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1． 新型コロナウイルス感染症対応と       

  アフターコロナを踏まえた諸施策について   
 

冒頭、新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通せない中、最前線で感

染症と戦っておられる医療従事者をはじめ、懸命に社会を支えておられるエッ

センシャルワーカーの皆様に対し、深く感謝すると共に、感染症により亡くな

られた方々のご冥福をお祈りします。また、令和 2年 7月豪雨をはじめとする

風水害において、お亡くなりになられた方々へ慎んでお悔やみ申し上げますと

ともに、被災された皆様へ心からお見舞い申し上げます。一刻も早く平穏な暮

らしが戻ることを祈念し、質問に入ります。 

 

⑴ 地方創生臨時交付金の活用について 

新型コロナウイルス感染者が日本で最初に確認された本年 1月以降、様々な

事象や局面に直面しながら、すでに 9ヶ月が経過しようとしています。未曾有

というべき危機と向き合いながら、差別や偏見、いじめなど排除の思考に決し

て陥ることなく、知恵を結集して効果的かつスピード感ある政策立案により、

この困難を克服していかなければなりません。その為の大切な財政的な裏付け

となるのが地方創生臨時交付金です。第一次、第二次の補正を合わせ、本県の

交付限度額は約 473憶円という大きな額です。 

成長路線に大きく舵を切ることが出来るかどうか、この交付金の活かし方に、

大きく懸かっています。そこで、知事に質問します。 

① 地方臨時交付金の施策立案等に

おいて、市町村への支援は具体的

にどのように行っているのか。そ

のためには、市町村との情報共有

や情報交換は大切です。テレビ会

議等を通じた県内市町村との意見

交換なども検討して良いのではないかと考えます。知事の見解をお尋ねし

ます。 

② 内閣府は「新しい生活様式」の実現に向けて、「新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金」を活用し、地域で取組むことが期待される政

策分野を「地域未来構想 20」として発表しました。そして、これらの取り
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組みを推進するためには、❶それぞれの分野に関心のある自治体❷各分野

の課題解決に向けたスキルを有する民間企業を含めた専門家❸関連施策

を所管する府省庁、この 3 者のマッチングを支援する「地域未来構想 20

オープンラボ」を開設しました。まず、本県としてこの仕組みをどう活用

しているのか、お尋ねします。 

③ 金額の大きさを鑑みれば、臨時交付金の事業評価について、特に単年度

で終了する事業の評価については、今後の政策に活かすためにも明確にす

べきと考えますが、いかがでしょうか。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症に対応した今後の取り組みについて 

① 7月 20日知事を本部長とする「新型コロナウイル

ス感染症対策本部」の下に服部副知事をトップとし、関

係部の次長級をメンバーとする「経済回復チーム」を設

置しました。設置して 50日経過しましたが、その間の

動きについてお聞かせください。また、経済回復には長

い道のりが予想されます。この経済回復チームを庁内

の連携強化組織としてだけではなく、当初の設置目的

である「本県経済・雇用対策を強力に推し進め、経済の

回復につなげていくため」であれば、今後民間事業者や専門家、市町村を

巻き込んだものとすべきと考えますが、お答え下さい。 

② 国では、新型コロナウイルス接触確認アプリの登録を推進しています。

9 月 15 日現在で 1,692 万件となっています。全国の自治体の中には独自

の接触確認を開発しているところもありますが、まずは、国のアプリを推

進すべきと考えます。県の様々な感染対策の中で、感染防止チェックリス

トへの追加、広報誌などに QRコードを掲載するなど積極的に推進すべき

と考えます。同時に接触確認が判明した場合、早急に PCR 検査が受けら

れる態勢になっているのかお尋ねします。 

③ PCR等検査態勢について、お尋ねします。医師が必要と判断した人に対

して、速やかに検査を受けることが出来ているのか、保健所や保健環境研

究所の体勢は十分なのか、また、秋以降のインフルエンザ流行も見据えた、

検査および医療提供体制強化の整備が必要と考えます。知事の見解を求め

ます。 
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 ④ 行政のデジタル化やデジタル人材の育成・確保がクローズアップされ

