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２ 人権を所管する県内市町村、都道府県の担当課名称一覧・Ｐ２ 

３ 人権関係団体への補助金実績（令和元年度分）・・・・・ Ｐ３ 

令和２年１０月２３日

環　境　生　活　部



有資格者
数（ ※）

雇用形態 令元 令２

松江市
市民生活相談課
消費・生活相談室

有
月～金（平日）
9:00～16:00 618 1,129 2 3 2

会計年度任
用職員

10,913 11,234

浜田市 環境課 有 月～金（平日）
10:00～15:00 181 127 2 2 1 業務委託 3,535 3,569

出雲市 総務課 有
月～金（平日）
8:30～17:15 548 422 1 2 2

会計年度任
用職員

6,000 5,800

益田市 人権センター 有 月～金（平日）
8:30～17:15 68 282 1 1 0

会計年度任
用職員

2,701 2,881

大田市 人権推進課 有
月～金（平日）
8:30～17:15 41 106 1 1 1

会計年度任
用職員

2,936 3,201

安来市 人権施策推進課 有 月～金（平日）
9:00～16:00 106 119 2 1 1

会計年度任
用職員

10,686 4,423

江津市 総務課 有
月～金（平日）
9:00～16:00 16 104 2 1 1

会計年度任
用職員

2,439 2,637

雲南市 市民生活課 有 月～金（平日）
8:30～17:15 114 142 2 1 0

会計年度任
用職員

2,668 2,353

奥出雲町 町民課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 1 30 4 0 0 117 28

飯南町 住民課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 0 29 1 0 0 27 27

川本町 町民生活課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 0 12 1 0 0 29 17

美郷町 住民課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 0 31 1 0 0 57 57

邑南町 町民課 無
月～金（平日）
8:30～17:15 12 35 3 0 0 69 39

津和野町 税務住民課 無 月～金(平日)
8:30～17:15 3 25 1 0 0 216 182

吉賀町 税務住民課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 6 28 1 0 0 100 100

海士町 総務課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 2 7 1 0 0 0 0

西ノ島町 総務課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 0 8 2 0 0 0 0

知夫村 総務課 無 月～金（平日）
8:30～17:15 0 2 1 0 0 0 0

隠岐の島町
地域振興課
政策企画係

無 月～金（平日）
8:30～17:15 4 25 1 0 0 169 69

合計 8 1,720 2,663 30 12 8 42,662 36,617

　　松江市の相談件数では「 く らしの相談」 を除く

※　県の相談件数では「 県外、不明」 を除く

県内市町村別の消費生活相談体制等

市町村

消費生活相談窓口の担当部署等 相談件数
（ 令和元年度）

相談体制（ 職種・ 人数・ 資格）
（ 令和２年4月1日現在)

消費者行政
予算額(当初)

(千円)

部署名
消費生活
センター
公示の有無

相談受付
曜日・ 時間

市町村
受付

県受付
行政
職員

相談員

※相談員の有資格者とは、登録試験機関が付与する「 消費生活相談員」 、独立行政法人国民生活センターが付与する「 消費生活専門相談
員」 、一般財団法人日本産業協会が付与する「 消費生活アドバイザー」 、一般財団法人日本消費者協会が付与する「 消費生活コンサルタ
ント」 の各資格のいずれかを有する者をいう。

令和２年10月２３日

決算特別委員会第４分科会資料

環境生活部環境生活総務課

消費とく らしの安全室
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令和２年 月 日10 23
決算特別委員会第４分科会資料
環境生活部人権同和対策課

