
 

第３次北九州市男女共同参画基本計画 

平成 28年度実施状況報告書 

北 九 州 市 



 



 

 

は じ め に 

 

 

北九州市では、男女の人権が尊重され豊かで活力ある社会を創造するため、「北九

州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例」を平成 14 年 3 月に制定し、この条

例を具体化するため、平成 16 年 4 月に「北九州市男女共同参画基本計画」を、平成

21 年 3 月に「第 2 次北九州市男女共同参画基本計画」を策定し、男女共同参画社会の

形成を推進するための様々な施策を積極的に進めてきました。 

 

 その結果、平成 23 年の「北九州市男女共同参画社会に関する調査」では、性別によ

る固定的役割分担意識に否定的な人が初めて肯定的な人の割合を上回り、また平成 24

年度には市の審議会等における女性委員の参画率が政令指定都市で初めて 40%を超え

るなど、本市の男女共同参画社会は進展してきています。 

  

 しかしながら、女性の様々な分野への参画や就労、仕事と生活の調査、市民の意識、

配偶者等からの暴力などにおいて、様々な課題が残っています。 

 

 そこで、第 2 次基本計画の改定についての北九州市男女共同参画審議会への諮問・

答申を経て、平成 26 年 2 月に「第 3 次北九州市男女共同参画基本計画」を策定しまし

た。 

 

この「第 3 次北九州市男女共同参画基本計画」では、５つの「柱」と 16 の「施策

の方向性」のもとに具体的施策を掲げ、平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間に

わたり取組みを進めています。 

 

本書は、「第 3 次北九州市男女共同参画基本計画」の平成 28 年度の実施状況につい

て、主な取組みを中心に、「北九州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例」に

基づき設置された「北九州市男女共同参画審議会」の意見を付して、とりまとめたも

のです。 

 

本市では、男女共同参画社会の実現に向けた取組みをより一層推進してまいります。

本書を、男女共同参画の視点を取り入れた事業を展開するための一助として活用する

とともに、市民や事業者の皆様にとって、男女共同参画社会の形成の推進についてご

理解を深めていただく資料となれば幸いです。 

 

今後とも皆様のご理解・ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

北 九 州 市 
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基本計画の概要 
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本市では、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわり

なく、社会のあらゆる分野に共に参画し、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現を目指しています。 

 市民や、市民団体、企業等の事業者などさまざまな皆さまの理解を深め、連携・協

働しながら、施策の推進に取り組んでいくため、現在、平成 26年度から平成 30年度

までを計画期間とする「第３次北九州市男女共同参画基本計画」を策定しています。 

第３次北九州市男女共同参画基本計画では、計画の推進により目指す姿と、施策を

総合的かつ計画的に推進するため取り組む５つの柱を定めるとともに、それぞれの柱

に数値目標等を定めています。 

 

 

【計画の柱と目指す姿】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柱Ⅰ あらゆる分野への

女性の参画拡大と男女

共同参画意識の浸透 

柱Ⅴ 女性に対する暴

力の根絶など安心な

生活の推進 

柱Ⅲ 仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）の推進 

 

柱Ⅱ 女性の活躍に

よる経済社会の活

性化 

柱Ⅳ 男性、子どもに

とっての男女共同参

画の推進 

第３次北九州市男女共同参画基本計画の概要 

 

 

目指す姿 

① 男女の人権が尊重される社会 

② 男女が性別にかかわりなく社会

のあらゆる分野に共に参画し、そ

の個性と能力を十分に発揮する

ことができる社会 

③ 少子高齢化等の社会経済情勢の

変化に対応できる豊かで活力あ

る社会 
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(1)男女共同参画の視点を取り入れた地域防災対策の推進 
4 防災における男女共同参画
の推進 

(1)男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進 

(2)市役所における女性職員の計画的な人材育成と登
用推進、付属機関等への女性の参画拡大 

5 男女共同参画の視点に立っ
たあらゆる市の施策の展開 

Ⅰ 

あらゆる分

野への女性

の参画拡大

と男女共同

参画意識の

浸透 

(1)市役所における女性職員の計画的な人材育成と登
用の推進、職場風土の改革 

(2)市立学校における女性教職員の管理職等への登用
の推進 

(3)市の付属機関及び市政運営上の会合への女性の参
画拡大 

2 市の政策・方針決定過程へ
の女性の参画拡大 

(1)女性活躍推進センターの設置 

(4)多様な働き方等への支援及び情報提供 

(3)働き続けやすい保育サービス等の充実 

 

(2)女性の就業機会の拡大推進 1 女性の雇用の拡大 

(1)再就職・就職支援 

(4)就業意識の啓発 

(3)女性が働くことに関する相談機能の強化 

 

(2)キャリア形成、キャリアアップへの支援 

 

2 女性の就業支援 

(1)女性活躍推進センターの設置 

(4)女性の活躍の見える化、ネットワーク化 

(3)女性起業家の育成・支援 

(2)企業等への積極的改善措置(ポジティブ・アクショ
ン)等の働きかけ 3 女性の活躍による経済の成

長 

Ⅱ 

女性の活躍

による経済

社会の活性

化 

６女性の人材育成とチャレン
ジ支援 

(1)あらゆる分野における女性リーダー育成の推進 

(2)生涯にわたる女性のエンパワーメントの推進 

柱 施策の方向 具体的施策 

(1)企業・団体等における方針決定過程への女性の参画拡大 

(2)地域・市民団体等における方針決定過程への女性の
参画拡大 

1 事業者・地域等における方
針決定過程への女性の参画
拡大 

(1)性別による固定的な役割分担意識の解消 

(2)男女共同参画の必要性が共感できる広報・啓発活動
の推進 

(3)女性団体等への活動支援 

(4)男女共同参画の観点からの国際的相互交流・連携の
推進、拠点施設における取組みの推進 

3 男女共同参画意識が浸透し
た社会、地域の実現 

第３次北九州市男女共同参画基本計画の施策の体系 
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(2)男性の家事、子育て、介護など家庭生活への参画促進 1 男性にとっての男女共同参
画の推進 

 
(3)地域活動に参画しやすい環境づくり 

 

2 子どもの頃からの男女共同
参画の理解の促進 

(4)男性の相談体制の充実 

Ⅳ 

男性、子ど

もにとって

の男女共同

参画の推進 
(1)男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

(2)男女共同参画の視点に立った進路指導、キャリア教
育の推進 

(3)市立学校における女性教職員の管理職等への登用
の推進 

(4)家庭、地域における男女共同参画の推進 

(5)子どもの健康教育 

(6)デート DVに関する理解の促進 

(5)関係機関や民間団体との連携・協働 

(4)DV被害者の自立支援の充実及び二次的被害防止や情報
管理の徹底 

 

(3)DV 被害者と同伴の子どもの安全が確保される保護
の実施 

 

(2)DV被害者の発見通報体制や相談体制の充実 

 

(1)DV等女性に対する暴力を許さない社会づくり 

1 女性に対する暴力等人権侵
害行為の根絶 

（第 2 次北九州市ＤＶ対策基
本計画） 

2 セクシュアル・ハラスメン
トや性犯罪等の予防 

3 生涯を通じた女性の健康支
援 

(3)生涯を通じた女性の健康の保持・増進 

(1)若い世代における性の理解・尊重 

(1)セクシュアル・ハラスメント等の防止対策の推進 

(2)性犯罪等の防止のための広報啓発や相談窓口の充
実及び被害者への支援、防犯対策の推進 

Ⅴ 

女性に対す

る暴力の根

絶など安心

な生活の推

進 

(1)男性自身の固定的役割分担意識の解消 

(3)地域活動に参画しやすい環境づくり 

(1)事業者等との共同による仕事と生活の調和の推進 
 1 男女が共に仕事と生活を両

立できる暮らしの実現 

2 多様なライフスタイル・ラ
イフステージに対応した子
育てや介護等の支援の充実 

(3)高齢者等に対する介護支援等の充実、社会参画の促進 

(1)子育て環境の整備、充実 

(2)ひとり親家庭への支援の充実 

Ⅲ 

仕事と生活

の調和（ワ

ーク・ライ

フ・バラン

ス）の推進 

(2)男性の家事、子育て、介護など家庭生活への参画促進 

(2)妊娠・出産期における健康管理の支援と健診の充実 

柱 施策の方向 具体的施策 
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基本計画の実施状況 

（概要） 
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【２８年度の主な取組み】 

１ 事業者・地域等における方針決定過程への女性の参画拡大 
・企業向けシンポジウムの開催、これから女性活躍に取り組む企業を対象としたセミナーやコンサルティン

グ、企業の女性従業員及び管理監督者等を対象にした各種セミナー等を通じ、市内企業の女性活躍推進を

支援した（３３件）。 

・自治会など地域団体・市民団体における方針決定過程への女性の参画状況を調査・把握し、地域における

女性役員等の参画促進について協力を依頼した。 

 
２ 市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
・女性職員の能力開発・キャリア形成支援や管理職の指導・育成能力向上等を目的とした研修を開催した。 

・第３期特定事業主行動計画「北九州市職員ダイバーシティ推進プログラム」に基づき、管理職を対象とし

たイクボス養成研修などを実施した。 

・市の付属機関等への女性の参画率は、所管部局に対するヒアリングの実施や改善計画の確認等により、平

成 28年 7月時点で 47.8%となった。 

 

３ 男女共同参画意識が浸透した社会、地域の実現 
・男女共同参画推進の拠点施設であるムーブ、レディスにおいて、「男女共同参画講座」等を開催した。 

・北九州市女性団体連絡会議による「男女共同参画フォーラムｉｎ北九州」（37回、3,116名参加）やＮＰＯ

等との協働による男女共同参画に関する広報啓発事業（28回、1,330名参加）を実施した。 

 

４ 防災における男女共同参画の推進 
・防災対策に関する方針を決定する「北九州市防災会議」での女性委員の参画をさらに拡大した。 

（平成 28年度末:44.6%←平成 25年 11月：28.6%） 

・熊本地震における避難所の状況や課題を精査し、女性の視点も重視した「避難所運営マニュアル」を改訂

した。 

 

５ 男女共同参画の視点に立ったあらゆる市の施策の展開 
・市の全ての部署が連携を図りながら男女共同参画施策を推進するため、「北九州市男女共同参画推進本部会

議」「女性活躍推進！本部」会議を開催した。 

・男女共同参画基本計画の進捗状況を取りまとめ配布した。 

 

６ 女性の人材育成とチャレンジ支援 
・生涯学習総合センターにおいて、生涯学習活動に必要な専門的知識や技能の習得およびリーダーとしての

資質向上を目的に「北九州市女性リーダー国内研修」を実施した。 

・「北九州市女性団体連絡会議」による「男女共同参画フォーラムｉｎ北九州」の開催や、「北九州市婦人団

体協議会」等の市内の女性学習グループの活動を支援した。 

 

【数値目標、モニタリング指標】 

目標

（平成30年度)

15.6% 18.3%

（平成25年4月） （平成29年4月）

市役所における女性管理職比率 12.0% 14.8%

※課長級以上、全職 （平成25年4月） (平成29年4月）

20.0%

15.0%

項目 当初 現状

市役所における役職者（係長以上）
に占める女性の比率

数値目標

 

柱Ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大と男女共同参画意識の浸透 
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目標

（平成30年度)

① 14.7％ ① 13.8％ ① 18.4％

② 18.6％ ② 23.2％

①校長　　②教頭 （平成25年4月） （平成28年4月）

市付属機関等における女性の比率

※市付属機関等には市政運営上の

会合を含む （平成25年7月） （平成28年7月） （平成29年度）

自治会における女性の比率 ①   0％ ①　 　0％

①区自治総連合会長 ②  3.9％ ②　 3.9％

②自治区会長 ③ 15.7％ ③　17.5％

③町内会長 （平成25年度） （平成28年度）

5.1% 2.2%

（平成25年度） （平成28年度）

10.0% 9.5%

（平成25年度） （平成28年度）

モニタリング
指標 校区まちづくり協議会会長における

女性比率

市立小・中・特別支援学校のＰＴＡ
会長における女性の比率

項目

数値目標

当初 現状

41.9% 47.8% 50.0%

市立学校等における管理職に占め
る女性の比率

② 23.3％

 

 

【主な成果と課題】 

・市役所における女性職員の登用が進んできており、役職者（係長以上）・管理職に占める女性の比率の向上

などに結びついている。 

・付属機関等における女性の比率は目標である５０％に向け着実に向上している。５０％の達成とともに、

今後は各付属機関等が女性委員の参画率５０％を目指すことを基本とし、市全体として５０％を維持する

よう取り組む。 

・女性団体やＮＰＯ等と協力し、地域の実情に合わせた様々な取組みが進められている。今後も連携・協力

を進めるとともに、育成や活動支援に引き続き取り組む。 

・自治会における女性の比率など、地域での方針決定過程への女性の参画率には大きな変化はなく、啓発活

動をはじめ、地域での人材育成、地域活動への参画促進等を図っていくことが必要である。 

・防災面では、熊本地震における避難所の状況や課題を踏まえ、女性の視点等も重視し「避難所運営マニュ

アル」を改訂した。今後、大規模災害時の避難所運営について、理解を深めてもらうための取り組みが必

要である。 
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【平成２８年度の主な取組み】 

１ 女性の雇用の拡大 

２ 女性の就業支援 

３ 女性の活躍による経済の成長 

・平成２８年５月に女性の就業・キャリアアップ・創業などをワンストップで支援する全国初の施設、「ウー

マンワークカフェ北九州」を開設した。女性の就業希望者の利便性が向上し、利用者数は設置前と比較し

て増加した（延べ来所者数 16,325人、うち新規利用者数 3,447人、就職決定者数 846人）。開設により新

規利用者数は約５０％増となっているが、就職決定者数は約２０％増となっているので、今後、就職決定

率の向上やきめ細かいフォローなどに取り組んでいく必要がある。 

・市内の求職者を対象とした適性診断や進路アドバイスを行うカウンセリング、再就職のための能力開発講

座、職業紹介等の就業支援を総合的に行った。 

・ムーブ・レディスでは、再就職・就職支援のための資格取得講座や再就職応援講座、次世代リーダー養成

講座などのキャリアアップ講座、夫婦でともに子育てと仕事の両立を考える講座、相談事業等を開催した。

また、起業を目指す女性を支援するための講座や、国、県等の労働機関と連携し、セミナーや労働相談会

を開催した。 

・企業の女性管理職のスキルアップやネットワーク形成を支援し、組織における経営的な立場で更なる活躍

推進を図るためのセミナーを開催した。 

 

【数値目標、モニタリング指標】 

目標

（平成30年度)

64.6% 67.0%

（平成22年） （平成27年）

（女性）0.89％ （女性）1.08％

（男性）3.96％ （男性）3.80％

（平成22年） （平成27年）

（女性）①48.0％ （女性）①55.3％

          ②51.6％ 　　　　②44.3％

（男性）①77.9％ （男性）①76.6％　

　　　②20.2％ 　　　　②21.0％

（平成25年1月） （平成29年1月）

項目

数値目標

モニタリング
指標

67.6%

当初 現状

30歳代女性の労働力率

男女それぞれの雇用者に占める管
理的職業従事者（役員含む）の比率

雇用形態（①正社員②パート・臨時
雇）における男女別割合

 

 

【主な成果と課題】 

・市全体の雇用者数が減少（366,361人(H22)⇒362,081人(H27)）する一方で、女性雇用者数は増加（164,723

人⇒167,362 人）しており、女性の雇用拡大は着実に進んでいる。また、女性労働力率の拡大も図られて

おり、管理的職業従事者の割合や、女性の正社員割合が増加するなど、国も含めた子育て環境の整備など

のこれまでの取組みの成果が現れている。 

・ムーブ等で資格取得講座や再就職応援講座の実施による就業支援メニューを提供できた。また、企業等で

の女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスに際して、企業の枠を超えた課題解決やロールモデルの情

報発信の場を提供することができた。 

・平成 28年 5月にウーマンワークカフェ北九州がオープンし、女性の就業支援に対する窓口のワンストップ

化が実現したことで、利便性の向上や利用者の増加につながった。開設による新規利用者数は約５０％増

となっているが、就職決定者数は約２０％増であることから、今後、就職決定率の向上やよりきめ細かい

フォローなどに取り組んでいく必要がある。 

柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化 
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【平成２８年度の主な取組み】 

１ 男女が共に仕事と生活を両立できる暮らしの実現 

・「北九州市女性活躍・ワークライフバランス推進協議会」を開催し、協議会及び各構成員（北九州商工会議

所、企業、ＮＰＯ法人、ＰＴＡ協議会等）がそれぞれの立場でさまざまな取り組みを実施した。 

・ワーク・ライフ・バランス推進企業を支援するため、企業向けシンポジウムの開催、これから女性活躍に

取り組む企業を対象としたセミナーやコンサルティング、企業の女性従業員及び管理監督者等を対象にし

た各種セミナー等を開催した（３３件）。 

・ワーク・ライフ・バランスの意義や必要性について、市民及び企業等の意識向上を図るため、ワ－ク・ラ

イフ・バランス推進及び女性活躍推進に取り組む企業・個人等を表彰した（４団体２個人） 

・ダイバーシティに関心を持ち、取組みを進めている企業のネットワーク（13社）を形成。交流会や研修会

を通じて情報共有・発信等を行い、女性活躍やワーク・ライフ・バランス推進への働きかけを実施した。 

 
２ 多様なライフスタイル・ライフステージに対応した子育てや介護等の支援の充実 
・保育所入所児童数など地域の保育需要の推移を踏まえ、年間を通じた待機児童の解消を図るため、民間保

育所等の新設に着手するとともに老朽改築にあわせた定員増を実施した（入所定員 90人増）。 

・放課後児童クラブの運営団体に対する研修会の実施などにより運営体制の充実を図った。また、クラブ運

営や児童への対応充実のため、指導員研修や、巡回カウンセラー（臨床心理士）等のクラブ派遣を実施し

指導員の資質向上を図った。 

・区役所の「子ども・家庭相談コーナー」において、子どもを持つ親の子育てや就労、生活など、家庭と子

どもに関するあらゆる相談に対応。それぞれの内容に即した支援・対応を行うことで、相談者の不安や負

担感を軽減した。 

・母子・父子福祉センターにおいて、一般相談や弁護士による特別相談などの相談事業、就職相談や就業支

援講習会などの就業支援事業、親と子の教室などのふれあい事業を実施した（利用者数 11,323人）。 

・各地域包括支援センターにおいて、家族介護者等からの様々な相談に応じ、保健・医療・福祉・介護のサ

ービスや制度の利用につなげるなど、介護に関する負担や不安の軽減に向けた支援を実施した。 

・介護サービスの質の向上と介護支援者のスキルアップを図るため、介護サービス従事者研修事業、介護サ

ービス相談員派遣事業を実施した。 

・介護を行う家族を支援するため、高齢者見守りサポーター派遣事業、認知症介護家族交流会事業、若年性

認知症介護家族交流会事業、認知症・介護家族コールセンター事業を実施した。 

 

【数値目標、モニタリング指標】 

目標

（平成30年度)

市役所における時間外勤務削減率 12.2% 18.4% 30%

（※平成19年度対比） （平成24年度） （平成27年度）

（平成25年3月） （平成29年3月） （平成31年度）

多様な保育の実施箇所数

　①延長保育(夜間保育所を含む) ①148箇所 ①154箇所 ①162箇所

　②休日保育 ②  7箇所 ②  7箇所 ②  7箇所

　③病児保育 ③  9箇所 ③  11箇所 ③ 14箇所

（平成25年度） （平成28年度） （平成31年度）

20%

項目 当初 現状

市役所における男性職員の育児休
業、部分休業及び育児短時間勤務
制度取得率

7.9% 13.2%

数値目標

 

 

柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 
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目標

（平成30年度)

　①100時間/月以上の人数 ① 390人 ① 314人

②  76人 ②  78人

（平成25年度） （平成28年度）

多様な保育の受入児童数

　①延長保育 ①17,513人 ①17,553人

　②夜間保育 ② 　519人 ②     606人

　③休日保育 ③ 1,522人 ③  2,013人

　④病児保育 ④ 6,184人 ④  8,262人

（平成24年度） （平成28年度）

項目 当初 現状

市役所における時間外勤務者（年
間のべ人数）

　②2ヶ月平均で80時間/月以上
　　の人数

モニタリング
指標

 

 

【主な成果と課題】 

・企業等での女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスに際して、企業の枠を超えた課題解決やロールモ

デルの情報発信の場を提供することができた。 

・各企業におけるダイバーシティに関する好事例や課題等の情報共有、セミナーの開催等により相互に取組

みの推進を図ることができた。 

・地域包括支援センターを中心とした総合相談体制の構築などにより、支援関係者との連携強化や高齢者の

権利擁護・虐待への対応に効果が上がっている。 

・「子ども・家庭相談コーナー」などでの子育て等に関する相談・対応により、市民の子育ての悩みや不安の

解消に寄与することが出来た。スタッフの資質向上や関係機関などとの連携について、引き続き取り組む

必要がある。 

・子育て環境整備が進むことにより、女性の社会進出が拡大し、さらに保育ニーズが高まる流れとなってい

るが、保育所の定員増、小規模保育事業の開設などにより、年度当初の待機児童数は０人を維持している。

本市の子育て環境はＮＰＯ等からも評価されているが、高い評価・満足度を維持していくために、保育の

量を確保するための保育士確保等の対策や老朽化などの施設対策、職員配置や処遇改善等を進めていく必

要がある。 

・放課後児童クラブでは、平成 23 年度以降待機児童ゼロを維持している。19 時まで開所しているクラブの

割合が大幅に増える（12.0%(H27)⇒33.8%(H28)）など満足度向上に向けた取り組みも進んだ。引き続き、

施設整備や利用内容の充実など運営基盤の充実が求められる。 
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【平成２８年度の主な取組み】 

１ 男性にとっての男女共同参画の推進 

・男性にとっての男女共同参画への理解促進や家事・育児・介護への参画を進めるため、男女共同参画セン

ター・ムーブ、市民センター、企業や地域での講演会やセミナーを実施した。 

・出産・育児を夫婦が協力して取組むための「両親学級」を全ての区で開催した（３１回）。 

・子どもの健全な成長、人格の形成に重要な意義を持つ家庭教育の振興に向け、家庭教育学級を開催した 

（３３３箇所）。 

・「北九州市女性活躍・ワークライフバランス推進協議会」を開催し、協議会及び各構成員（北九州商工会議

所、企業、ＮＰＯ法人、ＰＴＡ協議会等）がそれぞれの立場でさまざまな取り組みを実施した。 

・企業が持つ人材や経営のノウハウなどを学校教育に活かすため、地元企業を中心とした「北九州の企業人

による小学校応援団」の取り組みを実施（支援対象校１００校） 

・男性臨床心理士による「男性のための電話相談」を実施した（月２回各２時間、相談件数３１件） 

 

２ 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進 

・人権教育教材「新版いのち」を全ての小中学校に配布し、道徳の時間などで活用。家庭科学習を通じて、

男女が協力して生活することの重要性、家庭生活での男女の望ましい役割分担について理解し、男女平等

意識の育成を図った。 

・学校の諸活動において、男女平等意識に基づいた役割活動を指導した。 

・男女共同参画についての基本的な項目をわかりやすくまとめた副読本「レッツ」（小学校用）、「ひびき愛」

（中学校用）を全ての小中学校に配布し、道徳の時間などで活用した。 

・地域における固定的役割分担意識の解消と男女共同参画への理解促進を図るため、市民センター等で講演

会やセミナーなどを実施した。 

 

【数値目標、モニタリング指標】 

100% 100%

※配布率

（平成24年度） （平成29年度）

モニタリング
指標

項目 当初 現状

小中学校における男女共同参画副
読本の活用率

 

 

【主な成果と課題】 

・男女共同参画に関する副読本「レッツ」（小学校用）、「ひびき愛」（中学校用）を改訂し、掲載データを更

新するとともに、小中学校においては副読本のほか、「新版いのち」を配布・活用し、男女共同参画の視

点にたった学校教育を推進した。 

・男性向けの啓発活動は、男女共同参画センター・ムーブや市民センター等で実施している。事業内容の見

直しを進めており、一般的な啓発活動に加え、課題解決型・参加型の講座を実施するなどニーズ対応型へ

とシフトを図っている。多くの方に応募・参加していただく広報活動・協力や施設間での連携がさらに求

められる。 

 

柱Ⅳ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進 
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【平成２８年度の主な取組み】 

１ 女性に対する暴力等人権侵害行為の根絶（第２次北九州市ＤＶ対策基本計画） 

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間中にムーブで女性への暴力ゼロ運動特別講座」の開催（１回）や「女

性の暴力ゼロホットライン」を設置した。 

・高校生や大学生などの若年層における交際相手からのＤＶ(デートＤＶ)に関して、「デートＤＶ予防教室」

を実施した（28回、参加者 4,421人）。 

・ＤＶ防止・相談窓口のリーフレットを作成し、各区役所やムーブ等に設置・配布した。また、出前講演や

学校等の要望に応じてデートＤＶ予防啓発リーフレットを配布した。 

 

２ セクシュアル・ハラスメントや性犯罪等の予防 

・セクシャルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのハラスメントについて 

ハラスメント防止冊子「知らないって怖い！職場のハラスメント」を男女共同参画センター・ムーブが平

成 29年 3月に発行した。 

・ムーブ等においてセクシュアル・ハラスメント等防止研修の講師派遣や、国、県と連携して「改正男女雇

用機会均等法関係法令説明会＆ハラスメント防止研修会」を実施した。 

・防犯意識の向上や防犯活動への関心を高めるため、「女性のための犯罪被害防止セミナー」を実施した。 

 

３ 生涯を通じた女性の健康支援 

・ムーブ等において、性と生殖に関する健康・権利に関する正しい理解を促すための講座等を高校、大学、

専門学校等で開催した(7回 参加人数 558人)。 

・医療、学校、地域、行政等の関係者による思春期保健連絡会を開催し、連携を強化。また、助産師による

小中学生を対象とした思春期健康教室を開催した（126回、参加人数 5,500人）。 

・地域主体の介護予防を促進するため、健康づくり推進員などの活動支援やスキルアップ研修を実施した 

・生活習慣病の予防及び寝たきり等の介護を要する状態となることの予防などを目的に各区役所や市民セン

ター等で講座を開催し、指導及び教育を実施した。 

・北九州市国民健康保険特定健診・特定保健指導を実施した。 

・各種がん検診を実施するとともに、企業やＮＰＯ団体との連携による「がん検診受診勧奨」活動や検診の

普及啓発活動を実施した。 

 

【数値目標、モニタリング指標】 

目標

（平成30年度)

子宮頸がん・乳がん検診の受診率 ①　22.3％ ①　22.7％ ①　33.0％

①子宮頸がん　②乳がん ②　13.7％ ②　16.4％ ②　22.0％

（平成24年度） （平成27年度） （平成29年度）

13.2‰ 14.1‰

（平成22年度） （平成26年度）

※北九州市国民健康保険加入者 （平成24年度） （平成28年度）

モニタリング
指標 生活習慣病予防のための特定健診

受診率

項目

数値目標

当初 現状

１０代の人工妊娠中絶率（15～19歳
の女性人口千人対）

32.6% 35.8%

 

 

 

 

 

柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進 
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【主な成果と課題】 

・大学生や専門学校生、高校生を対象としたデートＤＶ予防教室や、ムーブでの性と生殖に関する健康・権

利に関する正しい理解を促すための講座の開催、助産師による小中学生を対象とした思春期健康教室の開

催などにより、性に関する正しい知識を提供した。 

・ＤＶに関する予防啓発のための講演会・セミナー等の開催、窓口の周知などを継続的に実施した。また、

配偶者暴力相談支援センターや「子ども・家庭相談コーナー」などの相談担当職員のスキル向上を図る研

修を行うとともに、関係機関等と連携し、ＤＶ等の防止や早期発見、被害者支援等に取り組んだ。引き続

き、ＤＶ被害者に対する適切な情報提供及び支援を実施するため、研修の実施や関係機関との連携により

相談体制の充実が求められる。 

・健康を保持・促進していくためには、年齢やライフステージに応じた検診の適切な受診や関連知識の習得、

生活習慣を改善して生活習慣病等の発病を予防すること一時予防に重点を置いた取組みなどが重要であ

るが、大幅な改善には至っていない。より一層の受診促進に努め受診者を増やすこと等への取組みを進め

る。 
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数値目標等の進捗状況〔平成２８年度〕 

 

 基本計画に掲げる具体的施策については、数値目標及び男女共同参画社会の進み具合を表わすモニタ

リング指標を設定し、定期的に調査・把握することとしています。 

 

（注１）男女共同参画基本計画の改訂等に併せて実施される「北九州市の男女共同参画社会に関する

調査」によるもので、概ね５年ごとに実施されています。現状の数値は平成 23 年度調査に

よるもので、次回の調査を平成 29年度に予定しています。 

（注２）基本計画の策定時に、新たな調査等を実施し数値を把握する予定としていたものです。現在、

その手法等について検討を進めています。 

 

１ 数値目標 

柱 項目 当初 傾向 現状 
目標 

（平成 30年度) 

Ⅰ 

 

市役所における役職者（係長以上）に

占める女性の比率 

15.6％ 

（平成 25年 4月） 

 18.3％ 

（平成 29年4月） 
２０％ 

市役所における女性管理職比率 

※課長級以上、全職 

12.0％ 

（平成 25年 4月） 

 14.8％ 

(平成29年4月） 
１５％ 

市立学校等における管理職に占める

女性の比率 

①校長  ②教頭 

① 14.7％ 

② 18.6％ 

（25年 4月） 

 ① 13.8％ 

② 23.2％ 

（平成 28年4月） 

① 18.4％ 

② 23.3％ 

市付属機関等における女性の比率 

※市付属機関等には市政運営上の 

会合を含む 

41.9％ 

（平成 25年 7月） 

 
47.8％ 

（平成 28年7月） 

５０％ 

（平成 29年度） 

男女共同参画社会という言葉の認知度 

（注１） 

68.9％ 

（平成 23年度） 
－ － 80％ 

Ⅱ 30歳代女性の労働力率 
64.6％ 

（平成 22年） 

 67.0％ 

（平成 27年） 
67.6% 

Ⅲ 

市役所における時間外勤務削減率 

（※平成 19年度対比） 

12.2％ 

（平成 24年度） 

 36.5% 

（平成 28年度） 
30％ 

市役所における男性職員の育児休業、

部分休業及び育児短時間勤務制度 

取得率 

7.9％ 

（平成 25年 3月） 

 
13.2％ 

（平成 29年3月） 

20％ 

（平成 31年度） 

多様な保育の実施箇所数 

 ①延長保育（夜間保育所を含む） 

 ②休日保育 

 ③病児保育 

 

①148箇所 

②  7箇所 

③  9箇所 

（平成 25年度） 

  

①154箇所 

②  7箇所 

③ 11箇所 

（平成 28年度） 

 

①161箇所 

②  7箇所 

③ 14箇所 

（平成 31年度） 

Ⅴ 

夫婦間における「①平手で打つ」「②な

ぐるふりをしておどす」について暴力と

認識する人の割合（注１） 

① 55.2％ 

② 57.9％ 

（平成 23年度） 

－ － ① 70％ 

② 70％ 

子宮頸がん・乳がん検診の受診率 

①子宮頸がん ②乳がん 

① 22.3％ 

② 13.7％ 

（平成 24年度） 

 ① 22.7％ 

② 16.4％ 

（平成 27年度） 

① 33.0％ 

② 22.0％ 

（平成 29年度） 
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２ モニタリング指標 

柱 項目 当初 傾向 現状 

Ⅰ 

自治会における女性の比率 

①区自治総連合会長 

②自治区会長 

③町内会長 

①   0％ 

②  3.9％ 

③ 15.7％ 

（平成 25年度） 

    ①   0％ 

②  3.9％ 

③ 17.5％ 

（平成 28年度） 

校区まちづくり協議会会長における女性比率 
5.1％ 

（平成 25年度） 

 2.2％ 

（平成 28年度） 

市立小・中・特別支援学校のＰＴＡ会長における女性

の比率 

10.0％ 

（平成 25年度） 

 9.5％ 

（平成 28年度） 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方

についての肯定・否定の割合（注１） 

（肯定） 38.7％ 

（否定） 53.8％ 

（平成 23年） 

－ － 

女性が職業を持つことについての考え方についての

割合（注１） 

①ずっと継続した方がよい 

②子どもができたら中断した方がよい 

③子どもができたら退職した方がよい 

① 28.4％ 

② 59.8％ 

③  6.5％ 

（平成 23年） 

－ － 

社会全体における男女平等達成感（注１） 
13.0％ 

（平成 23年） 
－ － 

Ⅱ 

男女それぞれの雇用者に占める管理的職業従事者

（役員含む）の比率 

（女性）0.89％ 

（男性）3.96％ 

（平成 22年） 

 （女性）1.08％ 

（男性）3.80％ 

（平成 27年） 

雇用形態（①正社員②パート・臨時雇）における男女

別割合 

（女性）①48.0％ 

    ②51.6％ 

（男性）①77.9％  

    ②20.2％ 

（平成 25年 1月） 

 （女性）①55.3％ 

    ②44.3％ 

（男性）①76.6％  

    ②21.0％ 

（平成 29年 1月） 

職場での男女平等達成感（注１） 
16.1％ 

（平成 23年） 
－ － 
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柱 項目 当初 傾向 現状 

