施策 10 子ども家庭支援体制の充実  施策 13 子どもの貧困対策の推進 

施策 11 児童虐待防止対策と在宅支援の強化 施策 14 社会的養護体制の充実 

施策 12 ひとり親家庭の支援   施策 15 子どもの権利擁護の推進 
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○放課後や長期休暇などに子どもたちが安全に過ごし、それぞれの状況に応じて主体的 

 に活動できる場を充実させるとともに、地域における居場所づくりや支え合いの活動 

 を支援する。 

○子ども・若者の自己形成や社会的自立に向けた取組みを推進する。 

○ひきこもりや無業の状態にあるなど社会生活を営む上で困難を有する若者や家族に 

ついて、学校等の関係機関と連携して早期に把握し、ニーズに応じた適切な支援機関 

 や団体につなぐための相談機関の設置を検討するとともに、年齢階層で途切れること 

 なく複合的な困難にも対応するため、「縦と横のネットワーク」による連携体制を強化 

 する。 

○保護者と連携し、十分な情報共有のもと、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支 

 援教育に取り組むとともに、放課後等における支援の充実や質の向上を図る。 

など 

施策の方向性 

○女性就業率の上昇に伴う留守家庭子ども会の需要の高まり 

○将来の目標をまだ描いていない中高生年代を中心とした子どもたちのため、自己形成 

 の支援や職業観を育む機会の充実が必要 

○ひきこもりや無業の状態にある若者は悩みや心配ごとを「誰にも相談しない」傾向 

○障がいのある子どもの学校における支援や、放課後や休日の支援ニーズに対する施策 

 の充実、支援の質の向上が必要 

など 

現状と課題 

Ⅱ 目標２「子ども・若者の自立と社会参加」に向けた取組状況 



 4 

 
◆放課後や長期休暇などに子どもたちが安全に過ごし、それぞれの状況に応じて主体的に

活動できる場を充実させるとともに、地域における居場所づくりや支え合いの活動を支

援する。 
◆地域等との協力や公園の整備など、子どもたちの放課後等の遊び場の充実を図る。 
◆関係部局や地域団体などが連携し、子どもの自主性・人間性等を育む多様な体験・交流 
の機会の充実を図るとともに、それらに関わる担い手の育成に取り組む。 

 

【令和２年度の取組状況】 

○留守家庭子ども会事業について、新たに７か所の増築等を行うとともに、利用者の増

加や新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に対応するため、支援員等の増員を行

っている。また、子ども食堂を運営する 18団体への助成や地域子ども育成事業などを

通じ、子どもが大人と関わる機会を得られる地域の居場所づくりや子どもを育む地域

活動を支援している。 

○放課後等の遊び場づくり事業を新たに１校で開設するとともに、中央児童会館におけ

る遊び・体験・交流の場の提供、身近な公園の整備などを引き続き実施し、子どもた

ちが放課後等に安心して活動できる遊び場の充実に取り組んでいる。 

○新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、アジア太平洋こども会議・イン福岡に

おける招へい事業などは開催できなかったものの、オンラインイベント等の国際交流

プロジェクトへの支援、ミニふくおかのホームページを通じたまちのアイデア募集や

子どもたちが主体的に活動できるワークショップの開催、青少年施設における体験機

会の提供、科学館、美術館、博物館における参加体験型の展示や子ども向けの催し、

学校等への出向いての体験学習の実施など、子どもの自主性・人間性等を育む多様な

体験機会の充実に取り組んでいる。 

 

主な事業 事業概要 取組状況 
(令和２年度は11月末現在) 

留守家庭子ども
会 

保護者や同居する親族などが、就労など
の理由により、昼間家庭にいないことが
常態で、小学校の授業終了後・学校休業
日に家庭で適切な保護を受けられない
児童を対象に、遊びと生活の場を提供
し、「放課後児童支援員」などの活動支
援のもと、児童の健全な育成を図る 

【令和元年度】 
・留守家庭子ども会事業の充実を図った 

留守家庭子ども会   139校 
入会児童数     16,880人 
施設の増築等     5か所 

 
【令和２年度】 
・留守家庭子ども会事業の充実を図った 

留守家庭子ども会   139校 
入会児童数     18,065人 
施設の増築等     7か所 

放課後等デイサ
ービス 
（施策９再掲） 

就学している障がい児に対して、放課後
や長期休暇において、生活能力向上のた
めの訓練などを継続的に提供すること
により、学校教育と相まって障がい児の
自立を促進するとともに、放課後などの
居場所づくりを推進 

【令和元年度】 
・事業所数  202か所  
・延利用者  32,885人 
 
【令和２年度】 
・事業所数  216か所  
・延利用者  17,310人（９月末時点） 

施策６ 子どもの居場所や体験機会の充実 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

子どもの食と居
場所づくり支援
事業 
（施策 13再掲） 

子どもへの食事の提供と居場所づくり
活動を行う民間団体への支援を実施 

【令和元年度】 
・助成団体数 23団体 
 
【令和２年度】 
・助成団体数 18団体 

ファミリー･サポ
ート･センター事
業（子育て援助活
動支援事業） 
（施策 3 再掲） 

地域において、育児を援助したい人と援
助を受けたい人の会員組織をつくり、会
員同士が助け合う相互援助活動を推進 

【令和元年度】 
・会員数    8,184人 
・活動回数  12,676回 
 
【令和２年度】 
・会員数    7,294人 
・活動回数   5,673回 

放課後等の遊び
場づくり事業（わ
いわい広場） 

子どもの心身にわたる健全育成を図る
ため、児童にとって身近で使い慣れた小
学校施設を活用し、放課後などに、自由
に安心して、遊びや活動ができる場や機
会づくりを推進 

【令和元年度】 
・開設校数    136校（新規開設10校） 
・参加延人数 272,700人 
※コロナのため３月の開催は中止 
 
【令和２年度】 
・開設校数    137校（新規開設1校） 
・参加延人数 156,767人 

中央児童会館 

児童に健全な遊びを与えて、その健康を
増進し、情操を豊かにするため、常設の
「遊び、体験、交流の場」を提供すると
ともに、クラブ活動や、季節のイベント
など、さまざまな催しものを実施 

【令和元年度】 
・利用者数 延べ133,959人 
 
【令和２年度】 
・利用者数 延べ 57,262人 
※コロナのため利用者は減少したが、代替 
策として、さまざまな遊びに関する動画 
配信を実施 

特別支援学校放
課後等支援事業 
（施策９再掲） 

市立特別支援学校に通学する障がい児
に放課後などの活動の場を提供すると
ともに、保護者の就労やレスパイトの時
間を確保するため、放課後などの支援事
業を実施 

【令和元年度】 
・実施箇所   ７か所 
・延利用者   7,840人 
 
【令和２年度】 
・実施箇所   ７か所 
・延利用者   4,924人 

公園再整備事業 

都市公園などの再整備において、見通し
の確保などにより子どもが安心して遊
べる空間づくりや親も安心してそれを
見守り快適に時間を過ごすことができ
る公園内の居場所の確保、子どもが多様
な遊びができる場づくりを推進 

【令和元年度】 
・再整備 37公園 
 
【令和２年度】 
・34公園（着手済み） 

身近な公園整備
事業 

地域住民からより愛着を持って親しま
れる公園を目指して、ワークショップな
ど住民参加型の手法を用いて身近な公
園の整備を進めるとともに、多様な公園
ニーズへの対応を促進 

【令和元年度】 
・整備 ８公園 
 
【令和２年度】 
・整備 ３公園（着手済み） 

ミニふくおか 

子どもがつくるまち「ミニふくおか」を通
して、子どもの主体性と協働性、コミュニ
ケーション力を育み、福岡市の未来を創
造的に切り拓く人材を育成 

【令和元年度】 
・開催日   令和元年８月20日～22日 
・参加者数 1,504人（開催３日間） 
 
【令和２年度】 
※コロナのため大規模会場でのイベントは 
中止したが、ホームページを通じたまち 
のアイデア募集、子どもたちが主体的に 
活動できるワークショップを開催 