ています。本県の具体的な取り組み体制と取り組み内容について、お尋

ねします。 

 ⑤ コロナ拡大に伴い、テレワークが進んでいます。特に東京圏では顕著

で、地方への関心も、テレワーク経験者はそうでない層と比較し高い割

合を示しています。本県の移住促進施策はどう取り組んで行かれるのか、

お尋ねします。 

 ⑥ 本県では産業分野を中心に大学との連携・協働が進んでいます。コロ

ナ後を展望したとき、知の拠点としての大学との関わりは一層重要です。

今後、福祉や教育の分野でも大学との連携を深めていく必要があります。

デジタル化の遅れが指摘され、今後のデジタル技術を含めた、高いスキ

ルを持った人材の養成は喫緊の課題です。同時に 2019年の出生数は過

去最低の 86 万人強という数字が示すように、少子化により大学の存続

自体が課題となりつつあります。アメリカなどでは社会人となった後、

退職や休職しMBA（注）などの資格取得や、大学院で専門分野のスキル

アップを図り、ステップア

ップすることも珍しくあり

ません。県内大学と県が連

携し、大学卒業後の学び直し、リカレント教育に取り組みやすい体制や、

企業や学び直しをする人への何らかの支援の環境が出来れば、大学の存

在価値も高まり、卒業生の県外流出を防ぎ、学生に選んでもらえる福岡

県や大学となると思います。県立 3大学を含めた県の取り組みと併せ知

事の見解をお尋ねします。 

 ⑦ 障がい者の就労促進では、テレワークでの就労拡大が大切です。その

ためには、就労先の開拓や障害者職業能力開発校との連携強化が必要で

す。また、障害者職業能力開発校でのオンライン訓練やテレワークへ向

けた訓練内容も検討していく必要があると考えます。知事の見解をお聞

かせ下さい。 

 ⑧ ひきこもり支援でのオンライン相談や若者サポートステーションで

のオンライン研修は効果的と考えますが、いかがでしょうか。 

 ⑨ 新型コロナウイルス感染症に関連し、差別や偏見、いじめの蔓延を断

（注）MBAとは？ 
 Master of Business Administration の略で、 
「経営学修士」と呼ばれ、経営学の大学院修士課程
を修了すると与えられる学位のこと。 
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じて許さないという、知事と教育長の決意をお聞かせ下さい。 

 

 

【小川知事の答弁】 

◆⑴－① 市町村の臨時交付金の施策立案に対する支援について 

県では、「福岡県内市町村向けコロナウイルス情報提供サイト」を開設し、市

町村の臨時交付金の施策立案に必要な情報提供を行うほか、市町村からの「こ

の事業に臨時交付金を充当することが可能か」、「類似の事業を実施しようとし

ている団体はないか」といった相談に応じるとともに、国の見解や県内市町村

の他の事例の紹介などの支援を行ってきたところです。 

また、市町村との連携協カ・情報共有を図るため、ウェブによる、両政令市

長、保健所設置市の久留米市長、市長会会長、町村会会長との会議や地方創生

市町村圏域会議を開催しています。 

今後、臨時交付金の施策立案等については、必要に応じ、圏域会議を活用し

て、意見交換を行ってまいります。 

 

◆⑴－②「地域未来構想 20オープンラボ」の活用について 

オープンラボは、地方創生臨時交付金を活用す

ることが期待される 20の政策分野について、地

方公共団体、各分野の専門家及び関係省庁がつな

がる場を提供することで、各地方公共団体におけ

る取り組みの検討、事業実施等を支援するために

設置されたものです。 

8月下旬から、オープンラボの情報にアクセス

することが可能となったところであり、庁内各部

局に対し、その旨周知しています。 

今後、新型コロナウイルスと長く向き合っていく中において、社会経済活動

と感染防止を両立させていく施策を検討する際に、専門家の有するノウハウや

地方公共団体が活用できる国の支援策の検索にこのオープンラボも活用して

いきたいと考えています。 
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◆⑴－③ 臨時交付金を活用した事業の評価について 

国は、各地方公共団体に、臨時交付金を活用した事業の実施状況及び効果を

公表するよう求めています。 

本県では、今年度実施した事業について、来年度、その実績を取りまとめ、

計画審議会の意見を伺いながらその効果を検証し、実施状況とあわせて公表し

たいと考えています。 

 

◆⑵－① 「経済回復チーム」の動きについて 

本県の経済・雇用対策を推し進め、経済の回復に繋げていくことを目的とし

て、対策本部の下に服部副知事をトップとした「経済回復チーム」を設置しま

した。同チームでは、県内産業の現況や雇用状況の把握、これまで講じた施策

の効果検証、課題の整理、今後の取り組みなど幅広く議論してまいりました。 

その結果は、今議会に提案している 9 月補正予算において、「雇用対策の強

化」や「『新しい生活様式』を踏まえた地域経済の活性化」などの施策に反映し

たところです。 

これまでも、県内中小企業や商工会・商工会議所、JA、ハローワーク、市町

村等の現場のご意見も十分踏まえ、施策の検討を行ってきました。今後とも、

様々な関係者のご意見を伺いながら、また、現場の実態とニーズを踏まえて、

経済回復に向けた施策を幅広く検討してまいります。 

 