Ⅲ 

市役所における時間外勤務者（年間のべ人数） 

①100時間/月以上の人数 

②2 ヶ月平均で 80時間/月以上の人数 

① 390人 

②  76人 

（平成 25年度） 

 ① 244人 

②  47人 

（平成 28年度） 

市内企業等における職員の育児休業取得率（注２） － － － 

市内企業等における週労働時間 60時間以上の 

雇用者の割合（注２） 
－ － － 

6歳未満の子どもを持つ男性の育児・家事関連時間 

（注２） 

※ここでは「就学前児童を持つ父親が、育児・家事

をしている割合（子ども家庭局調）」を使用してい

る。 

就学前児童を持つ

父親が、育児・家事

をしている割合 

育児 72.7％ 

家事 57.3％ 

（平成 25年度） 

 就学前児童を持つ

父親が、育児・家事

をしている割合 

育児 91.8％ 

家事 71.9％ 

（平成 28年度） 

多様な保育の受入児童数 

①延長保育 

②夜間保育 

③休日保育 

④病児保育 

 

 

①17,513人 

②  519人 

③ 1,522人 

④ 6,184人 

（平成 24年度） 

   

 ①17,553人 

  ②  ,606人 

  ③ 2,013人 

  ④ 8,262人 

  （平成 28年度） 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれ

ていると思う人の割合（注１） 

47.9％ 

（平成 23年） 
－ － 

Ⅳ 

小中学校における男女共同参画副読本の活用率 
100％ 

（平成 24年度） 

 
100％ 

（平成 28年度） 

学校教育の場での男女平等達成感（注１） 
53.5％ 

（平成 23年） 
－ － 

Ⅴ 

市の相談先・援助機関（①ＤＶセンター②区子ども・

家庭相談コーナー③ムーブ相談室）の認知度（注１） 

① 10.0％ 

② 30.4％ 

③ 15.7％ 

（平成 23年） 

－ － 

配偶者等からの暴力被害経験の割合（注１） 

①身体的暴力 

②精神的暴力 

③性的暴力 

④経済的暴力 

（女性）①19.9％ 

    ②32.8％ 

    ③12.6％ 

    ④ 4.5％ 

（男性）①10.9％ 

    ②19.6％ 

    ③ 2.2％ 

    ④ 1.4％ 

（平成 23年） 

－ － 

１０代の人工妊娠中絶率（15～19 歳の女性人口千

人対） 

13.2‰ 

（平成 22年度） 

 
14.1‰ 

（平成 26年度） 

生活習慣病予防のための特定健診受診率 

※北九州市国民健康保険加入者 

32.6％ 

（平成 24年度） 

 
35.8％ 

（平成 28年度） 
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平成 28 年度実施状況報告書 男女共同参画審議会意見 

 

◎全般的事項 

・実施状況報告書について、成果と課題、今後の方向性を出来る限り明確にし、報告

書を今後の取り組みに生かせるよう工夫してほしい。 

・計画策定から３年が経過し、次期計画に向けた検討が始まる時期が近づいている。 

次期計画の策定にあたり、成果指標等については、関係データの設定とともに、進

捗を計ることができる目標値等の設定などの工夫をしていただきたい。 

また、実施状況の評価を行う手法については、計画策定と併せて検討を進めていた

だきたい。 

 

◎柱Ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大と男女共同参画意識の浸透 

・市役所における役職者に占める女性の比率や女性管理職の比率は着実に増加してい

る。審議会等の女性委員参画率の増加など市の政策・方針決定過程への女性の参画

拡大は進んでおり、今後も人材育成や登用に取り組んでいただきたい。 

・一方で、自治会における女性の比率など地域での方針決定過程への女性の参画率は、

増加に至っていない。地域での様々な機会を通して、方針決定過程への女性の参画

について、啓発や協力の働きかけを行っていただきたい。 

 

◎柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化 

・３０歳代女性の労働力率が増加しているほか、女性雇用者に占める管理的職業従事

者の比率、女性の正社員の比率いずれも増加している。保育サービス等の充実など、

女性が働き続けやすい環境づくりに向け継続的な取り組みが行われた成果である

と考えられ評価できる。 

・女性の就業等に関しては、市民がワンストップで相談できるウーマンワークカフェ

北九州が開設したことで、女性の就業希望者の利便性が大きく向上した。女性の就

業相談については、様々な利用者にきめ細かい支援を行うため、支援体制や関係機

関の連携を進めてもらいたい。 

 

◎柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

・保育所の新設や小規模保育事業の拡充などにより、待機児童解消に向け取り組むと

ともに、延長保育や休日保育、病児保育などを実施し、保育需要を踏まえた支援を

行っている。また、放課後児童クラブの運営団体に対する研修会の実施など、運営

体制の充実も図っており、就学前・就学後の子育て支援についての取組みは評価で

きる。 

・市役所における男性職員の育児休業等の取得や時間外勤務の削減については、目標

達成に向け更に取組み、率先して働き方の見直しに取り組んでいただきたい。 
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◎柱Ⅳ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進 

・児童生徒等の名簿の男女混合化について、固定的役割分担意識の解消や男女共同参

画の視点に立った学校教育の推進を図るため、取組みをさらに進めていくことが望

ましい。 

・男女共同参画の視点にたった学校教育を推進するため、小・中学校において男女共

同参画副読本を活用しているが、引き続き活用に取り組むとともに、道徳の教科化

に際しても男女共同参画の視点を踏まえ取組んでいただきたい。 

 

◎柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進 

・生涯を通じた女性の健康の保持・増進に向けては、子宮頸がん・乳がん検診等各種

健康診査、特定健診などの受診促進を図るため、一層の受診勧奨活動や受診しやす

い仕組みづくりに取り組む必要がある。 
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■実施状況表について 

柱Ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大と男女共同参画意識の浸透

施策の方向　１ 事業者・地域等における方針決定過程への女性の参画拡大

具体的施策　（１） 企業・団体等における方針決定過程への女性の参画拡大

NO. 事業・取組み概要
28年度実施内容
（実績・データ等）

進捗 局名 再掲

（新）企業等の事業者に対し、
女性の管理職に関する積極
的改善措置（ポジティブ・アク
ション）の働きかけ

101

（新）企業等への出前セミナー
の実施

103

女性の登用を推進する企業
等を「北九州市ワーク・ライ
フ・バランス表彰」において表
彰

102

内容 今後の取組み（課題や見直し）

企業・団体等に対し、女性管
理職に関する積極的改善措
置（ポジティブ・アクション）な
ど、女性の活躍についての働
きかけに取り組みます。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
基本計画に掲げている 

施策の実施状況 

 

男女共同参画基本計画の 

具体的施策の内容を 

記載している 

進捗状況について記載している 

 Ａ：予定どおり実施した 

 Ｂ：概ね予定どおり実施した。 

 Ｃ：実施したが、見直し検討が必要 

 Ｄ：準備中、検討中 

基本計画の内容に対応する 

事業・取組みの概要、実施内容を 

記載している 

他の具体的施策に 

再掲がある 

事業・取組みに 

○を付けている  

今後の取組みや、 

取組みにあたっての 

課題等について 

記載している 



柱Ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大と男女共同参画意識の浸透

施策の方向　１ 事業者・地域等における方針決定過程への女性の参画拡大

具体的施策　（１） 企業・団体等における方針決定過程への女性の参画拡大

NO. 事業・取組み概要

企業等の事業者に対し、女性
の管理職に関する積極的改
善措置（ポジティブ・アクショ
ン）の働きかけ

101

企業等への出前セミナーの実
施

103

女性の登用を推進する企業
等を「北九州市ワーク・ライフ・
バランス表彰」において表彰

102 No.301の再掲

具体的施策　（２） 地域・市民団体等における方針決定過程への女性の参画拡大

NO. 事業・取組み概要

自治会やPTA における会長
や副会長等役員への女性の
参画率についての定期的な
把握・公表

104 　自治会など地域における女性委員・役員等の参画率を調査する。

地域団体・市民団体への女性
の参画拡大のための広報・啓
発

105 　男女共同参画に関する広報・啓発事業に取組んでいる団体等へ
活動支援を行う。
　自治会などへ女性の参画拡大のための広報・啓発活動を実施す
る。

地域で活躍する女性リーダー
のロールモデルの情報発信

106 　地域で活躍する女性リーダーの活動等を取りまとめたリーフレット
等を作成するとともに、顕彰などを通じ、ロールモデルの情報発信
を行う。

施策の方向　２ 市の政策・方針決定過程への女性の参画拡大

具体的施策　（１） 市役所における女性職員の計画的な人材育成と登用の推進、職場風土の改革

NO. 事業・取組み概要

女性管理職等の比率向上 107 　「女性活躍推進アクションプラン第二期計画」（平成26～30年度）
に基づき、職員の能力開発・キャリア形成支援を目的とした研修を
実施したほか、管理監督者の指導・育成力向上等を目的とした研
修を実施した。
　また、第三期特定事業主行動計画「北九州市職員ダイバーシティ
推進プログラム」（計画期間：H27～31年度）に基づき、管理職を対
象としたイクボス養成研修を実施したほか、部下からイクボス実践
ができている管理職を推薦してもらう「市職員イクボス表彰」により、
一層のイクボス実践を促し、"多様な人材を活かし、組織と人の成
長につなげる"風土の更なる醸成を図った。

内容

内容

平成２０年８月に策定した「女
性活躍推進アクションプラン」
第二期計画期間（平成２６～３
０年度）において、計画的な人
材育成や登用等、女性職員の
活躍推進に向けた取組みを更
に進めます。

内容

企業・団体等に対し、女性管
理職に関する積極的改善措置
（ポジティブ・アクション）など、
女性の活躍についての働きか
けに取り組みます。

様々な団体の会長等だけでは
なく、副会長等の参画状況の
把握にも取り組み、その状況
も踏まえながら、自治会やPTA
など地域団体・市民団体にお
いて、方針決定過程への女性
の参画を進めるための広報・
啓発活動を行います。また啓
発活動に取り組んでいる団体
に対し、事業支援等を行いま
す。

No.303の再掲
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

No.301の再掲 Ａ No.301の再掲 総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

【女性委員・役員等の状況】
　区自治総連合会　会長　　　　　　０．０％
　自治連合会（自治区・地区・校区会長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．９％
　自治連合会（町内会長）　　　　　１７．５％
　区社会福祉協議会　会長　　　　　２．２％
　ＰＴＡ会長　　　　　　　　　　　　　　 ９．５％
　市民センター館長　　　　　　　　６６．７％

Ａ 　継続的に調査を行うとともに、男女共同参画フォーラ
ム等を通じ、状況の周知を図る

総務局

　広報・啓発活動を行う団体に対し、事業費の補助や実
施事業の委託を行った。
　各区自治総連合会などへ対し、女性役員等の状況を
説明し、参画拡大のための啓発を行った。

Ａ 　広報・啓発活動を行う団体に対する事業費の補助や
事業委託を引き続き実施する。
　各区自治総連合会などへ対する広報啓発活動を引き
続き実施する。

総務局

　ロールモデルの情報発信として、実践的な活動や啓発
に取組んでこられた方を顕彰する表彰制度の検討を
行った。

Ｄ 　地域で活躍する女性リーダーの活動等を取りまとめ
たリーフレット等の作成を検討する。
　ロールモデルとなる女性の表彰制度等の検討を行
う。

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　女性職員キャリア研修の実施及びサポート：4回
　新任課長向けイクボス研修の実施：1回
　平成28年度市職員イクボス表彰を実施：10名表彰

Ａ 　「係長としての資質や能力への不安」「仕事と家庭の
両立不安」等の理由により、女性職員が昇任試験の受
験をためらう傾向にあることから、それらの不安払拭に
向け、今後も引続き、組織的かつ総合的な取組みを実
施する。
　また、「北九州市職員ダイバーシティ推進プログラム」
に基づく取組み（イクボス養成、柔軟な勤務形態・職場
環境整備の検討）も併せて着実に実施する。

総務局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

No.303の再掲

今後の取組み（課題や見直し）

No.303の再掲 Ａ 総務局
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柱Ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大と男女共同参画意識の浸透

具体的施策　（２） 市立学校における女性教職員の管理職等への登用の推進

NO. 事業・取組み概要

将来の管理職にもつながる、
学校経営上重要な教務、学
年主任など各種主任職への
女性教職員の登用を進める
ため、校長会への働きかけや
教職員の意識改革のための
研修の実施

108 　平成29年度（平成28年度実施）公立学校管理職等候補者選考に
おいては、校長会を通じて、管理職からの受験勧奨等の声かけを
徹底。

市立学校等における管理職
に占める女性比率の向上

109 　業務改善等を通じて誰もが働きやすい職場を実現することで、性
別を問わない管理職登用を推進。

女性教職員の管理職受験率
向上

110 　平成29年度（平成28年度実施）公立学校管理職等候補者選考に
おいては、有資格者全員へ試験実施要綱および志願書の配布を
行い、性別にとらわれない能力主義による選考を実施。

具体的施策　（３） 市の付属機関及び市政運営上の会合への女性の参画拡大

NO. 事業・取組み概要

付属機関や市政運営上の会
合における女性委員の参画
率の向上

111 　市の政策・方針決定の場である市の付属機関等への女性参画向
上に向けて下記の取組みを実施。
　・市の付属機関等における女性委員の参画状況調査
　・女性参画率の目標達成に向け、経年の各局の
　　目標値シミュレーションを提示
　・特に女性参画率が低い局に対するヒアリング実施

施策の方向　３ 男女共同参画意識が浸透した社会、地域の実現

具体的施策　（１） 性別による固定的な役割分担意識の解消

NO. 事業・取組み概要

「男女共同参画フォーラムin
北九州」等の地域と協働した
広報・啓発の実施

112 　地域における男女共同参画の推進を図るため、地域で活動して
いる団体・グループ等が企画・実施する広報啓発活動を支援し、男
女共同参画に関する理解を深める。

企業等への出前セミナーの実
施

113 No.303の再掲

男女共同参画センター・ムー
ブ等における男女共同参画
講座の開催

114 　働く場、地域などあらゆる場において男女共同参画の視点に立っ
た意識が浸透し実感できる社会を目指して、地域、企業、女性団体
等と連携しながら広報・啓発を推進する。

仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の推進に係る
広報・啓発や、様々な事業の
実施

115 　「北九州市女性活躍・ワークライフバランス推進協議会」を中心
に、１１月をワーク・ライフ・バランス推進月間と定め、街頭啓発やポ
スター・チラシの配布、市民参加型のイベント等を通して、ワーク・ラ
イフ・バランスに関する集中的な広報・啓発を図る。
　また、過去の「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」の受賞企業
のPR用パネルを作成し、イベント等の際に展示し、積極的に取り組
む企業のＰＲを行う。

女性団体等の行う啓発活動
への事業支援

116 No.112の再掲

働く場、地域などあらゆる場に
おいて男女共同参画の視点に
立った意識が浸透し実感でき
る社会を目指して、地域、企
業、女性団体等と協働しなが
ら広報・啓発を推進します。

市立学校の管理職（校長・教
頭）における女性の登用を推
進します。

内容

内容

市の付属機関や市政運営上
の会合における女性委員の参
画の拡大を推進します。

内容

働く場、地域などあらゆる場に
おいて男女共同参画の視点に
立った意識が浸透し実感でき
る社会を目指して、地域、企
業、女性団体等と協働しなが
ら広報・啓発を推進します。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

【平成29年度（平成28年度実施）試験】
　校長・教頭・指導主事候補受験者数　62名

Ａ 　今後も校長会等への働きかけを継続的に実施する。 教育委
員会

○

【平成28年度】
　校長職　13.8%　　教頭職等　23.2%

Ａ 　性別にとらわれない能力主義による管理職への積極
的登用を行う。

教育委
員会

○

【平成29年度（平成28年度実施）試験】
　校長職　86.2%　　教頭職等　3.0%

Ａ 　受験率のさらなる向上に向け、有資格者全員へ受験
勧奨を働きかける。

教育委
員会

○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　女性委員参画状況（平成28年7月1日時点）　：47.8％ Ａ 　平成29年度の達成を目指し、引続き所管課・関係団
体との調整等を行い、参画率向上に努める。

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　男女共同参画フォーラムin北九州
　　37回　3,116人
　地域における男女共同参画に関する広報啓発事業
　　28回　1,330人

Ａ 　引き続き、北九州市女性団体連絡会議と共同で「男
女共同参画フォーラムin北九州」を開催する。また、ＮＰ
Ｏ等と共同で広報啓発事業を実施する。
　参加者が固定化しないよう、更に幅広い層の市民の
参加を促すための効果的な事業広報や事業内容の見
直しを行う。

総務局

No.303の再掲 Ａ No.303の再掲 総務局 ○

【ムーブ】
〇男女共同参画講座
　「古美術の世界に魅せられて～女性鑑定士として生き
る道～」　（153人参加）
〇おとこのライフセミナー
　「様々なおとこの人生を生きてみて～ダンディとは・・・
～」（415人参加）
〇キャリア形成プログラム
　（全9回、市内6大学、1,316人参加）

Ａ 　受講生のアンケートや男女共同参画に対する市民意
識、社会情勢の変化を踏まえて、より充実した内容の
事業実施などに努める。

総務局

【レディスもじ】
〇男女共同参画講座
　「お互いの立場をこえて出会うには」 （32人参加）
【レディスやはた】
〇男女共同参画講座
　ワークショップ「わたしらしい生き方」 （107人参加）
【3館連携】
〇男女共同参画講座
　ムーブ・レディス映画祭～あなたは大切なひとに何を残
したいですか～『はなちゃんのみそ汁』上映会＆樋口
智巳さん（小倉昭和館館主）によるアフタートークなど（全
3回、252人参加）

　ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーンの実施
　　１回

Ａ 　企業や市民に対して、ワーク・ライフ・バランスの推進
が図れる、より効果的な広報・啓発を検討する。

総務局

No.112の再掲 Ａ No.112の再掲 総務局 ○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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NO. 事業・取組み概要

市民センター等における生涯
学習市民講座の開催

117 　市民センターにおいて、時事問題や地域課題の解決をめざす講
座、社会貢献活動につながる講座、生きがいづくりをめざす講座な
ど、地域の特色を生かした講座、市民の学びのニーズに合った内
容の講座を企画・実施し、市民に多様な学習機会を提供する

「家庭教育学級」の開催 118 　家庭教育学級は、親などが家庭で子どもの教育をする心構えや、
子どもとの接し方、教育上の留意点など、家庭教育上の問題を相
互学習の中で勉強するもの
　子どもの健全な成長、人格の形成にとって家庭教育は重要な意
義を持っており、家庭教育の振興の一環として学級を開設
　市立幼稚園、小・中・特別支援学校は園・学校毎に開設し、市民
センターで実施。直営保育所は各保育所で実施
　私立幼稚園・保育所については、各連盟に委託し、各園にて実施

具体的施策　（２） 男女共同参画の必要性が共感できる広報・啓発活動の推進

NO. 事業・取組み概要

広報誌や漫画などの紙媒体
をはじめ、ラジオやテレビ・
DVDなど音声・映像媒体の活
用

119 　広報誌に加え、新聞、フリーペーパー、ラジオやテレビなど多数の
媒体を活用した広報・啓発を行う。

ホームページやソーシャル・
ネットワーキング・サービスを
活用した効果的な広報

120 　男女共同参画センター・ムーブのホームページやフェイスブック、
ムーブメールで施設情報や講座、事業等の最新情報をより迅速か
つ広範囲に配信する。

人権講演会、ラジオ、映画、
冊子などでの女性の人権問
題の啓発の推進

121 　人権を考える５分間のラジオ番組「明日への伝言板」を制作・放
送。

国や県が行う男女共同参画
推進の功績に対する表彰制
度等の活用

122 　国や県が実施する、男女共同参画推進の表彰制度について、庁
内に推薦者を呼びかけ、市内で活躍している人や団体を推薦す
る。

女性の人権問題をテーマとし
た、市民センターにおける人
権市民講座、家庭教育学級
等の開催

123 　市民が人権問題について正しい理解と認識を深めることができる
よう、市民センターを中心として人権学習を行うなかで、女性の人権
問題を取り上げるもの。

125 平成26年度に発行した『北九州市の男女共同参画統計データ集
2014』の追加として、北九州市及び全国の男女共同参画等につい
て新規項目のデータをホームページに掲載する。

127 持続可能な社会の構築を図るため、国連など世界規模で進められ
ている「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）」を、北九州ESD協議
会を中心に、市民、企業、大学等と連携しながら推進する。

働く場、地域などあらゆる場に
おいて男女共同参画の視点に
立った意識が浸透し実感でき
る社会を目指して、地域、企
業、女性団体等と協働しなが
ら広報・啓発を推進します。

内容

多様な媒体を使った市民が共
感できる広報・啓発活動に取り
組みます。

多様な媒体を使った市民が共
感できる広報・啓発活動に取り
組みます。

企業等における女性の参画
状況や仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）に
関するデータの把握

環境未来都市及び世界の環
境首都を目指す本市におい
て、男女共同参画等人権尊重
の考え方が根本となる持続可
能なまちづくりを進めるため、
国連など世界規模で取り組ん
でいる「持続可能な開発のた
めの教育（ESD）」を推進しま
す。

(公財)アジア女性交流・研究
フォーラム等と協働しながら、
本市における男女共同参画の
様々な課題等についてのデー
タを把握・分析し、広く情報発
信を行います。

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

①生涯学習市民講座参加者数　85,864人
②生涯学習市民講座数　　1,013講座

Ａ 　趣味・教養を目的とした講座から、地域の特色を生か
した講座、地域課題解決に向けた講座へシフトしていく
とともに、より多くの方に多様な学習機会を提供してい
く。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

　家庭教育学級開設数 333ヶ所 Ｂ 　ＰＴＡの負担の軽減と実効性を図るため、家庭教育学
級の見直しを検討する。
　今後もより多くの保護者の参加を目指した講演会等
を開催するとともに、幼児期の保護者への啓発を継続
する。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　女性に対する暴力をなくす運動に合わせた広報
　　・新聞　　　　　　　　４件
　　・フリーペーパー　１件

Ａ 引き続き新聞等による広報を実施する。 総務局

　ホームページアクセス数　　237,893件
　フェイスブックリーチ数　　　　 26,054件
　ムーブメール登録者数　　　　　 350名

Ａ 引き続き迅速かつ広範囲に情報を提供し、アクセス数
などを増加させる。

総務局

　人権を考えるラジオ番組「明日への伝言板」
　　放送期間　平成２８年１０月１７日から
　　　　　　　　　平成２９年３月５日
　　放送局　　cross fm、KBCラジオ、RKBラジオ
　「女性の人権」を取り上げた１本のシナリオを全４回放
送した。
　放送終了後は、視聴ができる特設ホームページを開設
するとともに、シナリオ集・ＣＤを制作し、市内小中学校・
市民センター等への配布や市民への貸出し等のほ
か,Youtubeで動画を公開した。

Ｂ ○人権を考える５分間のラジオ番組「明日への伝言板」
の制作・放送
　番組ホームページにアーカイブ機能を設け、シナリオ
を永年公開するとともに、放送されたシナリオは
YouTubeでの視聴も可能にすることにより、視聴者層の
拡大を図る。また「男女共同参画」及び「女性の人権」を
テーマにしたシナリオを継続して採用していく。複数の
ラジオ局で放送する。
○人権週間記念講演会の開催、啓発資料の作成・提
供
　講演会や啓発資料等で、引続き、「男女共同参画」及
び「女性の人権」について取扱い、啓発を促進していく。

保健福
祉局

○

　福岡県男女共同参画表彰への推薦　　1件 Ｂ 　引き続き、国や県の表彰について、庁内に推薦者を
呼びかけ、推薦を行う。

総務局

・人権市民講座
　開催回数　306回　参加者数　14,849人
　うち女性の人権を取り上げた回数　80回
・家庭教育学級
　開催回数　477回　参加者数　11,830人
　うち女性の人権を取り上げた回数　86回
・ＰＴＡ自主講座
　開催回数　 10回　参加者数    368人
　うち女性の人権を取り上げた回数　3回
　                       ※ 数値は全て延べ数

Ｂ 　今後も、「女性」のみならず、「子ども」「高齢者」「障害
者」「同和問題」など、様々な人権課題の中から、それ
ぞれの地域課題に即したテーマを取り上げ、人権講座
を実施していく。

教育委
員会

追加データ数　　11件 Ａ 今後も、北九州市の男女共同参画の状況を最新の統
計データとしてホームページに掲載する。北九州市の
ジェンダー統計として、事業や講演等で活用していただ
く。

総務局

ESDワーキンググループを設置し、ESD普及強化のため
の新活動体制を整備するとともに、「まなびと講座」を企
画実施するなど、新たに大学との連携を図り、幅広い世
代に対してESDを普及する機会を創出した。

Ｂ 「北九州ESDアクションプラン」を基に、ESDのさらなる
理解及び普及促進のため、平成29年度より協議会に
全体コーディネーターを新設し、北九州地域全体でESD
を推進する。さらにESDの推進拠点を活用し、新たな市
民との協働を創出する。

環境局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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具体的施策　（３） 女性団体等への活動支援

NO. 事業・取組み概要

地域における啓発活動の中
核である「北九州市女性団体
連絡会議」との連携・協働の
強化及び活動への支援

128 北九州市女性団体連絡会議と協力して「男女共同参画フォーラムin
北九州」を実施し、地域における男女共同参画の推進を行う。

NPO等との協働による地域に
おける啓発活動の実施

129 地域で男女共同参画に取り組んでいるＮＰＯ等の団体と協力し、地
域における「男女共同参画に関する広報啓発事業」を実施する。

具体的施策　（４） 男女共同参画の観点からの国際的相互交流・連携の推進、拠点施設における取組みの推進

NO. 事業・取組み概要

男女共同参画社会の形成に
関する国際的な相互協力を
進めるため、(公財)アジア女
性交流・研究フォーラムに対
して支援を行い、相互交流・
連携を推進

130 【調査・研究事業】
・主席研究員及び客員研究員による調査研究を実施
・KFAWアジア研究者ネットワーク活動を拡充し、KFAWアジア研究
者ネットワークセミナーを実施
・「活躍する女性と高齢化する社会」をテーマに福岡市で開催された
第1回WWAS（Working Women in an Ageing Society）国際会議の
フォローアップ会議として、第1回WWAS国際会議フォローアップ会
議　北九州タウンミーティング「高齢化する社会と地域における女性
の活躍」を実施
・市内高校1校及び八幡西生涯学習総合センターにて、高校生を対
象としたキャリア形成セミナーを実施
・製造業における女性活躍を推進するため、企業向けと就職を希望
する女性を対象にしたプログラムをそれぞれ開発し、講座を試験的
に実施

【交流・研修事業】
・アジア女性会議－北九州（第27回）「”誰一人取り残さない”世界の
実現～SDGｓ（持続可能な開発目標）の達成のために何ができる
か」を実施
・ハノイ女性連盟との共同企画でハノイスタディツアーを実施
・ワールドレポートセミナー「女性と防災」を実施
・「KFAW領事館シリーズ8　在福岡ベトナム総領事が語る！ベトナ
ムの今、そして女性の役割」、「KFAW領事館シリーズ9　 アメリカに
おける女性の社会進出」を実施
・ニューヨークで開催された第60回国連女性の地位委員会
（CSW60）帰国報告会を実施
・「東日本大震災から学ぶ男女が共に取り組む地域防災」をテーマ
に、仙台スタディツアーを実施

第３次基本計画の重点取組
みに直結した業務の展開

131 【情報収集・発信事業】
・情報誌『Asian　Breeze』（日本語版3冊各4,000部、英語版3冊各
2,400部）の発行
・海外通信員事業（第26期）6カ国7名の海外通信員を選定し、各国
のジェンダー情報を発信
・ホームページやFacebookでの情報発信

【国際研修事業】
・JICA研修「行政官のためのジェンダー主流化政策2016」及び市民
交流会を実施

 (公財)アジア女性交流・研究
フォーラムについては、国際的
な視点からの男女共同参画推
進に加え、市の政策課題であ
る第３次基本計画の重点取組
みに直結した業務を展開し、
市民・地域にその成果を明確
に見える形で還元していきま
す。

様々な女性団体、NPO等と連
携・協力を強めるとともに、そ
の育成や活動支援に引き続き
取り組みます。

内容

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

男女共同参画フォーラム　　37回　　3,116人 Ａ 引き続き、北九州市女性団体連絡会議と協力し、効果
的な啓発事業を実施する。

総務局

地域における広報啓発事業　　28回　　1,330人 Ａ 地域で活動する団体と協力し、引き続き広報啓発事業
を行う。さらに幅広い層の市民の参加を促すために効
果的な事業広報を行う。

総務局 ○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

【調査・研究事業】
・主席研究員による研究報告会（2回、参加延人数83名）
・主席研究員を中心とした研究者ネットワークによる
KFAWアジア研究者ネットワークセミナー（5回、参加者の
べ171名）
・研究誌『アジア女性研究』、事業報告書『第1回WWAS
国際会議フォローアップ会議　北九州タウンミーティング
「高齢化する社会と地域における女性の活躍」報告書』
（2冊　900部）を発行
・第1回WWAS国際会議フォローアップ会議　北九州タウ
ンミーティング「高齢化する社会と地域における女性の
活躍」（参加者160名）
・高校生を対象としたキャリア形成セミナー（参加者計
247名）
・製造業における女性活躍推進プログラムの実施

Ａ 【調査・研究事業】
これまで・KFAW研究員が主体であったが、今後は、外
部の研究者を積極的に活用して客員研究員研究を強
化し、調査・研究事業の一層の充実を図る。
第3次北九州市男女共同参画基本計画の重点取り組
みに直結した調査・研究や事業を実施し、成果を市民
に還元する。
研究者間のネットワークの充実を図り、多様な研究活
動を促進する。

○

【交流・研修事業】
・アジア女性会議－北九州（参加者173名）では、アジア
を含めたグローバルな視点と身近な北九州市の視点か
ら、SDGｓという国際的先見性のあるタイムリーなテーマ
を市民に提供
・ハノイスタディツアー（参加者14名）では、ハノイ女性連
盟との継続的な交流を通じ、恒常的な海外ネットワーク
を形成するとともに、ベトナムの女性を取り巻く状況を理
解
・ワールドレポートセミナー「女性と防災」（参加者107名）
では、国連の防災に関する専門家や、被災地で復興の
最前線で活躍されている方々から、防災、減災や復興に
おける女性のエンパワーメントの必要性を理解
・領事館シリーズ(参加者126名)では、在福岡領事館領
事の講演によって、各国の男女共同参画、女性の活躍
推進についての現状を理解す
・第60回国連女性の地位委員会（CSW60）帰国報告会
（参加者35名）では、国連における議論の状況を理解す
ることができ、ジェンダー問題に対する理解が深まった。
・仙台スタディツアーを実施（参加者15名）して、男女共
同参画の視点から被災地の蓄積された経験を学んだ。

【交流・研修事業】
アジア女性会議－北九州や国際理解セミナーなどの開
催にあたっては、アジアを中心に世界のジェンダー問題
の視点と、第3次北九州市男女共同参画基本計画の重
点取り組みに直結し、時代にマッチしたタイムリーな
テーマを選定して、国際的、先駆的議論の場を提供す
る。
KFAWアジア研究者ネットワークセミナーや国際理解セ
ミナー、スタディツアーなどの事業を実施し、国際的な
視野を持つ人材育成や人材のネットワーク化を進め
る。

【情報収集・発信事業】
・『Asian　Breeze』により、国際的かつタイムリーなジェン
ダー情報を掲載することができた。
・海外通信員による各国のジェンダー情報を、『Asian
Breeze』及びホームページ、フェイスブック（合計アクセス
件数260,433件）で広く発信した。

【情報収集・発信事業】
第3次北九州市男女共同参画基本計画の重点取り組
みに直結した、国際的かつタイムリーなジェンダー情報
の収集・発信に努める。
KFAWアジア研究者ネットワークやJICA研修員、留学生
等のネットワークを活用して、国際的かつタイムリーな
情報の収集・発信に努める。

【国際研修事業】
・JICA研修「行政官のためのジェンダー主流化政策
2016」（2回実施合計：参加国16カ国18名）及び市民交流
会（参加者91名）では、参加要望国の増加により、今年
度より研修を2回実施した。

【国際研修事業】
市民交流会を引き続き実施するとともに、帰国後の研
修員との連携を促進する。

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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NO. 事業・取組み概要

134 （公財）北九州国際交流協会との連携により、以下のとおり実施
①外国人市民を対象とした専門家による無料相談窓口や、日常生
活レベルでの悩みを相談できる一般相談窓口の開設
②区役所等での相談時に行政通訳者等の派遣
③交流や講座等を通じた国際理解・多文化共生への理解促進

施策の方向　４ 防災における男女共同参画の推進

具体的施策　（１） 男女共同参画の視点を取り入れた地域防災対策の推進ｖ

NO. 事業・取組み概要

防災会議における女性委員
の参画拡大
女性委員割合　28.3％（平成
25年6月現在）→40.0％

135 　防災対策に関する方針決定過程においても、男女共同参画の視
点を取り入れた防災体制を確立するため、北九州市防災会議での
女性委員の参画拡大を図る。

消防団員や災害救援ボラン
ティアコーディネーターなど防
災人材への女性の参画の促
進

136 　介護職員初任者研修修了者を中心とした女性消防団員が、一人
暮らし高齢者世帯等を訪問し、防火・防災指導や簡単な身の回りの
お世話を行うとともに、福祉に関する相談を関係機関につなぐな
ど、安心感の向上を図る。