・開催日   令和２年11月～令和３年３月 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

地域子ども育成
事業（子どもの夢
応援等） 

地域の子どもを育む力の醸成を目指し
て、地域で子どもを育む活動の活性化に
取り組み、子どもたちを健やかに育む環
境づくりを推進 

【令和元年度】 
・研修講師派遣事業  35団体 
・遊びの達人派遣事業 57団体 
・子どもの夢応援事業 30団体 
・思いやりの心推進モデル地区 15校区 
 
【令和２年度】 
・研修講師派遣事業  13団体 
・遊びの達人派遣事業 17団体 
・子どもの夢応援事業 ８団体 
・思いやりの心推進モデル地区 15校区 

アジア太平洋こ
ども会議･イン福
岡 

アジア太平洋諸国地域の相互理解の促
進、国際感覚あふれる青少年の育成を図
る目的で、NPO法人アジア太平洋こども
会議・イン福岡が実施するアジア太平洋
諸国地域の子どもたちの招へい事業等
を支援 

【令和元年度】 
・アジア太平洋こども会議・イン福岡 
  招へい事業  297人 
  （アジア太平洋35か国・地域） 
  派遣事業   213人 
  （アジア太平洋12か国・地域） 
 
【令和２年度】 
※コロナのため招へい事業、派遣事業は 
 中止したが、代替策として、下記５つ 

の国際交流プロジェクトをオンライン 
で実施 

・ＯＭＯＩＹＡＲＩの絵プロジェクト 
 （世界各地の子どもたちから絵画を募集 

し、応募作品を公開） 
・オンラインパフォーマンスイベント 
 （世界各地のこども大使によるパフォー 

マンス動画を公開） 
・BRIDGE Question Exchange 
 （こども大使と福岡の子どもたちが他の 

国や地域について質問し答え合う異文 
化交流の場を設置） 

・ＰＡバーチャルキャンプ 
 （5/16と5/17の２日間、元こども大使の 

青年たちが活動の活性化等を議論） 
・クラウドファンディングプロジェクト 
 （APCCの活動に賛同する方からの寄付を 

募集） 

子ども文化芸術
魅力発見事業 

子どもたちが文化芸術を鑑賞・体験でき
る機会の創出を目的に、音楽・ダンス・
日本伝統文化・国際文化などの分野で活
躍しているアーティストを小学校に派
遣する事業などを実施 

【令和元年度】 
・小学校へのアーティスト派遣 

計49校（延べ5,075人参加） 
・公募型ワークショップ（延べ207人参加） 
 
【令和２年度】 
・小学校へのアーティスト派遣 

計26校（延べ3,384人参加） 
・公募型ワークショップ 

※コロナのため中止 
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主な事業 事業概要 取組状況 
(令和２年度は11月末現在) 

スクールツアー 

美術館と学校が連携し、児童生徒と美術
のよりよい出会いの場を提供する教育
普及活動。児童生徒が、より興味・関心
を持って美術作品と接し、深く理解でき
るようにボランティアによるコレクシ
ョン展示作品の対話型鑑賞ツアーを実
施 

【令和元年度】 
・子ども向けバックヤードツアー 
 「子ども探検隊」20人参加 
・学校向け対話型ギャラリーツアー 
 「スクールツアー」 

32校（1742人参加） 
・特別支援学校等へのアウトリーチ 
 「どこでも美術館 アウトリーチ」 
  ５校（51人参加） 
・学校への教材貸し出し 
 「どこでも美術館 ティーチャーズ 

 プラス」 ５校（305人参加） 
 

【令和２年度】 
・子ども向けバックヤードツアー 
 「子ども探検隊」※コロナのため中止 
・オンライン動画「森のたねのこうさく」
を制作・公開 714回視聴 

・学校向け対話型ギャラリーツアー 
 「スクールツアー」※コロナのため中止 
・特別支援学校等へのアウトリーチ 
 「どこでも美術館 アウトリーチ」 
  学校  １校（101人参加） 

  公民館 １件（14人） 

夏休みこども美
術館 

展覧会・ワークショップ・ギャラリート
ーク、本などによる芸術の知識と、子ど
もたちが自らの興味で選択できるよう、
さまざま「入口」を設け、楽しみながら
美術を体験できる機会を提供 

【令和元年度】 
・展覧会     1,268人観覧 
・ワークショップ   21人参加 
・子ども向けツアー  60人参加 
 
【令和２年度】 
・展覧会     1,579人観覧 
・ワークショップ   29人参加 
※コロナのため子ども向けツアーは中止し 
たが、代替策として下記ツアーを実施 

・オンライン作品鑑賞ツアー 
18人参加 

ファミリーDAY 

未就学児童から小学生くらいまでの子
どもとその保護者を対象に、美術館内各
所でさまざまなワークショップを実施。
家族で美術を楽しみながら体験できる
機会を提供。美術を通して家族同士の楽
しみの共有や対話を促進 

【令和元年度】 
・延べ886人参加 
 
【令和２年度】 
・延べ807人参加（美術館で実施したもの） 
・オンラインプログラムに54人参加 
・ワークショップ等のオンライン動画を 

制作・公開 744回視聴 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

こども博物館 
小学生及びその保護者を対象に、講話、
展示室見学、体験学習などを通して、郷
土の歴史と文化に対する理解を促進 

【令和元年度】 
・金印の使い方を知るワークショップ 

 夏休み（２回）、冬休み（１回） 
 ※３月はコロナの影響により中止 

  主に小学生とその保護者 207人参加 
 
【令和２年度】 
・金印の使い方を知るワークショップ 

10月（１回）、11月（１回） 
  ※夏休みはコロナのため中止 
  主に小学生とその保護者 129人参加 

博物館の出前学
習 

小学校や特別支援学校へ出向き、「勾玉
づくり」等を体験するとともに、校区内
の史跡や文化財について講話を行い、市
の文化遺産や民俗資料について興味、関
心と理解を深めながら、郷土を愛する心
と未来を考える力を育む 

【令和元年度】 
・出前学習  

勾玉づくり  … 45校  4,284人 
金印・封泥  … 24校  2,546人 
しめ縄づくり … ３校   196人 

 
【令和２年度】 
・出前学習  

勾玉づくり  … 47校 4,160人 
  金印・封泥  …  11校 1,170人 
  布つくり     …  １校     ９人 
  しめ縄づくり  …  １校   117人 

博物館での体験
学習 

小・中学校、特別支援学校が、博物館へ
来館し、展示の見学や封泥や勾玉づくり
を体験し、郷土の歴史・文化について理
解を深める 

【令和元年度】 
・博物館体験学習 

（館内見学や封泥・勾玉づくり体験） 
５校 341人（引率者を除く） 

 
【令和２年度】 
・博物館体験学習 

※コロナの影響で来校なし 

福岡市科学館 

子どもの健やかな育ちや学びを促すこ
とを基本に、科学の原理や最新の科学技
術に親しみ、楽しく学べる参加体験型の
科学館を運営 

【令和元年度】 
・延利用者数 956,746人 
  うち 基本展示室   325,037人 
      ドームシアター 180,662人 
 
【令和２年度】 
・延利用者数 181,898人 
  うち 基本展示室    63,966人 
      ドームシアター  38,378人 
※コロナのため来場者は減少したが、代替 
策として、おうちで楽しめる科学実験の 
動画配信やオンライン講座などを実施 

背振少年自然の
家・海の中道青少
年海の家 

野外活動を通じて自然の豊かさや大切
さを学び、子どもたちの豊かな心と健康
な体を育むため、小・中学校自然教室、
スポーツ団体、子ども会などの受け入れ
や、子どもまたは家族を対象とした主催
事業を実施 

【令和元年度】 
・背振少年自然の家 

延べ利用者数 25,622人 
・海の中道青少年海の家 

延べ利用者数 59,799人 
 
【令和２年度】 
・背振少年自然の家 

延べ利用者数  3,827人 
・海の中道青少年海の家 

延べ利用者数  4,509人 
※コロナのため利用者は減少したが、代替 

策として、出張自然教室といったアウト
リーチ型の体験学習を実施 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

海っ子山っ子ス
クール 

海や山に囲まれ、自然に恵まれた環境の
中で、地域との交流を大切にし、自然を
生かした教育活動を行っている小規模
の小学校に通学することにより、豊かな
人間性を育み、自然を愛する心を培うこ
とを目的に実施 

