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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 27 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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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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
基本計画の実施状況 

（概要） 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 主な取組み 成果と課題 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

弐拾七年度の成果と今後の課題 ＷＬＢ・女性活躍企業

のＰＲ、企業向け講演

会 

（Ⅰ-1、Ⅰ-3、Ⅰ-6） 

・企業向け出前セミナーの実施（９社）やＷＬＢ（ワーク・ライフ・バランス）推進ア

ドバイザーの派遣（２７回）、イクボスについての企業向け講演会の実施などにより、

ＷＬＢを推進し、女性が働きやすい環境づくりに取組む企業を支援。 

・女性や多様な社員が活きる次の時代の組織経営をテーマに、企業向けシンポジウムの

開催（６８名）、女性の活躍に組織的に取組む企業へのアクションプランの作成支援

（７社）、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。 

・「北九州市ＷＬＢ表彰」において、ＷＬＢ推進及び女性活躍推進に取組む企業・個人

等を表彰（３団体１個人）し、パンフレットや推進サイトでその取組みを広くＰＲ。 

・女性活躍推進法の成立や「一億総活躍」など国の動きもあり、女性活躍に向

けた取組みが各所で進められている。市としても、企業向けの講演会やシン

ポジウムの開催に加え、出前セミナーや専門家派遣などを行い、企業の個々

の取組みの課題解決に向けた支援を行うことができた。ＷＬＢ表彰の応募者

も年々増加するなど、本市においても地域の企業等の関心の高まりを感じて

いる。今後も、女性活躍に関する広報・啓発活動、課題解決型のセミナー等

の開催により、企業に対する働きかけや支援を推進する。 

自治会など地域団体へ

の女性の登用促進 

（Ⅰ-1） 

・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、女性の登用促進について協力を要請。 

・地域における方針決定過程への女性の参画は、少しずつではあるが進んでい

る。これまでの取組みに加え、人材育成・発掘のための研修の実施やロール

モデルの提供などに取組む。 

地域での男女共同参画

フォーラム、広報啓発

事業の実施 

（Ⅰ-1、Ⅰ-3） 

・地域における男女の固定的な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、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、3,295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（26

回、1,028名参加）を実施。 

・地域の広報啓発事業として定着しており、回数・参加者数ともに充実した取

組みとなり、本市の市民意識の変革にも結びついている。今後も、より男性

や若年層などより多くの方が関心を持って積極的に参加できるよう、開催内

容を随時見直す。 

市職員研修（女性職員

キャリア研修、管理監

督者研修等）の実施 

（Ⅰ-2、Ⅰ-5） 

・女性職員の能力開発・キャリア形成支援を目的とした研修（８回）、管理職の指導・

育成能力向上等を目的とした研修（４回）を開催。 

・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を実施。 

・市役所における女性職員の登用については、女性管理職・役職者比率や行政

職係長試験受験率の向上などに結びついている。引き続き、市役所内の取組

みを進め、成果を市内の企業等に広める取組みを進める。 

付属機関等への女性委

員の参画拡大（Ⅰ-2） 

・市の付属機関等への女性の参画拡大について、各付属機関等の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、女性の比率は、平成 27年 7月時点で 44.9%

に上昇（平成 25年度から 3.0ポイント増）。 

・付属機関等における女性の比率は４年連続で政令市トップの数値となるなど

全国的に見ても進んだ状況である。引き続き、数値目標である女性の比率 50%

に向けた取組みを進める。 

男女共同参画講座（ム

ーブ等）、生涯学習講座

（市民センター等）の開

催（Ⅰ-1、Ⅰ-3、Ⅰ-6） 

・拠点施設であるムーブ、レディス（もじ・やはた）において、男女共同参画に関する

問題等について考える「男女共同参画講座」（58講座、26,701名参加）等を開催して、

方針決定過程への女性の参画促進に関する啓発を実施。 

・ムーブ、レディスで開催している男女共同参画講座等は、講座・参加者数と

も同程度で推移している。参加者の感想も良好であり、啓発活動の中心的な

役割を果たしている。今後も、利用者ニーズや環境の変化などを踏まえ、常

に事業内容の見直しを行う視点を持ちながら取組む。 

市防災会議での女性委

員の参画拡大（Ⅰ-4） 

・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拡大。 

（平成 27年 7月：34.8%←平成 25年 11月：28.6%） 

・防災会議への女性の参画拡大など、女性が防災・災害発生時対策に参加する

体制作りが進んだ。今後も、女性の防火団体等への参加に向けた広報・環境

づくり支援や、災害発生時の女性相談窓口開設に備えた準備などを進める。 

地域リーダーの育成

（生涯学習総合センタ

ー）（Ⅰ-6） 

・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、「地域力アップセミナー」等の修了生の中か

ら、公募・選考を経て決定した研修生を国立女性教育会館及び先進都市へ派遣する「女

性リーダー国内研修」を実施。 

・生涯学習分野では、毎年継続して女性リーダーの育成が進められている。 

こうした取組みをモデルに、他の分野においても人材の育成・発掘を進める。 

女性団体等の活動支援 

（Ⅰ-3、Ⅰ-6） 

・「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

を支援するとともに、「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。 

・女性団体の地域における活躍の支援を継続するとともに、現在の活動を次の

世代へつなぐため、人材の育成・発掘を進める。 

 

 

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 

 
２ 市の政策・ 

方針決定過程への 
女性の参画拡大 

 
３ 男女共同参画意識が 

浸透した社会、 
地域の実現 

 
４ 防災における 

男女共同参画の推進 
 
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 

 
６ 女性の人材育成と 

チャレンジ支援 
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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 主な取組み 

ウーマンワークカフェ 

北九州の設置調整 

（Ⅱ-1、Ⅱ-3） 

・就業等に関する情報をワンストップで市民に提供する「ウーマンワークカフェ北九

州」の開設に向け、国・県等との調整や市民からの意見募集、運営内容や機能の基

本プランの作成等を実施。 

・ウーマンワークカフェ北九州は、28年 5月に小倉駅新幹線口 AIMビル２階にオ

ープンすることができた。利便性が向上するとともに、女性に配慮した設備を

備えており、利用者数は設置前と比較して増加し「利用しやすい」などの意見

もいただいている。今後は、ウーマンワークカフェの一層のＰＲや、就職者数

の増加など機能充実に向けた取組みを進める。 

新成長戦略の推進によ

る雇用創出 

（Ⅱ-1） 

・女性の雇用拡大の観点から、女性の就労者が多いサービス産業ビジネスの拡大、誘

致などを実施。加えて、マザーズハローワークなど関係機関との連携により、正規

雇用につながる仕事の創出や雇用のマッチング支援を推進。 

・リ・スタートママのための応援イベント「ママドラフト会議 in 北九州」を初

開催するなど雇用のマッチング支援を情報発信できた。引き続き、雇用創出・

拡大に向けた取組みを関係機関・部局と連携して推進するとともに、女性を対

象にした起業家・就業セミナー等を開催する。 

女性起業家支援塾、次

世代リーダー養成など

各種講座（ムーブ等）

の開催 

（Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3） 

・ムーブ等では、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、「働き

女子の夢をかなえるキャリアアップ講座（次世代リーダー養成講座）」などのキャ

リアアップ講座、相談事業等 157講座を開催し、7,140人が受講。 

・起業を目指す女性を支援するための女性起業家支援塾の実施や、夫婦でともに子育

てと仕事の両立を考える講座、マザーズハローワーク等と連携した再就職応援講座

などの事業を実施。 

・資格取得講座等は、就業支援に重点を置いた事業を展開し、就職に結びつく等

講座の満足度が高い。次世代リーダー養成講座は、約 150名の修了生のネット

ワークが形成され、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

を提供できた。今後とも、女性の抱える課題やニーズに対応した取組みを進め

るとともに、必要としている方に必要な情報が届くよう効果的な広報・ＰＲに

努める。 

取組み企業支援、女性

管理職支援（Ⅱ-3） 

・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。２０社の女性社員が参

加。  

・ＷＬＢ推進企業を支援するため、企業向け出前セミナー（９社）の開催やＷＬＢ推

進アドバイザー（社会保険労務士）の派遣（２７回）、イクボスについての企業向

け講演会の開催、「子ども参観日」の呼びかけ（９事業所実施）などを実施。 

・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、女性活躍やＷＬＢ推進

にかかる取組みの働きかけ。 

・女性活躍推進法の成立や「一億総活躍」など国の動きもあり、女性活躍に向け

た取組みが各所で進められている。市としても、企業向けの講演会やシンポジ

ウムの開催に加え、出前セミナーや専門家派遣などを行い、企業の個々の取組

みの課題解決に向けた支援を行うことができた。今後も、女性活躍に関する広

報・啓発活動や課題解決型のセミナー等の開催により、企業に対する働きかけ

や支援を推進していく。 

 

 

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 

成果と課題 
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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 主な取組み 

企業向け出前セミナ

ー・アドバイザー派遣、

ＷＬＢ表彰（Ⅲ-1） 

・ＷＬＢ推進企業を支援するため、企業向け出前セミナーの開催（９社）やＷＬＢ推進

アドバイザー（社会保険労務士）の派遣（２７回）、イクボスについての企業向け講

演会の開催、「子ども参観日」の呼びかけ（９事業所実施）など実施。 

・ＷＬＢ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、ＷＬＢ推進

及び女性活躍推進に取り組む企業・個人等を表彰（３団体１個人）。 

・企業向けの講演会やシンポジウムの開催に加え、出前セミナーや専門家派遣

などを行い、企業の個々の取組みの課題解決に向けた支援を行うことができ

た。今後も、女性活躍に関する広報・啓発活動や課題解決型のセミナー等の

開催により、企業に対する働きかけや支援を推進する。 

企業ネットワークによ

る交流会・研修会（Ｋ

ＤＮ）（Ⅲ-1） 

・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ＷＬＢ推進への

働きかけを実施。 

・市内企業に対するテレワーク導入に向けた取組みを支援。 

・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や、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。今後も定期