自主防災組織の構成員に複
数の女性を配置

137 　福岡県女性防火クラブ連絡協議会が開催する各種研修会等への
参加

防災分野での男女共同参画
啓発講座、各種団体による合
同研修やワークショップなど
の開催

138 　出前講演の実施

女性消防団員と民生委員と
の協働による「いきいき安心
訪問」の実施

139 No.136の再掲

自主防災組織へ女性が参画
しやすい環境づくり

140 No.137の再掲

内容

外国人市民の悩み事や国籍
手続き等の問題についての相
談体制の充実を図るとともに、
多文化共生社会の実現に向
けて国際交流を促進する事業
を行います。

内容

女性を主体的な担い手として
位置づけ、男女共同参画の視
点を取り入れた防災・復興体
制を確立します。

行政、市民、地域団体、民間
企業等との協働により、男女
共同参画の視点からの防災対
応を進めます。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

（公財）北九州国際交流協会にて、外国人市民を対象と
した専門家による無料相談窓口や、日常生活レベルで
の悩みを相談できる一般相談窓口を開設したほか、区
役所等での相談時に行政通訳者等を派遣した。
［成果等］
・ 無料入国・在留・国籍手続相談会の開催（県行政書士
会との共催）
　　（相談30件）
・ 無料法律相談会の開催（県弁護士会北九州部会との
共催）（相談9件）
・ 無料心理カウンセリングの開催（臨床心理士）（相談　2
件）
・ 日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語による外国
人一般相談窓口の設置
　　窓口設置場所：八幡西区コムシティ、小倉北区役所
（相談 1,148件）
・行政・医療通訳の個別派遣（122件）
・外国人支援関係機関連絡会議の開催（2回）
　　福岡県弁護士会、行政書士会、臨床心理士、教育委
員会、戸籍住民課、子育て支援課、区役所保健福祉
課、ムーブ相談室、国際政策課、外国語相談員等の情
報共有と連携を行うための会議を開催。

Ａ 　相談内容が複雑化し、さまざまな機関との連携が必
要になっている。近年のベトナム人市民の増加に対応
するために、ベトナム語相談員を配置するなど、より外
国人市民の現状にあった相談体制づくりに努めてお
り、引き続き取組みを進める。
　相談や通訳派遣などの日常の業務の中での各機関
と協力体制に加え、関係機関の連絡会議を通じて、男
女共同参画の観点からの多文化共生社会の実現に向
けて連携体制を強化する。

企画調
整局

北九州市や（公財）北九州国際交流協会にて、外国人市
民を含む市民を対象として、多文化共生社会の実現に
向けた国際理解を促進する事業を実施した。
［成果等］
・多様な文化理解の促進　国際交流員の小学校や市民
センター等への派遣（15件）
・国際理解教育講座　外国人市民等を講師として、小・
中学校や市民センター に派遣（派遣講師41人）
・仁川市との青少年交流
・市内各地でのイベントにおいて多文化共生啓発事業を
実施

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　防災会議の構成機関・団体等を見直した。
　　・女性委員割合　44.6％（Ｈ28年度末）

Ａ 　引き続き、各機関・団体等からの協力を得ながら、女
性参画率の向上を目指す。

危機管
理室

　2,250世帯訪問（女性消防団員136人：68組） Ｂ 　女性消防団員の定員154人（77組）で年間2,464世帯
の訪問を目標としているため、より積極的な女性消防
団員の加入促進に取り組んでいく。

消防局 ○

・日本防火・防災協会主催「市町村女性（婦人）防火クラ
ブ幹部研修会」
・福岡県女性防火クラブ連絡協議会研修会
・消防防災科学センター主催「福岡県地域防災シンポジ
ウム」

Ａ 　今後も適宜各種研修会等への参加を促していく。 消防局 ○

　若松区女性団体連絡会議からの依頼により、参加者
80名に対し防災啓発を実施した（平成28年8月2日）。

Ａ 　今後も出前講演等を通じ、一般的な防災対策に加
え、東日本大震災や熊本地震の事例に基づき、生理用
品等女性に配慮した備蓄品に関する啓発も積極的に
行う。

危機管
理室

No.136の再掲 Ｂ No.136の再掲 消防局 ○

No.137の再掲 Ａ No.137の再掲 消防局 ○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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NO. 事業・取組み概要

乳幼児や妊産婦など、女性や
子育て家庭のニーズに配慮し
た避難所の運営

141 　熊本地震における避難所の状況や課題を精査し、「女性の視点」
等も重視しながら、「避難所運営マニュアル」を改訂した。

男女共同参画センター・ムー
ブでの女性相談窓口の設置

142 　熊本地震で被害にあった熊本市男女共同参画センター”はあも
にぃ”をせんだい男女共同参画財団、福岡県男女共同参画セン
ターあすばると共に訪問し、災害時における相談対応等に関する
情報収集を行う。

施策の方向　５ 男女共同参画の視点に立ったあらゆる市の施策の展開

具体的施策　（１） 男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進

NO. 事業・取組み概要

市のすべての部署が連携を
図りながら男女共同参画施策
を推進するため、「北九州市
男女共同参画推進本部会議」
や「ワーク・ライフ・バランス推
進庁内連絡会議」を開催

143 　庁内の関連部門が連携して、本市における女性活躍、ワーク・ラ
イフ・バランスを推進するため、平成29年2月に開催された「女性活
躍推進！本部」会議において、当課が行う女性活躍やワーク・ライ
フ・バランス、イクボス養成にかかる取組みを発表するとともに、各
局の取組み状況について発表してもらい、情報共有を行うととも
に、意識向上を図った。

市職員が男女共同参画の視
点に立って諸施策を展開して
いくため、「北九州市職員リー
ダー研修」の実施

144 No.107の再掲

第３次基本計画に掲げる施策
の実施状況について、報告書
を作成、毎年度公表

145 第3次基本計画に掲げる施策の実施状況について、関係各課に調
査を行い、報告書を作成し、公表する。

146 No.107の再掲

147 No.109の再掲

具体的施策　（２） 市役所における女性職員の計画的な人材育成と登用推進、付属機関等への女性の参画拡大

NO. 事業・取組み概要

148 No.111の再掲

内容

避難所運営や被災者支援等
においては、男女のニーズの
違い等、男女双方の視点に配
慮した取組みを推進します。

市の付属機関や市政運営上
の会合における女性委員の参
画の拡大を推進します。《再
掲》

女性関連に特化した施策だけ
でなく、各部署の企画立案、予
算、各種事業、調査や統計等
あらゆる事務事業において、
男女共同参画の視点を踏まえ
た施策の推進を図ります。

平成２０年８月に策定した「女
性活躍推進アクションプラン」
第二期計画期間（平成２６～３
０年度）において、計画的な人
材育成や登用等、女性職員の
活躍推進に向けた取組みを更
に進めます。《再掲》

市立学校の管理職（校長・教
頭）における女性の登用を推
進します。《再掲》

内容

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

男女別のトイレや、授乳室など女性や子育て世帯、男女
共同参画の視点に配慮した運営のポイントを記載した。

Ａ ・大規模災害時（避難生活が長期化する場合）の避難
所運営について、理解を深めてもらうため、「出前講座」
や避難所運営を模擬体験できる「避難所運営ゲーム
（HUG(ハグ)）」を実施する。
・プライバシーを確保するためのパーテーションやミル
ク、オムツなど女性や子育て世帯に配慮した備蓄物品
等を充実強化させる。

危機管
理室

　男女共同参画センター”はあもにぃ”を訪問し、東日本
大震災発災時の仙台市の事例と課題、支援する側のケ
アについて講演、意見交換などを行った。
　熊本地震発災後の「大規模災害時における男女共同
参画センター相互支援システム」を活用し、義捐金を募
り支援を行った。

Ａ 　「北九州市地域防災計画」に基づいて、災害時には、
ムーブに女性相談窓口を設置する。
　災害発生時に備え、関係機関と連携を取りながら、相
談員等を研修に派遣してスキルアップ等に努める。
　また、発災時には、「相互支援システム」を通じて各地
の男女共同参画センターと連携する。

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　「女性活躍推進！本部」会議の実施 Ａ 　従来は「ワーク・ライフ・バランス推進庁内連絡会議」
を開催していたが、現在は「女性活躍推進！本部」会
議がその役割を担っており、今後も継続して開催する。

総務局

No.107の再掲 Ａ No.107の再掲 総務局 ○

　実施状況についての調査を実施
　報告書の作成、公表

Ａ 　実施状況の調査及び報告書の作成、公表を引き続き
実施する。

総務局

No.107の再掲 Ａ No.107の再掲 総務局 ○

No.109の再掲 Ａ No.109の再掲 教育委
員会

○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

No.111の再掲 Ａ No.111の再掲 総務局 ○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大と男女共同参画意識の浸透

施策の方向　６ 女性の人材育成とチャレンジ支援

具体的施策　（１） あらゆる分野における女性リーダー育成の推進

NO. 事業・取組み概要

働く女性のキャリアアップや次
世代女性リーダーを養成する
人材育成プログラムの実施

149 　働く女性のスキルアップとネットワークづくりを応援するための
キャリアアップ講座を開催するほか、キャリアアップ講座の修了生
対象のフォローアップ講座を開催し、修了生のネットワークづくりや
身近なロールモデルの発信等に取り組む。

生涯学習総合センター等にお
ける地域リーダーの育成を目
的とする研修等の実施

150 　北九州市民カレッジ「地域力アップセミナー」などの修了者を対象
に、公募・選考を経て決定した研修生を国立女性教育会館や先進
他都市へ派遣し、生涯学習活動に必要な専門的知識や技能の取
得及び今後の地域活動におけるリーダーとしての資質向上を図
る。

「北九州市女性団体連絡会
議」や「北九州市婦人団体協
議会」等女性団体への活動支
援

151 　北九州市女性団体連絡会議への活動支援

「北九州市女性団体連絡会
議」や「北九州市婦人団体協
議会」等女性団体への活動支
援

152 　市内で活動している女性学習グループの育成・支援（共催、事業
計画の相談・助言、講師派遣など）を実施

　女性学習グループ
　・北九州市婦人団体協議会
　・北九州市婦人会連絡協議会
　・北九州市母の会連絡協議会
　・北九州婦人教育研究会
　・北九州市婦人教育推進会

企業等と連携した働く女性の
キャリアアップなどの様々な講
座や研修を通して、働く場や地
域などにおいて組織をリードし
ていく女性の人材育成を進め
ます。

内容

企業等と連携した働く女性の
キャリアアップなどの様々な講
座や研修を通して、働く場や地
域などにおいて組織をリードし
ていく女性の人材育成を進め
ます。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

〇就業支援講座
【ムーブ】
・働き女性の夢をかなえるキャリアアップ講座～働く女性
限定　キャリアアップ＆次世代リーダー養成講座～　（全
4回、延べ118人参加）
・働き女子の夢をかなえるキャリアアップ講座　フォロー
アップセミナー（24人参加）
・ムーブカフェ（全2回、延べ28人参加）
・働くなでしこに贈る！お役立ちワンポイントセミナー（延
べ210人参加）
〇キャリアアップ事業
【レディスもじ】
・行政書士入門講座
・魅力をアップする話し方基礎講座　ほか5講座
　（全7講座、延べ706人参加）
【レディスやはた】
・TOEIC検定講座～めざせ！500点～
・社会保険労務士入門講座
・英語実力培訓講座（全3講座、延べ767人参加）

Ａ 　キャリアアップ講座の修了生は、１～６期生まで180名
にのぼり、企業を超えたネットワーク形成に効果を上げ
ている。
　そのため今後も受講生のモチベーションアップにつな
がる企業推薦を推進し、受講生同士のネットワーク形
成に有効なフォローアップ講座やムーブカフェを定期的
に開催するなど、さらに積極的なネットワークづくりに努
める。

総務局

■期間
　平成28年9月21日～平成29年2月1日のうち、14日間
■研修内容
①事前研修（５日間）
　本市の主要な政策を学習（まちづくり基本方針・生涯学
習・人権教育・男女共同参画・子育て支援等）
②派遣研修（３泊４日）
　国立女性教育会館、すぎなみ大人塾（東京都杉並
区）、子育てママ応援塾ほっこり～の(東京都北区)、みら
い館大明（東京都豊島区）ほか
③事後研修・報告会（５日間）
　研修での学びをプレゼンテーション報告（参加者　約
100名）
■研修生　　７人

Ａ 　今後も、女性のエンパワーメントのため、地域の中核
となる女性リーダーの育成を図ることを目的に本事業
を継続する。

市民文
化ス
ポーツ
局

　「男女共同参画フォーラムin北九州」への補助金及び
支援
　実施事業や講演会への支援

Ａ 　引き続き、北九州市女性団体連絡会議への支援を続
け、地域での男女共同参画意識の啓発に努める。

総務局

①北九州市婦人会連絡協議会
　・機関紙発行事業　発行回数　年3回、
発行部数　7,000部/1回
　・指導者研修会　　年1回、参加者数　44人
②北九州市母の会連絡協議会
　・機関紙発行事業　発行回数　年1回、発行部数
30,000部
　・研修大会　　年1回、参加者数　140人
③北九州市婦人団体協議会
　・広報研修会　　年1回、参加者数　50人
　・指導者研究集会　年1回、参加者数　229人

Ａ 　地域や団体のリーダーを発掘し、育成できるよう、広
報活動を充実させ、その時々の実情にあったテーマ選
びや研修等を充実していく必要がある。

市民文
化ス
ポーツ
局

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅰ あらゆる分野への女性の参画拡大と男女共同参画意識の浸透

具体的施策　（２） 生涯にわたる女性のエンパワーメントの推進

NO. 事業・取組み概要

市内全中学校における「職場
体験」学習などによる職業意
識醸成のための教育の推進

153 　若い頃からのキャリア形成や経済的自立など多岐にわたる女性
のチャレンジに対して、各々のライフステージに応じた広報・啓発、
情報提供を行います。

男女共同参画センター・ムー
ブ等での女性のエンパワーメ
ントに関する講座等の開催

154 　働く女性のスキルアップとネットワークづくりを応援するための
キャリアアップ講座を開催するほか、キャリアアップ講座の修了生
対象のフォローアップ講座を開催し、修了生のネットワークづくりや
身近なロールモデルの発信等に取り組む。

広報誌やホームページによる
女性のエンパワーメントに関
する広報・啓発、情報提供

155 　ムーブの主要事業やイベント等の情報発信及び、市民からジェン
ダー研究者までを対象としたジェンダー問題解決に向けての最新
の情報を発信するために情報誌等を発行する。
　また、ホームページについても、最新の情報を提供する。
　さらに、ムーブ叢書として、ハラスメント防止冊子の改訂を行う。

若い頃からのキャリア形成や
経済的自立など多岐にわたる
女性のチャレンジに対して、
各々のライフステージに応じた
広報・啓発、情報提供を行い
ます。

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　実施状況（市内６２校）
　　職場体験学習　27校
　　農業宿泊体験学習　54校
　　実施率　１００％

Ａ 　本年度と同様に市内全ての中学校での実施を推進す
るとともに、生徒が多様な職種を体験することができる
ように体験する事業所の拡大を進めていく必要があ
る。

教育委
員会

○

〇就業支援講座
【ムーブ】
・働き女性の夢をかなえるキャリアアップ講座～働く女性
限定　キャリアアップ＆次世代リーダー養成講座～　（4
回、延べ118人参加）
・働き女子の夢をかなえるキャリアアップ講座　フォロー
アップセミナー（24人参加）
・ムーブカフェ（2回、延べ28人参加）
・働くなでしこに贈る！お役立ちワンポイントセミナー（延
べ210人参加）
〇キャリアアップ事業
【レディスもじ】
・行政書士入門講座
・魅力をアップする話し方基礎講座　ほか5講座
　（全7講座、延べ706人参加）
【レディスやはた】
・TOEIC検定講座～めざせ！500点～
・社会保険労務士入門講座
・英語実力培訓l講座
（全3講座、延べ767人参加）

Ａ 　キャリアアップ講座の修了生は、１～６期生まで180名
にのぼり、企業を超えたネットワーク形成に効果を上げ
ている。
　そのため今後も受講生のモチベーションアップにつな
がる企業推薦を推進し、受講生同士のネットワーク形
成に有効なフォローアップ講座やムーブカフェを定期的
に開催するなど、さらに積極的なネットワークづくりに努
める。

総務局 ○

　情報誌『ムービング』と書誌情報誌『カティング・エッジ』
を6月、10月、2月にそれぞれ年間3回発行した。
　・情報誌『ムービング』の発行　　　年３回
　　　　　　　　　　　　　　　　７，０００部／回
・　書誌情報誌『カティング・エッジ』　年３回
　　　　　　　　　　　　　　　　３，０００部／回
　・ムーブ叢書『知らないって怖い！　職場のハラスメン
ト』
　　（1,000部；平成２８年３月発行）

Ａ 　今後も情報誌『ムービング』と書誌情報誌『カティング・
エッジ』を年間3回発行する。
　ホームページについては、最新の情報を迅速かつ広
範囲に提供する。
　ハラスメント防止冊子の発行に併せて、今後も積極的
な啓発を実施していく。

総務局

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化

施策の方向　１ 女性の雇用の拡大

具体的施策　（１） 女性活躍推進センターの設置

NO. 事業・取組み概要

女性活躍推進センターの新設 201

女性就業推進のための関係
機関とのネットワーク構築

202

具体的施策　（２） 女性の就業機会の拡大推進

NO. 事業・取組み概要

戦略的な企業誘致により、新
たな成長産業の集積を促進

204 　本市への企業立地をさらに促進するため、素材・部材産業や情報
通信産業の重点誘致産業を中心に誘致活動の強化を図る。

205 No.303の再掲

具体的施策　（３） 働き続けやすい保育サービス等の充実

NO. 事業・取組み概要

保育所の適正配置 206 　保育所入所児童数や地域の保育需要の推移を踏まえ、年間を通
じた待機児童の解消を図るため、保育所が不足する地域の民間保
育所の新設及び老朽改築にあわせた定員増を行う。

子どもの育ちの視点にも配慮
した病児・病後児保育、延長
保育等を含めた保育サービス
の充実

207 ■特別保育事業
　保護者の就労形態の多様化等に対応するための延長保育や保
護者のパート就労や冠婚葬祭等の理由により、一時的な保育所で
の保育、休日に子どもを預かる保育などを実施する。
■病児保育
　病児保育の利用状況や保護者ニーズを踏まえながら、医療機関
併設型の病児保育を実施する。また、適切な利用について保護者
にパンフレットを配布するなど啓発を行う。
■家庭的保育事業
　保育を必要とする生後57日目から満3歳未満の子どもを預かり子
どもの発達段階に応じたきめ細かな保育を行う事業。該当施設に
対して第三者評価を行い、保育サービスの充実を図る。

208 　市民ニーズに応えられる放課後児童クラブの運営内容を確保す
るため、運営団体に対する研修会の実施、開設時間の標準化や延
長の推進等により、運営体制の充実を図る。
　また、児童への対応を充実するため、適切な指導員数を配置する
とともに、研修の充実、指導員相互の交流や情報交換、障害のあ
る児童などの対応を支援するための臨床心理士等の巡回派遣を
行い、指導員の資質向上を図る。

ほっと子育てふれあい事業の
実施

209 　仕事の都合や子どもの軽い病気の時に、ボランティア組織「ほっと
子育てふれあいセンター」の会員間で子どもの預かりや送迎など、
子育て支援サービスの充実を図る。

関係部局や関係機関と連携し
ながら、就業、キャリアアップ
に関する情報等をワンストップ
で提供し、女性の就業・キャリ
アアップをトータルでサポート
する女性活躍推進センターを
設置します。

地域で子育ての支援を行いた
い、子育ての援助を受けたい
人を相互に援助できるように
組織化し、子育てと仕事が両
立できる環境づくりを支援しま
す。

「北九州市新成長戦略」に基
づき、女性が活躍する産業都
市づくりを推進し、多様な就業
機会の創出を図ります。

　女性の就業・キャリアアップ・創業などをワンストップで支援する
「ウーマンワークカフェ北九州」の開設・運営などを行う。

内容

内容

内容

就学前の子どもの保護者の保
育ニーズの把握に努めるとと
もに、就学前児童数や保育所
入所児童数の推移など地域の
状況を踏まえながら、保育
サービスを充実します。

北九州市ワーク・ライフ・バラン
ス推進協議会」を中心に仕事
と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）を推進し、女性の就
業機会の拡大につながる環境
づくりに取り組みます。《再掲》

児童の放課後の安全確保と保
護者の仕事と子育ての両立支
援等のため、放課後児童クラ
ブの施設整備や運営体制の
充実を図ります。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

Ａ 総務局

Ａ 総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　情報通信産業など、重点誘致産業の市外企業の新規
立地に向けた誘致活動及び市内企業の増設や拡張に
向けた支援（補助金交付等）を積極的に進めることによ
り、市外企業の新規立地及びしない企業の増設や事業
拡張、雇用創出拡大につながった。
　誘致件数　 39件（H28）　 42件（H27）
　新規雇用　728人（H28）　457人（H27）

Ａ 　情報通信産業など重点誘致産業の本市への立地（拡
張・増設を含む）を促進することで、雇用の創出拡大を
目指して、市外企業の新規立地に向けた誘致活動及
び市内企業の増設や事業拡張に向けた支援を積極的
に進めていく。

産業経
済局

No.303の再掲 Ａ No.303の再掲 総務局 ○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・入所定員の拡大　90名
・既存保育所の増改築等　4箇所
・新規保育所の開設　1箇所

Ａ 　一部地区では、年度途中から待機児童が生じてお
り、更なる入所定員の拡大に向けて、「元気発進！子ど
もプラン（第２次計画）」に基づき、保育所の整備を実施
する。

子ども
家庭局

○

■特別保育等利用児童数
　・延長保育　17,553人/年
　・一時保育　22,993人/年
　・休日保育　2,013人/年
　・家庭的保育　927人/年
■病児保育
　市内１１施設で事業を実施。制度の広報、利便性の拡
大（ホームページで申請書を入手）に努めた。
■第三者評価実施対象施設数
　保育所160施設

Ａ ■特別保育事業、家庭的保育事業
　利用者の動向を踏まえながら事業を継続する。
■病児保育
　平成31年度末までに3施設の新規開設を行い、計14
施設での事業拡大を目指す。
■第三者評価事業
　事業の一層の普及と「北九州市児童福祉施設等第三
者評価基準（保育所編）」の活用について理解を促進
する。

子ども
家庭局

○

・クラブ登録児童数（平成28年4月1日）　11,124人
・新築クラブ数　　　　　　　　　　　　　　　    ４ヶ所
・クラブアドバイザー派遣回数　　　　　　　　115回

Ａ 　放課後児童クラブの施設整備や利用内容の充実な
ど、運営基盤の強化を図る。
　放課後児童支援員等の資質向上など放課後児童ク
ラブの運営体制の充実を図るとともに、クラブの活動内
容の充実を目指して、学校や地域との連携を図り、魅
力あるクラブの運営を促進する。

子ども
家庭局

○

・会員数
  提供会員：698人　　両方会員：225人
　依頼会員：2,061人　計：2,984人
・活動件数
　13,437件

Ａ 　身近な地域における子育てを支えるネットワークづく
りなど、地域社会全体で子育てを支援する環境づくりを
進める。

子ども
家庭局

○

　様々な利用者に対しきめ細かい支援を行うため、フォ
ロー体制や支援機関の連携を一層強化し、就労支援
等の充実を図る。

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

・平成28年5月「ウーマンワークカフェ北九州」開設
・マザーズハローワーク（国）、子育て女性就職支援セン
ター（県）、保育士・保育所支援センター、母子自立支
援、保育サービスコンシェルジュ、創業サポート、総合受
付（以上市）
・延べ来所者16,325名、新規利用者3,447名、就職決定
者846名
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柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化

具体的施策　（４） 多様な働き方等への支援及び情報提供

NO. 事業・取組み概要

210 　ＮＰＯ・市民活動に関する相談の受付、情報提供、ネットワークづ
くり

男女共同参画センター・ムー
ブ等における　女性起業家支
援等の講座、働く女性のため
の体験交流会等の開催

211 　女性の経済的自立に向け、就業の機会を拡げるため起業に関す
る講座を開催する。

家族経営協定の締結促進 212 　女性や農業後継者が経営者の一員として取り組める環境づくりを
すすめるため、農家の意識改革を促す家族経営協定の締結促進
に努めた。

施策の方向　２ 女性の就業支援

具体的施策　（１） 再就職・就職支援

NO. 事業・取組み概要

男女共同参画センター・ムー
ブ等における就業支援や資
格取得講座の実施

213 　女性の就業支援や経済的自立に向けたチャレンジを促し、就業
の機会を拡げるため再就職及び資格取得講座を開催する。

保育士資格活用研修の実施 217 ①保育士就職支援事業（保育士の資格もしくは看護師等の免許を
持っていて、現在、保育士の職に就いていない人（潜在保育士）を
対象とし保育施設への再就職に繋げるための研修会を実施）
②幼稚園教諭免許状を有する者が保育士資格取得するため養成
校に通っており、資格を取得した場合は修学にかかる費用の１／２
を補助している。

保育士就職支援説明会の開
催

218 　保育士就職支援事業（保育士資格取得見込の学生等を対象とし
た就職説明会）を開催し、待機児童の解消を図るため、保育士等の
人材確保に取り組む。

再就職を目指す女性のため、
インターンシップ等(職場実習・
見学、研修)に取り組みます。

再就職を目指す女性のため、
インターンシップ等(職場実習・
見学、研修)に取り組みます。

起業など多様な働き方につい
て広報啓発を行うとともに、経
験者からの情報提供や交流を
促進します。

内容

内容

農林水産業の分野における女
性の経営参画の促進に向けた
取組みを行います。

市民活動サポートセンターを
中心に、NPO・ボランティア活
動に関する相談受付、情報提
供、研修・啓発や団体間の
ネットワークづくりなど各種支
援策を実施します。

育児や介護等を理由に離職し
た女性の再就職を支援しま
す。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・ＮＰＯ市民講演会開催　参加者　１０２人
・ＮＰＯ入門、会計セミナー等　１２回開催
・ＮＰＯ活動発表会　１１回開催
・税務相談　２０回
・入門説明会　９回

Ｂ 　市民活動の裾野を広げるため、活動のきっかけづくり
となるセミナー等を引き続き開催するとともに、ＮＰＯ育
成のために研修を充実させる。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

○就業支援講座
【ムーブ】
・「私の事業」スタート講座～女性起業家支援塾2016～
（全5回、延べ79人参加）
・女性起業家支援塾2016　フォローアップセミナー（20人
参加）
【レディスもじ】
カフェのつくり方　ほか2講座 （全3講座、延べ213人参
加）
【レディスやはた】
「魅力がアップする話し方講座」～入門編～　ほか5講座
（全6講座、延べ662人参加）

Ａ 　女性起業家支援塾については、ウーマンワークカフェ
北九州の開設に伴い、事業をウーマンワークカフェ北
九州に移管する。

総務局 ○

目標68件に対し、現在67件の締結 Ｂ 産業経
済局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

〇再就職支援講座
【ムーブ】
女性のための就職応援講座～ものづくりの街・北九州で
やりがいのある仕事を求めて～（全2回、延べ23人参加）
【レディスもじ】
再就職支援セミナー～就職に役立つより良い家族関係
と生活設計～（8人参加）
【レディスやはた】
就職活動セミナー①～④（全4講座、31人参加）
〇資格取得講座
【ムーブ】
・医療事務講座（全20回、延べ427人参加）
・調剤事務講座（２講座各全10回、延べ752人参加）
【レディスもじ】
日商簿記3級検定講座　ほか5講座 （全6講座、延べ
1,253人参加）
【レディスやはた】
社会保険労務士試験対策講座　ほか6講座（全7講座、
延べ1,791人参加）

Ａ 　受講者のニーズを踏まえ、より就労支援アップにつな
がるような充実した事業の実施に努める。
　ムーブの調剤事務講座については、近年応募者が減
少傾向にあるため、平成29年度から介護事務講座に変
更する。

総務局 ○

①日時：1回目7月14日（木）･7月27日（水）
　　　　　2回目2月2日（木）・2月21日（火）
　参加者：48名
　場所：ウェルとばた
　内容：保育指針について、安全保育について、
　　　　　感染症について、虐待について他
②幼稚園教諭免許状を有する者は保育士資格取得の
ため養成校に現在通学中である。

Ａ 　研修内容を充実させると共に受講者の拡大を図るた
めさらにＰＲ活動を行い、保育士確保に取り組む。
　今後も幼稚園教諭免許状を有する者に保育士資格
取得を支援することにより、子ども・子育て支援新制度
の円滑な実施に努める。

子ども
家庭局

○

　保育士就職支援説明会
　　・H28年6月22日（水）　東筑紫短期大学
　　・H28年7月31日（日）　西日本総合展示場新館
　　・H28年8月20日（土）　北九州保育福祉専門学校
　　・H29年1月24日（火）
　　　　　　　　　　　　　西南女学院大学･短期大学部
　保育士就職支援事業　意見交換会
　　・H29年2月24日（金）リーガロイヤルホテル小倉

Ａ 　引き続き、就職支援説明会などに取り組むとともに、
潜在保育士の就職支援貸付の周知にも力を入れてい
く。

子ども
家庭局

○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化

NO. 事業・取組み概要

「再就職トータルサポート事
業」の実施

219 　市内の求職者等を対象に、適性診断や進路アドバイス等を行うカ
ウンセリング、再就職のために必要な能力開発講座、さらに民営職
業紹介所等の職業紹介機能を活用した就業支援を総合的に行う。

具体的施策　（２） キャリア形成、キャリアアップへの支援

NO. 事業・取組み概要

女性の就業継続・キャリア
アップに役立つ講座の開催

220 　働く女性のスキルアップとネットワークづくりを応援するための
キャリアアップ講座を開催するほか、キャリアアップ講座の修了生
対象のフォローアップ講座を開催し、修了生のネットワークづくりや
身近なロールモデルの発信等に取り組む。

就業支援や資格取得講座の
実施

221 No.213の再掲

具体的施策　（３） 女性が働くことに関する相談機能の強化

NO. 事業・取組み概要

男女共同参画センター・ムー
ブ等における働く女性の心と
キャリア、元気アップ相談の
実施

222 　女性の「働くこと」についての悩みや仕事上の人間関係など、キャ
リアカウンセラーがメンタル面の相談に応じる、「働く女性の心と
キャリア、元気アップ相談」を実施する。

「若者ワークプラザ北九州」に
おける就業支援の実施

223 　「若者ワークプラザ北九州」及び「若者ワークプラザ北九州・黒崎」
において、就業相談やセミナー、職業紹介等の実施により、若年者
の就業の促進に取り組んだ。

区役所「子ども・家庭相談コー
ナー」での相談

224 　各区役所に「子ども・家庭相談コーナー」を設置し、子どもと家庭
に関するあらゆる相談をひとつの窓口で受け、母子家庭の自立支
援、ＤＶ被害者対応、児童虐待等、それぞれの相談に応じた支援・
対応を行うとともに、必要に応じて他の機関のサービス・支援へとつ
なげる。

（H27新規）子育て支援サロ
ン”ぴあちぇーれ”における相
談

224
(2)

①子育てに関する相談事業
②育児講座の開催

男女共同参画センター・ムー
ブ等における　相談事業の実
施

225 　子育てや就労をはじめ、男女の心の問題や生き方、性別による差
別的扱い、ＤＶなどに関する人権侵害等の相談についてジェンダー
の視点に立ち電話や面接相談に応じる。
　臨床心理士やキャリアカウンセラー、男性相談員を配置して、そ
れぞれの専門的立場からも相談に応じる。

内容

内容

女性の就労に関する相談機能
の強化を図ります。

再就職を目指す女性のための
キャリア形成から就職まで総
合的な支援を行います。

内容

子どもを持つ親の子育てや就
労、生活などについてあらゆる
相談に応じます。

男女共同参画センター・ムーブ
等において就業中の女性に対
するキャリアアップのための講
座等を開催します。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・カウンセリング延利用者数
　　３４５人（うち女性：１２１人）
・就職決定者数
　　１４１人（うち女性：５３人）

Ａ 　より多くの求職者を就職に結びつけることが必要であ
り、今後も引き続き取り組みを進めていくことが求めら
れる。
　PRやフォローアップの充実を図り、就職決定者数の
向上に向けて引き続き取り組みを進める。

産業経
済局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

〇就業支援講座
【ムーブ】
・働き女性の夢をかなえるキャリアアップ講座～働く女性
限定　キャリアアップ＆次世代リーダー養成講座～　（4
回、延べ118人参加）
・働き女子の夢をかなえるキャリアアップ講座　フォロー
アップセミナー（24人参加）
・ムーブカフェ（2回、延べ28人参加）
・働くなでしこに贈る！お役立ちワンポイントセミナー（延
べ210人参加）
〇キャリアアップ事業
【レディスもじ】
・行政書士入門講座
・魅力をアップする話し方基礎講座　ほか5講座
　（全7講座、延べ706人参加）
【レディスやはた】
・TOEIC検定講座～めざせ！500点～
・社会保険労務士入門講座
・英語実力培訓l講座
（全3講座、延べ767人参加）

Ａ 　キャリアアップ講座の修了生は、１～６期生まで180名
にのぼり、企業を超えたネットワーク形成に効果を上げ
ている。
　そのため今後も受講生のモチベーションアップにつな
がる企業推薦を推進し、受講生同士のネットワーク形
成に有効なフォローアップ講座やムーブカフェを定期的
に開催するなど、さらに積極的なネットワークづくりに努
める。