【令和元年度】 
・対象校にて11月初旬に体験学校を実施 
・12月には令和２年度からの転入学希望者 
 を募集し、３人が転入学 
 
【令和２年度】 
・対象校にて11月中旬に体験学校を実施 
・12月には令和３年度からの転入学希望者 
 を募集 

スポーツビュッ
フェ・プロジェク
ト 

小学校の体育館や運動場などの身近な場
所で、子どもたちがスポーツと出会い、ス
ポーツを始めるきっかけとなる体験機会
を提供し、スポーツに親しむ子どもたち
を増やしていくことを目的として実施 

【令和元年度】 
・東区、博多区で１回ずつ実施 

参加者計330名 
※コロナのため５回中止 

 
【令和２年度】 
・コロナを踏まえ開催可否を検討中 

アビスパ少年少
女サッカー教室 

幼児や小・中学生を対象に、高い指導力を
有するプロの指導陣の高度な指導を身近
に受けられる環境を提供するため、アビ
スパ福岡からコーチを派遣し、巡回型サ
ッカー教室を開催 

【令和元年度】 
・市内各所で86回実施 
  参加者 3,758人 
 
【令和２年度】 
・市内各所で23回実施 
  参加者 2,639人 

アビスパ福岡心
の教育プロジェ
クト事業 

アビスパ福岡のコーチまたは選手を小学
校に派遣し、人格形成において重要な時
期である小学校高学年児童に対して、夢
に向かって目的と手段をあわせて考える
ことの大切さや、フェアプレー精神など
の理解を促すことにより、健全育成を推
進 

【令和元年度】 
・希望があった市内の小学校を対象として 
 20のクラスで事業を実施 
  参加者 648人 
 
【令和２年度】 
・希望があった市内の小学校を対象として 
 11のクラスで事業を実施 
  参加者 350人 

親子サッカー教
室 

子どもたちに、ボール遊びやゲームを中
心とし、外で体を動かすことの楽しさを
伝えるため、アビスパ福岡から選手・コー
チを派遣し、サッカー教室を実施 

【令和元年度】 
・各区の居住者を対象としてレベルファイ 
 ブスタジアムで実施 参加者 976人 
 
【令和２年度】 
※コロナのため開催見送り 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

子ども読書活動
の推進 

子どもと本をつなぐ環境づくりを推進
するため、ポスターやホームページなど
での「共読」や「子どもと本の日」の啓
発、また、子ども読書フォーラムなどの
イベントを通して、子どもの読書活動に
関する理解と関心を高める活動を実施 

【令和元年度】 
・子ども読書フォーラム 延べ3,384人 
・68公民館のスタンバード文庫に計122冊 
 の絵本を配本 
・スタンバード文庫読み聞かせ講座（18回） 
 参加者451人 ※コロナのため２回中止 
・読書活動ボランティア交流会 参加31人 
・公民館文庫・地域文庫交流会 参加18人 
・新入生向けおすすめ本リストの配布 
・「子どもと本の日」通信の発行（毎月）、 
 映画ポスターによる共読の周知（３回） 
 
【令和２年度】 
・子ども読書フォーラム 

※コロナのため中止 
・59公民館のスタンバード文庫に計132冊 
 の絵本を配本 
・スタンバード文庫読み聞かせ講座（11回） 
 参加者124人  
・読書活動ボランティア交流会 

※コロナのため中止 
・公民館文庫・地域文庫交流会 

※コロナのため中止 
・新入生向けおすすめ本リストの配布 
・「子どもと本の日」通信の発行（毎月）、 
 映画ポスターによる共読の周知（１回） 

こども図書館 

子どもが読書の楽しみを発見し、読書に
親しむことができるように、図書等の収
集・提供を行い、子どもと本をつなぐ機
会や情報提供の充実を図る 

【令和元年度】 
○図書等の収集・提供 
・児童図書   110,805冊 
・児童研究資料 30,042冊 
 （世界の絵本  6,480冊） 
○子どもと本をつなぐ機会 
・おはなし会の実施（土・日・第２金等） 
 98回実施、参加人数3,560人 
・夏休み図書館の達人講座 参加33人 
○情報提供 
・読書に関するレファレンス  7,271件   
・こどもとしょかんニュース 

年6回 各1,445部発行 
・「モデル児童図書」(おすすめの本) 

コーナー設置とリスト配付 
 
【令和２年度】 
○図書等の収集・提供 
・児童図書   111,454冊 
・児童研究資料 30,254冊 
 （世界の絵本  6,541冊） 
○子どもと本をつなぐ機会 
・おはなし会の実施（土・日・第２金等） 
 1回実施、参加人数47人 

※コロナのため77回中止 
・夏休み図書館の達人講座 

※コロナのため中止 
○情報提供 
・読書に関するレファレンス  2,474件   
・こどもとしょかんニュース 
 年6回 各1,610部発行 
・「モデル児童図書」(おすすめの本) 

コーナー設置とリスト配付 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

公民館などで行
う子ども向け事
業 

子どもの健全育成に向けて、地域諸団体
やボランティア、公民館サークルなどと
連携し、体験活動などの地域ぐるみの活
動を実施 

【令和元年度】 
・実施館数         147館 
・実施回数       1,833回 
・参加延べ人数    77,057人 
 
【令和２年度】 
 各公民館が年度終了後に集計予定 
 ※コロナのため実施回数減の見込み 

小学校等での動
物愛護事業 

動物愛護管理センター職員が小学校等
に出向き、命を大切にする心、ペットの
飼い主の責任についての講座を実施 

【令和元年度】 
・実施回数    47回 
・施設数     31施設 
・参加者数 5,017人 
 
【令和２年度】 
・実施回数     ３回 
・施設数     １施設 
・参加者数   106人 

こども水たんけ
ん隊 

水源地域・流域を訪ね、自然の中での体
験を通して水源かん養林の働きや水の
大切さを学ぶとともに、森林を守ってい
る地元の人たちとふれあう交流事業を
実施 

【令和元年度】 
・応募者数24組52人 
・参加者数15組33人(全員新規） 
 
【令和２年度】 
※コロナのため中止 

親子水道施設見
学会 

浄水場の取組（水の安全管理や環境への
配慮策など）やダムの役割をＰＲし、子
どもに「水の大切さ」を感じてもらい、
保護者には市の水事情や水道事情への
理解促進を図る 

【令和元年度】 
・全3回   
・参加者 138人 
 
【令和２年度】 
※コロナのため中止 

フクちゃんのこ
ども水道教室 

水の大切さ、水道水の安全性やおいしさ
を知り、水道に対する理解を深めるため、
小学校に出向いて水道に関する説明を行
う出前講座を実施 

【令和元年度】 
・62校（6,030人）で実施 
 
【令和２年度】 
※コロナのため中止 

環境わくわく出
前授業 

「環境教育・学習人材リスト」登録者を学
校等へ派遣する「講師派遣事業」及び、幼
稚園・保育園や小中学校の教職員などの
指導者を対象に実践的な講座や研修会を
行う「指導者向け講座」を実施 

【令和元年度】 
・講師派遣事業  実施校数 23校 
・指導者向け講座 実施回数 25回 
 
【令和２年度】 
・講師派遣事業  実施校数 22校 
・指導者向け講座 実施回数 ６回 
 ※研修会はコロナのため実施せず 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

PTAの活動支援 

家庭と学校と地域を結ぶ存在として、Ｐ
ＴＡの自主的な会員相互の学習や活動
を支援するため、研修会や研究集会を開
催 

【令和元年度】 
・ＰＴＡ指導者研修 

研修講座 14回、3,785人参加 
研究集会  17回、2,782人参加 
単位ＰＴＡ人権教育研修 
    484回、18,206人参加 
指導資料「歩みつづけるＰＴＡ」 
 作成・配布    6,900部 

  リーフレット「わたしたちのＰＴＡ」 
   作成･配布   15,500部 
 
【令和２年度】 
・ＰＴＡ指導者研修 

研修講座 38回、698人参加 
研究集会 ３回、214人参加 
単位ＰＴＡ人権教育研修 
    107回、5,631人参加 
※コロナのため研修中止あり 
指導資料「歩みつづけるＰＴＡ」 
 作成・配布   750部（予定） 