◆⑵－② 新型コロナウイルス接触確認アプリについて 

このアプリ(COCOA)は、スマートフォンの近接通信機能を利用して、利用者

が陽性者と接触した可能性について通知を受けることができるもので、利用者

が増えることで、感染拡大の防止につながることが期待されています。 

このため、記者会見を通じ、私から県民の皆様に直接登録の呼びかけを行っ

たほか、各戸配布の「福岡県だより」や県ホームページへの QR コード掲載、

SNSでの発信等を通じて、本アプリの利用促進に努めているところです。 

また、本アプリで陽性者との接触の可能性の通知を受けた者から検査の希望

があった場合には、症状の有無や濃厚接触者に該当するか否かに関わらず、行

政検査を実施しています。 
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◆⑵－③ PCR等検査態勢について 

新型コロナウイルスの検査については、県及び両政令市の保健環境研究所、

並びに民間検査機関等において実施しており、現在、1日あたりの検査可能件

数は、約 3,100件となっています。 

新規感染者が急増した 7月中旬以降、毎日の検査件数は、最も多い日で、約

2, 300件となっており、必要な方が検査を受けることができています。 

次に、保健所や保健環境研究所の態勢については、本議会において、3か所

の保健所への抗原定量検査機器の導入等に係る補正予算案を提案しており、こ

れに伴い、1日あたり約 4, 600件の検査需要に応えていくこととしています。 

また、検査経験を有する会計年度任用職員を保健所に 3名、保健環境研究所

に 3名採用し、検査体制の強化を図ることとしています。 

次に、秋以降のインフルエンザ流行も見据えた、検査及び医療提供体制の整

備については、発熱等の症状のある患者が、かかりつけ医等の地域で身近な医

療機関で、季節性インフルエンザの検査だけでなく、新型コロナの検査も受け

られる体制を、県医師会とも協議しながら、整備してまいります。 

その一環として、本日、検査体制の拡充にかかる予算について、追加提案を

させていただきました。 

 

◆⑵－④行政のデジタル化と人材育成・確保の取り組みについて 

本県では、「官民データ活用推進基本法」に基づき、昨年 3 月に「福岡県官

民データ活用推進計画」を策定し、副知事をトップとする全庁的な推進本部の

下、行政事務の効率化や住民及び事業者の利便性向上のため、 ICT の積極的

な活用による行政のデジタル化を進めています。 

今年度は、新たに、定型作業を自動化するソフトウェア型ロボットである

RPA、住民からのオンラインでの問合せに対し AI が自動回答する AI チヤッ

トボットの導入を進めています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、行政手続きのオンライン化

の更なる拡大、ウェブ会議システムの導入、在宅勤務が可能なモバイル端末の

追加配備も進めています。 

人材の育成・確保については、民間企業経験者等を積極的に活用するほか、

全所属に情報化推進リーダーを設置し、毎年研修を実施するなど、その育成・
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確保に努めているところです。 

 

◆⑵－⑤移住促進策について 

新型コロナウイルス感染症の拡大や最近の自然災害の頻発により、国民は、

人口や機能の大都市部への過度な集中に伴うリスクを改めて実感したのでは

ないか、価値観と行動も変わってくるのではないかと考えています。 

それに伴い、これまでの社会生活、事業活動も大きく変わっていくことが見

込まれます。現在、リモートワークなど多様な働き方が推進されており、実際

に、災害時に備えて本社機能を分散する民間企業の動きも出てきています。 

このような状況の中、東京と福岡に設置している、県の移住相談窓口「ふく

おかよかとこ移住相談センター」においても、直近の 6月と 7月の相談件数は

昨年度と比べ約 1.6倍となっており、地方への移住の関心が高まってきている

と考えられます。 

県では、この機をとらえ、インターネット検索サイトのトップページ上で本

県の移住定住ポータルサイトやオンラインセミナー等の情報を全国に積極的

に発信することとしています。 

また、コワーキングスペースやシェアオフィスなど、県内のテレワークの環

境について、県の移住定住ポータルサイトでの情報発信をはじめたところです。 

併せて、移住を検討されている方々と、移住希望先の市町村とのオンライン

による相談のマッチングを行うなど、移住相談センターの仲介機能を強化する

とともに、首都圏等からの移住促進に取り組んでまいります。 

 