総務局 ○

No.213の再掲 Ａ No.213の再掲 総務局 ○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　相談件数　200件
　（電話相談　51件　面接相談　149件）

Ａ 　今後も支援を継続する。 総務局

・利用者数：16,952人
・カウンセリング延べ利用件数：13,436人
・セミナー等受講者数：2,092人
・就職決定者数：1,122人

Ｂ 　在学中の学生や第二新卒者などの新規利用者の促
進を図るため、市内及び市近辺の大学や専門学校等
の訪問やＳＮＳの活用等により、当該施設の支援内容
やセミナー開催等の周知に努める。
　また、隣接するウーマンワークカフェ北九州と連携し
て、女性向けのセミナーの開催等、女性の利用促進に
も力を入れていく。

産業経
済局

　相談件数　81,144件 Ａ 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と
子どもに関するあらゆる相談に対応し引き続き、関係
機関と連携しながら、相談者ひとり一人の不安や負担
感の軽減を図る。

子ども
家庭局

○

①相談件数　　　１，５３５件
　　　　うち 電話相談　　９００件
　　　　　　　面接相談　　５１１件
　　　　　　　メール相談　１２４件
②年間　１０回開催

Ａ 　今後も子育て相談に対応する体制を整え、関係機関
との連携もさらに深め、情報収集を行いながら、子育て
支援の充実を図る。

子ども
家庭局

・こころと生き方の一般相談　　　　　　　　3,481件
・性別による人権侵害相談　　　　　　　　　　267件
・働く女性の心とキャリア、元気アップ相談　200件
・男性電話相談　　　　　　　　　　　　　　　　 　31件
・弁護士による無料法律相談　　　　　　　　148件
　　　　　　　　　　　　　　              総計　4,127件

Ａ 　相談者の気持ちに寄り添い、より良い支援につなぐこ
とができるように、相談員の資質向上に努め、関係機
関との連携を強化する。
　また、市民へ相談窓口の周知を図る。

総務局 ○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

45



柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化

NO. 事業・取組み概要

男女共同参画センター・ムー
ブ等におけるマザーズハロー
ワーク等との共催・連携によ
るセミナー等の開催

226 　国や県の労働関係機関等と連携し、結婚や出産等で離職した人
を対象に、再就職に向けての心構えや、実際の就職活動に役立つ
知識を学ぶセミナー等を実施する。

県との共催による労働相談会
の実施

227 　主に若者を中心とした求職者や在職者などを対象に労働相談や
セミナーを、企業を対象に人材定着支援セミナーを実施した。
　また、福岡県労働者支援事務所との共催で、労働問題について
個別の相談に応じる相談会「日曜街かど労働相談会」「職場のパワ
ハラ、セクハラ集中相談会」「労働トラブル相談会」「解雇・雇止め集
中相談会」などを実施した。

具体的施策　（４） 就業意識の啓発

細目 NO. 事業・取組み概要

キャリア教育講習会などの実
施

228 　働くことの意義や大切さが分かる就業意識の醸成を図る。特に若
年者に対する就業意識の啓発やキャリア教育など多様な進路選択
を推進するための広報・啓発活動を行う。

男女共同参画センター・ムー
ブ等における女性の多様な就
職選択のためのセミナーや、
講演会等の開催

229 　女性が結婚や育児を機に仕事を辞めるのではなく、働き続けるこ
とを支援する講座の実施や男女共同参画の大切さを発信する市民
活動に対する支援を実施する。

施策の方向　３ 女性の活躍による経済の成長

具体的施策　（１） 女性活躍推進センターの設置

NO. 事業・取組み概要

女性活躍推進センターの新設 230 No.201、No.202の再掲

女性就業推進のための関係
機関とのネットワーク構築

231

内容

関係部局や関係機関と連携し
ながら、就業、キャリアアップ
に関する情報等をワンストップ
で提供し、女性の就業・キャリ
アアップをトータルでサポート
する女性活躍推進センターを
設置します。《再掲》

国や県の労働関係機関等との
連携により、労働に関する相
談を行います。

内容

内容

働くことの意義や大切さがわ
かる就業意識の醸成を図りま
す。特に若年者に対する就業
意識の啓発やキャリア教育な
ど多様な進路選択を推進する
ための広報・啓発活動を行い
ます。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

〇就業支援講座
【ムーブ】
就職サポートセミナー「就職のための面接対策」
　（7、12月開催、全2回、延べ24人参加）
【レディスもじ】
就職活動セミナー
　（8、11、3月開催、全3回、延べ26人参加、福岡県子育
て女性就職支援センター・マザーズハローワーク北九州
との連携事業）
【レディスやはた】
就職活動セミナー
　（7、9、10、2月開催、全4回、延べ31人参加、福岡県子
育て女性就職支援センター・マザーズハローワーク北九
州との連携事業）

Ａ 　今後も引き続き関係機関と連携して事業を行い、就
業支援につなげていく。

総務局

①労働相談　年48回開催
　日程：平成28年4月～平成29年3月
　相談者数：78人（男性37人、女性41人）
②日曜街かど労働相談会
　日程：平成28年6月12日（日）
　相談者数：19人（男性5人、女性14人）
③職場のパワハラ・セクハラ相談会
　日程：平成28年9月14日（水）～15日（木）
　相談者数：31人（男性14人、女性17人）
④労働トラブル相談会
　日程：平成28年11月13日（日）
　相談者数：6人（男性2人、女性4人）
⑤解雇・雇止め集中相談会
　日程：平成29年2月22日（水）～23日（木）
　相談者数：19人（男性11人、女性8人）

Ａ 　相談会の開催について効果的なＰＲ方法を検討し、
広く周知を図っていく。

産業経
済局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

①進路指導主事講習会
　日時：平成28年6月30日（木）
　対象：中・特別支援学校進路指導主事（７０名）

②小中合同キャリア教育講習会
　日時：平成28年6月30日（木）
　対象：小学校キャリア教育担当者、
　　　　　中学校進路指導主事（１９３名）

Ａ 　本年度と同様に市内全ての小・中・特別支援学校を
対象にした講習会を実施するとともに、社会の情勢や
生徒の実態に応じた講習内容の充実を目指していく必
要がある。

教育委
員会

〇就業支援講座
【ムーブ】
夫婦で考える　ハッピー仕事×子育て術
　（1月開催、全１回、16名参加）
〇ジェンダー問題講座
【ムーブ】
キャリア形成プログラム
（市内６大学、全９回、計１，３１６人参加）
〇市民活動支援・連携事業
【ムーブ】
ムーブ学生活動プロジェクト（まなびとESDステーション
ガーベラプロジェクト）　（通年支援）

Ａ 　「共働き世帯」への支援および若年者に対する啓発
は、今後も継続して実施していく。
　ムーブ学生プロジェクトについては、北九州市立大学
の教育プログラムとして実施する。

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

Ａ 総務局 ○

Ａ 総務局 ○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

No.201、No.202の再掲No.201、No.202の再掲
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柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化

具体的施策　（２） 企業等への積極的改善措置(ポジティブ・アクション)等の働きかけ

NO. 事業・取組み概要

企業等の事業者に対し、女性
の管理職に関する積極的改
善措置（ポジティブ・アクショ
ン）の働きかけ

232 No.303の再掲

女性の活躍推進やワーク・ラ
イフ・バランス推進に取り組む
企業のダイバーシティ推進組
織との連携推進及び情報発
信

233 　ダイバーシティに関心を持ち、取組みを進めている企業のネット
ワーク（13社）を形成し、交流会や研修会を通じて情報共有・発信等
を行い、ネットワーク参加企業内及び市内企業における女性活躍
やワーク・ライフ・バランス推進にかかる取組みを働きかけた。

具体的施策　（３） 女性起業家の育成・支援

NO. 事業・取組み概要

起業家のための相談窓口に
おける創業計画期から創業
期・成長期にわたる一貫した
支援体制の推進

234 　情報通信機能を備えたオフィスとして、ベンチャー企業の創出・育
成を主な目的として設置された「北九州テレワークセンター」の管理
運営を行う（指定管理業務）。当該施設にインキュベーションマネー
ジャーを配置し、入居企業の育成支援を実施している。
【施設内容】ｽﾓｰﾙｵﾌｨｽ18室、一般ｵﾌｨｽ21室、会議室3室、ｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝｻﾛﾝ他

金融機関などとの協働や女
性活力の積極的な活用によ
るベンチャー育成システムづ
くりの推進

235 　地域経済の活性化及び新規雇用の創出に寄与する有望なベン
チャー企業の創出・育成を図るため、インキュベーション・マネ
ジャー等による創業から事業拡大期までの一貫したきめ細かな経
営支援を実施するとともに、マーケティング調査、ベンチャー企業育
成補助金等の各種支援を行う。

起業マインドを喚起する講演
会・セミナーなどの定期的な
実施による起業家が生まれ
やすい風土の醸成

236 　独創的な新技術やアイデア等を活用して事業拡大を図るベン
チャー企業や中小企業の新事業の創出や事業拡大に取り組むこと
を目的として設立された団体。現在、２００を超える団体・個人の会
員がおり、ＫＶＩＣフェアの開催、ビジネスマッチング事業などを実施
している。

新たに事業を開始しようとする起業家や創業後間もない企業に対
し、経営に必要な能力を学ぶセミナーを開催する。

開業時や開業後５年未満の方の事業展開に必要な資金を融資し、
中小企業の事業立上げから事業拡大期までの資金繰りを支援す
る。

商店街空き店舗活用事業(商
店街への出店支援)の実施

238 ・商店街の空き店舗へ出店する方に賃借料等の一部を補助（開業
支援事業、店舗運営事業）
・商店街・市場の組合が空き店舗をコミュニティ施設に活用する場
合に賃借料の一部を補助（コミュニティ支援事業）

男女共同参画センター・ムー
ブ等における女性起業家支
援等の講座の開催

239 No.211の再掲

内容

「実践起業塾」の開催、「開業
支援資金融資」の実施

237

内容

女性起業家の育成・創出、企
業風土の醸成、本市ならでは
のベンチャー育成システムづく
りを推進します。

女性起業家の育成・創出、企
業風土の醸成、本市ならでは
のベンチャー育成システムづく
りを推進します。

企業等における女性の管理職
に関する積極的改善措置（ポ
ジティブ・アクション）の働きか
けやダイバーシティ(多様性)の
推進の情報発信などに取り組
みます。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

No.303の再掲 Ａ No.303の再掲 総務局 ○

　定例会：4回
　関連イベント：1回

Ａ 　引続き、交流会や研修会を通して、ダイバーシティに
かかる情報収集・発信・会員拡大に向けた広報を実施
し、市内におけるダイバーシティ推進を進め、企業間の
ネットワーク化を図る。

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　施設の維持管理及び入居企業に対する経営支援等を
実施。

Ｂ 　単なるオフィスビルではなく、多様な企業・起業家の出
会いの場となり、オープンイノベーションに繋がるような
施設としての運営を目指す。

産業経
済局

　インキュベーションマネージャー2名配置他 Ａ 　他事業との連携を図りつつ、ベンチャー企業の育成に
繋がるような事業とする。

産業経
済局

※№235ベンチャー総合支援事業の一部として実施
・ＫＶＩＣフェアの開催ほか

Ｂ 　他事業との連携を図りつつ、ベンチャー企業の育成に
繋がるような事業とする。

産業経
済局

○

○実践起業塾2016
　平成28年7月23,24日　受講者22名（うち女性8名）
○開業資金の借り方講座
　平成28年8月24日　　　受講者16名（うち女性2名）
○女性の創業応援セミナー
　平成28年10月27日　　受講者11名（うち女性11名）
○初めての確定申告セミナー
　平成29年1月13日　　　受講者8名（うち女性6名）

Ｂ 　他の創業支援機関と連携を図り、開業の準備段階か
ら新規開業、安定成長に乗るまで一貫した支援を行う。
今後も、ＰＲ強化を図るとともに、日時や場所を検討し
て、受講しやすいセミナーを実施する。

○貸出実績　　　 106件  （うち女性　21件）
○貸出金額　　　  421,310千円
　　　　　　　　　    　（うち女性　76,010千円）

Ｂ これまで「女性・若者・シニア特別枠」の創設、当制度の
初回利用者を対象に保証料をゼロにする等、申込時の
要件緩和や利用者の負担軽減を実施してきた。
引き続き、北九州商工会議所や金融機関等との連携を
図り、開業支援に取り組んでいく。

店舗運営事業　新規　1件
開業支援事業（賃借料)　16件（内、新規4件）
開業支援事業（改装費）　5件（内、新規5件）

Ａ 社会情勢の変化に合わせ、補助対象要件を見直すな
ど、出店者のニーズや商店街の実情に合わせた支援
を実施する。

産業経
済局

No.211の再掲 Ａ No.211の再掲 総務局 ○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

産業経
済局
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柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化

具体的施策　（４） 女性の活躍の見える化、ネットワーク化

NO. 事業・取組み概要

女性の活躍推進やワーク・ラ
イフ・バランス推進に取り組む
企業のダイバーシティ推進組
織との連携推進及び情報発
信

240 No.233の再掲

男女共同参画センター・ムー
ブ等における働く女性のキャ
リアアップや次世代の女性
リーダーを養成する講座等の
修了生のネットワークの拡大

241

上記ネットワーク等を通じた
活躍する身近なロールモデル
の情報発信

242

「北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰」の実施

243 No.301の再掲

「北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰」受賞者の取組み事
例をリーフレット、ホームペー
ジ等で紹介

244 　平成２８年度「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」企業募集パ
ンフレットに、昨年度の受賞企業等を掲載するとともに、受賞決定
後、パンフレットやホームページ「はじめよう！ワーク・ライフ・バラン
ス」サイトにおいて掲載する。
　また、過去の「北九州市女性活躍・ワークライフバランス表彰」の
受賞企業のPR用パネルを作成し、イベント等の際に展示し、積極
的に取り組む企業のＰＲを行う。

働く場で活躍する女性のネット
ワークを作り、身近なロールモ
デル等の情報発信などを行い
ます。

内容

No.220の再掲

女性の管理職登用に積極的
に取り組む市内企業・団体等
を表彰し、女性の活躍推進状
況等を広く紹介します。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

No.233の再掲 Ａ No.233の再掲 総務局 ○

Ａ 総務局 ○

Ａ 総務局 ○

Ａ No.301の再掲 総務局 ○

Ａ ・今後も様々な機会を通じて、ＰＲを図って参りたい。 総務局

今後の取組み（課題や見直し）

No.301の再掲

No.220の再掲 No.220の再掲
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柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

施策の方向　１ 男女が共に仕事と生活を両立できる暮らしの実現

具体的施策　（１） 事業者等との共同による仕事と生活の調和の推進

NO. 事業・取組み概要

「北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰」の実施

301 　子育て支援や男女がともに働きやすい環境づくりなど、ワーク・ラ
イフ・バランス推進及び女性活躍推進に取り組む企業・個人等を表
彰し、パンフレットや推進サイト、パネル展示でその取組みを広くPR
することで、その意義や必要性について、市民及び企業等の意識
向上を図る。

子ども参観日の実施 302 　学校で実施されている「授業参観日」とは逆に、夏休みなどの長
期学校休日を利用して、子どもたちが自分の保護者等の職場を見
学することで、家庭内や職場におけるワーク・ライフ・バランスの推
進につなげていく取組みである「子ども参観日」を市役所、民間企
業等で実施する。

企業等への出前セミナーの実
施

303

「ワーク・ライフ・バランス推進
アドバイザー」の派遣

305

企業トップや人事担当者等を
対象にした企業向け講演会
の実施

304 　市内における女性活躍推進や働き方改革に対するさらなる機運
の醸成を図ることを目的にシンポジウムを開催、働き方に関する講
演やワークショップを行う。

女性の活躍推進やワーク・ラ
イフ・バランス推進に取り組む
企業のダイバーシティ推進組
織との連携推進及び情報発
信

306 No.233の再掲

商工会議所、小学校応援団、
ＰＴＡ等との連携強化

307

ワーク・ライフ・バランス推進
キャンペーンの実施

308

長時間労働の抑制や年休の
取得促進など健康で豊かな
生活に向けた働き方の見直し
の働きかけ

309

育児休業をはじめとした子育
て関連制度を利用しやすい職
場環境づくりの働きかけ

310

マタニティ・ハラスメント防止
の啓発など妊産婦が働きや
すい職場環境づくりの働きか
け

311

312 　市の業者登録や公共工事の入札（一部）に係る表彰企業へのイ
ンセンティブの付与

313 　総合評価の企業評価の項目に「子育て支援・男女共同参画・女性
活躍推進」を設定し、要因を満たす場合に加点

企業等の事業者に対して、企
業等への出前セミナー等を通
じて、仕事と子育てとの両立へ
の一層の理解を働きかけま
す。

　企業、働く人、市民、行政が一体となって、ワーク・ライフ・バランス
推進に取り組むため、「北九州市女性活躍・ワークライフバランス推
進協議会」を開催し、各構成員（北九州商工会議所、企業、ＮＰＯ法
人、ＰＴＡ協議会等）がそれぞれの立場、または協議会で様々な取
り組みを実施する。
　また、１１月にワーク・ライフ・バランス推進キャンペーンを実施す
る。

子育て支援や男女がともに働
きやすい環境づくりに取り組む
企業に対し、インセンティブを
付与します。

　事業主や働く人が働き方の見直しを図り、仕事と子育て・介護等
との両立の一層の理解を促進するため、企業等事業者の要望に応
じて講義内容をカスタマイズして講師を派遣する「出前セミナー」や
ワーク・ライフ・バランス推進のための各種支援・助成制度、就業規
則に関する必要なアドバイスを無料で行う「アドバイザー（社会労務
士）派遣（１社４回まで）」を実施し、その中で、長時間労働の抑制や
年休の取得促進、子育て制度を利用しやすく、妊産婦が働きやす
い職場環境づくりに向けた働きかけを行う。

多様で柔軟な働き方が選択・
実現できる社会を目指して、企
業、働く人、市民、行政が一体
となって、「北九州市ワーク・ラ
イフ・バランス推進協議会」を
中心に、ワーク・ライフ・バラン
スを推進します。

市の業者登録や公共工事の
入札（一部）に係る表彰企業
へのインセンティブの付与

内容

　企業向けシンポジウムの開催や、これから女性活躍に取り組む企
業を対象としたセミナーやコンサルティング、企業の女性従業員及
び管理監督者等を対象にした各種セミナー等を通じて、市内におけ
る女性活躍の推進を図る。
　また、誰もがその個性と能力を十分に発揮し、仕事と生活（育児、
介護等）の両立できる環境づくりや、多様な働き方の実現のため、
女性活躍、ワーク・ライフ・バランスへ取組みを進める事業所を対象
に、セミナー講師やアドバイザー（社会保険労務士）を直接企業に
派遣するなど、女性活躍やワーク・ライフ・バランスを推進する企業
の取組みを支援する。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰受賞者数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　累積６０社（人）
　・Ｈ２８年度受賞
　　企業　４社（市長賞２、奨励賞２）
　　個人　２者（奨励賞２）
　・表彰式をワーク・ライフ・バランス推進
　　キャンペーンにおける市民向けイベントにて実施
　・リーフレットやＨＰ等にて受賞者をＰＲ

Ａ 　子育て、介護等と仕事の両立を支援するとともに、従
業員の継続的なキャリア形成を支援する風土醸成に向
けた取組みを進める。また、募集企業・個人の拡大を
図るとともに、受賞後のインセンティブや広報啓発の充
実を検討する。

総務局

　子ども参観日の実施（民間）　９社 Ａ 　民間企業には、企業におけるメリットが見出しにくい
等があり、一定規模以下の企業における実施の働きか
けの検討を行っていく。
　市職員の子どもについては、人事異動年数（３年に１
回）での開催など柔軟な開催を検討する。

総務局

Ａ 総務局

Ａ 総務局

　WORK&LIFEフォーラム北九州２０１７開催
　・記念講演
　　（サイボウズ㈱代表取締役社長　青野慶久氏）
　・女性活躍に取り組む企業の事例紹介と
　　ワークショップ　　　　　参加者延べ２５０名

Ａ 　今後も企業等の経営者や管理職、人事担当者を対象
とした講演会等を開催し、女性活躍推進や働き方改革
に対する意識向上を図る。

総務局

No.233の再掲 Ａ No.233の再掲 総務局 ○

Ａ 総務局

Ａ 総務局

Ａ 総務局

Ａ 総務局

Ａ 総務局

　市の入札参加資格業者に対する評価対象業者数
　　　物品等供給業者　２３５社
　　　建設工事業者　　１６０社
　　　　　　　　計　　　　 ３９５社

Ａ 　評価対象業者数は毎年増加しており、ワーク・ライフ・
バランス等の推進に一定の寄与はできていると考え
る。

技術監
理局

　平成２８年度総合評価落札方式実施件数
　　　107件実施
　　　実質参加企業数180社のうち、
　　　評価実績77社（42.7%)

Ａ 　平成２９年度より、「女性技術者を配置」する場合に評
価する項目を追加。
　評価項目、内容、配点等は評価状況、社会情勢など
を考慮して、定期的に見直し検討を図る。

技術監
理局

　「北九州市女性活躍・ワークライフバランス協議会」を
開催し、今後も企業や地域の様々な活動と連携しなが
ら、ワーク・ライフ・バランスを推進していく。
　また、ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーンにつ
いては、企業や市民のワーク・ライフ・バランスの推進
が図れるための、より効果的な広報・啓発を検討する。

　企業向け出前セミナー等、講師等派遣　　３３件

　企業向け出前セミナー等、講師等派遣　　３３件

　今後も働きやすい環境づくりのため、出前セミナーや
アドバイザー派遣を充実させながら、様々な企業との
接点の機会を通じて、支援の有効性を高める。

　平成２８年４月に完全施行となった女性活躍推進法を
踏まえ、多様な働き方が実現できる職場環境づくり等、
女性活躍やワーク・ライフ・バランス推進の取組みにさ
らに働きかけていく。
　企業の取組みは、経営者・管理職の意識改革が必要
であることから、さらなるイクボス普及など、企業への直
接的な働きかけを行う。

今後の取組み（課題や見直し）

　ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーンの実施
　　１回
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柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

NO. 事業・取組み概要

新成長戦略みらい資金融資
に係る表彰企業へのインセン
ティブの付与

314 　北九州市新成長戦略の推進に寄与する事業のうち、市が指定す
る事業において、認定や評価、表彰、補助金・助成金の交付等を受
けた中小企業の事業展開に必要な資金を融資する

「時間外勤務削減のための指
針」、「女性活躍推進アクショ
ンプラン」、「北九州市職員の
次世代育成支援プログラム」
に基づく取組み

315 　健全な市政運営を進め、更なる市民サービスの向上を図るため
には、それを担う職員が心身ともに健康であることが重要であるこ
とから、職員の健康維持及び豊かな生活確保等のため、「時間外
勤務削減のための指針」、「女性活躍推進アクションプラン」、「北九
州市職員の次世代育成支援プログラム」に、指標及び目標値を定
めるとともに、その達成に向け、時間外勤務削減及びワーク・ライ
フ・バランス推進等に向けた各種取組みを実施した。

ワーク・ライフ・バランス研修
の継続的な実施

317 　｢女性活躍推進アクションプラン第2期計画」及び「北九州市職員
ダイバーシティ推進プログラム」に基づき、階層別研修等において、
ワーク・ライフ・バランスの意義、必要性について講義を実施した。

年休及び子育て等各種支援
制度の取得促進に向けた啓
発活動の実施

318 　部下のワーク・ライフ・バランスとキャリア形成を支援するととも
に、仕事の成果を出しつつ、自らも仕事と私生活の両方を楽しむ
「イクボス」の考え方に共鳴し、平成26年12月に市長・副市長・局長
が「イクボス宣言」を行った。
　また、部下からイクボス実践ができている管理職を推薦してもらう
「市職員イクボス表彰」を毎年実施している。

具体的施策　（２） 男性の家事、子育て、介護など家庭生活への参画促進

NO. 事業・取組み概要

男女共同参画センター・ムー
ブ等における男性向け料理
や介護の講座等男性を対象
とした講座の開催

319 　固定的な男女の性別役割分担意識にとらわれずに、男性が積極
的に家事や介護に参画するよう促す講座など、男性を対象に様々
なテーマで講座を開催する。

出産・育児を夫婦が協力して
取り組むための「両親学級」
の開催

320 　就労する父親・母親が参加しやすいよう、すべての区において、
土・日曜日など仕事が休みの日に沐浴や妊婦擬似体験等の実習
を取り入れた両親学級を開催する。

内容

内容

市役所におけるワーク・ライ
フ・バランスを推進し、「仕事の
充実と仕事以外の生活の充実
の好循環」により、更なる市民
サービスの向上を図ります。

子育て支援や男女がともに働
きやすい環境づくりに取り組む
企業に対し、インセンティブを
付与します。

男性の家事・育児・介護などへ
の参画を進めるための講座等
を開催します。

男性の家事・育児・介護などへ
の参画を進めるための講座等
を開催します。
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　 進捗 局名 再掲

○貸出実績　　　　　　 8件　 （うち新規 0件）
○貸出金額　　　41,028千円（うち新規 0円）

Ｂ 　金利の引下げを行い、利用者の負担軽減を図った。
今後も、認定や評価、表彰、補助金・助成金の交付等
を受けた中小企業を支援するため、融資対象事業の説
明会等、事業実施の早期段階において、制度概要の
説明を行うなど、積極的な周知・ＰＲに取り組んでいく。

産業経
済局

　時間外勤務削減率（対19年度比）：平成28年度につい
ては現在集計中。
　ワーク・ライフ・バランスが取れていると感じる職員の割
合：72.4％（平成28年度）

Ａ 　各プランに定めた具体的なアクションを着実に実施す
る。

総務局

　階層別研修の実施
　　（新規採用職員、採用6年次、採用10年次、
　　　新任主査・係長・課長）

Ａ 　引続き、各プランに基づき、研修を実施する。 総務局

　男性職員の育児休業取得率
　　　平成27年：5.7％→平成28年：12.6％

Ａ 　今後も、「北九州市職員ダイバーシティ推進プログラ
ム」に基づき、管理職に対し一層のイクボス実践を促す
取組みを実施していく。

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

〇生活技術講座
【ムーブ】
・エプロン男子初級編、中級編（4講座、延べ461人参加）
・ケアメン教室～まなぶ、つながる、ケアメンの輪～（5講
座、延べ32人参加）
・ケアメン教室フォローアップセミナー（5人参加）
・おとこの魅力アップシリーズ
「片付け男子初級編」「エプロンパパ＆キッズ初級編」
「緑茶男子初級編」「裁縫男子初級編」
　（５講座、延べ138人参加）
・父と子の食育講座（父と子の料理教室）
　（３回講座、延べ72人参加）
〇男性セミナー
【レディスもじ】
裁縫男子（9人参加）
【レディスやはた】
技あり！家でパパッとできる男性料理教室　初級、中級
（2講座、延べ116人参加）
〇子育て支援事業
【レディスもじ】
父と子の「ホワイトデーのお菓子つくり」（17人参加）
【レディスやはた】
父と子のふれあいクッキング「パパと仲良しピザづくり」
（23人参加）

Ａ 　受講生のアンケート結果を踏まえながら、男性の男女
共同参画に対する理解の促進や固定的役割分担意識
の解消につなげるため、より充実した内容の事業の実
施に努める。

総務局 ○

　両親学級　　31回　　1,200人 Ａ 　核家族化が進み、育児環境が変化する中で、出産や
育児の負担が母親のみにかからないよう、夫婦で協力
して育児に取り組む大切さを認識する機会になってい
ることから、今後も継続して事業を実施する。様々な機
会を通して事業の周知を行い、事業の推進を図る。

子ども
家庭局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

NO. 事業・取組み概要

「家庭教育学級」の開催 321 　家庭教育学級は、親などが家庭で子どもの教育をする心構えや、
子どもとの接し方、教育上の留意点など、家庭教育上の問題を相
互学習の中で勉強するもの
　子どもの健全な成長、人格の形成にとって家庭教育は重要な意
義を持っており、家庭教育の振興の一環として学級を開設
　市立幼稚園、小・中・特別支援学校は園・学校毎に開設し、市民
センターで実施。直営保育所は各保育所で実施
　私立幼稚園・保育所については、各連盟に委託し、各園にて実施

市民センター等における生涯
学習市民講座の開催

322 　市民センターでは、時事問題や地域課題の解決をめざす講座、
社会貢献活動につながる講座、生きがいづくりをめざす講座など、
地域の特色を生かした講座、市民の学びのニーズに合った内容の
講座を企画・実施し、市民に多様な学習機会を提供

企業等への出前セミナーの実
施

323 No.303の再掲

具体的施策　（３） 地域活動に参画しやすい環境づくり

NO. 事業・取組み概要

NPO・ボランティア活動に関す
る相談の受付、情報提供、
ネットワークづくり

324 　ＮＰＯ・市民活動に関する相談の受付、情報提供、ネットワークづ
くり

NPO等への委託による地域
における啓発活動の実施

325 　地域で男女共同参画に取り組んでいるＮＰＯ等の団体と協力し、
地域における「男女共同参画に関する広報啓発事業」を実施する。

女性団体等の行う啓発活動
への事業支援

326 　北九州市女性団体連絡会議と協力して「男女共同参画フォーラム
in北九州」を実施し、地域における男女共同参画の推進を行う。

施策の方向　２ 多様なライフスタイル・ライフステージに対応した子育てや介護等の支援の充実

具体的施策　（１） 子育て環境の整備、充実

NO. 事業・取組み概要

保育所の適正配置 327 　保育所入所児童数や地域の保育需要の推移を踏まえ、年間を通
じた待機児童の解消を図るため、保育所が不足する地域の民間保
育所の新設及び老朽改築にあわせた定員増を行う。

子どもの育ちの視点にも配慮
した病児保育、延長保育等を
含めた保育サービスの充実

328 ■特別保育事業
　保護者の就労形態の多様化等に対応するための延長保育や保
護者のパート就労や冠婚葬祭等の理由により、一時的な保育所で
の保育、休日に子どもを預かる保育などを実施する。
■病児保育
　病児保育の利用状況や保護者ニーズを踏まえながら、医療機関
併設型の病児保育を実施する。また、適切な利用について保護者
にパンフレットを配布するなど啓発を行う。
■家庭的保育事業
　保育を必要とする生後57日目から満3歳未満の子どもを預かり子
どもの発達段階に応じたきめ細かな保育を行う事業。該当施設に
対して第三者評価を行い、保育サービスの充実を図る。

自治会やPTAなど地域団体・
市民団体において、現役世代
の参画を進めるため広報・啓
発活動を行うとともに、啓発活
動に取り組んでいる団体に対
し、事業支援等を行います。

内容

内容

就学前の子どもの保護者の保
育ニーズの把握に努めるとと
もに、就学前児童数や保育所
入所児童数の推移など地域の
状況を踏まえながら、保育
サービスを充実します。《再
掲：37Ｐ参照》

男女の地域活動への参画を
促進するため、NPO活動、ボラ
ンティア活動への参画促進や
活動支援を行います。

企業・団体・地域などへ出向い
て、ワーク・ライフ・バランスの
推進を働きかけます。

男性の家事・育児・介護などへ
の参画を進めるための講座等
を開催します。

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　家庭教育学級開設数 333ヶ所 Ｂ 　ＰＴＡの負担の軽減と実効性を図るため、家庭教育学
級の見直しを検討する。
　今後もより多くの保護者の参加を目指した講演会等
を開催するとともに、幼児期の保護者への啓発を継続
する。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

①生涯学習市民講座参加者数　85,864人
②生涯学習市民講座数　　1,013講座

Ａ 　趣味・教養を目的とした講座から、地域の特色を生か
した講座、地域課題解決に向けた講座へシフトしていく
とともに、より多くの方に多様な学習機会を提供してい
く。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

No.303の再掲 Ａ No.303の再掲 総務局 ○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・ＮＰＯ市民講演会開催　参加者　１０２人
・ＮＰＯ入門、会計セミナー等　１２回開催
・ＮＰＯ活動発表会　１１回開催
・税務相談　２０回
・入門説明会　９回

Ｂ 　市民活動の裾野を広げるため、活動のきっかけづくり
となるセミナー等を引き続き開催するとともに、ＮＰＯ育
成のために研修を充実させる。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

　地域における広報啓発事業　　28回　　1,330人 Ａ 　地域で活動する団体と協力し、引き続き広報啓発事
業を行う。さらに幅広い層の市民の参加を促すために
効果的な事業広報を行う。

総務局 ○

　男女共同参画フォーラム　　37回　　3,116人 Ａ 　引き続き、北九州市女性団体連絡会議と協力し、効
果的な啓発事業を実施する。

総務局 ○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・入所定員の拡大　90名
・既存保育所の増改築等　4箇所
・新規保育所の開設　1箇所

Ａ 　一部地区では、年度途中から待機児童が生じてお
り、更なる入所定員の拡大に向けて、「元気発進！子ど
もプラン（第２次計画）」に基づき、保育所の整備を実施
する。

子ども
家庭局

○

■特別保育等利用児童数
　・延長保育　17,553人/年
　・一時保育　22,993人/年
　・休日保育　2,013人/年
　・家庭的保育　927人/年
■病児保育
　市内１１施設で事業を実施。制度の広報、利便性の拡
大（ホームページで申請書を入手）に努めた。
■第三者評価対象施設数
　保育所160施設