  リーフレット「わたしたちのＰＴＡ」 
   作成･配布  15,500部（予定） 

子ども会育成連
合会の支援 

子ども会活動の振興を図るため、市及び
区子ども会育成連合会の行う事業（体
育、文化、ジュニアリーダー）に対して
助成を実施 

【令和元年度】 
・子ども会育成連合会加入率 41.3% 
 
【令和２年度】 
・加入率は子ども会育成連合会が年度終了 
後集計予定 

子ども会などの
活動支援（ジュニ
アリーダーの育
成） 

子どもの活動などを支援する中学・高校
生のジュニアリーダーを育成するため、
市子ども会育成連合会と共催で研修を
実施 

【令和元年度】 
・研修回数  年２回 
・延べ参加者数 32人 
 
【令和２年度】 
※コロナのため未実施 
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◆子ども・若者が、多様な経験を通して豊かな人間性を育み、自立した大人へと成長して

いけるよう、子ども・若者の自己形成や社会的自立に向けた取組みを推進する。 
◆非行や被害を防止し、青少年が深刻な状況に陥ることがないよう、インターネットや

SNS 等の適切な使用に関する啓発を行うとともに、家庭や学校、地域と連携し、非行

防止活動や有害環境への対応、思春期の保健・健康教育などに取り組む。 
 

【令和２年度の取組状況】 

○子どもたちが夢や希望をもち新しいことにチャレンジする意欲を育成するため、地元

企業家による講話や著名人による授業を行うアントレプレナーシップ教育を継続して

実施するとともに、職場体験学習、性別にとらわれないキャリア形成への意識を高め

るセミナーなど、子ども・若者の自己形成や社会的自立に向け、主体性や職業観を育

む取組みを推進している。 

○家庭、学校、地域、関係機関等と連携し、非行防止活動や健全育成事業を推進すると

ともに、保健知識や薬物乱用問題、健全な食習慣などの保健・健康に関する学習機会

の提供に取り組んでいる。 

 

 

主な事業 事業概要 取組状況 
(令和２年度は11月末現在) 

家庭教育支援事業 

子どもの基本的生活習慣の定着や規範
意識の向上を図るため、学校やＰＴＡと
連携し、家庭教育の重要性について理解
を深める講演会や学習会などを実施 

【令和元年度】 
○生活習慣定着の家庭向け学習会 
・入学説明会等学習会 18校 参加2,299人 
・家庭教育支援パンフレット研修 

参加211人(教員) 
○ＰＴＡとの連携事業 
・家庭で楽しむ読み聞かせ講座 

４回 参加130人 
・「早寝早起き朝ごはん」啓発講演会 

参加502人 
 
【令和２年度】 
○生活習慣定着の家庭向け学習会 
・入学説明会等学習会 １校 参加９人 
 （令和３年１月以降13校予定） 
※コロナのため家庭教育支援パンフレット 

研修は中止し、研修資料を学校配信 
○ＰＴＡとの連携事業 
・家庭教育支援講座（新規） 

※コロナのため中止 
・「早寝早起き朝ごはん」啓発講演会 

※コロナのため中止 

施策７ 青少年の健全育成と自己形成支援 
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主な事業 事業概要 取組状況 
(令和２年度は11月末現在) 

公民館などにおけ
る家庭教育の機会
の提供 

子どもたちの基本的な生活習慣や生活
能力、自制心、自立心、豊かな情操、他
人に対する思いやりなどを育むために、
主として、児童・生徒の保護者を対象と
した学習機会を提供する家庭教育学級
や乳幼児の健やかな成長を育むため、育
児サークル等と連携し、育児に関する学
習機会及び孤立しがちな乳幼児と親の
交流の場を提供する乳幼児ふれあい学
級を実施 

【令和元年度】 
○家庭教育学級 

・実施館数        42館 
・実施回数       129回 
・参加延べ人数 4,155人 

○乳幼児ふれあい学級 
・実施館数       128館 
・実施回数     1,194回 
・参加延べ人数 40,717人 

 
【令和２年度】 

各公民館が年度終了後に集計予定 
※コロナのため実施回数減の見込み 

職場体験学習事業 

生徒が「生きる力」を身につけ、さまざ
まな問題に柔軟かつたくましく対応し、
社会人・職業人として自立していくこと
ができるよう、職場体験やさまざまな世
代との交流を通じて、子どもの勤労観・
職業観を育成 

【令和元年度】 
・福岡市全中学校職場体験事業実施 

体験事業先件数 延べ2,872か所 
参加生徒数   11,060人 

 
【令和２年度】 
・福岡市全中学校職場体験事業 

※コロナのため中止 

アントレプレナー
シップ教育～ふく
おか立志応援プロ
ジェクト～ 

全小・中学校に「立志」「チャレンジマイ
ンド」に係る書籍を整備するとともに、
起業家を中心とした地域人材の活用に
より、子どもたちが将来に目標や夢を持
てるよう、チャレンジマインドを育成 

【令和元年度】 
○チャレンジマインド育成事業                                            
小学校                                                                        

 ・小学校８校で「夢の課外授業」実施 
    ※コロナのため２校中止 
 ・小学校141校で CAPS実施 
  ※６年生在籍校すべて実施                                         
中学校 

 ・起業家による社会人講話                                                                    
○ふくおか立志応援文庫                                            
・全小中学校の学校図書館に「立志」や 

「チャレンジマインド」に関する書籍 
資料を配備し、コーナーを設置 

 
【令和２年度】 
○チャレンジマインド育成事業 

小学校                                                                        
 ・小学校２校で「夢の課外授業」実施 
 ・小学校で CAPS 実施 
  ※コロナのため中止 

中学校 
 ・起業家による社会人講話 
  ※一部オンラインで実施 
○ふくおか立志応援文庫                                            
・全小中学校の学校図書館に「立志」や 

「チャレンジマインド」に関する書籍 
資料を配備し、コーナーを設置 
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主な事業 事業概要 取組状況 
(令和２年度は11月末現在) 

小学生からのキャ
リア教育事業 

小学生を対象に、技能職者によるものづ
くり体験講座を実施 

【令和元年度】 
・ものづくり体験講座 

実施校 ８小学校（応募は27校） 
参加生徒数   578人 
派遣講師数    108人 
実施講座数     28講座  

・子どものものづくり体験 
令和元年８月22日～24日 
参加者数  2,908人（３日間計） 
実施講座数  14講座 

 
【令和２年度】 
・ものづくり体験講座 
 ※コロナのため中止 
・子どものものづくり体験 

※コロナのため中止 

中学生向け出前セ
ミナー 

中学生を対象に、性別にとらわれないキ
ャリア形成への意識を高めるセミナー
を実施 

【令和元年度】 
・実施校 市立中学校26校 
・セミナーの内容 

男女共同参画についての基礎的説明  
外部講師による講話 

 
【令和２年度】 
・実施校 市立中学校７校 

※実施予定24校のうち７校実施済み 
 コロナのため次年度に延期８校 

  検討中９校 
・セミナーの内容 

男女共同参画についての基礎的説明  
外部講師による講話 

ミニふくおか 
（施策６再掲） 

子どもがつくるまち「ミニふくおか」を通
して、子どもの主体性と協働性、コミュニ
ケーション力を育み、福岡市の未来を創造
的に切り拓く人材を育成 

【令和元年度】 
・開催日   令和元年８月20日～22日 
・参加者数 1,504人（開催３日間） 
 
【令和２年度】 
※コロナのため大規模会場でのイベントは 

中止したが、ホームページを通じたまち 
のアイデア募集、子どもたちが主体的に 
活動できるワークショップを開催 

・開催日   令和２年11月～令和３年３月 

インターネット･
携帯電話を介した
児童生徒の被害防
止取組推進事業 

携帯電話などを介した児童生徒の被害
を未然に防止するため、情報や機器の正
しい利用や危険性の指導・啓発を実施 

【令和元年度】 
○学校ネットパトロール事業 
・ネット上の問題のある書き込み等の検知 
・月に１度、児童生徒や教職員、保護者向
けに啓発資料を作成し配布 

・委託業者による、教職員向け研修会や児
童生徒・保護者向け講演会を実施 

        児童生徒向け 1回実施 
 
【令和２年度】 
○学校ネットパトロール事業 
・ネット上の問題のある書き込み等の検知 
・月に１度、児童生徒や教職員、保護者向
けに啓発資料を作成し配布 

・委託業者による、教職員向け研修会や児
童生徒・保護者向け講演会を実施 

        児童生徒向け 11回実施 
（※実施予定数） 
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主な事業 事業概要 取組状況 
(令和２年度は11月末現在) 