的な研修会の機会を通じ、時期に応じた課題等について企業の枠を超えた情

報共有等を図っていく。 

市役所におけるイクボ

ス宣言、イクボスセミ

ナー（Ⅲ-1） 

・部下のＷＬＢとキャリア形成を応援し、自らもＷＬＢを実践するため、全ての幹部職

員が「イクボス宣言」を実施。 

・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」

を初めて実施。 

・イクボス表彰では、３４名の推薦から１０名を表彰。管理職のマネジメント

の優秀事例について部下職員から多くの推薦が上がるなど、職員への意識付

けやロールモデルの提示ができた。今後も職場風土を変える、このような取

組みを継続する。 

ＷＬＢに関する各種講

座・相談の実施（ムー

ブ等）（Ⅲ-1） 

・男性の家事、子育て、介護などへの参画促進を図るため、ムーブ等で「エプロン男子

(男性の料理教室)」「ケアメン養成講座」などの男性向け講座を実施。 

・妻の就業支援の視点から、子育てと仕事の両立について必要な知識を学び、夫婦で考

える機会を提供する「夫婦で考えるハッピー仕事×子育て術」講座を実施。 

・ムーブ等では、男女の心の問題や生き方、女性のための就労支援相談など様々な相談

や支援を実施。また、子育て中の母親の不安解消や心身ともにリフレッシュすること

を目的に育児期間を対象とする講座を開催。 

・一般的な啓発活動に加え、近年では課題解決型の講座に注力している。具体

的な問題を採り上げたイベントや講座等を開催しており、１回あたりの参加

者は少ないものの評価は高い。より多くの方が関心を持って参加できるよう

イベントや講座等に継続的な見直しと工夫を図り、効果的な広報・啓発に取

り組む。 

子育て環境の整備・充

実、ひとり親家庭の支

援・充実 

（Ⅲ-2） 

・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。 

・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（入所定員 413人増）。 

・児童の増加に対応するため、放課後児童クラブを３クラブで施設を新築した。また、

クラブ運営や児童への対応充実のため、指導員研修（21 回）や、巡回カウンセラー

（臨床心理士）等のクラブ派遣（延べ 128回）を実施。 

・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（利用者数 10,015人）。 

・「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、

相談者の不安や負担感の軽減が図られている。継続的な取組みが求められる

が、子どもと家庭を取り巻く環境は多様化・複雑化しており、スタッフの資

質向上や関係機関との連携などを図る取組みを進める。 

・保育所の年度当初の待機児童数は０人であり、市全体では概ね需要に対応で

きる状況である。子ども・子育て新制度に伴う放課後児童クラブ指導員配置

基準の変更対応や、指導員に対する研修の充実も進めた。今後も、保育の量

の確保、教育・保育の質の向上、保育士等の人材確保等に取組む。 

・母子・父子福祉センターの認知度を上げるため、様々な機会を通じてセンタ

ーをＰＲした結果、利用者数が延べ 1万人を超え、より多くのひとり親家庭

等に自立支援や就業支援等を行うことができた。今後も、ひとり親家庭が自

立し、安定した生活を営むことができる社会環境づくりを推進するため、継

続した取組みを行う。 

地域包括支援センター

での介護相談、介護サ

ービス、介護従事者の

支援（Ⅲ-2） 

・各区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。 

・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（3,007人受講）、介護サービス相談員派遣事業を実施。 

・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。 

・総合支援センター及び地域包括支援センター自己点検の結果、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。取組み

を継続的に進めるとともに、相談機能充実に向けた職員のスキルアップや、関

係者等との更なる連携強化、地域包括支援センターの周知を積極的に行う。 

・介護サービス従事者研修は、介護事業所の人材不足などにより受講者数が停

滞、潜在的有資格者就労支援セミナーの参加者数が減少、就職者数も減少し

ている。社会的な要因も強いが、研修等への積極的な参加の働きかけなどの

活動を行う。 

 

 

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 

成果と課題 
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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 主な取組み 

 

１ 男性にとっての 
男女共同参画の推進 

 
２ 子どもの頃からの 

男女共同参画の 
理解の促進 

柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進 

女性の暴力ゼロ運動特

別講演、デートＤＶ予

防教室（Ⅴ-1） 

・「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（相談件数 17件） 

・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（22校 36回、参加者 3,227人） 

・内閣府「女性に対する暴力をなくす運動」と連動した活動を引き続き行い、

効果的な啓発活動に努める。 

・デートＤＶ予防教室は、学校側も参加者の評価も高く、継続した利用がある。

若年期からの啓発は非常に重要であるため引き続き実施するとともに、利用

者が固定されないよう更なる啓発・周知に努める 

ＤＶ防止・相談窓口の

リーフレット配布（Ⅴ

-1） 

・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。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 

・各施設に設置している啓発カードの配布部数は増加し続けている。今後も、

市民への周知、特に若年層への啓発を図るため、リーフレットの配布を始め、

工夫を行いながら取組みを進める 

相談体制の充実（Ⅴ-1） ・配偶者暴力相談支援センターに「統括指導員（スーパーバイザー）」を新たに配置し、

相談体制の充実、各区子ども・家庭相談コーナー等関係機関との連携を強化 

・性暴力被害にあわれた方への支援を迅速に行うため、「性暴力被害者支援センター・

ふくおか」の相談窓口を２４時間３６５日体制へ強化 

・相談も増加する等、年々ＤＶについての認識は高まっている。相談に対して

は、相談者の不安や負担感の軽減を図るため、それぞれの内容に応じた支援・

対応を行っている。引き続き、関係機関との連携強化に努め、相談体制の充

実を図る 

セクハラ防止の働きか

け、研修会、女性のた

めの犯罪被害者防止教

室（Ⅴ-2） 

・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 

・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 

・「女性のための犯罪被害防止セミナー」は、安全・安心推進員による事業者や

大学への訪問等による広報を積極的に行い、参加者が大幅に増え、女性の防

犯意識の醸成・防犯知識の向上につながった。引き続き、広報・啓発活動を

進めることで、市民等の防犯に対する関心を高める。 

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ講座、思

春期健康教室（Ⅴ-3） 

・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(10回 参加人数 704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（94 回、参加人数

4,760人）。 

・ムーブ等の活動では、妊娠に関することや性感染症など、若い世代に対して

啓発を行うことができた。引き続き、女性の多様な活動を支えるための知識

の習得の機会を提供する必要がある。 

・思春期健康教室は年々開催回数も増えるなど好評である。思春期保健連絡会

議により関係者と課題を共有等することもできている。今後も新たな課題に

対応しながら継続実施する。 

女性の健康保持・増進 

（Ⅴ-3） 

・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 

・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 

・北九州市国民健康保険特定健診・特定保健指導を実施 

・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 

・健康を保持・増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

防する一時予防に重点を置いた取組みなどが重要である。このため、より一

層の受診促進に努め受診者を増やすこと、講座等では参加しやすいテーマや

内容にするなどの工夫や参加できない対象者への啓発、より多くの方に内

容・知識やイベント等の存在を知ってもらうための広報啓発活動に取組む 

 

 

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 

成果と課題 

地域での男女共同参画

フォーラム、広報啓発

事業（Ⅳ-1、Ⅳ-2） 

・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 

・回数・参加者数ともに充実した取組みを継続しており、本市の市民意識の変

革にも結びついている。男性や若年層などより多くの方が関心を持って積極

的に参加できるよう、開催内容を随時見直す 

男性の家事、育児、介

護など家庭生活への参

画促進講座（ムーブ）

（Ⅳ-1） 

・男性の家事、子育て、介護などへの参画促進を図るため、「エプロン男子（男性の料

理教室）」「ケアメン養成講座」などの男性向け講座を実施 

・妻の就業支援の視点から、子育てと仕事の両立について必要な知識を学び、夫婦で考

える機会を提供する「夫婦で考えるハッピー仕事×子育て術」講座を実施 

・課題解決型の講座に注力しており、具体的な問題を採り上げたイベントや講

座等を開催しており、１回あたりの参加者は少ないものの評価は高い。より

多くの方が関心を持って参加できるようイベントや講座等に継続的な見直し

と工夫を図るとともに、効果的な広報・啓発に取り組む 

男性の電話相談（ムー

ブ）（Ⅳ-1） 

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

１８件） 

・相談件数は少ないが、男性専用窓口のため安心できると評価がある。潜在的

ニーズは高いため、男性専用窓口の周知を広く図る 

男女共同参画副読本の

活用（Ⅳ-2） 

・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 

・活用率 100%を継続している。「新版いのち」など他の教材と併用して利用さ

れている例が多い。28年度は改訂予定年にあたり、内容等の見直し等を教育

委員会と連携して行う 
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数値目標等の進捗状況〔平成２７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）５年ごとに実施される国勢調査で得られる数値です。平成２７年に実施されていますが、デ

ータの集計や分析に時間を要するため、現時点では公開されていません。 

（注３）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） 

 17.9％ 

（平成 28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） 

 14.5％ 

(平成28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 14.2％ 

② 23.7％ 

（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） 

 
44.9％ 

（平成 27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（注２） 
64.6％ 

（平成 22 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） 

 18.4％ 

（平成 27 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） 

 
8.8％ 

（平成 28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 

 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） 

 ①152 箇所 

②  7 箇所 

③ 11 箇所 

（平成 28年3月） 

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  4.4％ 

③ 16.1％ 

（平成 27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 27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 27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（注２） 

（女性）0.89％ 

（男性）3.96％ 

（平成 22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）①45.1％ 

    ②54.6％ 

（男性）①76.3％  

    ②21.4％ 

（平成 28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） 

 ① 314人 

②  78人 

（平成 27年度） 

市内企業等における職員の育児休業取得率（注３） － － － 

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３） 
－ － － 

6歳未満の子どもを持つ男性の育児・家事関連時間 

（注３） 

※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 90.4％ 

家事 69.3％ 

（平成 27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） 

   ①17,745人 

  ②  ,554人 

  ③ 1,834人 

  ④ 7,863人 

  （平成 27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 27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） 

 
13.7％ 

（平成 25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） 

 
35.6％ 

（平成 27年度） 
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平成 27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 

 

・女性活躍推進に関する市の取組みは評価できる。今後は、市の取組みを市内企業等に広

めていくことが課題である。市内企業等の状況を把握していくために、市内企業等の実

態がわかる調査の実施や調査項目の工夫をしていただきたい。 

・指標について、状況に応じて項目や目標数値の見直しを検討していただきたい。  

・指標数値の変動には多数の要因があることから、評価に当たっては単純に数値の増減だ

けで判断せずに、様々な視点からの観察や分析、検討を行っていただきたい。 

 

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 

 

・審議会の女性委員の比率について、参画率が目標に向け着実に増加し、政令市でトップ

を４年続けるなど評価できる。引き続き、目標達成に向けた取組みを進めていただきた

い。 

・市立学校等における管理職の校長職が増えるためには教頭職が増える必要があり、教頭

の数値が目標を達成していることは評価できる。校長職も目標を達成するよう、引き続

き取組みを進めていただきたい。 

 

柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化 

 

・平成 28年５月に開設された「ウーマンワークカフェ北九州」は、国・県・市が一体とな

り設置した全国初の施設であり、国・県等の関係機関との調整や取組みは評価できる。

利用者がさらに増えるよう、様々な意見を取り入れながら、施設のＰＲや取り組みを進

めていただきたい。 

・働き方改革に向けて、仕事のローテーションなどの働き方の工夫、休日・夜間の保育な

どの子育て環境の整備・充実など、様々な面から取組みをしていただきたい。 

・女性が正規雇用で働きやすい取組みは、男性も含め働き方改革につながるため、男女と

も家事や育児、介護等との両立がしやすい環境づくりに向けた働きかけや支援を進めて

いただきたい。 
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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 

 