Ａ ■特別保育事業、家庭的保育事業
　利用者の動向を踏まえながら事業を継続する。
■病児保育
　平成31年度末までに3施設の新規開設を行い、計14
施設での事業拡大を目指す。
■第三者評価事業
　事業の一層の普及と「北九州市児童福祉施設等第三
者評価基準（保育所編）」の活用について理解を促進
する。

子ども
家庭局

○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

57



柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

NO. 事業・取組み概要

329 　市民ニーズに応えられる放課後児童クラブの運営内容を確保す
るため、運営団体に対する研修会の実施、開設時間の標準化や延
長の推進等により、運営体制の充実を図る。また、児童への対応を
充実するため、適切な指導員数を配置するとともに、研修の充実、
指導員相互の交流や情報交換、障害のある児童などの対応を支
援するための臨床心理士等の巡回派遣を行い、指導員の資質向
上を図る。

情報誌「北九州市こそだて情
報」による情報提供

330 　子育て中の人が、子どもの成長に応じた情報をタイムリーに、か
つ手軽に入手できるよう、「こそだて情報」の内容の充実を図り、必
要とされる子育てに関する情報が、市民に届くように取り組む。

ホームページ「子育てマップ
北九州」による情報提供

331 　子育て中の人が、子どもの成長に応じた情報をタイムリーに、か
つ手軽に入手できるよう、ホームページ「子育てマップ北九州」を活
用した情報提供を行う。

赤ちゃんの駅登録事業 332 　官民が協力して、乳幼児を持つ保護者が外出した際、授乳やお
むつ替えができる施設を、「赤ちゃんの駅」として登録し、子育て家
庭が安心して外出できる環境づくりを行う。

「わらべの日」（子育て支援の
日）事業

333 　中学生以下の子どもを連れた家族や団体等が、協力施設・店舗
を利用すると、割引やサービスを受けることができる「わらべの日」
（毎月第二日曜日）を設け、子どもと親がふれあう機会を拡大し、家
庭・企業・地域全体が協働で子育てを支援する意識の醸成を図る。

区役所「子ども・家庭相談コー
ナー」での相談

334 　各区役所に「子ども・家庭相談コーナー」を設置し、子どもと家庭
に関するあらゆる相談をひとつの窓口で受け、母子家庭の自立支
援、ＤＶ被害者対応、児童虐待等、それぞれの相談に応じた支援・
対応を行うとともに、必要に応じて他の機関のサービス・支援へとつ
なげる。

男女共同参画センター・ムー
ブ等における相談事業の実
施

335 No.225の再掲

子育て中の母親が育児期間
をいきいきと過ごすための講
座を実施（いまどきママのリフ
レッシュ講座等）

337 　主に家庭において家事、育児を担っている女性の孤立化防止や
社会参画を支援する。

区役所「子ども・家庭相談コー
ナー」における相談

338 No.334の再掲

ホームページ「子育てマップ
北九州」による情報提供

339 　子育て中の人が、子どもの成長に応じた情報をタイムリーに、か
つ手軽に入手できるよう、ホームページ「子育てマップ北九州」を活
用した情報提供を行う。

ほっと子育てふれあい事業の
実施

340 　仕事の都合や子どもの軽い病気の時に、ボランティア組織「ほっと
子育てふれあいセンター」の会員間で子どもの預かりや送迎など、
子育て支援サービスの充実を図る。

親子ふれあいルームの運営 341 乳幼児を持つ保護者の子育てへの不安を軽減するため、親子が気
軽に集い、交流、情報交換、育児相談等ができるスペースを既存の
公共施設を活用しながら、区役所や児童館などで運営する。

具体的施策　（２） ひとり親家庭への支援の充実

NO. 事業・取組み概要

342 　母子家庭の母または父子家庭の父および児童、父母のない児童
の健康の保持と福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の
自己負担額を助成する。

児童の放課後の安全確保と保
護者の仕事と子育ての両立支
援等のため、放課後児童クラ
ブの施設整備や運営体制の
充実を図ります。《再掲：37Ｐ参
照》

子どもを持つ親の子育てや就
労、生活などについてあらゆる
相談に応じます。

子育て中の人が、求めるとき
に知りたい情報を手軽に入手
できるよう、ホームページや情
報誌などを活用して、子育てに
関する情報の提供を行いま
す。

事業者等と連携して、地域全
体で子育てを支援する環境づ
くりを進めます。

内容

主に家庭において家事、育児
等を担っている女性や男性の
孤立化防止や社会参画を支
援します。

ひとり親家庭等医療費支給制
度を継続します。

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

①クラブ登録児童数
　　（平成２８年４月１日）　11,124人
②新築クラブ数
    ４ヶ所
③クラブアドバイザー派遣回数
　　115回

Ａ 　放課後児童クラブの施設整備や利用内容の充実な
ど、運営基盤の強化を図る。
　放課後児童支援員等の資質向上など放課後児童ク
ラブの運営体制の充実を図るとともに、クラブの活動内
容の充実を目指して、学校や地域との連携を図り、魅
力あるクラブの運営を促進する。

子ども
家庭局

○

　「こそだて情報」の内容の充実に努め、予定通りに発
行・配布した。

Ａ 　今後もより多くの方々に活用していただけるよう「こそ
だて情報」のさらなる内容充実に努める。

子ども
家庭局

　「子育てマップ北九州」を活用した情報提供を行った。 Ａ 　今後もより多くの方々に活用していただけるよう「子育
てマップ北九州」のさらなる内容充実に努める。

子ども
家庭局

○

　赤ちゃんの駅の新規登録施設の増加を進めた。 Ａ 　さらなる登録施設数の拡大を進める。 子ども
家庭局

　指定管理者の事業として、わらべの日の登録施設数
の増加を進めた。

Ｂ 　登録施設数の増加を図るため、店舗・企業の協力の
もと実施する事業であり、いかにして協力を得るか、具
体的な方策を検討する必要がある。
　引き続き、指定管理者と協議しながら登録施設の拡
大に努める。

子ども
家庭局

　相談件数　81,144件 Ａ 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と
子どもに関するあらゆる相談に対応し引き続き、関係
機関と連携しながら、相談者ひとり一人の不安や負担
感の軽減を図る。

子ども
家庭局

○

No.225の再掲 Ａ No.225の再掲 総務局 ○

〇生活技術講座
　【ムーブ】
　いまどきママのリフレッシュ講座
　（4～5月、9月開催、各全4回、延べ127人参加）

Ａ 　受講生のアンケート結果や社会情勢の変化を踏まえ
て、孤立化防止や社会参画の支援につながる、より充
実した内容の事業の実施に務める。

総務局

No.334の再掲 Ａ No.334の再掲 子ども
家庭局

○

　「子育てマップ北九州」を活用した情報提供を行った。 Ａ 　今後もより多くの方々に活用していただけるよう「子育
てマップ北九州」のさらなる内容充実に努める。

子ども
家庭局

○

①会員数
  提供会員：698人　　両方会員：225人
　依頼会員：2,061人　計：2,984人
②活動件数
　13,437件

Ａ 　身近な地域における子育てを支えるネットワークづく
りなど、地域社会全体で子育てを支援する環境づくりを
進める。

子ども
家庭局

○

　親子ふれあいルーム利用者数（保護者）
　　（31,107人）

Ｂ 　親子ふれあいルームの質の向上や更なる利用促進
を図っていくため、効果的なスタッフ研修を行うととも
に、地域との更なる連携を推進するなど、魅力あるルー
ムの運営に取り組む。

子ども
家庭局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　受給者数  24,165人 Ａ 　引き続き、現行制度を実施する。 子ども
家庭局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

NO. 事業・取組み概要

母子・父子福祉センターの運
営

343 　ひとり親家庭や寡婦の生活上の悩みや相談を受けたり、仕事の
ために必要な知識や技能を身につけるための講座等を無料で実施
する。その他各種研修会や催し等を行い、ひとり親家庭等の生活
の安定、福祉の向上を目指す。

ひとり親家庭自立支援給付金
の支給

344 　ひとり親家庭の親の就業を促進し、自立を支援するため、就職に
有利で、生活の安定につながる資格の取得を促進するために支給
する「高等職業訓練促進給付金」、就職につなげる能力開発のため
教育訓練講座の受講料を助成する「自立支援教育訓練給付金」の
利用を促進する。

母子父子寡婦福祉資金の貸
付

345 　ひとり親家庭の経済的自立の促進と生活意欲の向上を図り、あ
わせてその扶養している児童(子)の福祉を増進するため、修学や
技能習得などのための各種資金を貸し付けるとともに、その利用を
促進する。

母子家庭等日常生活支援事
業の実施

346 　ひとり親家庭や寡婦の生活の安定を図るため、就学等の自立促
進に必要な事由や疾病等の事由により一時的に生活援助や保育
サービスが必要なとき、生活を支援する家庭生活支援員を派遣し
て、ひとり親家庭等の生活の安定を図る。

347 　市営住宅の定期募集において、一般募集枠（抽選）とは別枠で、
母子・父子世帯に対し、住宅困窮者募集（点数選考）枠を確保する
ことにより、一般世帯に比べ、優先的に入居を取扱う。

具体的施策　（３） 高齢者等に対する介護支援等の充実、社会参画の促進

NO. 事業・取組み概要

企業等への出前セミナーを通
じた現役世代への情報発信

348

企業等の事業者に対する社
員等の介護への理解の促進

349

企業での認知症サポーター
養成講座の開催

350 　企業等の事業者に対して、従業員に対する認知症サポーター養
成講座の実施について積極的な働きかけを実施。

地域包括支援センターでの情
報提供

351 　企業等の事業者に対する、仕事と介護との両立への一層の理解
の働きかけ
（地域包括支援センターでの情報提供）

352 障害のある人のための在宅サービス。
「ホームヘルプサービス」、「短期入所」、「生活介護」、「訪問入浴
サービス」など。

353 高齢者が住み慣れた地域で、能力に応じて自立した日常生活をい
となむことが出来るよう、訪問介護･通所介護などの在宅サービス・
地域密着型サービスの提供を行う。

「障害者基幹相談支援セン
ター」等における自立生活等
のための相談及び情報提供

354 「障害者基幹相談支援センター」等における自立生活等のための
相談及び情報提供

高齢者や障害のある人に対
する家事支援として、企業や
市民のボランティアによる「腕
自慢おまかせサービス」の実
施

355 高齢者や障害のある人に対する家事支援として、企業や市民のボ
ランティアが自宅に出向いて、簡単な力仕事などを行う。

在宅高齢者等の安全確保の
ための緊急通報システム事
業の実施

356 　在宅高齢者や重度障害者等の家に火災センサーやペンダント型
発信機を付加した緊急通報装置を設置し、火災や救急事案等が生
じた際、消防隊や救急隊が迅速な対応を行うとともに、地域の協力
員等と連携を図り、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活で
きるように支援する。

No.303の再掲企業等の事業者に対して、仕
事と介護との両立への一層の
理解を働きかけます。

ホームヘルプサービス、
ショートステイサービス、訪問
入浴サービス等の実施

高齢者や障害のある人及びそ
の家族に対する介護支援など
のサービスの充実を図りま
す。① 高齢者や障害のある人
に対するサービスの充実

内容

高齢者や障害のある人及びそ
の家族に対する介護支援など
のサービスの充実を図りま
す。① 高齢者や障害のある人
に対するサービスの充実

母子家庭や父子家庭が、疾病
等により一時的に日常生活に
支障が生じた場合に、家事や
保育等の支援を行います。

市営住宅入居募集において、
母子・父子家庭に優遇措置を
行います。

母子家庭等の自立のために、
就職相談や就業支援講習会
を実施するとともに、資格取得
にかかる給付金の支給等の支
援を行います。

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　母子・父子福祉センター利用者数　11,323件 Ａ 　自立促進のための講座の見直し(入替え、時期、時間
帯など)を図り、受講者数の増加を目指す。
　様々な機会を通じて母子・父子福祉センターをPＲし、
利用者数の増加を目指す。

子ども
家庭局

　受給者数　128件 Ａ 　事業を継続し、 あらゆる機会を通じて事業の周知を
図り、利用を促進する。

子ども
家庭局

　貸付件数　234件 Ｂ 　母子家庭等の生活の安定と向上を図るため、引き続
き、貸付事業を継続実施する。

子ども
家庭局

　派遣件数　341件 Ａ 　母子家庭等の生活を支援するため、事業を継続実施
する。

子ども
家庭局

　目標１００戸、実績１６１戸、応募５３３戸 Ａ 　今後も継続的に、母子・父子世帯向けの募集戸数を
確保する。

建築都
市局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

Ａ 総務局 ○

Ａ 総務局 ○

　目標として平成29年度までに7万人を掲げ、平成28年
度末現在延べ7万3千人を達成した。
　企業単位での受講も増加傾向にある。

Ａ 　今後も企業等の事業者に対して、認知症について学
ぶ機会作りを働きかけていく。

保健福
祉局

地域における啓発　　26,199人
地域包括支援センターの相談件数　　153,354件

Ｂ 　仕事と家庭との両立へ働きかけるため、介護負担や
不安を抱える人に対する地域包括支援センターの周
知、啓発が課題である
　地域関係者等だけでなく、企業等との連携も図りなが
ら、より一層ＰＲ活動を強化していく

保健福
祉局

①居宅系　　　　　　　  1,803人/月
②移動支援             87,866 時間/年
③生活介護　　　　　　 2,855人/月
④短期入所　　　　　　　 497人/月
⑤日帰りショート           130人/月
⑥訪問入浴サービス      26人/月

Ｂ ①③④⑥→今後とも、サービス提供体制の充実や利用
者への適切なサービス利用の決定等に努める。
②→利用者のニーズ把握や国の動向に注視して、事
業の充実を図る。
⑤→今後も委託事業者の増加を図る等、利用者の増
加に向けた取り組みを行う。

保健福
祉局

居宅サービス利用者数（実人数）…35,292人／月 Ｂ 安定した在宅サービスを供給するため、第四次北九州
市高齢者支援計画に沿った支援を行う。

保健福
祉局

相談件数：22,103件 Ｂ 　障害者基幹相談支援センターについては、広報活動
をより推進し、認知度の更なる向上を図る。
　また、障害のある人及びその家族の悩みに対して
は、引き続き出前相談など丁寧な相談支援方法をとる
ことにより、障害のある人が自立した日常生活や社会
生活を営むことができるようにする。

保健福
祉局

ボランティア登録者数：　　４５２人
申込件数　　　　　　：　　　　６３件
実施件数　　　　　　：　　　　４８件

Ｂ 現在、市社協・小倉南区社協・若松区社協で取り組ん
でおり、今後、全区での実施に取り組むことにより、地
域により身近な周知を積極的に行い、ボランティアと利
用者の確保を図る。併せて、地域福祉施策の改変に伴
う地域課題の解決に向けた地域の生活支援力の向上
に努める。

保健福
祉局

平成28年度の緊急通報システムの稼動数、受信件数、
出動件数
　稼動数：3,546台（平成28年度末時点）
　受信件数：2,749件
　出動件数：1,069件

Ａ 　緊急通報システムの利用者促進が課題となってい
る。リーフレットの配布や出前講演等の機会を捉えた普
及啓発に積極的に取り組んでいく。
　また、緊急時の駆けつけや平時の相談機能の強化を
軸に、民間活力の導入を視野におき、機能強化を図
り、さらなる利用促進に繋げる。

消防局

No.303の再掲

今後の取組み（課題や見直し）

No.303の再掲

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

NO. 事業・取組み概要

高齢者への介護サービスの
質の確保・向上のための介護
サービス従事者への研修や
介護サービス相談員派遣事
業の実施

357 　高齢者や障害のある人及びその家族に対する介護支援などの
サービスの充実を図る

なるほど！介護教室の開催 358 　介護や福祉用具に関する知識・技術の普及を図るための講座や
研修会等を実施

地域包括支援センターを中心
とした高齢者にわかりやすい
総合相談システムの構築（地
域包括支援センター運営事
業）

359 　高齢者や障害のある人及びその家族に対する介護支援などの
サービスの充実
　（地域包括支援センターを中心とした総合相談体制の構築）

認知症サポーター養成講座
の開催

360 　認知症高齢者やその家族が住みなれた地域で安心して暮らせる
まちづくりを目指し、 認知症を理解して、認知症の方を地域で温か
く見守り、支える「認知症サポーター」の 養成講座を開催。

介護する家族を支援するサー
ビスの充実

361 　介護家族の支援のため、家族交流会やコールセンターを通じた悩
み事への相談対応、認知症等により見守りが必要な高齢者を介護
する家族への支援のため、ボランティア等による訪問事業を実施。

高年齢者就業支援センターや
シルバー人材センター等にお
ける就業支援

362 【高年齢者就業支援センター】
　センター内に併設の関連機関と連携し、生活設計から職業紹介・
人材派遣まで多様なニーズにワンストップで応じ、年金等に関する
セミナーの実施
【シルバー人材センター】
　高年齢者に臨時・短期的な就業を提供している北九州市シル
バー人材センターを支援し、就業を通じた高年齢者の生きがいづく
りや地域社会への参加を促進する。

高齢者のボランティア活動や
地域活動への参画促進及び
支援

363 　地域福祉の振興を図り、ボランティア活動に対する市民の理解と
活動への参加促進を図ることを目的に、北九州市社会福祉協議会
において、ボランティアの育成、コーディネート、活動支援、関係機
関との連携による情報収集・発信等のボランティア活動支援を行
う。

高齢者いきがい活動支援事
業の実施

364 ①高齢者の参加しやすいボランティア・生涯学習情報等の収集・提
供
②福祉施設等に働きかけ、高齢者ボランティアの受け入れを促進
③関係機関との連絡、調整
④「いきがい活動ステーション」の運営

介護支援ボランティア事業の
実施

365 　６５歳以上の高齢者が特別養護老人ホームなどの介護保険施設
等でボランティア活動を行った場合にポイントを付与し、貯まったポ
イントを換金又は寄付することができる事業。

高齢者や障害のある人の意欲
等に応じた就業や地域活動な
どへの参画を促進します。①
高齢者の社会参画の促進

高齢者や障害のある人及びそ
の家族に対する介護支援など
のサービスの充実を図りま
す。② 介護者が負担軽減でき
る介護サービスの充実

高齢者や障害のある人の意欲
等に応じた就業や地域活動な
どへの参画を促進します。①
高齢者の社会参画の促進

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　介護サービス従事者研修事業等
　　　開催回数　61回
　　　受講者数　2,771人
　介護サービス相談員派遣事業
　　　派遣施設・事業所数　121か所
　　　派遣回数　1,482回

Ｂ 　高齢化の進展に伴い、要援護者や認知症高齢者が
増加し、介護サービスに対するニーズも多様化する中、
その方々にあった質の高い介護サービスの提供が求
められていることから、より充実した内容で実施し、介
護サービスの質の向上と介護支援者のスキルアップを
図る。

保健福
祉局

　195回、受講者総数　3,952人 Ａ 　指定管理者と適宜協議し、今後も市民ニーズに応じ
た介護教室を企画し実施していく。

保健福
祉局

　地域包括支援センターの利用状況
　　来所　 15,676　件
　　訪問　 46,502　件
　　電話　 91,176　件
　　計　　153,354　件

Ｂ 　虐待に関する相談や、複合的な問題（認知症、精神
疾患、身寄りがない等が重なった状態）を抱える問題な
ど、一つの相談対応が長期化する傾向にある
　適切なサービス提供のために関係機関との連携を強
化するとともに、地域ケア会議や研修を充実させ、地域
包括支援センター職員のスキルアップを図る

保健福
祉局

　目標として平成29年度までに7万人を掲げ、平成28年
度末現在延べ7万3千人を達成した。

Ａ 　今後も市民に対して、認知症について学ぶ機会作り
を働きかけていく。

保健福
祉局

高齢者見守りサポーター派遣
（実利用者数　16名　　延べ利用回数　176回）
家族介護者のささえあい相談会事業
（Ｈ26事業統合廃止）
認知症介護家族交流会事業
（開催回数6回　参加者数　90人）
若年性認知症介護家族交流会事業
（開催回数6回　参加者数　55人）
認知症コールセンター事業
（相談件数243件）

Ａ 　今後も介護家族支援を行っていく。 保健福
祉局

【高年齢者就業支援センター】
　延利用者数　　　　　１９，３５９人
　就職決定者数　　　　　１，０５６人
　　　　　　　（男性：５３６人　女性：５２０人）
　セミナー参加者数　　　　　４３９人
【シルバー人材センター】
　会員数　　　　　　２，８０８人
　　　　　　　（男性：１，８９１人　女性：９１７人）
　就業延人員数　　２０９，６４９人

Ａ 　高年齢者の雇用情勢は厳しく、年金支給開始年齢の
引き上げに伴い、就業希望者の増加と高齢化が見込ま
れ、より多くの高年齢求職者を就職に結びつけることが
必要となっており、今後も引き続き取り組みを進めてい
くことが求められている。
　高年齢者就業支援センターと拠点とした高年齢者に
対するきめ細やかな就業支援のワンストップで実施と
シルバー人材センターへの支援について、引き続き取
り組みを進める。

産業経
済局

　ボランティア登録団体数　　：７６０団体
　ボランティア登録人数　　　：２４，５６９人
　ボランティアに関する相談件数： ３１，７００件

Ａ 　地域包括ケアシステムの構築等、地域福祉施策の改
変に伴うニーズに対応するため、地域の生活支援力の
強化に取り組み、関係機関・団体との協働による情報
提供やコーディネート等、より効率的な活動支援を図っ
ていく。

保健福
祉局

　平成２８年９月に小倉都心部へ移転・リニューアルオー
プンした。
　・活動実績（H28.9～H29.3）
　　①団体等の情報収集：185件
　　②活動等の情報収集：89件
　　③ステーション利用者数：3,502人
　　④HP,Facebook利用件数：28,044件
　　⑤情報提供（紹介を行った件数）：662件
　　⑥マッチングを行った件数：18件
　　⑦活動に繋がった件数：6件
　　⑧講座実績数：56件
　　⑨サロン実施数：7件
　　⑩体験活動実施数：4件

Ｂ 　平成２８年９月から小倉都心部へ「生きがい活動ス
テーション」を移転・リニューアルオープンした。移転初
年度の実績をもとに今後の事業の活動内容について
改善を行っていく。

保健福
祉局

　介護支援ボランティア登録者数：1,769人
　受入施設登録数：325事業所

Ｂ 　今後も登録者、受入施設の増加等に向けた取組みを
行う。

保健福
祉局

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅲ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

NO. 事業・取組み概要

年長者大学校における講座
等の開催

366 　高齢者の教養、健康、趣味、レクレーション等の生きがいづくりや
健康づくりを促進し、地域活動を担う高齢者の人材育成を図る。
【実施状況】
　（１）事業開始　周望学舎：昭和５４年度、穴生学舎：平成６年度
　（２）対象者　市内在住の６０歳以上の市民
　（３）講座内容　各学舎１５コース（一般コース１１、実技コース４）
　（４）定員　周望学舎：５４６人、穴生学舎：５０４人
　（５）受講料：年間２４，０００円

小中学校特別支援学級合同
スポーツ大会の開催

367 　小学校特別支援学級合同スポーツ大会「風船バレーボール大会」
の審判ボランティアとして「風船バレー普及ボランティアやまびこ」の
年長者に参加してもらい、学校職員及び児童との交流を図る。

地域デビュー支援事業の実
施

368 市民センター単位で、団塊世代等の地域活動に取り組む人材を地
域につなぎ、育成するための講座やワークショップ等を開催

市民センター等における生涯
学習市民講座の開催

369 市民センターでは、時事問題や地域課題の解決をめざす講座、社
会貢献活動につながる講座、生きがいづくりをめざす講座など、地
域の特色を生かした講座、市民の学びのニーズに合った内容の講
座を企画・実施し、市民に多様な学習機会を提供

「北九州障害者しごとサポート
センターにおける就労に関す
る支援（障害者就労支援事
業）等

370 就労を希望する障害のある人が、可能な限り様々な場における就
労の機会が得られるよう、国と県で設置している「北九州障害者就
業・生活支援センター」に加え、市独自で「北九州市障害者就労支
援センター」を設置し、２つのセンターが北九州障害者しごとサポー
トセンターの名称のもと、北九州地区における就労支援の拠点とし
て一体的に活動している。（平成１９年開設。場所：戸畑区汐井１－
６ウェルとばた２階）

内容

高齢者や障害のある人の意欲
等に応じた就業や地域活動な
どへの参画を促進します。②
障害のある人の社会参画の促
進

高齢者や障害のある人の意欲
等に応じた就業や地域活動な
どへの参画を促進します。①
高齢者の社会参画の促進
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　受講者数：９９１人　延利用者数：６５，２３８人 Ｂ 　講座の充実を行い、受講者数の増加を図るとともに、
地域活動を担う人材育成を図る。

保健福
祉局

　各区ごとに大会を開催し、延べ64名のボランティアが
参加した。
【内訳】
門司区（10月14日　5名）、小倉北区（10月28日 13名）、
小倉南区（11月29日　16名）、若松区（10月21日　6名）、
八幡西区（10月13日、14日、1月20日　２４名）

Ａ 　各区ごとに大会を企画し、ボランティア団体に協力を
得て実施する。

教育委
員会

地域デビュー支援事業実施館
　　累計　57館　（新規館 6館）

Ｂ 　本事業に取り組んだ市民センターが、地域デビューし
た市民に対し、継続的に活動の場や役割を提供するな
ど、サポートしていくことが必要。また、実績のある市民
センターが取組みの成果を広く浸透させることで、新た
な人材発掘・育成につなげることができるよう努める。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

①生涯学習市民講座参加者数　85,864人

②生涯学習市民講座数　　1,013講座

Ａ 趣味・教養を目的とした講座から、地域の特色を生かし
た講座、地域課題解決に向けた講座へシフトしていくと
ともに、より多くの方に多様な学習機会を提供していく。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

【平成２８年度実績】
就職相談件数　（延べ）２９８人
新規相談者数 　　　　　　８７人
就職件数（市内）　　　　  ９２人

Ｂ 障害者雇用促進法改正により、障害のある人に対する
差別の禁止、事業者に対する合理的配慮の義務化（平
成２８年４月１日）、精神障害のある人の法定雇用率の
算定基礎への追加（平成３０年４月１日）等が行われる
ことから、今後さらに障害のある人の働きやすい職場
環境の整備や、精神障害のある人を含めた障害者雇
用の促進に努めていかなければならない。

保健福
祉局

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅳ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進

施策の方向　１ 男性にとっての男女共同参画の推進

具体的施策　（１） 男性自身の固定的役割分担意識の解消

NO. 事業・取組み概要

企業への出前セミナーの実施 401 No.303の再掲

「男女共同参画フォーラムin
北九州」の実施

402 　地域における男女共同参画の推進を図るため、地域で活動して
いる団体・グループ等が企画・実施する広報啓発活動を支援し、男
女共同参画に関する理解を深める。

男女共同参画センター・ムー
ブ等における講座等の開催

403 　各種団体等からの依頼に応じ、テーマに沿った男女共同参画講
座を実施し、性別による固定的役割分担意識の解消等についての
理解促進につなげる

企業等の事業者との共同に
よる、仕事と生活の調和(ワー
ク・ライフ・バランス)の推進な
どを通して、働き方やライフス
タイル等の見直しを進めま
す。《再掲》

404 No.233の再掲

具体的施策　（２） 男性の家事、子育て、介護など家庭生活への参画促進

NO. 事業・取組み概要

男女共同参画センター・ムー
ブ等における男性向け料理
や介護の講座等男性を対象
とした講座の開催

405 　固定的な男女の性別役割分担意識にとらわれずに、男性が積極
的に家事や介護に参画するよう促す講座など、男性を対象に様々
なテーマで講座を開催する。

男女共同参画を進めていくこ
とは、男性にとっても暮らしや
すい社会を目指すものである
という、男性にとっての男女共
同参画の意義を広く啓発する
ため、企業、地域等へ出向い
たセミナー等を実施します。

内容

内容

男性の家事・育児・介護などへ
の参画を進めるための講座等
を開催します。
《再掲》
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

No.303の再掲 Ａ No.303の再掲 総務局 ○

　男女共同参画フォーラムin北九州
　　37回　3,116人
　地域における男女共同参画に関する広報啓発事業
　　28回　1,330人

Ａ 　引き続き、北九州市女性団体連絡会議と共同で「男
女共同参画フォーラムin北九州」を開催する。また、ＮＰ
Ｏ等と共同で広報啓発事業を実施する。
　参加者が固定化しないよう、更に幅広い層の市民の
参加を促すための効果的な事業広報や事業内容の見
直しを行う。

総務局

　２団体へ講師を派遣し、男女共同参画の推進を含めた
講演等を実施した
（全２回、延べ６３人参加）

Ａ 　今後も引き続き、団体、地域等へ積極的に出向き、講
座等を実施する。

総務局

No.233の再掲 Ａ No.233の再掲 総務局 ○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

〇生活技術講座
【ムーブ】
・エプロン男子初級編、中級編（4講座、延べ461人参加）
・ケアメン教室～まなぶ、つながる、ケアメンの輪～（5講
座、延べ32人参加）
・ケアメン教室フォローアップセミナー（5人参加）
・おとこの魅力アップシリーズ
「片付け男子初級編」「エプロンパパ＆キッズ初級編」
「緑茶男子初級編」「裁縫男子初級編」
　（５講座、延べ138人参加）
・父と子の食育講座（父と子の料理教室）
　（３回講座、延べ72人参加）

Ａ 　受講生のアンケート結果を踏まえながら、男性の男女
共同参画に対する理解の促進や固定的役割分担意識
の解消につなげるため、より充実した内容の事業の実
施に努める。

総務局 ○

〇男性セミナー
【レディスもじ】
裁縫男子（9人参加）
【レディスやはた】
技あり！家でパパッとできる男性料理教室　初級、中級
（2講座、延べ116人参加）
〇子育て支援事業
【レディスもじ】
父と子の「ホワイトデーのお菓子つくり」（17人参加）
【レディスやはた】
父と子のふれあいクッキング「パパと仲良しピザづくり」
（23人参加）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅳ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進

NO. 事業・取組み概要

出産・育児を夫婦が協力して
取り組むための「両親学級」
の開催

406 　就労する父親・母親が参加しやすいよう、すべての区において、
土・日曜日など仕事が休みの日に沐浴や妊婦擬似体験等の実習
を取り入れた両親学級を開催

「家庭教育学級」の開催 407 　家庭教育学級は、親などが家庭で子どもの教育をする心構えや、
子どもとの接し方、教育上の留意点など、家庭教育上の問題を相
互学習の中で勉強するもの
　子どもの健全な成長、人格の形成にとって家庭教育は重要な意
義を持っており、家庭教育の振興の一環として学級を開設
　市立幼稚園、小・中・特別支援学校は園・学校毎に開設し、市民
センターで実施。直営保育所は各保育所で実施
　私立幼稚園・保育所については、各連盟に委託し、各園にて実施

市民センター等における生涯
学習市民講座の開催

408 　市民センターでは、時事問題や地域課題の解決をめざす講座、
社会貢献活動につながる講座、生きがいづくりをめざす講座など、
地域の特色を生かした講座、市民の学びのニーズに合った内容の
講座を企画・実施し、市民に多様な学習機会を提供

企業人による「小学校応援
団」の取組み

410 企業がもつ人材や経営のノウハウなどを学校教育に生かすため、
地元企業を中心とした「北九州の企業人による小学校応援団」と連
携しながら、学校支援を行う仕組みづくりを実施する。

企業への出前セミナーの実施 409

「ワーク・ライフ・バランス推進
アドバイザー」の派遣

411

具体的施策　（３） 地域活動に参画しやすい環境づくり

NO. 事業・取組み概要

NPO・ボランティア活動に関す
る相談の受付、情報提供、
ネットワークづくり

412 　ＮＰＯ・市民活動に関する相談の受付、情報提供、ネットワークづ
くり

NPO等への委託による地域
における啓発活動の実施

413 　地域で男女共同参画に取り組んでいるＮＰＯ等の団体と協力し、
地域における「男女共同参画に関する広報啓発事業」を実施する。

女性団体等の行う啓発活動
への事業支援

414 　北九州市女性団体連絡会議と協力して「男女共同参画フォーラム
in北九州」を実施し、地域における男女共同参画の推進を行う。

地域デビュー支援事業の実
施

415 　市民センター単位で、団塊世代等の地域活動に取り組む人材を
地域につなぎ、育成するための講座やワークショップ等を開催

市民センター等における生涯
学習市民講座の開催

416 No.408の再掲

生涯現役夢追塾の開催 417 　これから高齢期を迎える世代を中心に、今まで培ってきた技術や
経験、能力や人脈を活かしながら、退職後も生涯現役として社会貢
献活動や経済活動などの担い手として活躍していく人材を発掘、育
成する。

具体的施策　（４） 男性の相談体制の充実

NO. 事業・取組み概要

男性相談窓口の開設 418 　平成２５年１２月より、男性臨床心理士による男性のための電話
相談を月に２回、各２時間開設し、生き方や家族、仕事についての
悩みなどの相談に応じる。

男女の地域活動への参画を
促進するため、　NPO活動、ボ
ランティア活動への参画促進
や活動支援を行います。　《再
掲》

企業等の事業者に対して、育
児休業をはじめとした育児・介
護関係制度を利用しやすい職
場環境づくりに取り組み、その
利用促進を図るなど、男性社
員等が家庭生活への参画推
進に取り組むよう働きかけま
す。