メディアリテラシ
ーの育成 

学校において、幼少期からの過度なメデ
ィア接触や、インターネットに関連した
子どもたちの事件・事故などへ対応する
ため、通信会社や関係機関と連携し、発
達段階に応じて様々な情報への関わり
方の指導を行うことで、各種メディアに
対する正しい向き合い方や活用能力の
向上を図る 

【令和元年度】 
・規範意識育成事業(県）における「ネット

による誹謗中傷やいじめ」に関する研修
事業との連携により、正確な情報の探し
方や安易な書き込みの危険性を伝えるな
ど情報モラル教育を推進 
外部講師招聘 小学校144校 

中学校69校 
 
【令和２年度】 
・通信会社や関係機関と連携し、正確な情報 
の探し方や安易な書き込みの危険性を教 
員が伝えるなど情報モラル教育を推進 

・教育委員会のＨＰに啓発資料を掲載 
                        月１回 

区青少年育成推進
事業 

区において、地域・学校・関係機関と連
携しながら、健全育成・非行防止・啓発
活動など、地域に根ざした各種青少年育
成事業を推進 

【令和元年度】 
・少年愛護パトロール員等 873人 
・青少年を見守る店 704店舗を指定 
・地域と青少年のつどい（各区で行事等） 
 
【令和２年度】 
・少年愛護パトロール員等 858人 
・青少年を見守る店 660店舗を指定 
・地域と青少年のつどい（各区で行事等） 

遊び・非行型の不
登校児童の居場所
づくり事業 
（施策８再掲） 

学校復帰を目的として、“遊び・非行型”
の不登校児童生徒の居場所をつくり、退
職教員などによる学習指導などの立ち
直りの支援を実施 

【令和元年度】 
・中学校２校に指導員２人を派遣し、個別の 
相談や学習指導などを実施 
 

【令和２年度】 
・中学校１校に指導員１人を派遣し、個別の 
相談や学習指導などを実施 

学校等における食
育の推進 

健全な食習慣を身に付けさせるため、学
級担任等と栄養教諭が連携した食育を
推進 

【令和元年度】 
・学校にて、児童生徒や保護者向けの出前講
座、食育講座、料理講習会、親子料理教室、
個別相談会等を実施 

 
【令和２年度】 
・学校にて、児童生徒や保護者向けの料理講 
習会、個別相談会、給食レシピ集の作成・ 
提供等を実施 

ティーンエイジャ
ー教室 

小・中学生、高校生などに対して将来親
となるために必要な保健知識の学習機
会を提供することで母性・父性の健全育
成を図る 

【令和元年度】 
・開設回数  ２回 
・参加者数 299人 
 
【令和２年度】 
※コロナのため休止 
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主な事業 事業概要 取組状況 
(令和２年度は11月末現在) 

薬物乱用防止啓発
事業 

若年層の薬物乱用問題に対する認識を
高めるため、「薬物乱用防止啓発イベン
ト」や「薬物乱用防止街頭キャンペーン」
を実施 

【令和元年度】 
・NO DRUG, KNOW DRUGキャンペーン（期間
R1.7.1～R1.9.1）及びイベント（R2.9.1、
来場者約 2,500 人）の開催 

・薬物乱用防止について啓発動画による周
知、ラジオによる NO DRUG, KNOW DRUGキ
ャンペーン特別番組の放送、ポスター掲
示、リーフレット配布（市内大学等へ
20,263部配布）、大学用啓発メールの配信 

 
【令和２年度】 
・NO DRUG, KNOW DRUGキャンペーン（期間
R2.7.1～R2.8.31）の開催 
※コロナのためイベントは中止 

・薬物乱用防止について啓発動画による周 
知、ラジオによる NO DRUG, KNOW DRUG キ
ャンペーン特別番組の放送、ポスター掲
示、リーフレット配布（市内大学等へ
1,925部配布）、大学用啓発メールの配信 
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◆登校支援が必要な児童生徒に関しては、学校内での連携を図って教育・心理・福祉の面

から子どもと家庭を支援するとともに、適応指導教室、ＮＰＯなどとの連携を通して、

安心して学校へ復帰することや社会的な自立を支援する。 
◆ひきこもりや無業の状態にあるなど社会生活を営む上で困難を有する若者や家族につ

いて、学校等の関係機関と連携して早期に把握し、ニーズに応じた適切な支援機関や団

体につなぐための相談機関の設置を検討するとともに、年齢階層で途切れることなく複

合的な困難にも対応するため、「縦と横のネットワーク」による連携体制を強化する。 
◆これらの機能や連携体制のもと、不登校などの経験やいじめの被害体験、家庭内での暴

力･虐待等の逆境体験、発達障がいなどを有する中高生や若者に対し、中学卒業や高校

中退･卒業後も切れ目なく、社会参加や自立の支援に取り組む。 
◆登校支援が必要な状況にある中高生、ひきこもりや無業の状態にある若者などの多様な

ニーズに合った情報の提供、居場所や活動の場の提供、それらを行う民間活動への助言

や支援を行う。 
 

【令和２年度の取組状況】 

○教育相談コーディネーターを小呂･玄界を除く全中学校に引き続き配置し学校全体で

支援を行うとともに、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等の活用、

関係機関やＮＰＯとの連携により、不登校、ひきこもり、非行など様々な状況にある

子ども・若者やその家庭に対する支援に取り組んでいる。 

○思春期特有の不安や悩み等に対応するため、本人や家族に対する相談事業や集団支援、

思春期訪問相談員の派遣などによる支援を引き続き実施している。 

○中高生の社会性や自律性の醸成を図る若者のぷらっとホームサポート事業や、非行・

ひきこもりなどの困難を有する子ども・若者の支援を行う子ども・若者活躍の場プロ

ジェクトを引き続き実施している。 

○社会生活を営む上で困難を有する若者や家族を支援する様々な民間団体が意見交換や

情報交換を行う若者支援フォーラムを開催するなど、若者支援に取り組む民間団体の

ネットワークづくりに取り組んでいる。 

 

主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

子ども・若者支援
地域協議会 

各機関が行う支援を適切に組み合わせ
ることで、子ども・若者に対する支援が
効果的かつ円滑に実施されるよう、関係
機関等で構成する協議会を設置 
（現在は、福岡市こども・子育て審議会
をこれに充てている） 

【令和元年度】 
・こども・子育て審議会総会 ２回開催 
・同審議会目標２「子ども・若者の自立と 
社会参加」専門委員会   ２回開催 

※第５次子ども総合計画策定のため 
 
【令和２年度】 
・こども・子育て審議会総会 １回開催 
 （若者に関する総合的な支援・連携体制 

の強化について） 

施策８ 若者等の相談支援と居場所の充実 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

中学校１年生に
おける少人数学
級の実施 

個に応じたきめ細かな指導により、確か
な学力の向上、「中１ギャップ」への対
応、不登校の予防などを図るため、学校
選択制による１学級３５人以下の少人
数学級を実施 

【令和元年度】 
・実質35人以下学級の実施校69校中41校 
 (うち 学校の選択による実施 13校 
     標準学級編制で35人以下28校） 
 
【令和２年度】 
・実質35人以下学級の実施校69校中32校 
 (うち 学校の選択による実施 ９校 
     標準学級編制で35人以下23校） 

登校支援が必要
な児童生徒に対
応する教員の配
置 

長期欠席児童生徒のうち支援が必要な
児童生徒に適切な指導・支援、校内適応
指導教室の運営のほか、学校におけるコ
ーディネーターの役割を担うなど、登校
支援が必要な児童生徒への対応に専任
的に従事する教員を配置 

【令和元年度】 
・全中学校（小呂・玄界中を除く）に、教
育相談コーディネーターを配置し、この
教員が中心となって、学校全体で組織的
に登校支援を実施 

 
【令和２年度】 
・全中学校（小呂・玄界中を除く）に、教
育相談コーディネーターを配置し、この
教員が中心となって、学校全体で組織的
に登校支援を実施 

スクールカウン
セラー等活用事
業 

子どもが抱える課題の早期発見・早期対
応を図り、課題の深刻化を防止するた
め，「心理の専門家」であるスクールカ
ウンセラーなどを市立の小中学校・高等
学校・特別支援学校へ配置し、教育相談
体制を強化 
小呂・玄界小中学校には心の教室相談員
を配置 