人権を所管する県内市町村の担当課の名称

令和２年４月１日

市町村名 市町村長部局 教育委員会

備考

(人権施策推進課 学校人権教育係)１ 松江市 総務部人権施策推進課

２ 地域政策部人権同和教育啓発センター 教育部 人権同和教育室浜田市

出雲市 学校教育課 学校同和教育係３ 総務部人権同和政策課

４ ○ 人権・同和教育推進室益田市 福祉環境部人権センター

大田市 総務部人権推進課 教育部 学校教育課５ ○

安来市 市民生活部人権施策推進課 教育部 学校教育課６ ○

７ 人権同和教育課江津市 人権啓発センター

雲南市 総務部人権推進室 社会教育課 人権教育室８

奥出雲町 町民課 教育魅力課９ ○

飯南町 住民課 （担当）10 ○

川本町 町民生活課 教育課11 ○

美郷町 教育課12 住民課人権同和対策室

邑南町 町民課 生涯学習課13 ○

津和野町 税務住民課 （担当）14 ○

吉賀町 税務住民課 （担当）15 ○

海士町 健康福祉課 共育課16

西ノ島町 町民課 教育課17

知夫村 村民福祉課 （担当）18

地域振興課 社会教育課19 隠岐の島町 ○

※備考欄に「○」のある市町村は、消費生活相談窓口も担当している。
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　人権を所管する都道府県の担当課の名称

令和2年4月1日
No 都道府県名 知事部局 教育委員会

1 北海道 環境生活部 道民生活課 生涯学習課
2 青森県 健康福祉部 健康福祉政策課　　 生涯学習課
3 岩手県 保健福祉部 地域福祉課 学校教育課
4 宮城県 保健福祉部 社会福祉課　　　　　 生涯学習課
5 秋田県 総務部　総務課 生涯学習課
6 山形県 健康福祉部 地域福祉推進課　　　 義務教育課
7 福島県 生活環境部　男女共生課　　 義務教育課
8 茨城県 保健福祉部 福祉指導課 人権施策推進室 総務課 人権教育室
9 栃木県 県民生活部 人権・青少年男女参画課  人権施策推進室 総務課 人権教育室
10 群馬県 生活こども部 生活こども課 義務教育課
11 埼玉県 県民生活部 人権推進課 人権教育課
12 千葉県 健康福祉部 健康福祉政策課 人権室 児童生徒課
13 東京都 人権部 企画課 指導企画課
14 神奈川県 福祉子どもみらい局 人権男女共同参画課  行政課
15 新潟県 福祉保健部 福祉保健課 人権啓発室 義務教育課
16 富山県 生活環境文化部 県民生活課 小中学校課
17 石川県 総務部 総務課 人権推進室 学校指導課
18 福井県 健康福祉部 地域福祉課 人権室　　　　 生涯学習・文化財課
19 山梨県 県民生活部 県民安全協働課 義務教育課、生涯学習課
20 長野県 県民文化部 人権・男女共同参画課 心の支援課
21 岐阜県 環境生活部 人権施策推進課 学校支援課
22 静岡県 健康福祉部 地域福祉課 人権同和対策室 教育政策課 人権教育推進室
23 愛知県 県民文化局  人権推進課　　 義務教育課
24 三重県 環境生活部 人権課      人権教育課
25 滋賀県 総合企画部 人権施策推進課 人権教育課
26 京都府 府民環境部 人権啓発推進室 学校教育課 人権教育室
27 大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権教育企画課
28 兵庫県 健康福祉部 社会福祉局 人権推進課　 人権教育課
29 奈良県 くらし創造部 人権施策課  人権・地域教育課
30 和歌山県 企画部 人権局 人権政策課 人権教育推進課
31 鳥取県 総務部人権局 人権・同和対策課 人権教育課
32 島根県 環境生活部 人権同和対策課 人権同和教育課
33 岡山県 県民生活部 人権施策推進課 人権教育課
34 広島県 環境県民局 人権男女共同参画課 豊かな心と身体育成課
35 山口県 環境生活部 人権対策室　　 人権教育課
36 徳島県 県民環境部 男女参画・人権課 人権教育課
37 香川県 総務部 人権・同和政策課 人権・同和教育課
38 愛媛県 県民環境部 県民生活局 人権対策課 人権教育課
39 高知県 文化生活スポーツ部 人権課 人権教育・児童生徒課
40 福岡県 福祉労働部 人権・同和対策局調整課 人権・同和教育課
41 佐賀県 県民環境部 人権・同和対策課 学校教育課 人権・同和教育室
42 長崎県 県民生活部 人権・同和対策課 義務教育課、高校教育課
43 熊本県 環境生活部 人権同和政策課 人権同和教育課
44 大分県 生活環境部 人権尊重・部落差別解消推進課 人権教育・部落差別解消推進課
45 宮崎県 総合政策部 人権同和対策課　　　　 人権同和教育課
46 鹿児島県 男女共同参画局 人権同和対策課　　　 人権同和教育課
47 沖縄県 子ども生活福祉部 女性力・平和推進課 県立学校教育課・義務教育課