退職時などをきっかけに地域
活動等への参画を支援しま
す。

No.303の再掲

自治会やPTAなど地域団体・
市民団体において、現役世代
の参画を進めるため広報・啓
発活動を行うとともに、啓発活
動に取り組んでいる団体に対
し、事業支援等を行います。
《再掲》

男性の悩みや不安についての
相談窓口を設けます。

男性の家事・育児・介護などへ
の参画を進めるための講座等
を開催します。
《再掲》

内容

内容

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　両親学級開催件数：３１回 Ａ 　核家族化が進み、育児環境が変化する中で、出産や
育児の負担が母親のみにかからないよう、夫婦で協力
して育児に取り組む大切さを認識する機会になってい
ることから、今後も継続して事業を実施する。様々な機
会を通して事業の周知を行い、事業の推進を図る。

子ども
家庭局

○

　家庭教育学級開設数　333ヶ所 Ｂ 　ＰＴＡの負担の軽減と実効性を図るため、家庭教育学
級の見直しを検討する。
　今後もより多くの保護者の参加を目指した講演会等
を開催するとともに、幼児期の保護者への啓発を継続
する。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

①生涯学習市民講座参加者数　85,864人
②生涯学習市民講座数　　1,013講座

Ａ 　趣味・教養を目的とした講座から、地域の特色を生か
した講座、地域課題解決に向けた講座へシフトしていく
とともに、より多くの方に多様な学習機会を提供してい
く。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

小学校応援団による支援対象校数　100校 Ａ 　実施対象校の拡大を図るとともに、参加企業の協力
を促進させる。
　また、ＰＴＡ協議会と連携し、保護者がＰＴＡ活動に参
加しやすい環境づくりを進める。

教育委
員会

Ａ 総務局 ○

Ａ 総務局 ○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・ＮＰＯ市民講演会開催　参加者　１０２人
・ＮＰＯ入門、会計セミナー等　１２回開催
・ＮＰＯ活動発表会　１１回開催
・税務相談　２０回
・入門説明会　９回

Ｂ 　市民活動の裾野を広げるため、活動のきっかけづくり
となるセミナー等を引き続き開催するとともに、ＮＰＯ育
成のために研修を充実させる。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

　地域における広報啓発事業　　　28回　　1,330人 Ａ 　地域で活動する団体と協力し、引き続き広報啓発事
業を行う。さらに幅広い層の市民の参加を促すために
効果的な事業広報を行う。

総務局 ○

　男女共同参画フォーラム　　　　37回　　3,116人 Ａ 　引き続き、北九州市女性団体連絡会議と協力し、効
果的な啓発事業を実施する。

総務局 ○

　地域デビュー支援事業実施館
　　累計　57館　（新規館 6館）

Ｂ 　本事業に取り組んだ市民センターが、地域デビューし
た市民に対し、継続的に活動の場や役割を提供するな
ど、サポートしていくことが必要。また、実績のある市民
センターが取組みの成果を広く浸透させることで、新た
な人材発掘・育成につなげることができるよう努める。

市民文
化ス
ポーツ
局

○

No.408の再掲 Ａ No.408の再掲 市民文
化ス
ポーツ
局

○

　入塾者数：２８人 Ａ 　入塾者の確保に引き続き取り組むのに加え、卒塾者
による地域貢献の活性化など、これまでの取り組みに
より構築されたネットワークを活用しながら、内容の充
実を図る。

保健福
祉局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　電話相談件数件数　　３１件 Ａ 　相談件数は年々増加傾向で、平成27年度18件、平成
28年度31件で72％増となっている。
　また、この３年間の総相談件数13,651件中、男性の件
数が1,262件あり、全体の9.,2％の割合で、徐々に増え
ており、今後も周知を図りたい。

総務局

No.303の再掲

今後の取組み（課題や見直し）

No.303の再掲

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅳ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進

施策の方向　２ 子どもの頃からの男女共同参画の理解の促進

具体的施策　（１） 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進

NO. 事業・取組み概要

419 　次世代を担う子どもや若い世代が性別に関わらず個性と能力を
発揮していけるよう、小・中学生向けの副読本の作成及び配布を行
う。

420 　若い世代が男女の固定的役割分担意識にとらわれず個性や能
力を十分に発揮できるよう男女共同参画の視点に立った学校教育
を推進

児童生徒等の名簿の男女混
合化の促進

421 　若い世代が男女の固定的役割分担意識にとらわれず個性や能
力を十分に発揮できるよう男女共同参画の視点に立った学校教育
を推進

家庭科教育を通した性別によ
る固定的役割分担意識の解
消

422 　若い世代が男女の固定的役割分担意識にとらわれず個性や能
力を十分に発揮できるよう男女共同参画の視点に立った学校教育
を推進

具体的施策　（２） 男女共同参画の視点に立った進路指導、キャリア教育の推進

NO. 事業・取組み概要

市内全中学校における「職場
体験」学習などによる職業意
識醸成のための教育の推進

423 　若い頃からのキャリア形成や経済的自立など多岐にわたる女性
のチャレンジに対して、各々のライフステージに応じた広報・啓発、
情報提供を行います。

高校生・大学生等若年層向け
啓発パンフレットの作成・配
布、出前講演等の開催

424 　高校生・大学生等若年層向けに作成している啓発パンフレットを
出前講演などの際に配布する。

高校新卒予定者に対する就
職応援マガジンの発行や企
業見学バスツアー等の実施

425 ①高校生就職応援マガジン「Soda!」の作成および配布
②高校生を対象とした地元企業見学バスツアーの開催

具体的施策　（３） 市立学校における女性教職員の管理職等への登用の推進

NO. 事業・取組み概要

将来の管理職にもつながる、
学校経営上重要な教務、学
年主任など各種主任職への
女性教職員の登用を進める
ため、校長会への働きかけや
教職員の意識改革のための
研修の実施

426 　平成29年度（平成28年度実施）公立学校管理職等候補者選考に
おいては、校長会を通じて、管理職からの受験勧奨等の声かけを
徹底。

市立学校等における管理職
に占める女性比率の向上

427 　業務改善等を通じて誰もが働きやすい職場を実現することで、性
別を問わない管理職登用を推進。

女性教職員の管理職受験率
向上

428 　平成29年度（平成28年度実施）公立学校管理職等候補者選考に
おいては、有資格者全員へ試験実施要綱および志願書の配布を
行い、性別にとらわれない能力主義による選考を実施。

子どもの頃から固定的な役割
分担意識にとらわれない進路
選択を推進する教育・学習を
充実します。

若い世代が男女の固定的役
割分担意識にとらわれず個性
や能力を十分に発揮できるよ
う男女共同参画の視点に立っ
た学校教育を推進します。

内容

小・中学校における男女共同
参画副読本の活用の促進

内容

市立学校の管理職（校長・教
頭）における女性の登用を推
進します。《再掲》

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　小学生用「レッツ」、中学生用「ひびき愛」を改訂、配布
した。

Ａ 　引き続き、小・中学校に副読本の配布を行い、教育委
員会と協力して学校での活用を図る。
　定期的（5年程度）に内容の改訂を実施する。

総務局 ○

　「男女の平等に関する指導の手引き」や副読本「レッ
ツ」（小学校用）「ひびき愛」（中学校用）の配布率
　目標：小・中学校１００％
　実績：小・中学校１００％

Ａ 　今後も取組を継続する。 教育委
員会

　女性問題等についても取り上げ教材化した人権教育
教材集「新版　いのち」を各学校に配布し、活用してい
る。
　　新版「いのち」の活用率
　　　目標：小・中学校１００％
　　　実績：小・中学校１００％

Ａ 　今後も人権教育教材集「新版　いのち」を活用し、個
性や能力を十分に発揮できるよう男女共同参画の視点
に立った学校教育を推進する。

教育委
員会

　家庭科学習を通して、男女が協力して生活することの
重要性、家庭生活での男女の望ましい役割分担につい
て理解し、男女平等意識の育成を図っている。
　学校の諸活動において、男女平等意識に基づいた役
割活動の指導を行っている。

Ｂ 　今後も取組を継続する。 教育委
員会

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　実施状況（市内６２校）
　　職場体験学習　27校
　　農業宿泊体験学習　54校
　　実施率　１００％

Ａ 　本年度と同様に市内全ての中学校での実施を推進す
るとともに、生徒が多様な職種を体験することができる
ように体験する事業所の拡大を進めていく必要があ
る。

教育委
員会

○

　男女共同参画フォーラムin北九州　　2,727部
　男女共同参画に関する広報啓発事業　600部
　その他、講演会等で配布

Ｂ 　若年層に向けた出前授業などで引き続きパンフレット
の配布を実施する。

総務局

①作成部数：5,000部
　　配布先：北九州市内・近隣地域の高校等
②参加高校数：5校　参加人数：108名

Ｂ ①現在の高校生の情報収集手段を鑑み、冊子の配布
の他に、平成２９年度から電子ブック化によりWeb上で
の公開を開始した。
②参加校の増加および受入れ企業の開拓が課題であ
り、実施方法等を検討する。

産業経
済局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

【平成29年度（平成28年度実施）試験】
　校長・教頭・指導主事候補受験者数　62名

Ａ 　今後も校長会等への働きかけを継続的に実施する。 教育委
員会

○

【平成28年度】
　校長職　13.8%       教頭職等　23.2%

Ａ 　性別にとらわれない能力主義による管理職への積極
的登用を行う。

教育委
員会

○

【平成29年度（平成28年度実施）試験】
　校長職　86.2%   教頭職等　3.0%

Ａ 　受験率のさらなる向上に向け、有資格者全員へ受験
勧奨を働きかける。

教育委
員会

○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅳ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進

具体的施策　（４） 家庭、地域における男女共同参画の推進

NO. 事業・取組み概要

「ワーク・ライフ・バランス推進
協議会」での取組みである
ワーク・ライフ・バランス新聞
の配付

429 　ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーンの一環として、市内保育
所、幼稚園、市立小・中・特別支援学校等の子ども（保護者向け）に
ワーク・ライフ・バランス新聞を配布するなど、親子で働くことの意味
やワーク・ライフ・バランスについて考えるきっかけを作る。

子ども参観日の実施 430 No.302の再掲

「家庭教育学級」の開催 431 No.407の再掲

地域での男女共同参画に関
する講演会、フォーラム等の
実施

432 No.402の再掲

具体的施策　（５） 子どもの健康教育

NO. 事業・取組み概要

433 　健康教育に関わる年間指導計画を教育指導計画の中に位置付
ける。幼児児童生徒の実態や保護者や地域の実情を十分に考慮
するとともに、各教科との関連を図る。

434 　思春期の心身の変化を正しく理解し、自分自身の心と体を大切に
する健康教育を推進するため、医療・学校・地域・行政等の関係者
による連絡会を開催し、現状の把握や課題の共有および連携強化
を図るとともに、思春期保健の対策等について協議する。
　また、協議の結果等を踏まえ、思春期の健康教育を効果的に実
施する。

436 子ども家庭局子育て支援課が実施する事業である。北九州市立
小・中・特別支援学校に助産師を講師として派遣し、「生面の尊重」
に加え、児童生徒の発達段階に応じて、「思春期における心身の機
能の発達」についてや「性感染症」等について学習する機会として
いる。

具体的施策　（６） デートＤＶに関する理解の促進

NO. 事業・取組み概要

デートＤＶ予防教室の開催 437 デートＤＶ防止に取り組んでいる団体と協力して、高校生や大学生
等の若年層に対して出前講演を実施し、デートＤＶに関する理解を
促進する。

 高校生・大学生等若年層に対
して出前講演を実施し、デート
ＤＶに関する理解を促進しま
す。

児童の発達段階に応じ、学校
教育を通じ指導の充実を図り
ます。

家庭や地域において男女共同
参画の視点から子どもを育て
ることができるよう情報や学習
機会の提供を行います。

内容

内容

家庭や地域において男女共同
参画の視点から子どもを育て
ることができるよう情報や学習
機会の提供を行います。

内容

 医療、学校、地域、行政等の
関係者による「思春期保健連
絡会」の開催や思春期の健康
教育を実施します。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　ワーク・ライフ・バランス新聞の配布
　　　　　　　　　　　　　　　　１１５,６８０枚

Ａ 　ワーク・ライフ・バランス新聞の配布は、市民のワー
ク・ライフ・バランスの推進が図れるための、より効果的
な広報・啓発を検討する。

総務局

No.302の再掲 Ａ No.302の再掲 総務局 ○

No.407の再掲 Ｂ No.407の再掲 市民文
化ス
ポーツ
局

○

No.402の再掲 Ａ No.402の再掲 総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　健康教育に関わる年間指導計画を教育指導計画の中
に位置付け
　　目標：小・中学校１００％
　　実績：小・中学校１００％

Ａ 　健康教育に関わる年間指導計画を、各学校において
立案し、幼児児童生徒の実態や保護者や地域の実情
に応じた指導の充実を図る。

教育委
員会

①思春期保健連絡会の開催件数　1回
②思春期健康教室の開催件数　126回  5,500人

Ａ 　思春期保健連絡会等で関係機関と連携強化を図り、
思春期保健の課題等について協議を続ける。また、協
議結果を踏まえ、小中学生等を対象とした思春期健康
教室を効果的に実施する。

子ども
家庭局

○

小・中・特別支援学校での実施回数
８０回

Ａ 児童生徒にとって、「生命の尊重」について考える絶好
の機会であり、今後も現状維持で継続したいと考えて
いる。

教育委
員会

○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

デートＤＶ予防教室　　　28回
　　　　　　　　　　　　　4,421人

Ａ 団体と協力し、引き続きデートで前授業を実施し、若年
層に対するデートＤＶの広報啓発に努める。

総務局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

施策の方向　１ 女性に対する暴力等人権侵害行為の根絶
（第2次北九州市ＤＶ対策基本計画）


ＤＶ対策基本計画１ DV等女性に対する暴力を許さない社会づくり

具体的施策　（１） ＤＶ等を未然に防止するための人権教育及び人権の尊重に関する広報・啓発活動の尊重

NO. 事業・取組み概要

501 　若年層で問題となりやすい、デートＤＶについて、高校生、大学生
等を対象としたデートＤＶ予防教室の実施

502 　幼児から高校生まで、発達段階に応じた人権教育を推進します

503 ①北九州市家庭支援推進保育研修会開催
②人権同和保育推進のために研修会に参加

504 　保育所の職員及び学校の教職員等に対して人権教育に関する研
修を実施します。

505 　人権を考える５分間のラジオ番組「明日への伝言板」を制作・放
送。

506 　市政だより、市政テレビ、市政ラジオや市ホームページ等を通じ
て、男女共同参画社会の推進や女性の人権問題等に関する情報
を発信。

507 　女性に対する暴力をなくす運動に合わせて、新聞やフリーペー
パーなどで広報を行う。

女性への暴力ゼロ運動特別
講座の実施

508 　内閣府の「女性に対する暴力をなくす運動」に連動した「女性への
暴力ゼロ運動」の実施

具体的施策　（２） ＤＶやデートＤＶに関する理解の促進及び相談窓口の周知

NO. 事業・取組み概要

高校生・大学生等若年層に対
するデートDV予防教室の開
催

509 No.501の再掲

DV相談窓口を記載したカー
ド、リーフレットを作成し、出前
講演会場等で配付

511 　DV相談窓口を記載したカード、リーフレットの作成・配布

幼児から高校生まで、発達段
階に応じた人権教育を推進し
ます。

保育所の職員及び学校の教
職員等に対して人権教育に関
する研修を実施します。

人権講演会、ラジオ、映画、冊
子など様々な方法を使って女
性の人権問題の啓発を推進し
ます。《再掲》

市政だより等様々な広報媒体
を活用して、ＤＶに関する市民
の理解を促進するために積極
的な広報啓発活動を行いま
す。

内閣府の「女性に対する暴力
をなくす運動」にあわせ、期間
中（11/12～11/25）、集中的な
啓発活動を実施します。

DV やデートDVに関する理解
を促進するための広報・啓発
を推進するとともに、出前講演
を実施します。

内容

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　デートＤＶ予防教室　　28回　　4,421人 Ａ 　若年層で問題となりやすい、デートＤＶについて、高校
生や大学生等を対象にデートＤＶ予防教室も引き続き
実施する。

総務局

　各学校・園においては、人権教育は教育活動の基盤で
あるとの認識に立ち、幼児児童生徒の発達段階に即し
て、教育活動全体を通じて推進している。
　人権教育教材「あそぼう」、人権教育教材集「新版いの
ち」、「明日への伝言板」等を活用し、幼児児童生徒の興
味関心を高め、創意工夫された人権学習を行った。

Ｂ 　「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次と
りまとめ）」等の趣旨を生かした新たな人権教育教材集
「新版いのち」の活用を推進する。「協力」「参加」「体
験」を基本とした指導方法・内容の工夫を行う。

教育委
員会

①１回開催　８４名参加
②９研修に３５人参加

Ａ 　特に配慮を必要とする子どもと保護者の支援に取り
組み、ケース検討・事例研究を行い、保育の質の向上
のため研修会の開催を継続する。

子ども
家庭局

　「人権教育ハンドブック」を活用した研修の実施
　　目標：１００％
　　実績：１００％

Ｂ 　「人権教育の指導方法等の在り方について（第三次と
りまとめ）」等の趣旨を生かした「新たな人権教育教材
集『新版いのち』教師用指導書」を活用した研修を推進
する。
　「北九州市子どもつながりプログラム」の活用につい
て、生徒指導主事・主任会議の議題や定例校・園長会
議における指定協議に取り入れ、一層の充実を図る。

教育委
員会

■人権を考えるラジオ番組「明日への伝言板」
　　放送期間　平成２８年１０月１７日から
　　　　　　　　　平成２９年３月５日
　　放送局　　cross fm、KBCラジオ、RKBラジオ
　「女性の人権」を取り上げた１本のシナリオを全４回放
送した。
放送終了後は、視聴ができる特設ホームページを開設
するとともに、シナリオ集・ＣＤを制作し、市内小中学校・
市民センター等への配布や市民への貸出し等のほ
か,Youtubeで動画を公開した。

Ｂ ■人権を考えるラジオ番組「明日への伝言板」の制作・
放送
　番組ホームページにアーカイブ機能を設け、シナリオ
を永年公開するとともに、放送されたシナリオは
YouTubeでの視聴も可能にすることにより、視聴者層の
拡大を図る。また「男女共同参画」及び「女性の人権」を
テーマにしたシナリオを継続して採用していく。
　複数のラジオ局で放送する。
■人権週間記念講演会の開催、啓発資料の作成・提
供
　講演会や啓発資料等で、引続き、「男女共同参画」及
び「女性の人権」について取扱い、啓発を促進していく。

保健福
祉局

○

　市政だより、市政テレビ、市政ラジオや市ホームページ
等を通じて、男女共同参画社会の推進や女性の人権問
題等に関する情報を発信した。

Ｂ 　引き続き実施する 広報室

　新聞　　4件
　フリーペーパー　　１件

Ａ 　引き続き新聞等による広報を実施する。 総務局

・特別講座「ストーカーは何を考えているか」（67人参加）
・女性への暴力ゼロ！ホットライン（１０件）
・パネル展示「デートＤＶについて知ろう！」
・福岡県内男女共同参画センター共同ＤＶ防止キャン
ペーン

Ａ 　引き続き取組みを実施する 総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

No.501の再掲 Ａ No.501の再掲 総務局

・デートＤＶ冊子（2016年10月）　　10,000冊
　市民センターや区役所、市役所本庁舎等公共施設に
配布した。

Ａ

　引き続き実施する 総務局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

ＤＶ対策基本計画２ DV被害者の発見通報体制や相談体制の充実

具体的施策　（１） ＤＶ被害者への情報提供や関係機関への発見通報に関する広報・啓発

NO. 事業・取組み概要

513 　年1回、地域の民生委員の代表である地区会長に対して、重要課
題のひとつである人権問題を中心に、昨今の福祉問題を的確にと
らえる研修を実施。
　また、各地区において伝達研修を行い、全民生委員への周知を
図っている。

514 No.503の再掲

515 　教諭、養護教諭、スクールカウンセラー等の学校関係者への啓
発、周知を行い、DV被害を受けている子どもの早期発見に努め
る。

516 No.507の再掲

具体的施策　（２） 配偶者暴力相談支援センターと各区子ども家庭相談コーナーの連携強化による相談体制の充実［統括指導員（スーパーバイザー）の配置］

NO. 事業・取組み概要

配偶者暴力相談支援センター
に、各区子ども・家庭相談
コーナーの相談員を支援する
ための統括指導員（スーパー
バイザー）を配置

517 　配偶者暴力相談支援センターに、各区子ども・家庭相談コーナー
の相談員を支援するための統括指導員（スーパーバイザー）を配置

内閣府「女性に対する暴力を
なくす運動」及び「男女共同参
画週間」期間中、弁護士等が
相談に応じるホットラインの開
設

518 　内閣府の「女性に対する暴力をなくす運動」に連動した「女性への
暴力ゼロ運動」の実施

519 　地域包括支援センターを中心とした、地域団体、医療機関、警
察、法律関係等との連携による対応

「障害者基幹相談支援センター」等における自立生活等のための
相談及び情報提供

　民生委員・児童委員は、特に福祉（高齢者・障害のある人・子ども
など）の分野で相談に対応し、助言・援助・必要な情報提供などを
行う。地域住民が必要なサービスを受けられるよう関係機関との
「つなぎ役」となり、地域を見守る。

障害者の虐待については、北
九州市障害者虐待防止セン
ターにおいて関係機関と連携
し、虐待防止の取組みを行い
ます。

男女共同参画センター・ムーブ
等における人権侵害相談窓口
での相談体制の充実を図りま
す。

521

高齢者のＤＶ被害者について
は、地域包括支援センター等
の関係機関と連携して対応し
ます。

配偶者暴力相談支援センター
や各区子ども・家庭相談コー
ナーでの相談体制の充実を図
ります。

民生委員・児童委員等の地域
の福祉関係者への啓発、周知
に努めます。

保育所の職員や教諭、養護教
諭、スクールカウンセラー等の
学校関係者への啓発、周知を
行い、ＤＶ被害者の子どもの早
期発見に努めます。

市政だより等様々な広報媒体
を活用して、ＤＶに関する市民
の理解を促進するために積極
的な広報啓発活動を行いま
す。《再掲》

内容

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　平成29年3月29日（水）
　参加者133名
　研修テーマ
　①「無縁社会の中の高齢者と人権のまちづくり」
　　（講師：北九州市人権・同和教育研究会
　　　　　　加藤　陽一）
　②「ひきこもりの相談支援と地域連携」
　　（講師：北九州市ひきこもり地域支援センター
　　　　　　　「すてっぷ」　センター長　田中　美穗）

Ｂ 　今後も、様々な研修や会議の機会を通じ、人権意識
の高揚を図っていく。

保健福
祉局

No.503の再掲 Ａ No.503の再掲 子ども
家庭局

○教諭、養護教諭、スクールカウンセラー等の学校関係
者は、子どもの観察や地域や関係機関からの情報によ
り、DV被害者の子どもの早期発見に努めた。
○指導第二課教育相談・連携ラインの区担当指導主事
は、学校訪問による教室巡回や、気になる幼児児童生
徒について校・園長との情報交換を行い、DV被害を受
けている子どもの早期発見に努めている。状況によって
は、スクールソーシャルワーカーを派遣し、関係機関と
連携しながら実態の把握を行った。また、生徒指導主
事・主任会議において、区担当指導主事が関係機関と
の連携に関する指導助言を行った。
○担当課長及び指導主事、スクールソーシャルワーカー
が北九州市要保護児童対策地域協議会及び各区要保
護児童対策実務者会議に参加して、各機関との連携を
図った。

Ｂ ○学校・園から各区の子ども家庭相談コーナー又は子
ども総合センターへの情報提供を円滑に行い、早期発
見、早期対応に努める。
○管理職研修会、生徒指導主事主任会議、指導主事
の訪問等の機会を通して、学校・園の組織的対応のあ
り方、関係機関との連携、危機管理意識の徹底等につ
いて指導助言を行っていく。
○学校･園及びスクールソーシャルワーカーと関係機関
のより一層の連携を図る。

教育委
員会

No.507の再掲 Ａ No.507の再掲 総務局

配偶者暴力相談支援センターと各区子ども家庭相談コーナーの連携強化による相談体制の充実［統括指導員（スーパーバイザー）の配置］

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　統括指導員（スーパーバイザー）１名を継続配置 Ａ 　統括指導員（スーパーバイザー）のスキルを向上させ
るとともに、各区子ども・家庭相談コーナー相談員との
連携を図る。

子ども
家庭局

○

・特別講座「ストーカーは何を考えているか」（67人参加）
・女性への暴力ゼロ！ホットライン（１０件）
・パネル展示「デートＤＶについて知ろう！」
・福岡県内男女共同参画センター共同ＤＶ防止キャン
ペーン

Ａ 　引き続き取組みを実施する 総務局

　認知症高齢者の増加に伴い、高齢者虐待等、内容が
複雑化した処遇困難事例が増加
　虐待等の相談件数
　　1,347件（H26)　→　2,851件（H28)

Ｂ 　高齢者虐待事例に関しては、引き続き統括支援セン
ターが地域包括支援センターをバックアップし、弁護
士・警察等の専門機関と連携し対応する
　また、老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」
や「成年後見の市長申し立て」等の活用により迅速か
つ適切な対応を図る

保健福
祉局

相談件数：22,103件 Ｂ ○

障害のある人に関する相談・支援件数　3,123件 Ｂ

　障害者基幹相談支援センターについては、広報活動
をより推進し、認知度の更なる向上を図る。
　また、障害のある人及びその家族の悩みに対して
は、引き続き出前相談など丁寧な相談支援方法をとる
ことにより、障害のある人が自立した日常生活や社会
生活を営むことができるようにする。

保健福
祉局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

具体的施策　（３） 相談窓口職員のスキル向上のための研修及び心理的ケアの充実

NO. 事業・取組み概要

各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関す
るあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相談
者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

524 配偶者暴力相談支援センターに、各区子ども・家庭相談コーナーの
相談員を支援するための統括指導員（スーパーバイザー）を配置

具体的施策　（４） 外国人、障害のある人、男性への配慮

NO. 事業・取組み概要

526

528

　各区役所に「子ども・家庭相談コーナー」を設置し、子どもと家庭
に関するあらゆる相談をひとつの窓口で受け、ひとり親家庭等の自
立支援、ＤＶ被害者対応、児童虐待等、それぞれの相談に応じた支
援・対応を行うとともに、必要に応じて他の機関のサービス・支援へ
とつなげる。

ＤＶ対策基本計画３ ＤＶ被害者と同伴の子どもの安全が確保される保護の実施

具体的施策　（１） 緊急時の適切な一時保護の実施

NO. 事業・取組み概要

533 　緊急に保護を行う必要のある母子･婦人を母子生活支援施設
で一時的に保護し(小倉・八幡は専用室利用)、当面の生活の安
定を図る。

534 　各区役所に「子ども・家庭相談コーナー」を設置し、子どもと家庭
に関するあらゆる相談をひとつの窓口で受け、母子家庭の自立支
援、ＤＶ被害者対応、児童虐待等、それぞれの相談に応じた支援・
対応を行うとともに、必要に応じて他の機関のサービス・支援へとつ
なげる。

535 　関係機関と連携し、必要に応じて同行支援を行う。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談対応
や各機関との連携を図るなどして支援をする。

配偶者暴力相談支援セン
ター、男女共同参画センター・
ムーブ等、各区子ども・家庭相
談コーナーの相談窓口職員の
スキルの向上を図るための研
修を実施し、また、福岡県女性
相談所等が主催する研修会へ
参加させます。

相談窓口職員のネットワーク
会議の開催

523

相談窓口職員のメンタルヘル
スケアを行います。

　（公財）北九州国際交流協会との連携により、以下のとおり実施
　①外国人市民を対象とした専門家による無料相談窓口や、
　　日常生活レベルでの悩みを相談できる一般相談窓口の開設
　②区役所等での相談時に行政通訳者等の派遣

外国人相談において、外国人
市民のための法律等や生活
全般に関する相談会開催を通
じ、ＤＶ被害者に対して相談や
支援を行う機関の情報提供を
行います。

男性のＤＶ被害者からの相談
体制を充実します。

532

内容

危険が急迫している場合、ＤＶ
被害者（及び同伴の子ども）の
安全確保のため、緊急一時保
護施設への入所等適切な一
時保護を実施します。

ＤＶ被害者の安全確保や精神
的な負担の軽減のため、必要
に応じて関係機関、関係部局
等への同行支援等を行いま
す。

外国人のＤＶ被害者へ対応す
るため、外国人相談窓口の職
員へＤＶに関する情報提供を
行い、また、通訳ボランティア
を派遣します。

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談対
応や各機関との連携を図るなどして支援をする。

内容

内容

78



28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

市主催で相談対応スキルの向上のための研修を実施し
ている（年２回）ほか、福岡県女性相談所等の研修に参
加するよう促している。

Ａ これまでどおり実施する。 子ども
家庭局

○

子ども
家庭局

○

総務局

必要に応じて臨床心理士による相談・ヒアリングを実施。 Ａ H29年度より、臨床心理士による定期的な相談・ヒアリ
ング体制を確保。

子ども
家庭局

○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

Ａ 　外国人インフォメーションセンターの相談員に対し、Ｄ
ＶおよびＤＶ支援に関する研修を継続していく。
　ＤＶ被害者となるのは、アジアの女性が多いため、相
談があった際にスムーズに通訳派遣ができるように、ア
ジアの希少言語の通訳ボランティアの確保が必要であ
る。
　常設する外国人インフォメーションセンター、弁護士・
行政書士・心理カウンセリングなど専門家による相談
会、通訳派遣などの各事業を通して、引き続き体制強
化に取り組みたい。

企画調
整局

企画調
整局

　相談件数　1件 Ｂ 　男性の相談員を配置するなど、男性ＤＶ被害者が、相
談しやすい体制を整備する必要があるかを検討する。

子ども
家庭局

○

子ども
家庭局

○

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　保護件数　44件 Ｂ 　ＤＶ等対応の各関係機関と連携を図りながら、避難者
の支援を行うとともに、相談員の資質向上を図り、多様
な相談に対して、適切かつ迅速に対応する。

子ども
家庭局

○

　必要に応じて、ＤＶ被害者の同行支援等を実施。 Ａ 　ＤＶ等対応の各関係機関と連携を図りながら、避難者
の支援を行うとともに、相談員の資質向上を図り、多様
な相談に対して、適切かつ迅速に対応する。

子ども
家庭局

○

　関係機関へ同行支援　　１件 Ａ 　適切かつ迅速に対応する。 総務局

市主催で相談対応スキルの向上のための研修を実施し
ている（年２回）ほか、福岡県女性相談所等の研修に参
加するよう促している。

Ａ これまでどおり実施する。

今後の取組み（課題や見直し）

　（公財）北九州国際交流協会にて、外国人市民を対象
とした専門家による無料相談窓口や、日常生活レベルで
の悩みを相談できる一般相談窓口を開設したほか、区
役所等での相談時に行政通訳者等を派遣した。
［成果等］
・無料入国・在留・国籍手続相談会の開催（県行政書士
会との共催）（相談30件）
・無料法律相談会の開催（県弁護士会北九州部会との
共催）（相談9件）
・無料心理カウンセリングの開催（臨床心理士）（相談　2
件）
・日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語による外国
人一般相談窓口の設置
　　窓口設置場所：八幡西区コムシティ、小倉北区役所
（相談 1,148件）
・行政・医療通訳の個別派遣（122件）
・外国人支援関係機関連絡会議の開催（2回）
　　福岡県弁護士会、行政書士会、臨床心理士、教育委
員会、戸籍住民課、子育て支援課、区役所保健福祉
課、ムーブ相談室、国際政策課、外国語相談員等の情
報共有と連携を行うための会議を開催。
・北九州市ＤＶ対策関係機関連絡会議への出席（1回）

今後の取組み（課題や見直し）

　男性相談員による電話相談を月２回実施
　（相談件数： 31件）

今後の取組み（課題や見直し）

Ａ 　これまでどおり実施する。
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

NO. 事業・取組み概要

536 No.534の再掲

537 No.535の再掲

具体的施策　（２） 緊急一時保護施設等の保護体制の充実

NO. 事業・取組み概要

538 　緊急に保護を行う必要のある母子･婦人を母子生活支援施設
で一時的に保護し(小倉・八幡は専用室利用)、当面の生活の安
定を図る。

539 　緊急に保護を行う必要のある母子･婦人を母子生活支援施設
で一時的に保護し(小倉・八幡は専用室利用)、当面の生活の安
定を図る。

540 　ＤＶシェルター（避難所）を運営する民間団体に補助金を交付し、
その活動を支援する。

ＤＶ対策基本計画４ ＤＶ被害者の自立支援の充実及び二次的被害防止や情報管理の徹底

具体的施策　（１） ＤＶ被害者に対する適切な情報提供及び支援の実施

NO. 事業・取組み概要

541 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

542 　ＤＶを理由とした婦人保護施設や生活支援施設の退所者等につ
いて、その居住の安定を図り自立を支援するため定期募集の住宅
困窮者募集（点数選考）において、優先入居の取扱いを行う。