・北九州市の子育て支援に対する取組みは、保育所の待機児童ゼロなどを達成するととも

に、ＮＰＯ等の第３者から高い評価を受けるなど質・量ともに充実している。子育て支

援事業の充実は、ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進の土台となるものであり、

施設等量の確保に加え、更なる質の向上に努めていただきたい。 

・ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に企業が関心を持ち取組みを進めていくこと

は良いことであるが、継続していくことが重要である。ワーク・ライフ・バランス表彰

を受賞した後のモニタリングや評価なども検討していただきたい。 

・ワーク・ライフ・バランス表彰を受賞した企業など市内の好事例や、イクボス等市の取

組みを幅広く周知し、中小企業や学校教育分野など市内全体にさらに広まるよう取組み

を推進していただきたい。 

・子育てだけでなく、介護との両立もニーズがあるので、地域包括支援センター等で行う

支援と当事者を結びつける周知・啓発活動を進めていただきたい。 

・「親の介護は女性がおこなうもの」との意識が根強く残っており、介護に関しても意識を

変える取組みを、男女共同参画や生涯学習、社会教育など様々な分野から進めていただ

きたい。 

 

柱Ⅳ 男性、子どもにとっての男女共同参画の推進 

 

・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、児童生徒の名簿の男女混合化

について、導入促進に向けた取組みを進めていただきたい。 

 

柱Ⅴ 女性に対する暴力の根絶など安心な生活の推進 

 

・配偶者暴力相談支援センターに新たに「統括指導員（スーパーバイザー）」が配置され、

体制が強化されたことは評価できる。今後も、悩みを抱える方への対応や、迅速な対処

を図るため、相談窓口職員のスキル向上とともに、関係機関との連携強化に努め、相談

体制の充実を進めていただきたい。 

・相談窓口やムーブ等で実施している講座などの情報が、さまざまな悩みを抱えている方

へ届くよう、広報手法について更に工夫していただきたい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本計画の実施状況 
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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 

 

 

 

 

企業等の事業者に対し、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）など女性活躍の働きかけに取り組む。 

また、地域等において、様々な団体の会長だけでなく、副会長等の女性役員の

活躍状況の把握にも取り組む。そして、その状況を踏まえながら、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拡大についての理解を深めるため

の広報・啓発活動や協力の働きかけを推進する。 

【主な取組み】 

〔企業・団体等における方針決定過程への女性の参画拡大〕 

・ 企業向け出前セミナーの実施（９社）やワーク･ライフ・バランス推進アドバ

イザーの派遣（２７回）、イクボスについての企業向け講演会の実施などによ

り、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、女性が働き

やすい環境づくりに取り組む企業を支援した。 

・  女性や多様な社員が活きる次の時代の組織経営をテーマに、企業向けシン

ポジウムの開催（６８名）、女性の活躍に組織的に取組む企業へのアクション

プランの作成支援（７社）を行った。 

・  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った。 

・ 「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」において、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った（３団体１個人を表彰）。 

・  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

ける更なる活躍推進を図るためのセミナーを開催し、２０社の女性社員が参

加した。 

〔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〕 

・ 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、女性の登用促進について協力要請を行った。 

・ 地域における男女の固定的な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、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ｉ

ｎ北九州」（37回、3,295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（26回、1,028名参加）などを、市民センターをはじめ、

小学校、高校、専門学校、大学などで実施し、若い世代も含めた多くの市民に

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 
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対して、積極的に啓発を行った。 

・ 地域での広報啓発事業については、自治会等に協力を依頼するとともに、

地域と共催で男女共同参画地域フォーラムを実施した。地域団体との意見交

換を取り入れるなど、地域における男女共同参画意識の醸成に取り組んだ。 

・ 地域における女性活躍推進モデル事業(H26～H27 年度県事業)に、本市から

１団体（日明校区まちづくり協議会）が採択され、子育て世代をメーンター

ゲットにした連続ワークショップや男性の料理教室などを通じて、地域行事

への参加促進とともに、地域の女性リーダーの育成・発掘を目指した取り組

みが進められた。 

・ 拠点施設である男女共同参画センター・ムーブ、東部勤労婦人センター・

西部勤労婦人センター（以下「レディス（もじ・やはた）」という）において

も、男女共同参画に関する問題等について考える「男女共同参画講座」（58

講座、26,701 名参加）等を開催して、方針決定過程への女性の参画促進に関

する啓発を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

自治会における女性の比率〔総務局調〕 

           （平成 25年） （平成 27年） 

区自治総連合会長       0％         0％（副会長は 4.8％） 

自治区会長        3.9％      4.4％（副会長は 13.2％）  

町内会長        15.7％     16.1％ 
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市の付属機関等における女性委員の比率〔総務局調〕 

 （平成 25年 7月）41.9％    （平成 27年 7月）44.9％  

                 

  

 

 

 

市の政策は、住民一人ひとりの生活に大きな影響を与えることから、その政策

や方針決定の場に男女が対等に参画し、男女の意見が十分反映されることが重要

であり、市の政策・方針決定の場である市役所（市立学校を含む）や市の付属機

関等への女性の参画の更なる拡大を図る。 

【主な取組み】 

〔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〕 

・ 平成 26年 2月に策定した「女性活躍推進アクションプラン第２期計画」 

（H26～30年度）に基づき、女性職員の能力開発・キャリア形成支援を目的と

した研修（８回）を実施するとともに、管理職の指導・育成能力向上等を目的

とした研修（４回）を開催した。 

・  第３期特定事業主行動計画「北九州職員ダイバーシティ推進プログラム」

に基づく管理職を対象としたイクボス養成研修を実施した。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」

を初めて行った。 

〔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〕 

・ 「公立学校等管理職候補者選考」において、有資格者全員への要項・志願書

の配布、管理職からの受験勧奨等の声かけなど、登用の推進に取り組んだ。 

〔市の付属機関等への女性の参画の拡充〕 

・ 市の付属機関等への女性委員の参画拡大について、各付属機関等の所管部局

に対するヒアリングの実施や改善計画の確認等により、女性委員の参画率は、

平成27年7月1日時点で44.9%に上昇した（平成25年度から3.0ポイント増）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所における役職者（係長級以上）に占める女性の比率〔総務局調〕 

 （平成 26年 4月）16.2％     （平成 28年 4月） 17.9％ 

市役所における管理職に占める女性の比率〔総務局調〕 

 （平成 26年 4月）12.8％     （平成 28年 4月） 14.5％            

市立学校等における管理職に占める女性の比率〔教育委員会調〕 

 （平成 26年 4月）校長 15.4％  （平成 28年 4月）校長 14.2％  

教頭 19.0％           教頭 23.7％ 

        

 

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 
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【主な取組】 

 

男女共同参画に関する様々な課題の背景となっている性別による固定的役割分

担意識にとらわれず、女性も男性もその個性や能力を十分に発揮できる社会、地

域づくりに一層取り組む。 

男女共同参画センター・ムーブ等を拠点施設としてその機能充実を図るととも

に、ホームページ、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの活用など男女共

同参画の必要性が共感できる効果的な広報啓発活動などに取り組む。 

また、本市の男女共同参画に関する様々なデータの把握を行う。 

さらに、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む。 

(公財)アジア女性交流・研究フォーラムを核としながら、諸外国等との相互交

流・連携を図るとともに、その成果を市民に分かりやすい形で明確に還元してい

く。また、市内在住の外国人との交流を進め、相互理解を促進し、外国人が安心

して暮らせるよう支援する。 

【主な取組み】 

〔性別による固定的な役割分担意識の解消〕 

・ 地域における男女の固定的な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、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、3,295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（26 回、1,028 名参加）などを、市民センターをは

じめ、小学校、高校、専門学校、大学などで実施し、若い世代も含めた多く

の市民に対して、積極的に啓発を行った。[再掲] 

・ 拠点施設である男女共同参画センター・ムーブ、レディス（もじ・やはた）

においても、男女共同参画に関する問題等について考える「男女共同参画講

座」（58 講座、26,701 名参加）等を開催して、性別による固定的な役割分担

意識の解消や男女共同参画意識の醸成を図った。 [再掲] 

・ 「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」（構成機関：商工会議所、

中小企業団体、労働組合、ＮＰＯ、有識者、国、市）を中心として、11 月を

「ワーク・ライフ・バランス推進月間」と定め街頭啓発等のキャンペーン事業

を実施した。 

・  企業向け出前セミナーの実施（９社）やワーク･ライフ・バランス推進アド

バイザーの派遣（２７回）、イクボスについての企業向け講演会の実施などに

より、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、女性が働

きやすい環境づくりに取り組む企業を支援した。[再掲] 

・  「女性セミナー講座」「男だけの料理講座」など、男女共同参画について考

え、意識向上につながる生涯学習市民講座を開催した。 

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 
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・ 市立の保育所、幼稚園、小・中・特別支援学校及び私立幼稚園、保育所の保

護者を対象に、家庭で子どもを教育する心構えや、子どもへの接し方、教育上

の留意点など、家庭教育上の問題を相互に学ぶ「家庭教育学級」を開催した。 

〔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〕 

・ 漫画を活用した男女共同参画に関する啓発誌「わりカン？！」を各種講演会

等で配布するとともに、小中学生向け男女共同参画副読本「レッツ」「ひびき

愛」を、市内小中学校の授業で活用した。 

・ 福岡県主催「男女共同参画表彰」に本市からの推薦を含め、１団体、２名が

受賞した。 

・ 人権を考えるラジオ番組「明日への伝言板」を制作・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、

紙芝居ＤＶＤ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

し等を行った。 

・ 市民センターにおいて人権市民講座や家庭教育学級等を実施し、女性の人権

もテーマに取り上げた。 

・ 男女共同参画センター・ムーブにおいて、平成２６年度に実施した「北九

州市における女性の活躍推進実態調査」から、先進的な取り組みを行っている

企業の経営者、人事担当者、管理職、女子社員などを取材し、それぞれの立場

の取組み内容を紹介した冊子『ただいま、女性活躍中！－これからの実践手引

き』を発行した。 

・ （公財）アジア女性交流・研究フォーラムでは、平成２６年度に実施した

「北九州市における女性の活躍推進実態調査」により明らかになった女性活躍

推進の取組みが進んでいない製造業に対する実態調査を行い、課題を分析し今

後の方策を検討した。 

・ 市民、ＮＰＯ、学校、企業、行政等からなる「北九州ＥＳＤ協議会」を中心

に産学官民が協働で、北九州地域のあらゆる主体にＥＳＤを普及させるための

行動計画「北九州ＥＳＤアクションプラン」を策定した。 

身の回りの課題への気付き・解決のための行動支援を行うＥＳＤ学習プログ

ラム「マイプロジェクト」を北九州市を中心とした九州・中国・四国地方の高

校生を対象に初めて実施した。 

市民センター館長等を中心にＥＳＤコーディネーター研修を開催するとと

もに、市内１０大学の連携による「まなびとＥＳＤステーション」において、

大学生を中心とした 20を超える地域の課題解決に向けた取組みを実施した。 

・ 男女共同参画センター・ムーブでは、「ムーブ学生活動プロジェクト（「まな

びとＥＳＤステーション」のプロジェクトのひとつであるガーベラプロジェク

ト)」において、大学生と連携してイベント等を開催し、男女共同参画の重要

性を若者目線で若者に向けて情報発信した。 

 