◆⑵－⑥ 大学と連携したリカレント教育の取り組みについて 

リカレント教育は、情報通信などの技術革新や少子高齢化が進む中、新たな

ニーズに対応した技術や能力を身に付ける人材を育成し、いくつになっても活

躍のできる社会をつくっていく上で、重要なものと考えます。 

県立三大学では、九州歯科大学において、地域の歯科医師や歯科衛生士を対

象とした摂食疎下(せつしょくえんげ)障がいに関する臨床研修、福岡女子大学

では、企業等の幹部候補者を対象とした「女性トップリーダー育成研修」、福岡

県立大学では、地域の助産師、保健師等を対象とした地域保健に関するセミナ

ーを実施するなど、リカレント教育の充実を図っているところです。 
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このほか、県内の多くの大学では、卒業生や広く社会人を対象にリカレント

教育が実施されており、最近では、コロナウイルスの感染を防止するため、オ

ンラインによる講座も行われています。 

本県では、現在、生涯学習の情報を掲載する専用のホームページ「ふくおか

生涯学習ひろば」を充実させる作業を行っており、この中で、県内の大学の協

力を得て、それぞれの大学で行われているリカレント教育の情報を集約し、提

供してまいります。 

 

◆⑵－⑦ 障がい者テレワークの就労先の開拓と     

     障害者職業能力開発校での訓練内容について  

これまで、県では、障がい者雇用促進セミナーや合同会社説明会を開催し、

障がい者テレワークの就労先の開拓に努めてきました。 

その開催に当たっては、障害者職業能力開発校にも周知し、障がいのある方

の参加を促してきたところです。 

この結果、県内で約 30 名の障がいのある方のテレワーク雇用を実現しまし

た。さらに、今年度は、全国に先駆けて設置した障がい者向けの共同利用型テ

レワークオフィスを活用して、テレワーク求人の開拓を強化してまいります。 

障害者職業能力開発校でのオンライン訓練については、「新しい生活様式」

に対応するため、今年度中の機器の導入に向けて国と協議を進めています。 

また、そのカリキュラムについても、今後、テレワーク就労に必要な遠隔で

のコミュニケーションの取り方や在宅勤務における自己管理などを加えてま

いります。 

 

◆⑵－⑧ ひきこもり支援でのオンライン相談や          

     若者サポートステーションでのオンライン研修について  

人との接触を避けつつ相談や研修ができるオンラインによる支援は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響がある中では、一つの手法として、意義があるもの

と考えています。そのため、福岡県ひきこもり地域支援センターでは、オンラ

イン相談に必要なネット環境の整備や具体的な手順など、実施に向けて準備し

ているところです。 

また、若者サポートステーションでは、今回の新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ、一部で、オンラインによる相談や研修を実施したところです。 
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現場の相談員に今回のオンラインによる支援について聴き取り調査したと

ころ、利用者からは、 

〇感染防止のためや、相談窓口が自宅から遠いためにオンラインによる相

談や研修を利用した――――という声がある一方で、 

〇生活リズムを整えるために来所して相談したい 

〇来所の方が安心できる―――という声もありました。 

こうした利用者のニーズや現場の相談員の声等を踏まえながら、福岡労働局

とも連携して、今後のオンライン支援のあり方について検討してまいります。 

 

◆⑵－⑨ 新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見について 

感染症の拡大に伴い、不安や偏見により、感染者やその家族等への誹謗中傷

やいじめ、差別的な対応といった人権侵害が起きています。 

こうした心無い言動や差別は決してあってはなりません。 

県では、県内感染者が確認された直後から、ホームページや啓発ポスターな

どにより、差別を行わないよう呼びかけるとともに、医療関係者や社会機能の

維持にあたる皆様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

や SNSなどを通じて、啓発メッセージを流しています。 

県内での感染拡大を踏まえ、SNS などへの不確かな情報の書き込みや拡散

が、重大な人権侵害を引き起こしかねないことを理解していただけるよう、現

在、啓発動画を制作しているところです。 

また、私たちが向き合うべきは、ウイルスであり、感染した人を責めること

ではないということをわかりやすく表現した啓発ポスターも作成します。 

引き続き、新型コロナウイルスについて人権侵害が起きないよう、しっかり

啓発に取り組み、偏見や差別のない社会の実現に努めてまいります。 

 

【城戸教育長の答弁】 

◆⑵－⑨ 新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見、いじめについて 

新型コロナウイルス感染症に関連した、感染者や医療従事者及びその家族、

感染者が出た学校や施設の関係者などへの差別や偏見、いじめは、重大な人権

問題であり、許されないものです。 

県教育委員会では、喫緊の課題として、新型コロナウイルス感染症に関する
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人権教育に取り組んでおり、引き続き、児童生徒に対して、差別や偏見、いじ

めの防止に向けた教育を推進してまいります。 