543 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

544 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

545 　生活に困窮するＤＶ被害者からの相談があった場合は、区役所い
のちをつなぐネットワークコーナーにおいて、適切な情報提供や助
言等を行う。

546 　生活保護制度に関する情報提供や助言を行うとともに、活用でき
る他法他施策の紹介や、必要な世帯への生活保護の適用

547 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

548 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

549 　必要に応じて司法手続きに関する情報提供を行う。

550 各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関す
るあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相談
者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

内容

民間シェルターを運営する民
間団体へ財政的な支援を実施
します。

[各種手続き］住民基本台帳の
閲覧等の制限の申立てや健
康保険、国民年金制度などに
関する手続きについて情報提
供や助言を行います。

[住居の確保]市営住宅の入居
申し込みに際して、ＤＶ被害者
に関しては、単身での申し込
みを可能とし、母子家庭、単身
ともに優遇措置を行います。

同伴する子どもがいるＤＶ被害
者で、必要な場合には自立支
援のための施設において保護
します。

内容

［就業支援］公共職業安定所
(マザーズハローワーク)、職業
訓練施設等における就労支援
についての情報提供や助言を
行います。

［生活支援］児童扶養手当、母
子寡婦福祉資金、生活福祉資
金等福祉施策、生活保護制度
に関する情報提供や助言を行
います。

［司法手続き］保護命令制度
の内容や申立て手続き等司法
手続きに関する情報提供や助
言を行います。

［心の回復支援］ＤＶ被害者や
その子どもにケアが必要な場
合、ＤＶ被害者の意思を尊重し
ながら、各区保健福祉課、子
ども総合センター、精神保健
福祉センター等関係機関と連
携・協力します。

緊急一時保護施設入所中の
心身の健康を損ねているＤＶ
被害者（及び同伴の子ども）に
対しては、医療機関への同行
や心理的ケア等必要な支援を
行います。

内容

ＤＶ被害者の保護にあたって
は、警察との緊密な連携に努
めます。

緊急一時保護施設の職員に
対して、ＤＶに関する情報提供
を行うとともに、ＤＶに対する理
解促進のために研修を行いま
す。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

No.534の再掲 Ａ No.534の再掲 子ども
家庭局

○

No.535の再掲 Ａ No.535の再掲 総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　子ども・家庭相談コーナー関係職員新任者研修会等の
実施（年２回開催）。

Ａ 　引き続き、研修を実施。 子ども
家庭局

○

　必要に応じて、ＤＶ被害者の医療機関への同行及び心
理療法士によるケア等の支援を実施。

Ａ 　引き続き、必要な支援を実施。 子ども
家庭局

○

　補助金交付　２ヶ所 Ａ 　ＤＶ被害者が、分かりやすく利用しやすいよう関係機
関との情報共有、連携を徹底する。

子ども
家庭局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　問い合わせ、相談内容に応じて適切に実施 Ａ 　引き続き実施する。 子ども
家庭局

○

　ＤＶ被害者の入居当選確率
　　目標７３．４％
　　実績５０％(申込数　８件、斡旋数　４件）

Ｂ 　斡旋したにも関わらず、ニーズに合わない（部屋が狭
い、通学区域と合わない）などの辞退が多かったが、Ｄ
Ｖ被害者への優先的な取扱いは、今後も継続的に実施
する。

建築都
市局

　入所世帯数　67世帯 Ａ 　ＤＶ等対応の各関係機関と連携を図りながら、避難者
の支援を行うとともに、相談員の資質向上を図り、多様
な相談に対して、適切かつ迅速に対応する。

子ども
家庭局

○

　問い合わせ、相談内容に応じて適切に実施 Ａ 　引き続き、母子・父子福祉センター等関係機関と連携
を図りながら実施する。

子ども
家庭局

○

　問い合わせ、相談内容に応じて適切に実施 Ｂ ― 保健福
祉局

　問い合わせ、相談内容に応じて適切に実施 Ａ 引き続き、必要な方への情報提供や助言を確実に行う 保健福
祉局

　問い合わせ、相談内容に応じて適切に実施。 Ａ 引き続き、関係機関と連携を図りながら実施する。 子ども
家庭局

○

　実施している。 Ａ これまでどおり実施する。 子ども
家庭局

○

　28年度の実績なし。 Ａ 総務局

問い合わせ、相談内容に応じて適切に実施。 Ａ 引き続き、関係機関と連携を図りながら実施する。 子ども
家庭局

○

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

81



柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

具体的施策　（２） ＤＶ被害者と同伴の子どもの二次的被害防止や情報管理が徹底された支援の実施

NO. 事業・取組み概要

551 　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、「児童虐待の防止等
に関する法律」に規定するドメスティック・バイオレンス、ストーカー
行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本
台帳法に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票
の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付制度を不当に利
用してそれらの行為の被害者の住所を探索することを防止し、被害
者の保護を図る。

552 住民基本台帳からの情報に基づき事務処理を行うにあたっては、Ｄ
Ｖ被害者等の情報について慎重に対応するよう心がける。

553 介護保険システムにおけるDV対象者情報の管理

554 　市税証明書発行業務等において、住民基本台帳の閲覧等の制
限対象となっているＤＶ被害者等の住所等の情報を本人以外に開
示しない取扱いを行う。

555 　市営住宅入居審査において、本人より提出のあった住民票は、厳
重に倉庫で保管している。
　市営住宅入居の申込資格に、市内の住所又は勤務場所があるも
のでなければならないとの要件があるため、住民票の提出ができる
場合は、受付窓口で受理している。当該住民票は入居資格審査終
了後、倉庫に厳重に保管している。
　また、総合窓口化に伴う新システム導入（平成２２年７月導入）に
合わせて、市営住宅管理システムでもＤＶ被害者等の情報管理が
可能となるシステム構築を行った結果、入居者情報と住基情報との
連携によるＤＶ被害者情報の一元化が可能となった。システム画面
上で全てが確認できることから、閲覧対象者を制限し、誰もが閲覧
できないよう権限付与を厳格に行っている。

556 　住民基本台帳からの情報に基づき作成している選挙人名簿抄本
の閲覧については、公職選挙法第２８条の２第３項及び第２８条の
３第３項の規定により、閲覧事項を不当な目的に利用される恐れが
あるなどの場合は拒むことができるとされている。本市においても、
住民基本台帳の閲覧等の制限と同じくＤＶ被害者等を選挙人名簿
閲覧の制限対象としており、ＤＶ被害者等から市民課へ支援申出
があった場合、市民課から送られる支援申出の写しをもとに選挙シ
ステムで閲覧制限処理を行い、閲覧の際にはあらかじめ当該支援
対象者に係る部分を除外した選挙人名簿を用いて、加害者に情報
が伝わらないようにしている。
　また、加害者から選挙人名簿の閲覧の申出があった場合は、加
害者と判明した段階で不当な目的を有するとして拒否することによ
り対応している。
　なお、選挙人名簿の縦覧については、名簿の正確性担保という縦
覧制度の趣旨により、名簿からあらかじめ当該支援対象者に係る
部分を除外することは難しいが、閲覧と同様に加害者から縦覧の
申出があった場合は、加害者と判明した段階で不当な目的を有す
るとして拒否することにより対応している。

 ＤＶ被害者の同伴の子どもが
接近禁止命令の対象となった
場合、学校、保育所等におい
ては、警察と連携を図り、適
切な対応をします。

557 各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関す
るあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相談
者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

住民基本台帳の閲覧等の制
限対象のＤＶ被害者等の情報
については、住民基本台帳等
の担当部局のみならず、選挙
管理委員会、国民健康保険な
ど住民基本台帳からの情報に
基づき事務処理を行う部局に
おいても、厳重な管理を行い
ます。

ＤＶ被害者の同伴の子どもの
安全を確保しつつ、保育の機
会や教育を受ける権利が保障
されるように情報管理等適切
な対応をします。

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　適切な対応を実施 　引き続き、住民基本台帳事務におけるＤＶ等被害者
支援措置を実施していく。

市民文
化ス
ポーツ
局

　適切な対応を実施 Ａ 　今後もＤＶ被害者等の情報について厳重な管理に努
める。

保健福
祉局

　介護保険においては、DV対象者としてDV管理システ
ムに登録された者について、データ連携時に住所を非表
示とさせる改修を行っている。
　オンラインの被保険者情報で確認出来ない他、帳票の
印字にあたっても非表示となるように改修を行っており、
配偶者等からの問い合わせに対応出来ない仕組みと
なっている。
　また住民票を異動させられない者に対しても、介護保
険システム独自で住所非表示の対応を行っている。

Ａ 　引き続き適正な運用を行っていく。 保健福
祉局

　市税証明書発行業務等において、住民基本台帳の閲
覧等の制限対象となっているＤＶ被害者等の住所等の
情報を本人以外に開示しない取扱いを行っている。
　平成２２年１０月に税務関係の新システムが稼動したこ
とにより、住民基本台帳システムで入力された情報が反
映するまでのタイムラグの課題も解決済みである。

Ａ 　個人情報の取扱いに十分留意しながら業務を継続す
る。

財政局

　適切な対応を実施 Ａ 　システム構築は完了しており、引き続き厳重な情報管
理を行う。

建築都
市局

　平成28年度 選挙人名簿閲覧回数：７２回 Ａ 　選挙人名簿の閲覧の際には、引き続き、ＤＶ被害者
等の情報を非開示とする。

行政員
会事務
局

個別具体のケースに応じ、関係機関と連携を図りながら
適切な対応をしている。

Ａ 引き続き、関係機関と連携を図りながら実施する。 子ども
家庭局

○

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

NO. 事業・取組み概要

　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談対
応や各機関との連携を図るなどして支援をする。

　各区役所子ども・家庭相談コーナー相談員等、関係部局職員に
配偶者暴力相談支援センターについて周知を図るため、研修を実
施する。

ＤＶ対策基本計画５ 関係機関や民間団体との連携・協働

具体的施策　（１） 関係機関・民間団体との連携・協働の推進

NO. 事業・取組み概要

559 　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。

560 　ＤＶ関係機関連絡会議に参加し、関係機関との連携及び情報の
共有を図る。

561

562

563 　表面化しにくいＤＶ／セクハラについての防止や対処方法の啓発
講座やセミナーを実施する。
　若い世代の女性の健康に深刻な影響を与えているデートＤＶの実
態と予防について、学校での出前講座を行う。

563
(2)

　デートＤＶ防止に取り組んでいる団体と協力して、高校生や大学
生等の若年層に対して出前講演を実施し、デートＤＶに関する理解
を促進する。

565 　ＤＶシェルター（避難所）を運営する民間団体に補助金を交付し、
その活動を支援する。

施策の方向　２ セクシュアル・ハラスメントや性犯罪等の予防

具体的施策　（１） セクシュアル・ハラスメント等の防止対策の推進

NO. 事業・取組み概要

事業所等におけるセクシュア
ル・ハラスメント、マタニティ・
ハラスメント等防止研修への
講師派遣

566 　平成18年度に発行した冊子「職場におけるセクシュアルハラスメ
ント防止研修」にパワーハラスメントとマタニティハラスメントを追加
し、ハラスメントについて分かりやすく理解できるように平成29年3月
にハラスメント防止冊子の改訂を行う。

企業等への出前セミナーを通
じて事業者、働く人にセクシュ
アル・ハラスメント、マタニ
ティ・ハラスメント等防止の働
きかけを実施

567 No.309,310,311の再掲

男女共同参画センター・ムー
ブ等におけるセクシュアル・ハ
ラスメント、マタニティ・ハラス
メント等人権侵害に対する相
談の実施

568 人権侵害相談や一般相談等の電話相談や面談でセクシュアルハラ
スメント等の相談に対応する。

内容

民間シェルターを運営する民
間団体へ財政的な支援を実施
します。《再掲：66P参照》

内容

ＤＶ防止や被害者支援のため
の活動を行う民間団体と協働
で、地域、学校での広報啓発
事業を実施します。

職場におけるセクシュアル・ハ
ラスメント、マタニティ・ハラスメ
ント等の防止に向けた研修を
促進するとともに、このような
人権侵害に対する相談を実施
します。

ＤＶ被害者の支援に関わる関
係部局の職員に対して、ＤＶに
関する理解を促進するための
研修を実施します。

558

北九州市ＤＶ関係機関連絡会
議において、警察、福岡法務
局、弁護士会等の関係機関と
緊密な連携を図り、あわせてＤ
Ｖ被害者への効果的な支援に
つながる情報提供等を行いま
す。

内容

子どもに対する支援にあたっ
て、北九州市要保護児童対策
地域協議会など児童虐待に関
するネットワーク会議との連携
を図ります。

ＤＶ被害者が市外へ避難する
場合や市外から避難してくる
場合には、市外関係機関と十
分に連携を図ります。

　各区の子ども・家庭相談コーナーの相談員が、家庭と子どもに関
するあらゆる相談に対応し引き続き、関係機関と連携しながら、相
談者ひとり一人の不安や負担感の軽減を図る。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　子ども・家庭相談コーナー関係職員新任者研修会等の
実施（年３回実施）

Ａ 　引き続き実施する。 子ども
家庭局

○

　子ども・家庭相談コーナー関係職員新任者研修会等の
実施（年３回実施）

Ａ 　引き続き実施する。 子ども
家庭局

○

　子ども・家庭相談コーナー相談員主務者研修(年１回実
施）

Ａ 　今後も連携を持つ必要があり、研修等で周知を図る。 総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　各区の子ども・家庭相談コーナー担当係長が出席。 Ａ 　引き続き実施する。 子ども
家庭局

○福岡県ＤＶ対策連絡協議会
○配偶者暴力相談支援センター連絡会議
○八幡西区ＤＶ関係機関連絡会議
○北九州市ＤＶ対策関係機関連絡会議

Ａ 　今後も警察、婦人保護施設、子ども家庭局、各区役
所子ども・家庭相談コーナー等との連携を強化する。

総務局

　各区の子ども・家庭相談コーナーにおいて、要保護児
童対策実務者会議を開催し、警察、医療機関等の関係
機関との情報共有等を図った。

Ａ 　引き続き実施する。 子ども
家庭局

○

　市外の警察、児童相談所、行政機関と情報共有を行
い、連携を図った。

Ａ 　引き続き実施する。 子ども
家庭局

○

　市内の高校生及び教職員へ、講師を派遣し、デートＤ
Ｖ防止教室を実施した。
　市内１高校　　高校生・教職員　３２人参加

Ａ 　今後も引き続き、地域、学校等へ積極的に出向き、広
報啓発活動を実施していきたい。

総務局

　デートＤＶ予防教室　　28回　　4,421人 Ａ 　団体と協力し、引き続きデートで前授業を実施し、若
年層に対するデートＤＶの広報啓発に努める。

総務局

　補助金交付　２ヶ所 Ｂ 　子育てについての悩みや不安を持つ保護者が、分か
りやすく利用しやすいよう、関係機関との連携強化、情
報共有を図る。

子ども
家庭局

○

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　平成２９年３月に、ハラスメント防止冊子「知らないって
怖い！　職場のハラスメント」を発行した。（1,000冊）

Ａ 　ハラスメント防止冊子を活用して、今後も積極的に出
前講座を実施する。

総務局

No.309,310,311の再掲 Ａ No.309,310,311の再掲 総務局 ○

○性別による人権侵害相談
　　267件中　セクシュアルハラスメント　5件
○こころと生き方の一般相談
　　3,841件中  セクシュアルハラスメント　2件
　　　　　　　　　パワーハラスメント　　　 　3件

Ａ 　今後も相談を継続し、内容に応じて関係機関と連携を
取り、適切に対応する

総務局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

NO. 事業・取組み概要

569 　各学校・園において、研修用冊子「学校におけるセクハラをなくす
ために」を使用し、セクシャルハラスメント防止研修を実施した。
　また、平成２６年度から、初めて学校に勤務することになった教職
員を対象とした初任者研修を、各所属において配属後すみやかに
実施することとした。
　さらに、平成２８年度にセクハラによる懲戒処分事案の発生によ
り、再度各学校･園においてハラスメント防止研修を実施した。

570 　各所属におけるセクシャルハラスメント研修の実施

具体的施策　（２） 性犯罪等の防止のための広報啓発や相談窓口の充実及び被害者への支援、防犯対策の推進

NO. 事業・取組み概要

「女性のための犯罪被害防止
教室」の実施

571 　防犯の専門家による体験型セミナーを通じて、性犯罪の実態や防
犯対策を学ぶとともに、女性の防犯意識の向上を図る。

「性暴力被害者支援センター・
ふくおか」「福岡犯罪被害者
総合サポートセンター」の周
知と連携

572 　「性暴力被害者支援センター・ふくおか」及び「福岡犯罪被害者総
合サポートセンター」の設置により、犯罪被害者やその家族・遺族
が、直接的な被害やその後の精神的・経済的な問題、地域での孤
立等による問題を解決するための相談体制を整える。

犯罪被害者等支援庁内連絡
会議での支援の充実

573 　犯罪被害者等支援庁内連絡会議を開催し、本市の犯罪被害者施
策の総合的な推進を図る。

施策の方向　３ 生涯を通じた女性の健康支援

具体的施策　（１） 若い世代における性の理解・尊重

NO. 事業・取組み概要

リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツ講座の実施

574 　女性の多様な活動を支えるために、心と身体の健康を家庭や職
場などの日常生活の中で、自分の力を維持増進できるように、技術
と知識の習得の機会を提供する講座を開催する。

性犯罪等を未然に防ぐための
広報・啓発事業に取り組みま
す。

性犯罪等の相談窓口の周知と
犯罪被害者の支援に努めま
す。

内容

内容

男女共同参画センター・ムーブ
等において、性と生殖に関す
る健康・権利に関する正しい
理解を促すための講座等を開
催します。

教育現場におけるセクシュア
ル・ハラスメントを防止するた
め、各校での研修を継続的に
行います。

市の職場におけるセクシュア
ル・ハラスメントを防止するた
め、「セクシュアル・ハラスメン
ト防止要綱」の周知徹底を図
るとともに、各職場での研修を
継続的に行います。

内容
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・ハラスメント防止研修の実施（毎年実施）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１２校
・ハラスメント防止研修の実施（懲戒処分事案の
　発生を受けて実施）　　　　　　　　２１２校

Ａ 　平成２８年度は市立学校の教頭によるセクハラの懲
戒処分事案が発生した。テキストの改訂等、研修を形
骸化させないための方策を検討する。
　今後も、学校におけるセクハラ防止に対する共通認
識を高め、教職員のモラル向上及び管理職へのセクハ
ラ防止の意識向上を図るために、引き続き各学校・園
において定期的かつ継続的な研修を実施していく。

教育委
員会

　各所属において年に一回実施 Ａ 　引き続き研修を実施するとともに「セクシャルハラスメ
ント防止要項」の周知徹底を図る

総務局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・女性のための犯罪被害防止セミナー
　実施回数　　12回
　参加者数　　568名

Ａ 　引き続き、安全・安心推進員による事業者や大学へ
の訪問、広報誌やメールマガジンを使った広報等を行
い参加者拡大を図る。

市民文
化ス
ポーツ
局

　犯罪被害に遭った被害者やその家族・遺族が、元の平
穏な生活を取り戻すことができるように支援するため、福
岡県・福岡市と共同で「福岡犯罪被害者総合サポートセ
ンター」（福岡市と北九州市に各１箇所）を設置、また、性
暴力に特化した被害者救済の施策として、平成２５年７
月から福岡県・福岡市と共同で「性暴力被害者支援セン
ター・ふくおか」を設置している。また、平成２７年１２月か
ら、相談時間を２４時間３６５日に変更したことにより、被
害直後からの継続的な支援が可能となっている。
　PR方法としては、福岡県警察の行事や、住民大会・街
頭キャンペーン等でチラシの配布を行っている。
　それぞれの支援内容は次のとおり。
　１　電話相談
　２　面接相談または、カウンセリング
　３　支援制度・専門機関の紹介
　４　付添い支援（病院・警察・裁判所）
　※ 相談は犯罪被害に関わるものであれば 内容は問
わない。

Ａ 　犯罪被害者等が受けた被害を回復・軽減するために
は、適切で継続的な施策が必要であるため、引き続き
事業を継続するとともに、支援体制の強化を検討して
いく。

市民文
化ス
ポーツ
局

　本市の犯罪被害者施策の総合的な推進を図るため、
必要に応じて開催するもの（平成２９年１月２３日に開
催）。

Ａ 　引き続き、庁内連絡会議の連携をより進め、支援体
制の強化を図っていく。

市民文
化ス
ポーツ
局

28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

〇リプロダクティブ・ヘルス／ライツ事業
【ムーブ】
　ムーブ・レディス連携事業「女性ホルモンとメンタルヘ
ルスについて」（19人参加）
【レディスもじ】
　ムーブ・レディス連携事業「お口の元気度アップについ
て」（25人参加）
【レディスやはた】
　ムーブ・レディス連携事業「これって更年期？よりよい
更年期を迎えるために」（23人参加）

Ａ 　受講生のアンケート結果を踏まえながら、引き続き女
性の多様な活動を支えるための心と身体の健康維持
推進につながるような知識、技術の習得の機会を提供
する。

総務局

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

NO. 事業・取組み概要

577 　北九州市立小・中・特別支援学校に助産師を講師として派遣し、
「生命の尊重」に加え、児童生徒の発達段階に応じて、「思春期に
おける心身の機能の発達」についてや「性感染症」等について学習
する機会としている。（思春期健康教室の一部）

576

思春期の健康教育の実施 578

学校における性教育、健康教
育等の実施

579 　思春期の児童生徒とその保護者等に対して、健康・性・心の問題
についての幅広い知識の普及を図る。

580 　スマートフォンやインターネットの普及により、青少年がコミュニ
ティサイト等をきっかけとする事件に巻き込まれるケースの増加を
受け、メディア上の有害環境の危険性を伝える取り組みを進める。

581 　児童生徒がインターネットを通じたトラブルに巻き込まれることを
予防するため、インターネット上のサイト等における不適切な書き込
みを把握するとともに、教員の対応力の向上を図る。また、児童生
徒・保護者への啓発に取り組む。

研究授業等指導方法の工夫・
改善

582 ・全校・園における性教育
・子どもの健康教育

保健主事講習会等における
性に関する指導の充実

583 　年に１回、保健主事を対象とした講習会を開催している。学校保
健、学校安全、食育・学校給食のそれぞれの視点より、学校での健
康教育を実施するに当り、必要事項や押さえるべき内容について
周知・指導を行っている。加えて、健康教育に関する時事問題につ
いて、知識を深めるために、講師を招聘して、内容の周知を図って
いる。

「レッドリボンキャンペーン」の
実施

584

啓発パンフレットの作成・配付 585

内容

　思春期の心身の変化を正しく理解し、自分自身の心と体を大切に
する健康教育を推進するため、医療・学校・地域・行政等の関係者
による連絡会を開催し、現状の把握や課題の共有および連携強化
を図るとともに、思春期保健の対策等について協議する。
　また、協議の結果等を踏まえ、思春期の健康教育を効果的に実
施する。

　WHO（世界保健機関）が12月1日を『世界エイズデー』と定め、エイ
ズに関する啓発活動等の実施を提唱しているのに合わせ、本市に
おいてもイベント等を活用し、エイズの正しい知識の普及・啓発や
相談・検査体制の情報提供を行った。

医療・学校・地域・行政等の関
係者による「思春期保健連絡
会」の開催

インターネット上での出会い系
サイト等の危険性を伝えるた
め、青少年や保護者を対象
に、携帯電話利用時の注意点
に関する講演や街頭ＣＭなど
の広報・啓発を行います。

 ＨＩＶ/エイズ、性感染症につい
ての予防の広報・啓発を行い
ます。

学校等における適切な性教育
を実施します。

思春期の子どもとその親など
に対して、健康・性・心の問題
についての幅広い知識の普及
を図ります。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　小・中・特別支援学校での実施回数　８０回 Ａ 　児童生徒にとって、「生命の尊重」について考える絶
好の機会であり、今後も現状維持で継続したいと考え
ている。

教育委
員会

○

・小・中学校における性教育の実施校割合
　　目標：１００％　　　　実績：１００％
・小・中学校における健康教育の実施校割合
　　目標：１００％　　　　実績：１００％
・家庭教育学級や学校通信等を通じて、保護者に性教
育に関する啓発を行っている。

Ａ 　現状維持で継続する。現代社会における性に関する
情報の氾濫を受けての、小中学生の性に関する意識
や行動の変化を多角的に取り込んでいく必要がある。
今後も、最新の情報をもとにした指導が実施できるよ
う、研修等を通じた指導の充実を図っていく。

教育委
員会

①非行防止教室の開催
　　（初発型非行・薬物乱用防止・ネット被害防止）
　　　小倉北区･小倉南区の全中学校における
　　　非行防止教室の開催。　全２３校
②啓発リーフレットの作成・配布
　　市内小学校４年生～中学校３年生までの
　　児童生徒、保護者を対象に配布。65,000枚
③街頭ビジョンによる啓発ＣＭの放送
　　春季・夏季・冬季の長期休暇期間中に、
　　小倉北区市街地の街頭ビジョンで放映。

Ａ 　低年齢層へのスマートフォンの急速な普及やアプリの
多様化による、インターネット世界の現状や危険性を、
児童生徒や、その保護者が十分に認識していない事が
多く、また、ＳＮＳやゲームなどによるネット依存の危険
性も懸念されるなか、様々な問題がデジタル社会に潜
在化する傾向にあるため、より一層の啓発活動に取り
組む。

子ども
家庭局

　インターネット上のサイト等において、児童生徒による
不適切な書き込みの監視行い、ネットトラブル等の未然
防止と早期解決を図った。また、教職員の対応力向上の
ための研修を行うとともに、リーフレットの作成・配布等
による保護者等への啓発を行った。
　・ネット上の不適切な書き込み件数：734件

Ｂ 　監視ができないＳＮＳ内でのトラブルを踏まえ、児童
生徒自身のモラルや保護者の知識の向上を図っていく
必要がある。

教育委
員会

　本市立全校・園において、性教育及び健康教育の実施
にあたり、職員研修及び授業研究会等を行っている。性
教育及び健康教育については、年間指導計画に位置付
け、保健や道徳、特別活動等の授業において指導して
いる。特に小学校第4学年保健学習「育ちゆく体とわた
し」、中学校第1学年保健学習「心身の機能の発達と心
の健康」においては、全児童生徒を対象に実施してい
る。

Ａ 　授業研究会等で性教育や健康教育についての指導
法を研究したり、広げたりすることで、教師の授業力の
向上を図りたい。

教育委
員会

　岡山大学大学院教育学研究科
　　教授　松枝　睦美　氏
　　講師　「学校における頭部外傷発生時の対応
　　　　　　について」

Ａ 平成29年度は、以下の内容で実施予定である。
　「がん教育の推進について」
　講　師　文部科学省初等中等教育局
　　　　　　健康教育・食育課　健康教育調査官
　　　　　　森　良一　氏
　平成１８年に「がん対策基本法」が制定され、がん対
策推進基本計画期間が定められた。それに伴い、「学
校におけるがん教育のあり方について（報告）」の概要
が示されており、今後、学校におけるがん教育の推進
を図っていく。

教育委
員会

今後の取組み（課題や見直し）

Ａ 　思春期保健連絡会等で関係機関と連携強化を図り、
思春期保健の課題等について協議を続ける。また、協
議結果を踏まえ、小中学生等を対象とした思春期健康
教室を効果的に実施する。

子ども
家庭局

○

保健福
祉局

①思春期保健連絡会の開催件数　1回
②思春期健康教室の開催件数　126回　5,500人

(1)世界エイズデー（平成28年12月　レッドリボンキャン
ペーンとして、市内のイベント（小倉競輪祭や福岡ソフト
バンクホークス選手トークショー等）を活用し、ポスター掲
示・チラシ配布を行った。）
(2)NPO法人アカーとの同性愛者向け啓発活動
(3)市政だより、市ホームページなど広報媒体を活用した
啓発等
(4)パンフレット、チラシ、啓発資材（エイズ、性感染症に
ついて）作成・配布

　平成28年度相談件数　1,365件
　平成28年度検査件数　580件

Ａ 　平成28年の全国の新規ＨＩＶ感染者・エイズ患者報告
数（確定値）は、1,448件で、ここ数年同程度で推移して
いる。また、梅毒については、平成28年の全国患者報
告数が4,575件となり、過去最高の報告数となった。今
後も感染予防のための知識の普及啓発や検査・相談
体制の周知を行っていく。
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

具体的施策　（２） 妊娠・出産期における健康管理の支援と健診の充実

NO. 事業・取組み概要

母子健康手帳の交付 586 　母子の健康状態を記録するとともに、妊娠･出産・育児に関する正
しい知識の提供および胎児、乳幼児への影響の大きい受動喫煙の
リスクについて保健指導を行うなど、母子の健康の保持および増進
を図る。また、妊婦健診の早期受診の勧奨やマタニティマーク等の
情報を効果的に提供し、安心して妊娠・出産ができる環境づくりを
推進する。

「妊産婦・乳幼児なんでも相
談」「両親学級」「母親学級」
「育児教室」の開催

587 　市民センター等地域の身近な場所で、保健師による相談を定期
的に実施し、出産や育児、子どもの成長発達についての個別相談
や保健指導を行う。また、講話などにより子育てに関する情報提供
を行う。

「妊婦栄養教室」「離乳食教
室」「幼児栄養教室」「親子で
すすめる食育教室」等の実施

588 　妊産婦や乳幼児の食事や栄養について、知識の普及と不安や悩
みの軽減を図るため、実習形式で学べる教室の開催及び相談を行
う。

特定不妊治療費の助成及び
不妊に関する専門相談の実
施

589 　不妊に悩む夫婦が、経済的理由で不妊治療を断念することがな
いよう、医療費が高額な特定不妊治療に要する費用の一部を助成
し、経済的負担の軽減を図る。
　また、専門相談窓口を設置し、不妊の要因について啓発普及を推
進するとともに、不妊に関するさまざまな相談に応じることで、心身
の悩みを軽減する。

母子健康診査事業の実施 590 　妊婦や乳幼児の疾病または異常の発見および防止を図り、健康
を保持増進させるため、妊婦、乳幼児の定期的な健診の機会を提
供する。
（妊婦健康診査、B型肝炎母子感染防止事業、先天性代謝異常等
検査、乳児健康診査、1歳６か月児健康診査、３歳児健康診査）

親子歯科保健事業（妊産婦歯
科検診）の実施

591 ①1歳6か月児歯科健康診査
②3歳児歯科健康診査
③フッ化物塗布
④親子歯科健診
⑤４・５歳児歯科検診
⑥妊産婦歯科検診

産後うつ対策の充実 592 　産後のうつ状態等を早期に把握し、きめ細かに支援するため、産
後４か月までの家庭訪問時において、全ての産婦に産後うつなどを
発見するための質問票を用いるとともに、医療機関と行政が連携
し、産後うつに対して早期に対応する。

593 ・周産期母子医療センター４病院を中核とした産科連携体制の維持
・全国的に不足が生じている産婦人科・小児科の医師確保のため、
市医師会が行う事業に対する補助の実施

595 　総合周産期母子医療センターにて、24時間体制でリスクの高い分
娩や高度な治療が必要な新生児に対する専門的な医療を提供す
る。
　市内の産科医療機関の連携体制に基づいて、ハイリスク分娩の
患者を優先的に受け入れる。

総合周産期母子医療センター
（市立医療センター内）におけ
る高リスクな分娩や高度の治
療が必要な母子に対する専
門的な医療の提供及び医師
の確保等医療体制の充実

内容

妊娠・出産・育児に関する相
談、指導を行います。

安心して出産できるよう妊婦
健診や乳幼児健診を実施しま
す。

 母親が安心して出産し、子ど
もたちが健やかに成長できる
よう周産期医療体制の維持を
図ります。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

①母子健康手帳の交付率：99.9%
②母子健康手帳の交付案内の配布：99.9%

Ａ 　母子健康手帳交付時の専門職による面接支援や情
報提供等を継続して行い、安心して妊娠・出産できる環
境づくりを行う。

子ども
家庭局

①妊産婦・乳幼児なんでも相談開催箇所数：133か所
②育児教室開催数：534回

Ａ 　身近な相談場所として定着しており、子育ての孤立化
の予防に繋がっていることから、今後も事業を継続す
る。
　あらゆる機会を通じて事業の周知を図り、利用を促進
する。

子ども
家庭局

食育教室開催回数　40回 Ａ 　教室の運営委託を行い、準備やスタッフの手配など、
効率的に実施する。
　よりニーズを考慮した教室内容、啓発方法を検討す
る。

子ども
家庭局

①助成件数：実487件、延776件
②不妊の専門相談件数：275件

Ａ 　今後も、治療費の助成や、相談事業に係る周知を行
い、継続して事業を実施する。

子ども
家庭局

①妊婦健康診査受診率　　96.6％
②３歳児健康診査受診率　　98％

Ａ 　妊婦や乳幼児の健康を保持増進させるため、引き続
き、健診の周知や健診結果に応じた支援を行う等、事
業を推進する。

子ども
家庭局

　受診率
　　①1歳6か月児歯科健康診査：68.3％
　　②3歳児歯科健康診査：63.2％
　　③フッ化物塗布：82.7％
　　④親子歯科健診：17.9％
　　⑤４・５歳児歯科検診：97.3％
　　⑥妊産婦歯科検診：24.7％