- 30 - 

 

〔女性団体等への活動支援〕 

・ 「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」

の開催を支援するとともに、「北九州市婦人団体協議会」等の女性団体の活動

を支援した。 

・ （公財）アジア女性交流・研究フォーラムでは、「地域社会における女性団体

の活動と男女共同参画社会の推進」をテーマに研究を行い、北九州市の女性

団体の現状と課題、戸畑婦人会の公害反対運動の歴史などをまとめた研究報

告書や研究誌を発行すると共に、市民に対する研究報告会や女性団体に対す

る学習会を行った。 

〔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〕 

 ・ (公財)アジア女性交流・研究フォーラムに対して、日本及びアジア地域の

ジェンダー問題、男女共同参画に関する調査研究、国際交流等を柱とする事

業を行うための補助を行った。 

・ (公財)アジア女性交流・研究フォーラムでは、「女性の活躍推進に向けて～

アジアと連携して」をテーマに「アジア女性会議－北九州」を開催し、女性

の活躍についての課題や将来像、事例等の紹介、情報・意見交換等を行った。 

ハノイ女性連盟と北九州市の女性団体の交流事業を開催するとともに、「ベ

トナムとカンボジアで学ぶ国際協力」をテーマに市民参加型のスタディツア

ーを実施し、国際的な交流・連携を推進した。JICA 研修「行政官のためのジ

ェンダー主流化政策 2015」を実施した。 

・ (公財)アジア女性交流・研究フォーラムでは、独自に開発した「女子学生

のためのキャリア形成プログラム」をもとに、男女共同参画の視点で今後の

キャリア形成を考える出前講座(市内大学・高校５校 973人参加)を行った。 

 ・ 男女共同参画推進の活動拠点である男女共同参画センター・ムーブ、レデ

ィス(もじ・やはた)において、地域に根ざした男女共同参画の推進、次世代

女性リーダー養成、就職・再就職に向けた就業・キャリアアップ支援、相談

事業など、第３次基本計画の具体的施策を具現化するための様々な事業を展

開し、男女共同参画社会の形成の推進に取り組んだ。 

・ （公財）北九州国際交流協会において、外国人市民を対象とした無料相談窓

口を開設したほか、区役所等での相談時に行政通訳者を派遣した。また、市及

び（公財）北九州国際交流協会において、外国人市民を含む市民を対象に、国

際理解教育講座の実施など、多文化共生社会の実現に向けた事業を実施した。 
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【主な取組】 

 

災害時における乳幼児、妊産婦等に配慮した避難所の運営をはじめ、防災に係

る計画やマニュアルの作成など、あらゆる防災施策において、男女のニーズの違

いなど男女双方の視点に立った取組みを推進する。災害発生時のみならず、平常

時から、防災に関する政策・方針決定過程の段階から女性の参画を拡大し、男女

共同参画の視点を取り入れた防災体制の整備を進める。 

【主な取組み】 

〔男女共同参画の視点を取り入れた地域防災対策の推進〕 

 ・ 防災対策に関する方針決定過程において女性の参画を拡大するため、北九

州市防災会議での女性委員の参画拡大を図った（平成 27年 7月：34.8%←平成

25年 11月：28.6%）。 

・ 自主防災組織のうち、各婦人防火団体に対し、地域の特性や団体のニーズを

踏まえた防火・防災の指導を行うとともに、福岡県女性防火クラブ連絡協議会

及び研修会参加の呼びかけ案内を行った。 

・ 災害時の避難所の運営においては、男女のニーズの違いなど、男女双方の視

点等に配慮することが重要であり、これらを踏まえた地域住民が主体的に参加

する避難所運営訓練を実施した。また、着替えや授乳用のパーテーションの整

備を行った。 

・ 市内のＮＰＯなどが独自の取組みとして、子育て中の母親や女性ならではの

視点で、防災について気軽に語り合う「防災カフェ」等を開催しており、これ

らの活動に対し、啓発用の非常持出袋や非常用食糧の貸出をするなどの支援を

行った。 

・  男女共同参画センター・ムーブでは、災害発生時に備え、女性相談窓口の

設置等に迅速に対応できるよう、国立女性教育会館等の研修に相談員等が参

加し、情報収集を行った。インターネット上の無料クラウドサービス「サイ

ボウズ Ｌｉｖｅ」を活用した「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」（本部：ＮＰＯ法人全国女性会館協議会事務局）に登録

を行い、全国各地の男女共同参画センター同士が互いに支えあう仕組みづく

りに参加した。 

・  介護職員初任者研修の資格を有する者を中心とした女性消防団員が６５歳

以上のひとり暮らしの家庭を訪問し、防火・防災指導や家庭内での事故防止

に関する指導に加え、簡単な身の回りのお世話や福祉相談を関係機関に取り

つぐ「いきいき安心訪問」を実施した。 

施策の方向  ４ 防災における男女共同参画の推進 
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【主な取組】 

 

男女共同参画社会の形成を推進していくうえでは、市のあらゆる施策が計画（予

算）段階から男女共同参画の視点に立って政策立案され、決定・実施されること

が重要であり、管理監督者の研修、付属機関等の女性委員の参画拡大、市役所の

女性管理職の登用などを進め、あらゆる施策に男女共同参画の視点が担保される

よう取り組む。また、この計画に基づいて行う様々な施策について、その実施状

況を毎年度把握する。 

【主な取組み】 

〔男女共同参画の視点に立ったまちづくりの推進〕 

・  女性活躍の動きを迅速かつ効果的に推進するため、平成 27年 4月に、「女

性の輝く社会推進室」を新設した。 

・ 「北九州市男女共同参画推進本部会議」「ワーク・ライフ・バランス推進庁内

連絡会議」を開催した。 

・ 男女共同参画基本計画に掲げる施策の実施状況(平成 26年度)について、北

九州市男女共同参画審議会の意見を付し取りまとめた報告書を作成し公表を

行った。 

 

 

 

 

 

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 
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【主な取組】 

 

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図る。 

また、生涯にわたるエンパワーメントの推進のため、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

ージに応じた支援を行う。 

【主な取組み】 

〔あらゆる分野における女性リーダー育成の推進〕 

・ 男女共同参画センター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)では、再就職・就

職支援のための講座や、「働き女子の夢をかなえるキャリアアップ講座（次世

代リーダー養成講座）」をはじめとするキャリアアップ講座、相談事業等を行

っている。特に、企業等で働く女性がリーダーや管理職として能力を発揮する

ことを支援するための「働き女子の夢をかなえるキャリアアップ講座（次世代

リーダー養成講座）」の修了生に対するフォローアップ講座を通して、ネット

ワークづくりを行い、身近なロールモデルの情報発信に取り組んだ。 

・  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

ける更なる活躍推進を図るためのセミナーを開催し、２０社の女性社員が参

加した。[再掲] 

・  生涯学習総合センターにおいて、「地域力アップセミナー」等の修了生の中

から、公募・選考を経て決定した研修生を国立女性教育会館及び先進都市へ

派遣し、生涯学習活動に必要な専門的知識や技能の習得およびリーダーとし

ての資質の向上を図った。 

・  「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」の開催を支援するとともに、「北九州市婦人団体協議会」等の女性団体の

活動を支援した。[再掲] 

〔生涯にわたる女性のエンパワーメントの推進〕 

・ 市内全中学校を対象に、生徒に自らの将来を考えさせるため、ある職業を暫

定的な窓口としながら、多様な年齢、立場の人や社会や職業にかかわる様々な

現場を体験する「職場体験活動」を実施した。 

・ 男女共同参画センター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)において、性別に

とらわれず、自分らしく生きることについて考える男女共同参画講座をはじめ、

キャリアアップ講座、就業支援講座などを開催し、女性のエンパワーメントを

推進した。また、ムーブ叢書や情報誌、ホームページやフェイスブック等によ

り、広範囲にわたる効果的な情報発信を行った。  

・  男女共同参画センター・ムーブでは、北九州市内において女性の活躍推進

施策の方向  ６ 女性の人材育成とチャレンジ支援 
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に先駆的に取組む企業のキーパーソンと具体的な取り組みを掲載した冊子

『ただいま、女性活躍中！－これからの実践手引き』を発行した。[再掲] 
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柱Ⅱ 女性の活躍による経済社会の活性化 

 

 

 

   

女性の就業、キャリアアップをより効果的に支援するためには、市や関係機関

が実施している様々な施策・事業を相互に連携させながら、その情報を市民に一

元的に提供することが求められ、就業等に関する情報をワンストップで市民に提

供できる女性活躍推進センターを設置する。 

また、女性の就業機会の拡大を図るとともに、働きながら安心して子どもを育

てることのできる保育サービス等の充実を図る。 

女性がその価値観やライフスタイル等に応じ、多様で柔軟な働き方が選択でき

ることは、女性の能力発揮の促進を図る上で重要であり、起業やＮＰＯ、ボラン

ティア活動など多様な活動が出来るよう支援を行う。 

【主な取組み】 

〔女性活躍推進センターの設置〕〔女性の就業機会の拡大推進〕 

・ 就業等に関する情報をワンストップで市民に提供できる「（仮称）女性活躍

推進センター」（ウーマンワークカフェ北九州）の開設に向けて、国・県等の

関係機関との調整を行うとともに、紙面、ＨＰなどによる意見募集を行い、運

営内容や機能の基本プランの作成等を行った。 

・ 女性の雇用の拡大という観点から、新成長戦略では女性の就労者が多いサー

ビス産業の振興によるビジネスの拡大に加え、マザーズハローワークなど関係

機関と連携することにより、正規雇用につながる仕事の創出や雇用のマッチン

グ支援に取り組んだ。 

また、女性を対象にした起業家・就業セミナー「女性起業家セミナー＆フォ

ーラム」「ママドラフト会議」などを開催した。 

・ 企業、働く人、市民、行政が参加する「北九州市ワーク・ライフ・バランス

協議会」を開催し、企業向け出前セミナーの実施（９社）やワーク・ライフ・

バランス推進アドバイザーの派遣（２７回）、イクボスについての企業向け講

演会の実施などにより、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推

進する企業を支援した。[再掲] 

〔働きやすい保育サービス等の充実〕 

・ 保育所の年度当初の入所児童は定員を下回っており、おおむね保育需要に対

応している状況ではあるが、さらに入所児童数の推移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に取り組んだ（入所定員 413 人

増）。 

施策の方向  １ 女性の雇用の拡大 
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・ 子どもの生活リズムに十分配慮しながら多様なニーズに対応した病児保育、

延長保育等の実施や児童福祉施設等第三者評価事業などにより、保育サービス

の充実に取り組んだ。 

・ 放課後児童クラブについて、児童の増加に対応するため、３クラブで施設を

新築した。また、クラブ運営や児童への対応充実のため、指導員の資質向上を

目的とした「障害児対応研修」や「救命救急講習」などの研修を実施（21回）

するとともに、巡回カウンセラー（臨床心理士）及び放課後児童クラブアドバ

イザーをクラブ派遣した（延べ 128回）。 

・ ほっと子育てふれあい事業の実施により、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た（活動件数 8,045件）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〔多様な働き方等への支援及び情報提供〕 