【令和元年度】  
・配置校 225校 
・相談件数 26,220件  

相談内容：不登校      7,596件 
学校生活     3,822件 

       家庭・家族問題 2,171件  
その他      12,631件 

・１校当たりの相談件数 117件 
・面接の効果が表れた割合 40.6％ 
・小呂・玄界小中学校には心の教室相談員 
を配置 

 
【令和２年度】 
〇配置校 225校（８月末時点） 

・相談件数 7,293件 
相談内容：不登校     2,109件 

学校生活     749件 
家庭・家族問題   753件 
その他     3,682件 

・１校当たりの相談件数   32件 
・面接の効果が表れた割合 45.7％ 
・小呂・玄界小中学校には心の教室相談  
 員を配置 

〇配置日数増加小学校 142校（７月末時点） 
※令和２年度はコロナ対策のため４月に
小学校のＳＣの配置日数を増加 

・相談件数 2,549件 
相談内容：不登校      439件 

学校生活     157件 
        家庭・家族問題  275件   

その他      1,678件 
・１校当たりの相談件数   18件 
・面接の効果が表れた割合 43.8％ 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

スクールソーシ
ャルワーカー活
用事業 

教育と福祉の両面から、課題を抱える児
童生徒の家庭や学校に働きかけ、こども
総合相談センターなどの関係機関と連
携して、児童生徒の課題の改善を図る 

【令和元年度】 
・配置人数 69人（正規職員の拠点校スク

ールソーシャルワーカー７人含む） 
・相談件数 4,247件 
・介入件数 1,069件 
・終結件数  760件 
 
【令和２年度】 
・配置人数 69人（正規職員の拠点校スク

ールソーシャルワーカー７人含む） 
・相談件数 4,152件 
・介入件数 1,271件 
・終結件数  247件 

教育相談機能の
充実 

不登校をはじめとする子どもの課題を
改善するために、教育カウンセラーによ
る電話・面接相談を実施 

【令和元年度】 
・相談件数    11,847件 

一般相談件数 11,138件 
教師相談件数   709件 

・教育カウンセラー一人あたり相談件数 
1,481件 

 
【令和２年度】 
・相談件数     5,677件 

一般相談件数  5,423件 
教師相談件数   254件 

・教育カウンセラー一人あたり相談件数 
710件 

適応指導教室の
運営 

心理的、情緒的理由により登校できない
状態にある児童生徒に、個別面接や集団
生活への支援を組織的・計画的に行うこ
とにより、早期の学校復帰や社会的自立
を支援 

【令和元年度】 
・入級生 69人 

はまかぜ 35人、まつ風18人、 
すまいる 16人 

・学校復帰者 20人 
・学校復帰率 29.0％ 
 
【令和２年度】 
・入級生 39人 

はまかぜ 18人、まつ風12人、 
すまいる ９人 

・学校復帰者 13人 
・学校復帰率 33.3％ 

大学生相談員派
遣事業 

ひきこもり、または、ひきこもりがちな
児童生徒に、話し相手や遊び相手として
大学生相談員を派遣し、学校復帰や社会
的自立を支援 

 
【令和元年度】 
・派遣人数 ９人 

小学校５人、中学校４人 
・復帰改善率 77.8％ 
・活動延べ回数 208回 
 
【令和２年度】 
※コロナのため中止 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

思春期集団支援
事業 

心のケアを必要とする不登校やひきこ
もりに悩む思春期後半の子どもに、自立
に向けた場を提供し、専門的な集団支援
を実施 

【令和元年度】 
・思春期集団支援事業（ピースフル） 
  127回開催 参加者数延べ680人 

平均5.4人利用／回 
・ひきこもり等に関する面接相談件数 

33人 延べ341回 

 

【令和２年度】 
・思春期集団支援事業（ピースフル） 
  75回開催 参加者数延べ429人 

平均5.7人利用／回 
※コロナのため19回中止 

・ひきこもり等に関する面接相談件数 
31人 延べ175回 

思春期ひきこも
り等相談事業 

思春期後半のひきこもり、またはひきこ
もり気味の子どもの状況を改善するた
め、思春期訪問相談員の派遣などによる
支援を実施（おおむね２０歳未満を対
象） 

【令和元年度】 
・思春期訪問相談員の派遣回数 延べ77回 
・保護者交流会参加者数 延べ32人 
・ひきこもり講演会参加者数 86人 

 

【令和２年度】 
・思春期訪問相談員の派遣回数 延べ14回 
・保護者交流会参加者数 延べ29人 
・ひきこもり講演会参加者数 51人 
 ※コロナのため定員制限 

ひきこもり地域
支援センターの
運営（地域思春期
相談事業） 

大学との連携により思春期のひきこも
り地域支援センター「ワンド」において、
ひきこもり状態にあるおおむね１５歳
から２０歳の人を対象に、大学構内のフ
リーなスペースによる集団支援と本人・
家族への相談・支援を実施 

【令和元年度】 
・居場所活動 
  119回開催 552人 平均4.6人利用 
・保護者会 

実施回数11回、参加者数146人 
・相談件数 延べ1,592人 
・アウトリーチ活動 63回 

 

【令和２年度】 
・居場所活動 
  56回開催 196人 平均3.5人利用 
・保護者会 

実施回数6回、参加者数58人 
・相談件数 延べ460人 
・アウトリーチ活動 14回 
※いずれもコロナのため縮小したが、代替 
策としてオンラインによるグループ支援 
や相談などを実施 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

成人期ひきこも
り地域支援セン
ター事業 

成人期ひきこもり者の支援を充実する
ため、支援の核となる「よかよかルーム」
において、相談支援体制を確保するとと
もに、ひきこもり本人の自立の相談・支
援を実施（おおむね２０歳以上を対象） 

【令和元年度】  
・相談事業 総計2,102件   
   電話相談905件  来所相談 1,061件 
   訪問相談124件  その他の相談12件 
・グループ支援 

実施回数63回、参加者延人数480人 
・ブログやＨＰによる情報発信 
・ネットワーク会議 開催回数2回 

参加延48団体、延べ93人 

 

【令和２年度】 
・相談事業 総計1,169件   
   電話相談766件  来所相談320件 
   訪問相談72件  その他の相談11件 
・グループ支援 

実施回数42回、参加者延人数95人 
・ブログやＨＰによる情報発信 
・ネットワーク会議 開催回数1回 

参加延8団体、延べ38人 

遊び・非行型の不
登校児童の居場
所づくり事業 

学校復帰を目的として、“遊び・非行型”
の不登校児童生徒の居場所をつくり、退
職教員などによる学習指導などの立ち
直りの支援を実施 

【令和元年度】 
・中学校２校に指導員２人を派遣し、個別 
の相談や学習指導などを実施 
 

【令和２年度】 
・中学校１校に指導員１人を派遣し、個別 
 の相談や学習指導などを実施 

中高生や若者の
社会参加につな
がる居場所づく
り・民間活動に対
する助成 

中高生を中心とした若者が気軽に立ち
寄り、自由に過ごすことができる居場所
の提供や若者の居場所を運営する団体
への支援を行い、若者の自律心や社会性
の醸成と健全育成を推進 

【令和元年度】 
・フリースペースてぃ～んず 

新規利用登録者数  25人 
年間利用者数   248人 
一日平均利用者数 5.4人 

・ぷらっとホームサポート事業 
助成団体 ４団体 

 

【令和２年度】 
・フリースペースてぃ～んず 

新規利用登録者数  ５人 
年間利用者数   113人 
一日平均利用者数 3.9人 

 ※コロナによる休止中はオンラインでの 
活動も実施 

・ぷらっとホームサポート事業 
助成団体 ２団体 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

NPO との共働によ
る不登校児童生
徒の保護者支援
事業（不登校より
そいネット） 

教育委員会とＮＰＯとの共働による保
護者支援事業「不登校よりそいネット」
において、子どもの不登校に悩む保護者
などからの問い合わせに対応する「不登
校ほっとライン」や、不登校セミナー、
フォーラム等の啓発事業を実施 

【令和元年度】 
・不登校ほっとライン（電話相談）開設， 
 運営  問合せ254件 
・保護者が悩みや不安を語る場「不登校の 
悩み語り合いませんか」開催 

月１回、計95人参加 
・不登校セミナー ５回、計249人参加 
・不登校フォーラム 年１回、210人参加 
・NPO・支援団体・行政機関のネットワーク 
連絡協議会 年２回 