令和２年10月23日

決算特別委員会第４分科会資料

環境生活部人権同和対策課
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R元決算額（千円）
財政支出額

（注２）
運営費
（注３）

事業費
（注４）

女性 1 浜田市男女共同参画研究会つろーて浜田
2 雲南市男女共同参画サポーター
3 しまね女性センター 28,130 22,347 5,783
4 大田ネットワーク「ひまわり」
5 二輪草の会
6 男女共同参画活動グループ瑞穂スキップの会
7 男女共同参画活動グループ石見一歩の会
8 吉賀町男女共同参画サポーター会

小計
子ども 9 特定非営利活動法人　ＹＣスタジオ

10 特定非営利活動法人　ほっと・すぺーす２１
11 特定非営利活動法人　チャイルドラインしまね 192 192
12 特定非営利活動法人　ユースネットしまね
13 ＮＰＯ法人　しまね子どもセンター 200 200
14 はまだＣＡＰ
15 出雲すこやか会
16 特定非営利活動法人　おおだ子どもセンター
17 キャンディ・バスケット
18 特定非営利活動法人　インフォメーションセンター　雲南ＴＲＣ
19 特定非営利活動法人　緑と水の連絡会議 472 472
20 出雲すこやか会
21 発達障害児支援サークル　のびのび
22 島根県重症心身障害児（者）を守る会
23 特定非営利活動法人　コミュニティサポートいずも 825 825
24 わ・わ・わの会（和・輪・羽の会） 200 200

小計
高齢者 25 吉賀町老人クラブ連合会

26 特定非営利活動法人　地域活動支援センターよしかの里
27 特定非営利活動法人　だんだん

小計

人権関係団体への補助金実績等（令和元年度）

人権関係団体（注１）分野

8団体

16団体

3団体

令和２年10月23日
決算特別委員会第４分科会資料

環境生活部人権同和対策課
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R元決算額（千円）
財政支出額

（注２）
運営費
（注３）

事業費
（注４）

人権関係団体（注１）分野

障がいのある人 28 島根県社会福祉協議会 88,527 19,308 69,219
29 特定非営利活動法人　　はっぴいライフ
30 特定非営利活動法人　　ぽんぽん船
31 特定非営利活動法人　　こころの森
32 特定非営利活動法人　　みずうみ

障がいのある人 33 よしかの里
34 手をつなぐ親の会（障がいのある方の家族の会）
35 ひだまり会（精神障がい者の家族の会）

小計
同和問題 36 島根県隣保館連絡協議会

37 全日本同和会島根県連合会　　※市町に支部あり　　注５ 4,606 2,854 1,752
38 菅田まちづくり会 124 124
39 蛍の会
40 べっぴんの会 200 200
41 部落解放同盟島根県連合会　　※市町に支部あり　　注５ 1,420 1,420
42 池田じんけんひろば
43 伝承の技を紡ぐ竹タックの会
44 雲南地域同和問題企業等連絡協議会
45 国富地区人権同和教育推進協議会
46 遥堪地区同和教育推進協議会
47 出雲市四絡地区同和教育推進協議会
48 雑賀地区人権同和教育推進協議会 104 104
49 めばえの会
50 上津地区同和教育推進協議会
51 鰐淵地区同和教育推進協議会
52 高浜地区同和教育推進協議会 140 140
53 古志地区同和教育推進協議会
54 佐香地区同和教育推進協議会
55 西田地区人権・同和教育推進協議会
56 出西地区人権・同和教育推進協議会
57 乙立地区同和教育推進協議会
58 檜山地区人権・同和教育推進協議会