・ 市民活動の促進を図るため、市民活動サポートセンターにおいて、ＮＰＯ・

市民活動や協働等に関する相談・助言、情報提供、研修・啓発等、各種事業を

実施するとともに、ＮＰＯの設立の認証等に関する支援を実施した（サポート

センター利用者 23,623人）。 

・ 男女共同参画センター・ムーブでは、起業を目指す女性を支援するための女

性起業家支援塾の実施や、夫婦でともに子育てと仕事の両立を考える講座、マ

ザーズハローワーク等と連携した再就職応援講座などの事業を実施した。 

・ 女性や農業後継者が経営者の一員として農業経営に取り組んでいけるように

するとともに、農家の意識改革を進めるため、休日・給料や仕事の分担などを

定める家族経営協定の締結促進に努めた。 

保育所等の入所児童数及び待機児童数〔子ども家庭局調〕 

・入所児童数 

（平成 26年 4月）15,941人     （平成 28年 4月）16,495人 

※平成 28年度には保育所のほか、認定こども園（保育機能部分）、家庭的保育事業、 

 小規模保育事業、事業所内保育事業を含む 

   ・待機児童数                     

（平成 26年 4月）   0人  （平成 28年 4月）   0人  

 

放課後児童クラブ登録児童数〔子ども家庭局調〕 

（平成 26年 4月） 9,962人         （平成 28年 4月） 11,124人 
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働く場において女性が十分に能力を発揮するため、就業に関するスキルの取得

や向上、さらに女性のキャリア形成・キャリアアップへの支援を行う。 

育児や介護等を理由に離職した女性の再就職などに向けて個人の希望する形態

にあった支援を行うとともに、女性の就労に関する相談機能の充実を図る。 

また、女性が多様な職業の選択ができるよう、男女共同参画の視点に立った職

業観の醸成へ向けた積極的な広報啓発を行う。 

【主な取組み】 

〔再就職・就職支援〕〔キャリア形成・キャリアアップへの支援〕 

・ 男女共同参画センター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)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、「働き女子の夢をかなえるキ

ャリアアップ講座（次世代リーダー養成講座）」をはじめとするキャリアアッ

プ講座、相談事業等を実施し、年間を通じて 157講座を開催し、7,140人が受

講した。 

・ 保育士資格を有する人を対象とした再就職のための「保育士等資格活用研修」

を開催し、講義や実技、見学実習等を実施した。また、保育士資格取得見込の

学生や潜在保育士を対象に、就職支援の説明会を実施した。 

・ 再就職を支援する「再就職トータルサポート事業」を実施し、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い、再就職の促進を図った。 

〔女性が働くことに関する相談機能の強化〕 

・ 男女共同参画センター・ムーブでは、再就職をめざす女性や就業している女

性を支援するため、キャリアカウンセラーなど専門相談員による「女性のため

の就労応援相談」を実施した(毎週金曜日開催、相談受付件数 212件)。 

・ 「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応じ、それぞれの内

容に応じた支援・対応を行い、相談者の不安や負担感の軽減を図った。 

・ 福岡県子育て女性就職支援センターや北九州労働者支援事務所、マザーズハ

ローワーク北九州と連携して、「これから働きたい女性のための再就職応援講

座」「女性活躍推進＆ハラスメント防止研修会」などを実施した。 

  また、福岡県北九州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

施策の方向  ２ 女性の就業支援 
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中相談会」などを実施した。 

〔就業意識の啓発〕 

・ 市内全ての小・中・特別支援学校の進路指導・キャリア教育担当教員を対象

に、キャリア教育の在り方やキャリア教育の推進のための具体的な手だてなど

について研修を実施した。 

・ (公財)アジア女性交流・研究フォーラムでは、主に大学生を対象に、男女

共同参画の視点で今後のキャリア形成を考える「女子学生のためのキャリア

形成プログラム」を開発し、出前講座(市内大学・高校５校 973人参加)を行

った。[再掲] 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点施設（ムーブ、レディス）における就業支援講座実施状況〔総務局調〕 

  （平成 25年度）152講座    （平成 27年度）157講座 

ムーブにおける就労応援相談受付件数〔総務局調〕 

 （平成 25年度） 151件     （平成 27年度）212件 
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女性の就業支援に関する情報などをワンストップで提供する女性活躍推進セン

ターの設置、あるいは企業等における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）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

どに取り組む。 

また、起業を目指す女性を支援するとともに、企業等と連携した働く場で活躍

する女性のネットワーク形成やロールモデル等の情報発信などを行い、女性の活

躍状況の「見える化」を図る。 

【主な取組み】 

〔女性活躍推進センターの設置〕 

・ 就業等に関する情報をワンストップで市民に提供できる「（仮称）女性活躍

推進センター」（ウーマンワークカフェ北九州）の開設に向けて、国・県等の

関係機関との調整を行うとともに、紙面、ＨＰなどによる意見募集を行い、運

営内容や機能の基本プランの作成等を行った。[再掲] 

〔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〕 

・  女性や多様な社員が活きる次の時代の組織経営をテーマに、企業向けシン

ポジウムの開催（６８名）、女性の活躍に組織的に取組む企業へのアクション

プランの作成支援（７社）を行った。[再掲] 

・  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った。[再掲] 

・  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

ける更なる活躍推進を図るためのセミナーを開催し、２０社の女性社員が参

加した。[再掲] 

・  企業向け出前セミナーの実施（９社）やワーク・ライフ・バランス推進ア

ドバイザーの派遣（２７回）、イクボスについての企業向け講演会の実施な

どにより、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、女性

が働きやすい環境づくりに取り組む企業を支援した。[再掲] 

・  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。 

・  男女共同参画センター・ムーブにおいて、平成２６年度に実施した「北九

州市における女性の活躍推進実態調査」から、先進的な取り組みを行ってい

る企業の経営者、人事担当者、管理職、女子社員などを取材し、それぞれの

立場の取組み内容を紹介した冊子『ただいま、女性活躍中！－これからの実

施策の方向 ３  女性の活躍による経済の成長 
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践手引き』を発行した。[再掲] 

・  （公財）アジア女性交流・研究フォーラムでは、平成２６年度に実施した

「北九州市における女性の活躍推進実態調査」により明らかになった女性活

躍推進の取組みが進んでいない製造業に対する実態調査を行い、課題を分析

し今後の方策を検討した。 

〔女性起業家の育成・支援〕 

・ 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経営者に対し

て、創業に関する基礎的知識を習得する「実践起業塾」や、「ヒト」「カネ」

など個別具体的なテーマに焦点を当てた「起業ワンポイントセミナー」、起業

家として必要な知識の習得を目指す「経理基礎セミナー」を実施した。 

・ 市内で創業を予定している、又は創業後間もない女性を対象に、起業に向

けた心構えや元気な先輩起業家の意見発表を通じて、起業意欲を喚起する「北

九州女性の創業応援セミナー」を開催した。 

・ 北九州ベンチャーイノベーションクラブを運営し、販路拡大・事業化支援

や他都市との広域マッチング事業などを実施した。 

金融機関と連携し、「開業支援資金融資」を実施している。平成 27 年度よ

り「女性・若者・シニア特別枠」を設け、申込み時の準備資金要件を緩和し

利用しやすいものとした。 

・ 男女共同参画センター・ムーブでは、起業を目指す女性を支援するための女

性起業家支援塾の実施や、夫婦でともに子育てと仕事の両立を考える講座、マ

ザーズハローワーク等と連携した再就職応援講座などの事業を実施した。  

[再掲] 

・ 女性が創業しやすい環境づくりを進めるため、「女性創業支援のあり方検討

会」を設置し、現状と課題、今後の支援などについて検討を行った。 

〔女性の活躍の「見える化」、ネットワーク化〕 

・  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

ける更なる活躍推進を図るためのセミナーを開催し、２０社の女性社員が参

加した。[再掲] 

・ 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。[再掲] 

・ 男女共同参画センター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)では、再就職・就

職支援のための講座や、「働き女子の夢をかなえるキャリアアップ講座（次世

代リーダー養成講座）」をはじめとするキャリアアップ講座、相談事業等を行

った。特に、企業等で働く女性がリーダーや管理職として能力を発揮すること

を支援するための「働き女子の夢をかなえるキャリアアップ講座（次世代リー

ダー養成講座）」の修了生に対するフォローアップ講座を通して、ネットワー
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クづくりを行い、身近なロールモデルの情報発信に取り組んだ。[再掲] 

・ 「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」において、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った（３団体１個人を表彰）。[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 

 

 

 

 

「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を中心として、企業等への

取組み支援、幅広い広報啓発事業、関係法制度や各種支援制度等の周知、表彰企

業へのインセンティブの充実など、実践に結びつく取組みをさらに進める。市役

所においても、質の高い住民サービスを提供するため、仕事の見直しと効率的な

業務のための改善に引き続き取り組み、ワーク・ライフ・バランスを推進する。 

また、男性と女性がともに協力しながら家庭での責任を果たし、女性だけでな

く、男性が家事、育児、介護等に積極的に参画することを促進するため、出前セ

ミナー等の企業等へ出向く取組みを進める。 

【主な取組み】 

〔事業者等との共同による仕事と生活の調和の推進〕 

・ 「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」（構成機関：商工会議所、

中小企業団体、労働組合、ＮＰＯ、有識者、国、市）を中心として、11 月を

「ワーク・ライフ・バランス推進月間」と定め街頭啓発等のキャンペーン事業

を集中的に実施した。 

  他のイベントを活用したワーク・ライフ・バランス新聞の配布、ノー残業デ

ーの呼びかけのほか、さまざまなＰＲ活動を市内一円で集中的に行い、広報効

果を高めた。[再掲] 

・ 企業向け出前セミナーの実施（９社）やワーク･ライフ・バランス推進ア

ドバイザー（社会保険労務士）の派遣（２７回）、イクボスについての企業向

け講演会の実施、「子ども参観日」の呼びかけ（９事業所実施）などにより、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進する企業を支援した。

[再掲] 

・ 「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」において、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った（３団体１個人を表彰）。[再掲] 

・  「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」の歴代受賞企業のＰＲ用パネ

ルを作成し、ゆめみらいワーク、イクボスセミナー、北九州マラソン会場な

どにおいて、ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に積極的に取り組む

企業のＰＲに努めた。また、ワーク・ライフ・バランス表彰の表彰式を市民

参加型イベントと同日に市内のショッピングモールで開催するなど、様々な

ＰＲ活動を市内一円で集中的に行い、広報効果を高めた。 

・ 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

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 
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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。[再掲] 