・学校保護者の会開催支援 
９中学校で10回支援 計153人参加 
※コロナのため４校中止 

 
【令和２年度】 
・不登校ほっとライン（電話相談）開設， 
 運営  問合せ114件 
・保護者が悩みや不安を語る場「不登校の 
悩み語り合いませんか」開催 

隔月１回、計24人参加 
・不登校セミナー ４回、計174人参加 
・不登校フォーラム ※コロナのため中止 
・NPO・支援団体・行政機関のネットワーク 
連絡協議会 年１回 

・学校保護者の会開催支援 
６中学校で７回支援 計74人参加 

発達障がい者支
援センター 
（施策４再掲） 

発達障がい児・者及びその家族に対し、
乳幼児期から成人期まで一貫した支援
を実施するため、その中核となる「発達
障がい者支援センター」において、関係
機関との連携を強化 

【令和元年度】 
・相談者数   1,331人 
・相談件数 延3,186件 
  相談支援：2,986件 
  発達支援：102件 
  就労支援：98件 
・研修参加者：3,827人 
 
【令和２年度】（10月末時点） 
・相談者数    739人 
・相談件数 延1,822件 
  相談支援：1,681件 
  発達支援：62件 
  就労支援：79件 
・研修参加者：497人 

※コロナのため実施回数減、及び参加者 
数を制限 

子ども･若者活躍
の場プロジェク
ト 

非行・ひきこもりなど、困難を有する若
者とともに行う農業体験などを通して、
立ち直りや就労等に向けた第一歩を踏
み出す機会を創出 

【令和元年度】 
・農業体験を通して、ひきこもりなどの困
難を抱える子ども・若者の立ち直り等を
支援・農作物の販売会や交流会等を実施 

・支援団体 ５団体 
 
【令和２年度】 
・農業体験を通して、ひきこもりなどの困
難を抱える子ども・若者の立ち直り等を
支援・農作物の販売会や交流会等を実施 

・支援団体 ４団体 



 24 

主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

就労相談窓口事
業 

各区に設置している「就労相談窓口」にお
いて 15歳以上の求職者を対象に、個別相
談を行うほか、求人企業の紹介等を行い
就職を支援 
また、就労への一歩を踏み出せない  
49 歳以下の方やその保護者等を対象に、
臨床心理士がカウンセリングを実施し、
就職による経済的自立を支援 

【令和元年度】 
・相談件数 3,522件 
・就職件数  390件 
 
【令和２年度】 
・相談件数 1,605件 
・就職件数  201件 

障がい者就労支
援センター 

就職を希望する障がい者に対する個別
支援の他、企業に対する啓発活動、就労
移行支援事業所等への技術的支援など
を実施 

【令和元年度】 
・支援者数 542人 
・就職者数  94人 
 
【令和２年度】 
・支援者数 347人 
・就職者数  47人 
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◆学校において合理的配慮の提供に努めるとともに、保護者と連携し、十分な情報共有の

もと、一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育に取り組む。 
◆関係部局や障がい福祉サービス事業所等が連携し、障がいのある子どもの福祉の向上や

自立に向けた訓練等に関する相談や利用支援を行うとともに、放課後や休日の支援ニー

ズに対応できるよう、放課後等における支援の充実や質の向上を図る。 
◆障がいのある子どもの社会的自立や就労に向けた相談や支援をおこなうとともに、地域

交流の支援、理解の促進などに取り組み、共生社会の実現に努める。 

 

【令和２年度の取組状況】 

○特別支援学校に通う児童生徒の放課後等の活動の場やその保護者の就労やレスパイト

の時間を確保する放課後等支援事業、生活能力向上のための訓練等を提供する放課後

等デイサービスを引き続き実施するなど、障がい児の放課後等における支援や居場所

づくりに取り組んでいる。 
○障がいがあっても社会参加できるよう、ノーマライゼーションの理念のもと、障がい

児の在宅生活を支援する施策や、発達障がい者支援センターにおける乳幼児期から成

人期までの一貫した支援を引き続き実施している。 
○障がいのある子どもと居住する地域とのつながりを深める交流を実施するとともに、

関係団体･機関と連携した特別支援学校卒業生の就労促進、教員･保護者･企業向けのセ

ミナー等の開催など、障がいのある生徒の自立と社会参加の支援に取り組んでいる。 
 

主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

特別支援学級 

小・中学校において、知的障がい、自閉
症、情緒障がい、肢体不自由、聴覚障が
い、視覚障がい、病弱等、障がいのある
児童生徒の学びの場を、児童生徒の実態
や学校の状況等踏まえ、適切に設置 

【令和元年度】 
・知的障がい特別支援学級 
 小学校140校 中学校65校  計205校 
・自閉症・情緒障がい特別支援学級 
 小学校９校 中学校５校  計14校 
・肢体不自由特別支援学級 

小学校４校 中学校４校（２校休級） 
計８校 

・弱視特別支援学級 
 小学校１校 中学校２校  計３校 
・難聴特別支援学級 
 小学校１校 中学校１校  計２校 
 
【令和２年度】 
・知的障がい特別支援学級 
 小学校140校 中学校65校    計205校 
・自閉症・情緒障がい特別支援学級 
 小学校12校 中学校７校  計19校 
・肢体不自由特別支援学級 

小学校４校 中学校４校   計８校 
・弱視特別支援学級 
 小学校１校 中学校１校  計２校 
・難聴特別支援学級 
 小学校１校 中学校１校  計２校 

施策９ 障がい児の支援（学童期以降） 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

通級指導教室 
通常の学級に在籍する聴覚障がい、言語
障がい、自閉症又はそれに類する障がい
のある児童生徒の学びの場の設置 

【令和元年度】 
・情緒障がい通級指導教室 
 小学校４校 中学校２校  計６校 
・ＬＤ･ＡＤＨＤ通級指導教室 
 小学校14校 中学校３校  計17校 
・難聴･言語障がい通級指導教室 
 小学校３校        計３校 
 
【令和２年度】 
・情緒障がい通級指導教室 
 小学校４校 中学校２校  計６校 
・ＬＤ･ＡＤＨＤ通級指導教室 
 小学校15校 中学校３校  計18校 
・難聴･言語障がい通級指導教室 
 小学校３校        計３校 

ふくせき制度（交
流及び共同学習） 

特別支援学校に在籍する児童生徒と居
住する地域とのつながりを深めるため、
居住する地域の小・中学校に副次的に籍
を置き、交流を実施 

【令和元年度】  
・ふくせき制度に基づく入学式参加者 

令和元年度入学式 
小学部７人  中学部２人 

・居住地校交流を行っている児童生徒 
小学部242人 中学部38人 

 
【令和２年度】 
・ふくせき制度に基づく入学式参加者 
 ※コロナのため中止 
・ふくせき制度に基づく入学式名前の紹介 
  小学部31人 中学部8人 
・居住地校交流を行っている児童生徒 

※コロナのため中止 

発達障がい者支
援センター 
（施策４再掲） 

発達障がい児・者及びその家族に対し、
乳幼児期から成人期まで一貫した支援
を実施するため、その中核となる「発達
障がい者支援センター」において、関係
機関との連携を強化 

【令和元年度】 
・相談者数   1,331人 
・相談件数 延3,186件 
  相談支援：2,986件 
  発達支援：102件 
  就労支援：98件 
・研修参加者：3,827人 
 
【令和２年度】（10月末時点） 
・相談者数    739人 
・相談件数 延1,822件 
  相談支援：1,681件 
  発達支援：62件 
  就労支援：79件 
・研修参加者：497人 

※コロナのため実施回数減、及び参加者 
数を制限 

放課後等デイサ
ービス 

就学している障がい児に対して，放課後
や長期休暇において、生活能力向上のた
めの訓練などを継続的に提供すること
により、学校教育と相まって障がい児の
自立を促進するとともに、放課後などの
居場所づくりを推進 

【令和元年度】 
・事業所数  202か所  
・延利用者  32,885人 
 
【令和２年度】 
・事業所数  216か所  
・延利用者  17,310人（９月末時点） 
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主な事業 事業概要 
取組状況 

(令和２年度は11月末現在) 