小計
外国人 59 しまね国際センター 35,197 25,363 9,834

60 在日本大韓民国民団　島根県地方本部
61 在日朝鮮学生美術展山陰地区実行委員会 200 200

23団体

8団体
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R元決算額（千円）
財政支出額

（注２）
運営費
（注３）

事業費
（注４）

人権関係団体（注１）分野

外国人 62 言葉の暴力！ヘイトスピーチを許さない！島根県民集会実行委員会
63 多文化共生　みっくすさらだ 200 200
64 特定非営利活動法人　エスペランサ

小計
65 島根県藤楓協会
66 全国膠原病友の会島根県支部
67 ヘルスサイエンスセンター島根

小計
68 ひまわりグループ
69 公益社団法人　島根被害者サポートセンター 5,308 2,762 2,546

小計
性同一性障がい者の人権 70 紫の風 200 200

小計
71 はとぽっぽの会
72 自死遺族自助グループ　しまね分かち合いの会・虹

小計
人権全般 73 島根県連合婦人会　　

74 島根県商工会連合会 198,098 97,280 100,818
75 島根県地域人権運動連合会　　※市町に各支部あり
76 特定非営利活動法人　プロジェクトゆうあい 1,746 1,746
77 特定非営利活動法人　バリアフリー・シネマ＆ライフ・ネットワーク
78 松江市企業等同和問題研修推進連絡協議会
79 北山交流会
80 川津懇話会
81 みずうみ交流会
82 くさなぎ会
83 はしひめ会
84 ハトの会
85 ちどり会
86 法吉鳥グループ
87 城西人権を学ぶ会
88 古志原みどりの会
89 グループわくら
90 活動する市民グループきまち
91 乃木すみれ会
92 特定非営利活動法人　　松江さくら会
93 人権パッチギの会 200 200

2団体

患者及び感染者等

犯罪被害者とその家族
3団体

様々な人権課題（その他の人権課題）
  ※平和・いのちの大切さなど学習

6団体

2団体

1団体
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R元決算額（千円）
財政支出額

（注２）
運営費
（注３）

事業費
（注４）

人権関係団体（注１）分野

94 浜田人権擁護委員協議会
人権全般 95 人権学習グループゆうやけの会

96 出雲地区保護司会
97 特定非営利活動法人　いずもサポートセンター
98 島根県人権教育研究協議会
99 特定非営利活動法人　多文化共生と人権文化ＬＡＳ 127 127
100 石西地域人権を考える企業等連絡協議会
101 社日地区人権を守り育てる会
102 島田地区人権を守る会
103 あすなろの会
104 荒島地区人権を守り育てる会
105 比田地区人権をまもる会
106 安来市女性連絡協議会
107 やすぎ女男輝らり会
108 横並びの会
109 輝く女性のつどいネットワーク
110 ライツごうつ
111 はんどばっくの会 6 6
112 案内だるまの会
113 法被の会 200 200
114 吉賀町民生児童委員会協議会
115 吉賀町社会福祉協議会
116 六日市病院
117 隠岐の島町人権啓発推進民間団体連絡協議会
118 活動する市民グループ連絡会 11 11
119 布勢地区福祉振興協議会 80 80

小計
26団体 6団体 26団体
366,713 169,914 196,799

（注４）事業費は、事業執行に直接要する経費を計上

（注２）財政支出額は、補助金・交付金、委託料等の名称の如何にかかわらず当該団体の運営費・事業費に充当されているものを計上
（注３）運営費は、事業執行に伴う間接経費（人件費・事務費等）を計上

（注５）全日本同和会島根県連合会・部落解放同盟島根県連合会に対する補助金は、補助金交付要綱上では、運営費と事業費に分かれていないが、この表では（注３）・（注４）により決算額を分類して試算したもの

（注１）人権関係団体は、平成24年度に県庁各課・市町村に照会し回答のあった団体に、その後、県庁各課が把握した団体を加えたもの

47団体

合計 119団体
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