・ 児童への出前授業や見学受け入れ、教職員の研修支援、保護者のＰＴＡ活動

支援などを行っている「小学校応援団」と連携しながら、児童の学習支援等の

取組みを実施した。 

・ 市の業者登録や公共工事の入札（総合評価落札方式）に際し、「北九州市ワ

ーク・ライフ・バランス表彰」等の表彰企業に加点を行った。また、新成長戦

略みらい資金融資において、「北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰」の表

彰企業も対象としている。 

・ 市役所におけるワーク・ライフ・バランス推進のため、階層別研修（新規採

用職員、採用 10年次、新任主査・課長）や幹部職員向けの研修を実施すると

ともに、職員向けの通知や広報誌、情報サイト等で、年休及び子育て支援制度

等の取得に向けた啓発活動を実施した。 

・ 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立を楽しむ「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」を実施

したことに続いて、管理職全員が「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

初めて行った。[再掲] 

・  女性がその個性と能力を十分に発揮し、子育て等をしながら活躍できる環

境を整備することを目的に、市内企業に対するテレワーク導入に向けた取り

組み支援を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔男性の家事、子育て、介護など家庭生活への参画促進〕 

・ 男性の家事、子育て、介護などへの参画促進を図るため、男女共同参画セン

ター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)において、「エプロン男子(男性の料理

市役所における男性職員の育児休業等取得率（部分休業、育児短時間勤務含む）〔総務局調〕 

 （平成 25年度） 6.1％     （平成 27年度） 8.8％ 

 

市役所における時間外勤務（平成 19年度対比）〔総務局調〕 

 （平成 25年度）14.9％減    （平成 27年度）18.4％減 

 

ワーク・ライフ・バランスという言葉の認知度（「ことばも内容も知っている」、「ことばを

聞いたことがあるが内容は知らない」の合計）〔子ども家庭局（現・総務局）調〕 

本市（平成 23年）  64.0％  ※次回は 29年度調査予定 

全国（平成 24年）  41.3％〔内閣府調〕 
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教室)」「ケアメン養成講座」などの男性向け講座を実施するとともに、「ケア

メン養成講座フォローアップセミナー」を開催してネットワークづくりに取り

組んだ。また、「おとこのライフシリーズ」では、アイロンのかけ方やご当地

グルメの講座を実施し、男性の家事参画の促進を図った。 

・ 妻の就業支援の視点から、子育てと仕事の両立について必要な知識を学び、

夫婦で考える機会を提供する「夫婦で考えるハッピー仕事×子育て術」講座を

実施した。 

・ 出産・育児を夫婦が協力して取り組むため、各区役所で「両親学級」を開催

し、沐浴や妊婦疑似体験等の実習を行った。また、市立の保育所、幼稚園、小・

中・特別支援学校及び私立幼稚園、保育所の保護者を対象に、家庭で子どもを

教育する心構えや、子どもへの接し方、教育上の留意点など、家庭教育上の問

題を相互に学ぶ「家庭教育学級」を開催した。[再掲] 

〔地域活動に参画しやすい環境づくり〕 

・ 市民活動の促進を図るため、市民活動サポートセンターにおいて、ＮＰＯ・

市民活動や協働等に関する相談・助言、情報提供、研修・啓発等、各種事業を

実施するとともに、ＮＰＯの設立の認証等に関する支援を実施した（サポート

センター利用者 23,623人）。[再掲] 

・ 企画提案方式で、市内のＮＰＯ法人や女性団体・グループ等から男女共同参

画社会の形成推進に資する広報・啓発事業の企画を募集し、市民が親しみやす

く参加できる手法を取り入れるなど優れた提案の団体に事業を委託した（26

回、1,028名参加）。 

・ 「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」

の開催を支援するとともに、「北九州市婦人団体協議会」等の女性団体の活動

を支援した。[再掲] 
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保育への多様なニーズの把握に努めるとともに、地域の就学前・就学後児童数

の動向等を踏まえながら、病児保育、延長保育等を含めた保育サービスの充実や

放課後児童クラブの充実など、子どもの育ちの視点にも配慮した子どもが健やか

に成長できる子育て支援の環境整備を促進する。 

また、ひとり親家庭等に対する子育て支援や自立して生活していく上で必要な

支援を行う。 

介護が必要な高齢者や障害者を介護する家族についても、介護支援や生活支援

等のサービスの充実を図り、介護者の負担軽減を図っていくことで仕事と介護が

両立しやすい環境整備を推進するとともに、企業等の事業者に対しても、仕事と

子育て・介護等との両立への一層の理解を働きかけていく。 

【主な取組み】 

〔子育て環境の整備、充実〕 

・ 保育所の定員については、市全体では年度当初の受け入れ体制はおおむね整

っているが、さらに、保育所入所児童数の推移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に取り組んだ（入所定員 413人増）。 

[再掲] 

・ 子どもの生活リズムに十分配慮しながら多様なニーズに対応した病児保育、

延長保育等の実施や児童福祉施設等第三者評価事業などにより、保育サービス

の充実に取り組んだ。[再掲] 

・ 放課後児童クラブについて、児童の増加に対応するため、３クラブで施設を

新築した。また、クラブ運営や児童への対応充実のため、指導員の資質向上「障

害児対応研修」や「救命救急講習」などの研修を実施（21回）するとともに、

巡回カウンセラー（臨床心理士）及び放課後児童クラブアドバイザーをクラブ

派遣した（延べ 128回）。 [再掲] 

・ 本市の子育て支援制度や施設等の情報を１冊にまとめた情報誌「こそだて情

報」を発行し、市内認可保育所・幼稚園や各区役所で配布するとともに、各市

民センター、産婦人科・小児科医院、市内のコンビニ等に配置した。また、ホ

ームページ「子育てマップ北九州」において、子どもの成長に応じた情報の提

供や「子育て情報メール」の無料配信を行った。 

・ 「赤ちゃんの駅」について、「すくすく子育ちフェスタ」会場でのＰＲなど、

登録施設数増や利用促進に向けたＰＲを実施した。また、毎月第２日曜日の「わ

らべの日」に「子どもの館」「子育てふれあい交流プラザ」で、親子で楽しめ

るイベントを中心とした行事を開催した。 

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 
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・ 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応じ、それぞれの内

容に応じた支援・対応を行い、相談者の不安や負担感の軽減を図った。[再掲] 

・ 男女共同参画センター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)では、男女の心の

問題や生き方、女性のための就労支援相談など様々な相談に応じ、支援を行っ

た。また、子育て中の母親の不安解消や心身ともにリフレッシュすることを目

的に、育児期間をより自分らしくいきいきと過ごすための「いまどきママのリ

フレッシュ講座」等を実施した。 

・ ほっと子育てふれあい事業の実施により、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た（活動件数 8,045件）。[再掲] 

・ 子育て中の親子が気軽に集い、相互に交流を図る場である親子ふれあいルー

ムを運営し、利用促進を図るための情報発信や、運営スタッフへの研修を行っ

た。 

〔ひとり親家庭への支援の充実〕 

・ 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 10,015人）。 

・ ひとり親家庭等医療費支給事業や、自立支援教育訓練給付金事業及び高等職

業訓練促進給付金等事業、母子･父子･寡婦福祉資金の貸付を実施するとともに、

一時的に生活援助や保育サービスが必要な家庭に家庭生活支援員を派遣した。 

・ 市営住宅の定期募集において、一般募集枠とは別枠で、母子・父子世帯をは

じめとする住宅困窮度が高い世帯を対象とした住宅困窮者募集を行った。 

〔高齢者等に対する介護支援等の充実、社会参画の促進〕 

・ 各区の地域包括支援センターにおいて、家族介護者等からの高齢者の介護や

認知症に関する様々な相談に応じ、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、介護に関する負担感や不安の軽減に向け、支援を行っ

た。 

  平成 27年 10月より、地域包括支援センター職員による市民センター巡回相

談「高齢者いきいき相談」を開始した。 

・ 「障害者基幹相談支援センター」等において、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、出前相談などきめ細かな相談支援を

実施した。 

・ 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」を実施した（登録ボランティア 456人）。 

・ 高齢者や重度身体障害者がいる世帯の火災やガス漏れ、救急要請などの緊急

通報を消防指令センターで直接受信し対応することにより、火災・救急による

被害の低減を図った。 
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・ 介護サービス従事者研修事業（3,007人受講）及び介護サービス相談員派遣

事業の実施により、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

るとともに、介護実習・普及センターにおいて、介護に関する講座や福祉用具

の活用に関する講座を開催した。 

・ 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 養成に取り組んだ（平成 27年度末現在延べ 64,922人）。 

・ 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。 

・ 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いて就業支援を行

った。また、介護支援ボランティア（登録者 1,608人）や小中学校特別支援学

級合同スポーツ大会ボランティアなど、高齢者のボランティア活動、地域活動

への参画促進及び支援を行った。 

・ 高齢者いきがい活動支援事業により、高齢者が参加しやすいボランティア・

生涯学習等の情報提供や相談・紹介、関係機関（施設、ボランティア団体、市

民センター等）との連絡・調整を行った。 

・ 地域に貢献したいが入り口やきっかけがわからないという団塊世代等を対象

に「地域デビュー支援事業」を実施し、市民センター単位で、団塊世代等の人

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した（平成

27年度末現在延べ 51市民センター）。 

・ 年長者大学校や市民センター等において、高齢者の教養、健康、趣味、レク

リエーション等の生きがいづくりや健康づくりを促進する講座を開催した。 

・ 北九州障害者しごとサポートセンターにおいて、就労を希望する障害者が、

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支援を行った。 
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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 

 

 

 

男性が仕事だけでなく、子育て、介護等に参画し、家庭等において積極的に役

割を果たせるよう支援する。また、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る。

また、精神面で孤立しやすいといわれる男性向けの相談体制を整える。 

【主な取組み】 

〔男性自身の固定的役割分担意識の解消〕  

・  企業向け出前セミナーの実施（９社）やワーク・ライフ・バランス推進ア

ドバイザーの派遣（２７回）、イクボスについての企業向け講演会の実施、「子

ども参観日」の呼びかけ（９事業所実施）などにより、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）を推進し、男性が家庭生活に参画しやすい環境づ

くりに取り組む企業を支援した。[再掲] 

・ 地域における男女の固定的な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、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ｉ

ｎ北九州」（37回、3,295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（26回、1,028名参加）などを、市民センターをはじめ、

小学校、高校、専門学校、大学などで実施し、若い世代も含めた多くの市民に

対して、積極的に啓発を行った。[再掲] 

・  拠点施設である男女共同参画センター・ムーブ、東部勤労婦人センター、

西部勤労婦人センターにおいても、男女共同参画に関する問題等について考

える「男女共同参画講座」（58 講座、26,701 名参加）等を開催して、性別に

よる固定的な役割分担意識の解消や男女共同参画意識の醸成を図った。[再掲] 

〔男性の家事、子育て、介護などへの家庭生活への参画促進〕 

・ 男性の家事、子育て、介護などへの参画促進を図るため、男女共同参画セン

ター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)において、「エプロン男子(男性の料理

教室)」「ケアメン養成講座」などの男性向け講座を実施するとともに、「ケア

メン養成講座フォローアップセミナー」を開催してネットワークづくりに取り

組んだ。また、「おとこのライフシリーズ」では、アイロンのかけ方やご当地

グルメの講座を実施し、男性の家事参画の促進を図った。[再掲] 