特別支援学校放
課後等支援事業 

市立特別支援学校に通学する障がい児
に放課後などの活動の場を提供すると
ともに、保護者の就労やレスパイトの時
間を確保するため、放課後などの支援事
業を実施 

【令和元年度】 
・実施箇所   ７か所 
・延利用者   7,840人 
 
【令和２年度】 
・実施箇所   ７か所 
・延利用者   4,924人 

特別支援学校卒
業生の就労促進 

生徒の自立と社会参加を進めるため、学
校、企業関係者、行政、学識経験者、保
護者などで構成する特別支援学校高等
部就労促進ネットワーク（夢ふくおかネ
ットワーク）において、関係団体・機関
などとの連携を図り、企業などへの就労
を促進 

【令和元年度】 
・「夢ふくおかネットワーク」の登録企業・ 
事業所435社 

・特別支援学校職業技能指導者派遣事業 
６校で実施 

  就労者数57人、就労率34.1％ 
・庁内インターンシップ12件 
・教員・保護者・企業等対象のセミナー 

開催７回 
・講演会・総会の開催 
 
【令和２年度】 
・「夢ふくおかネットワーク」の登録企業・ 
事業所472社 

・特別支援学校職業技能指導者派遣事業 
６校で実施 

（就労者数等は卒業後集計予定） 
・庁内インターンシップ10件 
・教員・保護者・企業等対象のセミナー 

※コロナのため中止 
・講演会・総会の開催 

※コロナのため中止 

発達教育センタ
ーによる相談・支
援 

児童生徒の障がいの状態及び適性等を
的確に把握し、学校教育などについて保
護者や教職員などを対象に教育相談を
実施。また、障がいのある児童生徒の就
学について専門的な立場から就学相談
を実施 

【令和元年度】 
・就学相談件数    ：1356件 
 校内措置変更コース ： 202件 
 通級コース     ： 171件 
・教育相談件数    ：2111件 
【令和２年度】 
・就学相談件数    ：1345件 
 校内措置変更コース ：  48件 
 通級コース     ： 138件 
・教育相談件数    ： 835件 

 

 



１ 計画上の位置づけ 
 第５次福岡市⼦ども総合計画「施策８若者等の相談⽀援と居場所の充実」の⽅向性として、社会⽣活
を営む上で困難を有する若者に関し、「(1) 若者に関する総合的な⽀援・連携体制の整備」を位置づけ
ている。 
 
 施策の方向性（p66） 

   ひきこもりや無業の状態にあるなど社会⽣活を営む上で困難を有する若者や家族について、学校等の関係機関と連携 
   して早期に把握し、ニーズに応じた適切な⽀援機関や団体につなぐための相談機関の設置を検討するとともに、年齢階 
  層で途切れることなく複合的な困難にも対応するため、「縦と横のネットワーク」による連携体制を強化します。 
 (1) 若者に関する総合的な支援・連携体制の整備（p67） 

  ● 社会⽣活を営む上で様々な困難を有する若者や家族からの相談を広く受け付けるとともに、アウトリーチや家庭、地域、 
   関係機関(学校等)との連携によって、⽀援が必要な若者を早期に把握し、働きかけ、ニーズに応じた適切な機関（就労 
   ⽀援等）や団体（居場所活動、当事者グループ等）などの社会資源につなぐための相談機関の設置を検討します。 
 ● 各分野の⽀援機関の「縦と横のネットワーク」である⼦ども・若者⽀援地域協議会について、より実効的な連携体制や 
   調整機能を強化することにより、困難を有する若者の社会的つながりや社会参加、⾃⽴を⽀援します。 
 
  子ども・若者支援地域協議会 
  ⼦ども･若者育成⽀援推進法第 19 条第１項に基づき、社会⽣活上の困難を有する若者に対し効果的かつ 
 円滑に⽀援を⾏うために関係機関で構成する協議会。地⽅公共団体には設置の努⼒義務があり、本市は同 
 協議会を福岡市こども・⼦育て審議会に位置づけている。 
 

２ 現状と課題 
社会⽣活を営む上で困難を有する若者の⽀援については、教育、福祉、保健医療、矯正・更⽣保

護、雇⽤など各分野の⽀援機関が専⾨性を活かして取り組んでいるが、下記のような課題がある。 
（１）義務教育修了後の総合的な相談・⽀援の受け⽫がなく、中学校卒業や⾼校等中退を機に⽀援が途切

れる場合がある。⾼校等卒業や児童相談所の⽀援終了など 18 歳でも⽀援の途切れがある。 
（２）若者の抱える困難が複合的な場合、複数の機関による⽀援を組み合わせる必要があるが、若者⽀援

に係る関係機関・団体の体系的な連携の仕組みがない。 
（３）⾃分の抱える困難の要因が分からず⽀援の狭間にいる若者や、⾃⼒では適切な⽀援機関に辿り着け

ない若者に対して必要な⽀援を届ける⼿段が⼗分でない。 
 
（参考データ）   

「不登校児童⽣徒」 
の⼈数（福岡市） 

2,505 ⼈／年 
(令和元年度) 

国公私⽴⾼等学校の 
中途退学率（福岡県） 

1.3％ 
（令和元年度） 

中学⽣・⾼校⽣世代 
広義のひきこもり 

（福岡市） 

3,224 ⼈(推計) 
（平成 30 年度） 

 
 

３ 施策の方向性 

これらの現状と課題を踏まえ、下記３つの機能を中⼼に、社会⽣活を円滑に営む上での困
難を有する若者に関する総合的な⽀援・連携体制を強化する。 

 
 
 
 

（１）若者を⽀援する団体のネットワーク構築 
市内の⽀援団体（約 30 団体）のネットワークを構築し、若者の複合的な困難を解決するための 

⽀援、⼈材育成、情報発信を⾏う。 
   ・⽀援団体が必要な情報やノウハウの共有を⾏う交流会・研修会の定期開催 
   ・各団体の専⾨分野、⽀援内容などの効果的な広報（例：団体検索サイトの⽴ち上げ）   など 

（２）若者⽀援のための連携体制と総合相談機能の充実 
  ① 若者支援地域協議会(仮称)の設置（予定：令和４年度） 

 ⼦ども･若者⽀援地域協議会として、新たに「若者⽀援地域協議会(仮称)」を設置し、年齢階層 
で⽀援を途切れさせない「縦のネットワーク」と各分野の機関が連携する「横のネットワーク」 
を充実させることにより、実際に⽀援を⾏っている機関･団体が個別の⽀援にあたって必要な連携 
⽅策や課題などの協議を機動的に⾏える体制を構築する。 
 ⼦ども･若者施策の調査審議については、引き続き、こども･⼦育て審議会が担う。 

 

 

 

② 総合的な相談機関の設置（予定：令和４年度） 
【機能案】 ①⽀援を引継ぐ機能、②連携を促し⽀援を調整する機能、③定着まで伴⾛する機能 

  
 
 
 
 
 
 

（３）若者⽀援地域協議会(仮称)準備会の開催（令和３年度） 
上記（２）へ向けた準備会を設置し、①協議会の協議事項･運営⽅法等、②総合的な相談機関 

が担う機能などを具体的に検討する。 
 

構成員（案）：国の例⽰を踏まえ、市、県、国の教育、福祉、保健医療、矯正･更⽣保護、雇⽤に
関わる機関に呼びかける｡ 

若者・家族 

 ① 中学校卒業や⾼校等中退後の若者への⽀援を引き継ぐ体制 

 ② 機関･団体同⼠の協議･連携機能（体系的⽀援体制の構築）      

 ③ ⾃⾝の抱える困難がわからない若者でも適切な⽀援機関・団体につなげ、 
社会に定着するまで⽀える伴⾛機能 

第５次福岡市子ども総合計画 

中学校 
⾼校等 

児相 など 

子どもに 

関わる機関 

相談・引継ぎ 

社会参加 

⾃⽴ 

機能イメージ 

こども・⼦育て審議会 

⼦ども･若者施策の調査審議 

こども・⼦育て審議会 ⼦ども･若者施策の調査審議 

若者⽀援地域協議会(仮称) 
若者⽀援に関わる具体的な 
連携⽅策等の協議 

第５次福岡市子ども総合計画 p75 より抜粋 

若者に関する総合的な支援・連携体制の強化について（案） 
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