Ａ 　引き続き受診率増加に努める。 保健福
祉局

①専門職による産後うつ質問票の実施件数
　　　6,222件
②質問票の実施により継続支援した件数
　　　　839件

Ａ 　子育ての孤立化を防ぎ、地域での見守り体制を充実
していくために、関係機関と連携し、事業の推進を図
る。

子ども
家庭局

■周産期母子医療センター４病院を中核とした産科連携
体制を維持した。
　具体的には、分娩を行う病院が減少している状況に適
切に対応するため、①ハイリスク分娩を行う病院群、②
通常分娩を行う病院・診療所群、③妊婦検診までを行う
病院・診療所群④妊娠診断のみを行う病院・診療所群と
で役割分担する連携体制を構築、維持している。
■ハイリスク分娩を行う基幹病院群
　・総合周産期母子医療センター　２か所
　　（市立医療センター、産業医科大学病院）
　・地域周産期母子医療センター　２か所
　　（国立病院機構小倉医療センター、JCHO九州病院）
■市医師会が主催する後期臨床研修や周産期医療に
関する研修（産婦人科医会を主催とする新生児蘇生法
の講習等）へ補助を実施し、医師確保の支援を行った。

Ａ 　引き続き、市医師会が実施する事業への補助等を行
うことにより、周産期における専門的な医療の提供及び
医師の確保を図り、医療体制を充実していく

保健福
祉局

　受入れ延患者数は、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ９床）
1,846人（病床利用率56.2％）、母体・胎児集中治療室（Ｍ
ＦＩＣＵ６床）1,622人（病床利用率74.1％）であった。
　分娩件数は468件で、帝王切開率は、44.4%（昨年比-
1.7ポイント）と依然として高くなっている。

Ｂ 　市内産科医療機関の連携体制に基づいて、ハイリス
ク分娩の患者の優先的な受入れを実施する。
　また、全国的に産婦人科医が不足している状況であ
るが、必要な医師の確保や医療機器の更新などによ
り、医療体制（24時間体制）の確保に努める。

病院局

今後の取組み（課題や見直し）
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

具体的施策　（３） 生涯を通じた女性の健康の保持・増進

NO. 事業・取組み概要

介護予防事業の実施 596 　介護予防への関心を高め、その重要性や正しい知識を広く周知
するため、講演会やメディア、各種リーフレットなどを活用したPR活
動を行う。
　また、地域主体の介護予防を促進するため、健康づくり推進員な
どの活動支援やスキルアップ研修を実施する。

生活習慣病予防・重症化予防
のための健康教育の実施

597 　４０歳から６４歳の市民を対象に、生活習慣病の予防及び寝たき
り等の介護を要する状態となることの予防、その他健康に関する事
項について正しい知識の普及を図るとともに「自らの健康は自らが
守る」という認識と自覚を高め、壮年期からの健康保持・増進に資
することを目的に壮年期以降に罹患しやすい疾病の予防等のため
に指導及び教育を行う

①食生活相談
　生活習慣病予防などの食事について、自由に相談できる場として
各区役所にて個別相談を開催
②減塩普及講習会
　生活習慣病予防を目的に、食塩摂取の現状や減塩の方法につい
て学ぶ講習会を各市民センターにて開催

①高齢者食生活改善事業
　65歳以上を対象に、「食べること」を通じて低栄養状態を予防する
ため、講話や個別相談、実習形式等の講座を開催し、正しい知識と
技術の普及啓発を図る。
②食生活改善推進員などによる訪問事業
　食生活改善推進員が地域高齢者宅を訪問し、食に関する状況確
認、助言を行い低栄養予防の普及啓発を図る。

健康相談の実施 599 　４０歳から６４歳の市民を対象に、家庭における健康管理が継続
できるために、心身の健康に関する個別の相談に応じ、適切な生
活習慣の維持・増進のために保健師や栄養士等が必要な助言、指
導を実施する。

市民センターを拠点とした健
康づくり事業の実施

600 　市民センターを拠点として、市民が主体となって地域の健康課題
について話し合い、目標設定、計画づくり、実践、事業評価を一つ
のサイクルとした健康づくり事業を、まちづくり協議会が健康づくり
推進員の会、食生活改善推進員協議会と連携し、医師会、歯科医
師会、薬剤師会、栄養士会、行政（保健師等）などの協力により実
施。

歯と口の健康づくりの実施 601 ・お口の元気度アップ事業の一部
　生涯を通じた健康づくりのために、専門職による健康相談の実施
や健康学習の支援、運動器・口腔機能等の向上の取り組み
　65歳以上を対象。

生涯を通じた健康づくりのため
に、専門職による健康相談の
実施や健康学習の支援、運動
器・口腔機能等の向上に取り
組みます。

内容

栄養改善事業の実施 598

生涯を通じた健康づくりのため
に、専門職による健康相談の
実施や健康学習の支援、運動
器・口腔機能等の向上に取り
組みます。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

　リビング北九州「健康コラム」の掲載（通年）
　シニア生活情報誌さくらへの掲載（通年）
　健康づくり講演会　１回開催参加者１８０名
　その他、普及啓発用リーフレット等作成配布

Ｂ 　３年に１度実施する、北九州市高齢者等実態調査に
おける、「介護予防に取り組んでいる人の割合」が、平
成２５年度の調査では７５．７％であったが、平成２８年
度の調査では６８．３％と減少している。
　多くの市民に介護予防の理念や趣旨を理解していた
だくため、効果的な普及啓発の取組みを推進する必要
があるため事業は継続する。

保健福
祉局

　健康教育実施回数　　2,146回
　参加延べ人数　　26,730人

Ａ 　引き続き実施する 保健福
祉局

①食生活相談
　８７回、参加者数２７７人
②減塩普及講習会
　１２２会場、参加人数２，７２３人

Ａ 生活習慣病予防の重要性についての普及啓発・行動
変容促進に力を入れる。地域のボランティア団体であ
る食進会と連携することで、より地域に根ざした事業展
開に取り組む。

①高齢者食生活改善事業
　元気で長生き食卓相談
 　 56回　1,881人参加
　おいしく食べて元気もりもり教室
　　176回　6,255人参加
　シニア料理教室
　　124回　4,906人参加
②食生活改善推進員などによる訪問事業
　　戸別訪問　330人

Ｂ 　今後も、高齢者の「栄養改善・低栄養予防」の重要性
についての普及啓発に力を入れる。
　地域のボランティア団体である食生活改善推進員協
議会等、関係団体と連携することで、より地域に根ざし
た事業展開に取り組む。

　健康相談回数　4,532回
　参加延べ人数　23,237人

Ａ 　引き続き実施する 保健福
祉局

　実施まちづくり協議会数：128団体 Ａ 　引き続き実施する 保健福
祉局

①健口相談　　１５回　３０９人受講
②お口を元気にする出前講演　１２回　５１３人受講
③健康ストレッチ講座　２００回　6,760人受講

Ｂ 　引き続き実施する 保健福
祉局

今後の取組み（課題や見直し）

保健福
祉局
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柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進

NO. 事業・取組み概要

定期的にスポーツを実施する
成人の増加促進のための各
種スポーツイベント及びス
ポーツ教室の開催、情報発信
等による市内各スポーツ施設
の活用促進

602 　スポーツを通じて健康・体力づくり、ストレス解消、生きがいづくり
等を進めるために、スポーツイベント等を開催するとともに、市民の
各スポーツ施設の活用を促進する。また日頃運動をする機会が少
ない女性を対象に、気軽に参加できる体操教室を各地で開催し、健
康増進や体力向上を図る。

男女共同参画センター・ムー
ブ等における健康教室等の
開催

603 　心と身体の健康を家庭や職場など日常生活の中で、自分の力で
維持増進できるような講座や健康教室等を開催する。

北九州市国民健康保険特定
健診・特定保健指導の実施

604 ・受診促進の取組
・受診後の適切なフォロー体制の充実

女性特有の子宮頸がん検診・
乳がん検診等各種健康診査
の実施

605 　各種がん検診や基本（若者）健診等の受診促進を図り、がんや生
活習慣病などの疾病の予防、早期発見、早期治療を推進する。

歯周疾患検診や歯周病予防
に関する啓発活動の実施

606 ①歯周病（歯周疾患）検診の実施
②歯周病セルフチェックシートや、糖尿病と歯周病の関係について
のリーフレットを配布するなど、歯周病予防に関する啓発活動の実
施

内容

がん検診等各種健康診査や
特定健診、若者健診、歯周疾
患検診等の受診促進を図り、
がんの早期発見、早期治療や
糖尿病等生活習慣病の予防
を推進するとともに、生活習慣
病有病者・予備群を対象とした
保健指導を実施します。

スポーツを通じて健康・体力づ
くり、ストレス解消、生きがいづ
くり等を進めるために、スポー
ツイベント等を開催するととも
に、市 民の各スポーツ施設の
活用を促進します。
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28年度実施内容　（実績・データ等） 進捗 局名 再掲

・北九州市民体育祭　春季レディース大会の開催（21競
技）
・女性体操教室　市内３会場各18回開催

Ａ 　各競技団体の意向や参加者の意見を踏まえながら、
継続的な実施に取り組んでまいりたい。

市民文
化ス
ポーツ
局

〇リプロダクティブ・ヘルス／ライツ事業
【ムーブ】
・健康講座「心も体もリフレッシュ！シェイプアップヨガ」（6
回、延べ90人参加）
・健康講座「冷えにさよなら！ヨガ＆エアロビクス」（6回、
延べ72人参加）
・フィットネスルームの個人利用（毎週日・月・水・金、延
べ9,040人参加）
【レディスもじ】
・ストレスケア～こころの手当て～など（5講座、延べ433
人参加）
・体育室の個人利用（毎週日～火、延べ4,775人参加）
【レディスやはた】
・骨盤体操ダイエット講座　など（11講座、延べ1,448人参
加）
・体育室の個人利用（毎週日～火、延べ914人参加）

Ａ 　受講生のアンケート結果を踏まえながら、引き続き心
と身体の健康を家庭や職場など日常生活の中で、自分
の力で維持増進できるような講座や健康教室等を開催
する。

総務局

　平成28年度の特定健診受診率は35.8%（法定報告値）、
特定保健指導実施率は30.0%（法定報告値）。
　特定保健指導実施率は常に政令市の上位に位置して
いると同時に、特定保健指導非対象者への保健指導
等、健診後のフォロー体制を充実させている。

Ｂ 【課題】
特定健診受診率と特定保健指導実施率のさらなる向
上と、健診・保健指導等の内容の充実。
【今後の取組】
受診促進の取組や受診後の適切なフォロー体制の充
実を維持。
健診結果やレセプトデータ等の分析によって実施結果
の評価を行い、課題を明確にし、優先順位をつけて国
保保健事業を実施。

保健福
祉局

■実施検診：受診者数
　※４０歳以上（子宮頸がんは２０歳以上）の受診者数。
　胃がん：8,453人、大腸がん：22,517人、
　子宮頸がん：27,107人、　乳がん：13,448人、
　肺がん：10,311人、　骨粗しょう症：4,980人、
　基本（若者）健診：1,542人
　
■企業やＮＰＯ団体との連携による「がん検診受診勧
奨」活動や検診の普及啓発活動に取り組んだ。
　（１）企業等の事業にがん検診ＰＲブース等を設置し
　　　受診勧奨事業を展開
　（２）ＮＰＯ団体と連携した「ピンクリボン
　　　キャンペーン」の開催
　（３）子宮頸がん街頭啓発の実施
　（４）がん検診案内(健康づくりだより)配布など
　（５）子宮頸がん、乳がん検診無料クーポンを配布。
　　　子宮頸がん、乳がん無料クーポン未使用者には
　　　受診勧奨はがきを送付

Ｂ 　各がん検診受診者数は検診の普及啓発活動により
増加してきているが、がん検診受診率は未だ低い状況
にあるため、受診率向上に向け、未受診者に対するハ
ガキによる受診案内の送付等、受診勧奨事業を継続し
て行なう必要がある。今後も、より一層受診者数を増や
す取組みが必要であり課題である。

保健福
祉局

①歯周病（歯周疾患）検診の受診率：4.5％
②リーフレットの配布 156,000部

Ａ 　糖尿病等の生活習慣病の予防、早期発見には、歯周
病（歯周疾患）検診を受診することが重要であるため、
今後も受診者数を増やすことが課題であると考える。

保健福
祉局

今後の取組み（課題や見直し）
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参考データ 

 

１ 本市の年齢三区分別人口の推移 

（単位：人）

昭和４５年（1970） 1,042,321 248,849 (23.9%) 731,769 (70.2%) 61,703 (5.9%) 17,008 (27.6%)

昭和５０年（1975） 1,058,058 253,730 (24.0%) 727,539 (68.8%) 75,935 (7.2%) 23,250 (30.6%)

昭和５５年（1980） 1,065,078 246,184 (23.1%) 725,073 (68.1%) 92,691 (8.7%) 30,489 (32.9%)

昭和６０年（1985） 1,056,402 223,518 (21.2%) 723,711 (68.5%) 108,757 (10.3%) 39,967 (36.7%)

平成　２年（1990） 1,026,455 182,798 (17.8%) 709,516 (69.1%) 130,423 (12.7%) 51,047 (39.1%)

平成　７年（1995） 1,019,598 156,649 (15.4%) 701,664 (68.8%) 160,584 (15.7%) 61,593 (38.4%)

平成１２年（2000） 1,011,471 140,202 (13.9%) 675,675 (66.8%) 194,250 (19.2%) 78,472 (40.4%)

平成１７年（2005） 993,525 131,893 (13.3%) 639,776 (64.4%) 220,985 (22.2%) 99,872 (45.2%)

平成２２年（2010） 976,846 126,391 (12.9%) 599,183 (61.3%) 244,860 (25.1%) 119,738 (48.9%)

平成２７年（2015） 961,286 119,448 (12.6%) 549,397 (58.1%) 277,120 (29.3%) 136,035 (49.1%)

【出所】総務省「国勢調査」（各年１０月１日現在）、年齢不詳者は年齢区分別人口に含まない

平成２９年（2017） 961,332 121,566 (12.6%) 555,235 (57.8%) 284,531 (29.6%) 143,563 (50.5%)

【出所】住民基本台帳（３月31日現在）、年齢不詳者は年齢区分別人口に含まない

年　次 総人口

年 齢 三 区 分 人 口

０～１４歳 １５～６４歳

６５歳以上 

（総人口に占める率）
左のうち７５歳以上

（65歳以上に占める率）

【出所】平成２７年までは総務省「国勢調査」（各年１０月１日現在）、平成２９年は住民基本台帳（２９年３月３１日現在）
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【出所】平成２７年までは総務省「国勢調査」（各年１０月１日現在）、平成２９年は住民基本台帳（２９年３月３１日現在）
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２ 本市の審議会等における女性委員の参画率の推移 

29.5

32.5

32.6

32.1

31.6

34.1

33.1

36.1

40.7

41.9 43.8%
44.9%

47.8%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

資料：総務局女性活躍推進課 

３ 市役所における女性管理職登用状況 

北九州市 
本庁 全体 

管理職 
総数 

女性 
管理職数 

女性の 
割合 

管理職 
総数 

女性 
管理職数 

女性の 
割合 

20 年度 403 14 3.5% 854 53 6.2% 

21 年度 400 17 4.3% 819 53 6.5% 

22 年度 388 23 5.9% 821 67 8.2% 

23 年度 391 30 7.7% 820 79 9.6% 

24 年度 399 34 8.5% 824 88 10.7% 

25 年度 448 39 8.7% 829 98 11.8% 

26 年度 446 55 12.3% 798 102 12.8% 

27 年度 442 57 12.9% 795 110 13.8% 

28 年度 402 41 10.2% 784 114 14.5% 

 

全政令市 
本庁 全体 

管理職 
総数 

女性 
管理職数 

女性の 
割合 

管理職 
総数 

女性 
管理職数 

女性の 
割合 

20 年度 8,829 522 5.9% 17,184 1,412 8.2% 

21 年度 8,778 516 5.9% 17,299 1,493 8.6% 

22 年度 8,799 543 6.2% 17,754 1,619 9.1% 

23 年度 8,635 583 6.8% 17,547 1,719 9.8% 

24 年度 8,588 634 7.4% 17,364 1,797 10.3% 

25 年度 9,029 718 8.0% 17,971 2,033 11.3% 

26 年度 9,184 762 8.3% 17,704 2,094 11.8% 

27 年度 8,800 816 9.3% 15,745 1,880 11.9% 

28 年度 8,580 804 9.4% 15,703 2,002 12.7% 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の進捗状況
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４ 民間企業における女性管理職の推移（課長相当職以上） 

 

 

５ 地域における女性の参画状況 

全数
（人）

女性数
（人）

女性比率
（％）

全数
（人）

女性数
（人）

女性比率
（％）

全数
（人）

女性数
（人）

女性比率
（％）

区自治総連合会
　会長

7 0 0.0% 7 0 0.0% 7 0 0.0%

自治総連合会
（自治区会長）

209 8 3.8% 207 9 4.3% 205 8 3.9%

自治総連合会
（町内会長）

2,857 370 13.0% 2,678 388 14.5% 2,843 498 17.5%

校区まちづくり協議会
　会長

130 4 3.1% 136 5 3.7% 137 3 2.2%

市民センター
　館長

128 56 43.8% 129 70 43.8% 129 86 66.7%

団体名等
平成20年度 平成24年度 平成28年度

資料：総務局男女共同参画推進課 

６ 本市の性別による固定的役割分担意識の推移 ～「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という考え方～

全国（平成24年度） 51.6 45.1 3.3
71.4

68
64.2

57.7 57.5

38.7

19.3
23.9 25.5

34 34.3

53.8

9.3 8.1
10.3 8.3 8.2 7.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

昭和58年 63年 平成5年 12年 17年 23年

肯定派

否定派

わからない

・無回答

 

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

  

 

※民間企業（従業員 100 人以上）における課長相当職以上  

 

資料：「平成 23年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」 
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７ 本市の性別による固定的役割分担意識の男女別割合 

46.1

34.1

38.7

47.8

57.6

53.8

0 20 40 60 80 100

男性

女性

全体

%

肯定派

否定派

資料：「平成 23 年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」 

 

８ 本市の男女平等達成感について 

① 家庭生活において 

 

② 社会全体において 

 

資料：「平成 23 年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」       

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成 24 年） 
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９ 本市の女性が職業を持つことについての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成２３年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」 

 

 

 
資料：総務省「平成 27年国勢調査」 

 

 

 

28.4

21.9

31.5

23.8

23.9

19.3 4.3

6.2

9.3

63.3

62.0

60.8

2.7

4.1

2.5

3.9

2.8

3.8

6.2

2.3

4.2

59.8

62.0

58.5

0.5

1.1

0.4

1.0

0.6

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査（N=1,688）

前回調査（N=1,769）

今回調査（n=1,027）

前回調査（n=1,036）

今回調査（n=  644）

前回調査（n=  701）

ずっと職業を持っている方がよい

結婚するまで職業を持ち、あとは持たない方がよい

子どもができるまで職業を持ち、あとは持たない方がよい

子どもができたら職業を中断し、子どもに手がかからなくなって再び持つ方がよい

女性は職業を持たない方がよい

その他

無回答

全
　
体

女
　
性

男
　
性

１０  15 歳以上人口における男女別労働力率 
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資料：総務省「国勢調査」 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 

１３ 本市の雇用形態別従業員構成比 

48.0

55.3

77.9

76.6

66.0

67.4

37.6

13.3

10.1

12.5

21.1

12.8

14.0

31.0
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8.5

11.7

18.3

0.4

0.3
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1.2

1.5
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24年

28年
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28年

女
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男
性

全
体

正社員

パートタイム

臨時雇

出向

 資料：「北九州市雇用動向調査」 

 

１１ 本市の女性の年齢階級別労働力率の推移 

 

１２ 雇用者数及び女性雇用者割合の推移 
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１４ 本市の雇用者における男女それぞれに占める管理的職業従事者（役員を含む）の割合 

  雇用者数（人） 
管理的職業従事者

（人） 
管理的職業従事者の

割合 

女性 164,723  1,471  0.89% 

男性 201,638  7,980  3.96% 

資料：総務省「平成 27年国勢調査」 

 

 

１５ 女性の常用労働者 1 人あたりの所定内給与額（男性給与額を 100 とした場合） 

 平成 20年 平成 24年 平成 28年 

福岡県 ６９．３ ７２．９ ７３．７ 

全国 ６７．８ ７０．９ ７３．０ 

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 共働き等世帯数の推移 
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１７ 本市の仕事と生活の調和(ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ)に関する現状認識  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 23年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」 

 

１８ 男女共同参画社会の実現に向けて本市が推進すべき施策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 23年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」 

49.1

58.3

57.6
41.8

46.4

50.3

48.8

52.9

41.5

47.1
49.8

47.5

28.6

38.2

020406080

　 全体

 ２０歳代

 ３０歳代

 ４０歳代

 ５０歳代

 ６０歳代

７０歳以上

30.6

36.6

52.9

55.1

40.6

22.7

39.8

31.4

40.4

33.3

35.0

24.4

29.4

41.8

0 20 40 60 80

女性（n=1,027）

男性（n=644）

調和がとれている派 
（「調和がとれている」、「どちらかというと
調和がとれている」の合計） 

調和がとれていない派 
（「調和がとれてない」、「どちらかという
と調和がとれていない」の合計） 

公的サービス（保育所・放課後児童クラブ・介
護施設、保育サービスなど）を充実する

企業におけるワーク・ライフ・バランス(仕事と
生活の調和）の支援を進める

学校教育や社会教育・生涯学習の場で、男女
の平等と相互の理解や協力についての学習
を充実する

男性の家事、育児、介護などへの参加を促進
する

地域や職場で女性が能力を伸ばせるような学
習の場を充実する

女性の悩みや人権侵害などに対する相談機
能を充実する

各種審議会など、政策決定の場に女性を積
極的に登用する

女性があまり進出していない分野において、一時
的に女性の優先枠を設けるなど特別な措置を講じ
て、男女の実質的な機会の均等を確保する

民間企業・団体等の管理職などに女性の活
用が進むよう啓発する

男女共同参画やワーク・ライフ・バランス(仕事
と生活の調和）について広報・ＰＲをする

各国の女性との交流や情報提供など、国際
交流を推進する

男女共同参画センターや勤労婦人センターの
機能を充実する

その他

無回答
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43.5

39.9

34.2

29.7

29.4

29.0

24.8

24.6

21.3

10.2

9.8

1.4

6.8
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(N=1,688)
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１９ 本市の相談窓口でのＤＶ相談件数の推移 
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資料：総務局   

 

 

２０ 本市の配偶者や恋人等からの暴力に対する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 23年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」 
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嫌がっているのに性的な

行為を強要する（前回）

嫌がっているのに性的な

行為を強要する（今回）

なぐるふりをして、おどす

（前回）

なぐるふりをして、おどす

（今回）

平手で打つ（前回）

平手で打つ（今回）

どんな場合でも暴力に当

たると思う 

暴力に当たる場合も、そうでな
い場合もあると思う 

暴力に当たると
は思わない 無回答 



108 

 

 

２１ 本市の暴力被害の経験（されたことがある） 

 

 全体 女性 男性 

第 1位 
大声でどなる 

（１９．７％） 

大声でどなる 

（２５．６％） 

何を言っても無視をし

て口をきかない 

（１０．９％） 

第 2位 
何を言っても無視をし

て口をきかない 

（１２．３％） 

ドアをけったり、壁に物

を投げつけたりしてお

どす （１５．８％） 

大声でどなる 

（１０．６％） 

第 3位 
ドアをけったり、壁に物

を投げつけたりしてお

どす（１１．１％） 

何を言っても無視をし

て口をきかない 

（１３．２％） 

平手で打つ 

（７．５％） 

第 4位 
平手で打つ 

（１０．５％） 

平手で打つ 

（１２．４％） 

物を投げつける 

（５．３％） 

資料：「平成 23年北九州市の男女共同参画社会に関する調査」 

 

２２ 本市の母子保健に関する指標の推移（出生または出産千対） 

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成23年 平成27年

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2013

総数(人） 868 610 383 344 329 274 261 248

率（出産千対） 65.8 59.7 39.8 36.1 38.6 31.9 30.2 30.6

総数(人） 92 60 50 52 41 30 26 35

率（出産千対） 7.5 6.2 5.4 5.6 5.0 3.6 3.1 4.4

総数(人） 73 50 41 21 25 16 22 22

率（出生千対） 5.9 5.2 4.4 2.3 3.1 1.9 2.6 2.8

総数(人） 49 34 20 8 9 7 11 5

率（出生千対） 4.0 3.5 2.2 0.9 1.1 0.8 1.3 0.6

注：　１）「死産」とは、妊娠満12週以後の死児の出産。

　　　２）「周産期死亡」とは、妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡（生後１週未満の死亡）をあわせたもの。

　　　３）「乳児死亡」とは、生後１年未満の死亡。

　　　４）「新生児死亡」とは、生後４週(２８日）未満の死亡。

区分

死産

周産期死亡

乳児死亡

新生児死亡

資料：「北九州市衛生統計年報」 

 

２３ 本市の 10 代の人工妊娠中絶率の推移（15～19 歳女性人口千対）         

  平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

北九州市 15.5 13.2 15.2 15.9 13.7 12.0 9.9 

全国 7.3 6.9 7.1 7.0 6.6 6.9 5.4 

資料：「北九州市衛生統計年報」、厚生労働省「衛生行政報告例」 
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２４ 本市における主な死因別死亡者数及び割合 

【男性】

死亡者数
悪性

新生物
心疾患 肺炎

脳血管
疾患

大動脈瘤
及び解離

その他
３大

疾病率

1,890 593 557 435 83 1,774

35.4% 11.1% 10.4% 8.2% 1.6% 33.3%

1,851 502 543 397 78 1,897

35.1% 9.5% 10.3% 7.5% 1.5% 36.0%

【女性】

死亡者数
悪性

新生物
心疾患

脳血管
疾患

肺炎
大動脈瘤
及び解離

糖尿病 その他
３大

疾病率

1,382 728 519 504 86 62 1,767

27.4% 14.4% 10.3% 10.0% 1.7% 1.2% 35.0%

1,380 702 440 485 105 56 2,068

26.4% 13.4% 8.4% 9.3% 2.0% 1.1% 39.5%

27年度 5,268 52.1%

23年度 5,332 54.7%

27年度 5,236 48.2%

23年度 5,048 52.1%

資料：「北九州市衛生統計年報」 

 

２５ 本市の悪性新生物（がん）による女性の死亡者について 

総数 0～19歳 20～39歳 40～64歳 65歳以上

人数(a) 5,048 21 50 451 4,526

人数(b) 1,382 2 17 250 1,113

b/a 27.4% 9.5% 34.0% 55.4% 24.6%

人数(c) 123 0 5 52 67

c/b 8.9% 0.0% 29.4% 20.8% 6.0%

人数(d) 62 0 4 21 37

d/b 4.5% 0.0% 23.5% 8.4% 3.3%

総数 0～19歳 20～39歳 40～64歳 65歳以上

人数(a) 5,236 22 26 311 4,824

人数(b) 1,380 3 10 187 1,180

b/a 26.4% 13.6% 38.5% 60.1% 24.5%

人数(c) 109 0 2 44 63

c/b 7.9% 0.0% 20.0% 23.5% 5.3%

人数(d) 58 0 4 18 36

d/b 4.2% 0.0% 40.0% 9.6% 3.1%

平成26年度

女性の死亡者総数

悪性新生物(がん）によるもの

乳がんによるもの

子宮がんによるもの

平成23年度

女性の死亡者総数

悪性新生物(がん）によるもの

乳がんによるもの

子宮がんによるもの

 

資料：「北九州市衛生統計年報」 
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２６ 本市のがん検診受診率の推移 
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北九州市男女共同参画社会の形成の推進に関する条例 
                                                                           

平成14年3月28日条例第16号 

改正 平成14年6月24日条例第54号 
 

 

北九州市は、市民一人ひとりの人権が尊重され、安心して暮らすことができるまちづくりを進め

ている。これまで、多くの市民と協力しながら、男女平等の促進、女性の社会参画の支援、アジア

地域との女性の地位向上に関する相互協力など北九州市の実情に応じた様々な取組を行ってきた。 

しかしながら、男女の人権が尊重される社会を実現するには、なお一層の努力が必要とされてい

る。 

一方、少子高齢化の急速な進展など北九州市の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

まちづくりを進める上で、男女が、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮することがで

きる社会の実現が求められている。 

このような状況の中、男女が社会のあらゆる分野に共に参画し、共に喜びと責任を分かち合うこ

とのできる男女共同参画社会の形成は、市政の重要課題である。 

ここに、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、その実現に向けての基本理念を明らか

にするとともにその方向性を示し、市民、事業者と協力しながら、男女共同参画社会の形成の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、個人の尊重及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり男女の

人権が尊重される社会を実現すること並びに少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応できる豊

かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理

念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成

の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

  (2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその
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他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役

割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女 共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会におけ

る制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

３  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の

団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われ

なければならない。 

４ 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければなら

ない。 

５ 男女共同参画社会の形成は、男女が互いの身体的特徴及び性に関する理解を深めるとともに、

性に関する個人の意思が尊重され、生涯にわたる健康の保持が図られることを旨として、行われ

なければならない。 

６ 男女共同参画社会の形成の推進が国際社会における男女共同参画社会の形成に関する取組と密

接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的な相互協力の下に行

われなければならない。  

 （市の責務）  

第４条 市は、前条に定める男女共同参画社会の形成に関する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画社会の形成の推進に当たっては、市民、事業者、国及び他の地方公共団体

と相互に連携を図るとともに協力するよう努めなければならない。 

   (市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野にお

いて男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する男女が、職業生活と家庭生活とを両立して

行うことができるようにするための支援を行う等男女共同参画社会の形成の推進に取り組むよう

努めなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に関し、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に

協力するよう努めなければならない。 

 （人権侵害行為の禁止） 

第７条 何人も、性別による差別的取扱い、配偶者等に対する暴力、セクシュアルハラスメント（性

的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境
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を害することをいう。）その他男女間において相手方に身体的又は精神的苦痛を与える行為が人

権を侵害する行為であることを認識し、これを行ってはならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の推進に関する基本的施策 

 （男女共同参画基本計画） 

第８条 市長は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の推進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

  (1) 総合的に講ずべき男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の大綱 

  (2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項  

３ 市長は、男女共同参画基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北九州市男女共同参画審

議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、男女共同参画基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条 市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施する

に当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

 （市民の理解を深めるための措置） 

第10条 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるよう適切な

措置を講ずるものとする。 

２ 市は、基本理念に関する市民の理解を深めるため、学校教育、社会教育その他の教育活動にか

かわる者に対して適切な支援を行うものとする。 

 （相談） 

第11条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によっ

て人権が侵害された場合における市民からの相談を処理するため、関係機関と連携して、適切な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （調査研究） 

第12条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものと

する。 

 （国際的な協力のための措置） 

第13条 市は、アジアの地域をはじめとする海外の地域との情報の交換その他男女共同参画社会の

形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るための適切な措置を講ずるよう努めるものと

する。 

２ 市は、前項に規定する措置を講ずるに当たっては、国際社会における男女共同参画社会の形成

と貧困、人口、開発等の問題とが密接に関連していることを考慮して、これを行うものとする。 
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 （市民及び民間の団体に対する支援） 

第14条 市は、市民及び民間の団体による男女共同参画社会の形成の推進に関する取組を支援する

ため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （男女共同参画センター） 

第15条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策を実施し、並びに市民及び民間の団体

による男女共同参画社会の形成の推進に関する取組の拠点となる施設として、男女共同参画セン

ターを設けるものとする。 

 （年次報告） 

第16条 市長は、毎年、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の実施状況について、報告書

を作成し、これを公表しなければならない。 

 

第３章 北九州市男女共同参画審議会 

第17条 市に北九州市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の推進に関する基本的な方針、基本的な政策及

び重要事項を調査審議し、及び意見を述べること。  

 (2) 男女共同参画基本計画に基づき市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の

実施状況について意見を述べること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務 

３ 審議会は、委員２５人以内で組織する。 

４ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満であってはならない。 

５ 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

６ 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係機関の代表者、市民その他市長が適当と認める

者のうちから市長が任命する。 

７ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 委員は、再任されることができる。 

９ 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 （平成１４年北九州市条例第16号） 抄 

  （施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

 （任期の特例） 

付 則 （平成１４年北九州市条例第54号）  

この条例は、平成１４年６月２４日から施行する。 
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第８期北九州市男女共同参画審議会委員名簿 

（任期：平成 30年 3月 31日まで） 

 

氏 名 所 属 等 

【会 長】大島 まな 九州女子大学人間科学部教授 

【副会長】湯淺 墾道 情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授 

粟津 友理 
連合福岡北九州地域協議会 
ＵＡゼンセンハローデイユニオン中央執行書記長 

安藤 由起子 北九州市医師会理事 

江口 恵子 
梅光学院大学文学部特任教授 
（元 北九州市立熊西中学校校長） 

大藤 哲生 市民委員 

小川 和男 日本放送協会北九州放送局放送部長 

甲斐 能枝 厚生労働省福岡労働局雇用環境・均等部長 

久原 公枝 市民委員 

柴田 建一 福岡県警察本部生活安全部子ども・女性安全対策課管理官 

二郎丸 聡夫 北九州商工会議所事務局長 

築別 悦子 北九州市女性団体連絡会議会長 

角田 由佳 山口大学経済学部准教授 

中野 浩司 ＴＯＴＯ株式会社人財本部人財部長 

原田 美紀 弁護士 

（５０音順、平成 29年 12月 1日時点） 
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