・ 妻の就業支援の視点から、子育てと仕事の両立について必要な知識を学び、

夫婦で考える機会を提供する「夫婦で考えるハッピー仕事×子育て術」講座を

実施した。[再掲] 

・ 出産・育児を夫婦が協力して取り組むため、各区役所で「両親学級」を開催

施策の方向  １ 男性にとっての男女共同参画の推進 
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し、沐浴や妊婦疑似体験等の実習を行った。また、市立の保育所、幼稚園、小・

中・特別支援学校及び私立幼稚園、保育所の保護者を対象に、家庭で子どもを

教育する心構えや、子どもへの接し方、教育上の留意点など、家庭教育上の問

題を相互に学ぶ「家庭教育学級」を開催した。[再掲] 

〔地域活動に参画しやすい環境づくり〕  

・ 市民活動の促進を図るため、市民活動サポートセンターにおいて、ＮＰＯ・

市民活動や協働等に関する相談・助言、情報提供、研修・啓発等、各種事業を

実施するとともに、ＮＰＯの設立の認証等に関する支援を実施した（サポート

センター利用者 23,623人）。[再掲] 

・ 地域に貢献したいが入り口やきっかけがわからないという団塊世代等を対象

に「地域デビュー支援事業」を実施し、市民センター単位で、団塊世代等の

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した（平

成 27年度末現在延べ 51市民センター）[再掲] 

・ 生涯現役夢追塾を実施し、これから高齢期を迎える世代を中心に、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、育成した。 

〔男性の相談体制の充実〕  

・ 男女共同参画センター・ムーブでは、男性臨床心理士による「男性のための

電話相談」を実施し、生き方や家庭、仕事についての悩みなどの相談に応じた

（月 2回各 2時間、相談件数 18件）。 
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次世代を担う子どもが将来を見通した自己形成ができ、多様な選択のできる調

和のとれた仕事と生活を送れるようになるためには、子どものときからの教育・

体験が大切であり、その発達段階に応じて、男女の人権が尊重され、性別による

固定的役割分担意識にとらわれない学校教育、進路指導、職業意識の醸成に取り

組む。 

【主な取組み】 

〔男女共同参画の視点に立った学校教育の推進〕 

・ 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。また、各学校において児童生徒名簿を男女混合で作成で

きるようにするとともに、家庭科学習を通して、家庭生活での男女の望ましい

役割分担についての理解や男女共同参画意識の育成を図った。 

〔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〕 

・  市内全中学校を対象に、生徒に自らの将来を考えさせるため、ある職業を

暫定的な窓口としながら、多様な年齢、立場の人や社会や職業にかかわる様々

な現場を体験する「職場体験活動」を実施した。[再掲] 

・ 漫画を活用した男女共同参画に関する啓発誌「わりカン？！」を各種講演会

等で配布した。[再掲] 

・ (公財)アジア女性交流・研究フォーラムでは、独自に開発した「女子学生の

ためのキャリア形成プログラム」をもとに、男女共同参画の視点で今後のキャ

リア形成を考える出前講座(市内大学・高校５校 973人参加)を行った。[再掲] 

・ 高卒就職予定者を対象にした就職応援マガジン「Ｓｏｄａ！（そうだ）」を

作成・配布するとともに、地元企業を見学するバスツアーを実施した。 

〔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〕 

・ 「公立学校等管理職候補者選考」において、有資格者全員への要項・志願書

の配布、管理職からの受験勧奨等の声かけなど、登用の推進に取り組んだ 

[再掲] 

〔家庭、地域における男女共同参画の推進〕 

・ 「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を中心として、11月を「ワ

ーク・ライフ・バランス推進月間」と定め、ワーク・ライフ・バランス新聞の

配布や街頭啓発等のキャンペーン事業を実施した。また、「子ども参観日」の

呼びかけ（9 事業所実施）などにより、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）を推進する企業を支援した。[再掲] 

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 
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・ 市立の保育所、幼稚園、小・中・特別支援学校及び私立幼稚園、保育所の保

護者を対象に、家庭で子どもを教育する心構えや、子どもへの接し方、教育上

の留意点など、家庭教育上の問題を相互に学ぶ「家庭教育学級」を開催した。

[再掲] 

・  地域における男女の固定的な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、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、3,295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（26 回、1,028 名参加）などを、市民センターをは

じめ、小学校、高校、専門学校、大学などで実施し、若い世代も含めた多く

の市民に対して、積極的に啓発を行った。[再掲] 

〔子どもの健康教育〕 

・ 各学校で授業研究会を行うなど、児童の発達段階に応じた学習指導の充実を

図った。また、医療、学校、地域、行政等の関係者による思春期保健連絡会を

開催し、関係者と思春期保健の課題を共有し、連携を強化するとともに、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（94 回、参加人数

4,760人）。 

〔デートＤＶに関する理解の促進〕 

・ 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、専門的な知識及び講演実績を有するＮＰＯ等の団体による「デートＤＶ

予防教室」を実施し、市内の高校・大学・専門学校等に講師を派遣した（22 校

36回、参加者 3,227人）。 

・ （公財）アジア女性交流・研究フォーラムでは、市内の高校・大学・専門学

校等におけるデートＤＶ予防教育の講師（ファシリテーター）育成に取り組ん

でおり、育成したファシリテーターのフォローアップと新規育成を目的とした

講座を開催した。 
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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 

 

 

 

【第２次北九州市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 

ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力を許さない社会をつく

るためには、社会全体に男女がそれぞれの人権を尊重する意識を醸成することが

重要であり、継続して、男女共同参画の視点に立った学校における人権教育の推

進や家庭、職場、地域での人権啓発活動に取り組むとともに、相談窓口の一層の

周知を図る。 

【主な取組み】 

〔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

動の推進〕 

（人権教育の推進） 

・ 幼児、児童対象人権教育指導資料「あそぼう」、人権教育教材集「新版いの

ち」、「人権啓発映画」、「明日への伝言板」、「人権週間入選作品集」等を活用し、

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た。 

（保育所職員・学校教職員等の研修） 

・ 保育所の職員が人権尊重の視点に立ち、女性や子どもの人権等に対する認 

識を深めるため、全国各地や社会福祉研修所が実施する研修に参加し、研修報

告やケース検討を通して、保育の充実を図った。また、市内家庭支援推進保育

所の取組みを発表する研修会を開催し、レポートをまとめた報告集を各認可保

育所に配布した。 

・ 教職員自身に「自他の人権を正しく理解し、相互に尊重しあう」という人  

権尊重の理念を認識させるため、「北九州市人権行政指針」「人権教育ハンドブ

ック」等を活用し、計画的に研修を行った。また、人権教育研修会や派遣研修

及び研究助成事業等を通して、教職員の人権問題に対する理解と認識を深め、

学校における人権教育の充実を図った。 

（様々な媒体による啓発） 

・ 人権を考えるラジオ番組「明日への伝言板」を制作・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、

紙芝居ＤＶＤ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

し等を行った。[再掲] 

（市政だより等による啓発）（女性への暴力ゼロ運動特別講座） 

・ 内閣府の「女性に対する暴力をなくす運動」の期間中（毎年 11月 12日～11

月 25日）にＤＶ・デートＤＶについての認識を高めるための広報啓発として、

新聞、フリーペーパーなどに説明や相談窓口等を記載した広告を掲載した。 

施策の方向  １ 女性に対する暴力等人権侵害行為の根絶 
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 ・ 男女共同参画センター・ムーブでは、同期間に合わせて、その時々の社会

情勢を踏まえたテーマで「女性への暴力ゼロ運動特別講座」を実施した。さ

らに、期間中に警察など関係機関と連携したＤＶ防止キャンペーンに参画し、

広報啓発に努めた。 

〔ＤＶやデートＤＶに関する理解の促進及び相談窓口の周知〕 

・ 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、専門的な知識及び講演実績を有するＮＰＯ等の団体による「デートＤＶ

予防教室」を実施し、市内の高校・大学・専門学校等に講師を派遣した（22

校 36回、参加者 3,227人）。[再掲] 

・ ＤＶ防止・相談窓口のリーフレットを作成し、各区役所や男女共同参画セン

ター・ムーブ等に設置・配布した。 

・ （公財）アジア女性交流・研究フォーラムでは、市内の高校・大学・専門学

校等におけるデートＤＶ予防教育の講師（ファシリテーター）育成に取り組ん

でおり、育成したファシリテーターのフォローアップと新規育成を目的とした

講座を開催した。[再掲] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）ＤＶ被害者の発見通報体制や相談体制の充実 
 

ＤＶは家庭内で行われるため、対応が遅れがちになり重篤な状況に陥る前に、

周囲の者が発見してＤＶ被害者への情報提供や関係機関への通報が行われること

が大切であり、市民や関係者に対してＤＶについての理解の促進と広報・啓発を

継続する。 

また、配偶者暴力相談支援センターと各区子ども・家庭相談コーナーとの連携

をさらに強化し、より効果的なＤＶ被害者支援を図るため、配偶者暴力相談支援

センターには、各区相談員を支援しＤＶ被害者支援の総合調整を行える統括指導

員（スーパーバイザー）を配置し、機能強化を図る。 

【主な取組み】 

〔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・啓発の充実〕 

（民生委員・児童委員等の地域の福祉関係者への啓発・周知） 

・ 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

夫婦間において暴力と認識される行為〔子ども家庭局（現・総務局）調〕 

  （平成 17年）  （平成 23 年） 

「平手で打つ」を暴力と認識する人の割合           67.1％      55.2％ 

「なぐるふりをしておどす」を暴力と認識する人の割合 50.4％      57.9％ 

 

ＤＶ防止法の認知度〔子ども家庭局（現・総務局）調〕 

                （平成 17 年）72.9％  （平成 23年）79.1％ 
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権問題を中心に、昨今の福祉課題を的確にとらえる研修を実施した。実施後は、

各地区において伝達研修等を行うことで、全民生委員への周知を図った。 

（保育所職員、教職員等への啓発・周知） 

・ 保育所では日常的に保護者からの様々な相談に応じ、ＤＶ被害に関するもの

は、区役所の「子ども・家庭相談コーナー」などの関係機関と連携を取り、対

応した。 

・ 区担当の指導主事が、学校訪問の際に校・園長との情報交換を行い、ＤＶ被

害等で不安を感じている子どもの早期発見に努めた。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うと

ともに、定例校・園長会議、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。 

〔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〕 

（配偶者暴力相談支援センター総括指導員の配置） 

・配偶者暴力相談支援センターのＤＶ相談件数は 374件で、前年度からは減少し

たが、相談内容は精神疾患を伴うケースを含め、複雑かつ深刻化している。平

成 27年 4月からは「統括指導員（スーパーバイザー）」を配置し、相談体制の

充実、各区子ども・家庭相談コーナー等関係機関との連携強化に取り組んだ。 

（ホットラインの開設） 

・ 男女共同参画センター・ムーブでは、内閣府「男女共同参画週間」（6 月）

及び「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11 月）に合わせて、福岡県弁

護士会北九州部会と共催でホットラインを開設し、弁護士、ムーブ相談員、各

区役所子ども・家庭相談コーナー相談員等による電話相談を実施した。 

（高齢者のＤＶ被害者） 

・ 高齢者虐待事例等について、地域包括支援センターが中心となり、弁護士・

警察等の専門機関と連携しながら、早期発見、早期対応に取り組んだ。 

  認知症高齢者の増加に伴い、高齢者虐待等、内容が複雑化した困難事例が増

加しており、地域包括支援センターの支援体制の整備や相談機能の強化を目的

として、平成 27年度は、窓口を区役所・出張所へ集約化するとともに、より

身近な市民センターに職員が巡回する「高齢者いきいき相談」を開始した。 

（障害者の虐待） 

・ 「障害者基幹相談支援センター」に併設された「障害者虐待防止センター」

において、障害者に係る虐待案件（虐待の恐れがあるものも含む）に対して、

適切な対応・支援に取り組んだ。 

〔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〕 

（相談窓口職員のネットワーク会議）(研修会への参加) 

・ 配偶者暴力相談支援センター、区役所「子ども・家庭相談コーナー」の相談

窓口職員については、実務者研修や福岡県女性相談所等が主催する研修会等に
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参加して相談知識・技術向上に努めた。 

・ 男女共同参画センター・ムーブ相談室では、新任相談員を中心に、内閣府、

県、市主催の研修会等に参加することにより、幅広い知識と実技を学び、さら

には伝達研修により相談室の中で情報を共有した。また、臨床心理士（特別相

談員）による相談員のメンタルヘルスケアを、随時行っている。 

〔外国人、障害のある人、男性への配慮〕 

・ （公財）北九州国際交流協会において、外国人市民を対象とした無料相談窓

口を開設するとともに、区役所等での相談時に行政通訳者を派遣した。 

・ 男性臨床心理士による「男性のための電話相談」を実施し、生き方や家庭、

仕事についての悩みなどの相談に応じた（月 2回各 2時間、相談件数 18件）。 

[再掲] 

 

 

 

 

 

 

（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 
 

ＤＶ加害者からの暴力に身の危険を感じ、避難してきたＤＶ被害者と同伴の子

どもについて、安全の確保を第一に考えて保護を実施する。 

緊急時の暴力の制止やＤＶ被害者の安全確保のためには警察との連携が不可欠

であり、今後とも一層密接に連携を図る。 

また、市の確保している緊急一時保護施設では、心身ともに傷ついている入所

者が安心して過ごせるよう取り組む。 

【主な取組み】 

〔緊急時の適切な一時保護の実施〕〔緊急一時保護施設等の保護体制の充実〕 

・ ＤＶ被害者の安全確保のため、緊急一時保護を行った。緊急一時保護施設に

入所するまでの間、必要に応じ被害者に同行するなどの安全確保の取組みを行

うとともに、警察等関係機関と緊密な連携に努めた。 

・ ＤＶ被害者への安全確保や精神的な負担軽減のため、必要に応じて、保護施

設や区役所の「子ども・家庭相談コーナー」の職員が、関係機関、関係部局等

への同行支援を行った。 

・ 緊急一時保護施設の職員について、実務者研修や福岡県女性相談所等が主催

する研修会等に参加して相談知識等の向上に努めた。   

・ 緊急一時保護を補完するため、ＤＶ被害者の保護支援活動を行っている民間

団体に補助金を交付し、その活動を支援した。 

 

市の窓口（各区子ども・家庭相談コーナー、ムーブ、配偶者暴力相談支援センター）での

ＤＶ相談件数〔子ども家庭局（現・総務局）調〕 

（平成 25年度）3,238 件    （平成 27年度）3,227 件 
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（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 
 

自立した生活を希望するＤＶ被害者に対し、保護命令制度や活用できる福祉施

策等常に新しい正確な情報を収集し、ＤＶ被害者の状況に応じた支援情報を提供

する。 

また、各関係部局で連携をとり、ＤＶ被害者に二次的被害（ＤＶ被害者に対す

る不適切な対応によりＤＶ被害者がさらに傷つくこと）を与えないこと、安全確

保を優先すること、個人情報の管理を徹底することに十分留意して取り組む。 

とりわけ、ＤＶ被害者の情報がＤＶ加害者へ知れることは、ＤＶ被害者を危険

な状態にしてしまう可能性があることを十分に理解して、情報管理を徹底する。 

【主な取組み】 

〔ＤＶ被害者に対する適切な情報提供及び支援の実施〕 

・ 区役所の「子ども・家庭相談コーナー」において、 

① 住民基本台帳閲覧等の制限の申立てや健康保険等に関する手続きについ

ての情報提供や助言 

② 公共職業安定所（マザーズハローワーク）等における就労支援についての

情報提供や助言 

③ 児童扶養手当、母子・父子・寡婦福祉資金等の福祉施策に関する情報提供

や助言 

④ ＤＶ被害者やその子どもにケアが必要な場合におけるＤＶ被害者の意思

を尊重しながら、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

の連携・協力 

⑤ 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 

 など、情報提供及び支援を実施した。 

・ 市営住宅の定期募集において、ＤＶ被害者に優先入居の取扱いを実施した。 

・ 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、生活保護制度など適切な情報提供・助言等

を行い、必要に応じて生活保護を適用した。 

配偶者等からの暴力被害経験の割合〔子ども家庭局（現・総務局）調〕 

          （平成 17 年）                  （平成 23年） 

身体的暴力  女性 14.6％、男性  5.3％   女性 19.9％、男性 10.9％ 

精神的暴力  女性 25.7％、男性 10.0％   女性 32.8％、男性 19.6％ 

性的暴力   女性  4.2％、男性  1.6％   女性 12.6％、男性  2.2％ 

経済的暴力      女性  4.5％、男性  1.4％ 
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〔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〕 

・ ＤＶ被害者等の情報管理を強化するため、住民基本台帳の情報を取り扱う業

務所管課に対して、継続的に調査・情報提供を行い、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は開示しな

い取扱いを徹底した。 

・ 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、情報管理等適切な対応を行った。 

・ 相談窓口職員等について、実務者研修や福岡県女性相談所等が主催する研修 

会等に参加して相談知識・技術向上に努めた。 

  

（５）関係機関や民間団体との連携・協働 
 

ＤＶ被害者に寄り添い、本人の意思を尊重した適切な支援を行うため、関係機

関や民間団体と共通認識を持ちながら、緊密に連携して取り組む。 

特にＤＶ被害者の生命に危険が及ぶような緊急時にスムーズな支援を行うため

には、地域での機動的なネットワークづくりが不可欠であり、また、市内で、Ｄ

Ｖ被害者に対するきめ細かな支援を行う民間団体の役割は非常に大きいことから、

これらの民間団体との連携を強化し、引き続き団体の支援を行う。 

 

【主な取組み】 

〔関係機関・民間団体との連携・協働の推進〕 

・ 北九州市ＤＶ関係機関連絡会議において、市関係部局、県女性相談所、警察、

法務局、弁護士会、医師会、ＮＰＯ等の関係機関がＤＶ対策の現状やそれぞれ

の取組み等について意見交換を行うなど、情報を共有することにより連携を深

め、より効果的なＤＶ被害者への支援につながるよう努めた。 

・ 区役所の「子ども・家庭相談コーナー」において、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、市外関係機関と十分な連携を図った。 

・ 地域や学校において、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ＤＶ予防啓発の取組みを行った。 
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職場等におけるセクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等を

防止するための研修や相談窓口の充実を図る。また、性犯罪等を未然に防止する

ための広報啓発や相談窓口の充実を図る。 

 

【主な取組み】 

〔セクシュアル・ハラスメント等の防止対策の推進〕 

・ 企業等への出前セミナーを通じてチラシの配布や相談窓口の紹介などを行い、

事業者、働く人にセクシュアル・ハラスメント等防止の働きかけを実施した。 

・ 男女共同参画センター・ムーブ等においてセクシュアル・ハラスメント等防

止研修の講師派遣を行うとともに、セクシュアル・ハラスメント等性別による

人権侵害に対する相談に応じた。さらに、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。 

・ 市立各学校・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、セクシュアル・ハラスメント防止研修を実施した。平成２７年

度には、パワー･ハラスメントなど、セクシャル・ハラスメント以外のハラスメ

ントを含む各種ハラスメントの防止及び排除のための措置等を定めた「ハラス

メント防止要綱」を制定し、教職員が認識すべき事項等とあわせて全学校・園

に通知し、周知を図った。あわせて、各学校・園に設置していたハラスメント

相談員を管理職以外に１名追加する等、相談体制を強化した。 

・ 市役所において、「セクシュアル・ハラスメント防止要綱」に基づき、所属単

位で全職員に対してセクシュアル・ハラスメント防止研修を実施するとともに、

階層別研修においても公務員倫理の一環として防止要綱を周知し、啓発を進め

た。平成２７年度には、パワー･ハラスメントなど、セクシャル・ハラスメント

以外のハラスメントを含む各種ハラスメントの防止及び排除のための措置等を

定めた「ハラスメント防止要綱」を制定した。 

〔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〕 

・ 犯罪被害を「ひとごと」ではなく「自分ごと」として捉え、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。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った結果、参加者数が大幅に増加した。 

・ 「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」について、県警察等と啓発行事を開催し、ちらしを配布するなど周知

を行った。なお、「性暴力被害者支援センター・ふくおか」については、平成

２７年１２月より、相談体制が２４時間３６５日に強化されている。 

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 



- 60 - 

 

 

 

 

 

若い世代から性に関する正しい知識を身につけることは大変重要であり、若年

層を中心に、いのちの大切さ等の知識を身につけられるよう教育・啓発に積極的

に取り組む。 

妊娠から出産期においては、高度な周産期医療の提供、妊娠・出産・育児に関

する相談・指導など母子保健施策を充実し、安全に安心して妊娠・出産できる環

境づくりを進める。 

さらに、年齢を重ねても、できるだけ長く自立した生活を続けるため、若い頃

からの生涯を通じた健康づくりや、がんや糖尿病等生活習慣病の発症予防、各種

検診の充実などを推進する。 

【主な取組み】 

〔若い世代における性の理解・尊重〕 

・ 男女共同参画センター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)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リプロダクティブ・ヘ

ルス/ライツ講座等を高校、大学、専門学校等に出向いて開催し若い世代に知識

を広めた。(10回 参加人数 704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、関係

者と思春期保健の課題を共有し、連携を強化するとともに、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（94回、参加人数 4,760人）。 

[再掲] 

・ 学校における性教育について、保健学習の授業を中心に、特別活動における

保健指導、外部講師を招聘した性に関する内容の講話等と合わせて、計画的に

実施するとともに、学校保健大会や保健主事講習会等において、性に関する指

導をテーマとする講話や研修を積極的に取り入れ、指導内容の充実、質の向上

を図った。 

・ また、学校における健康教育についても、がんを含む生活習慣病の予防等、

自分の生活習慣と関連付けることで、健康への興味・関心の向上、健康な生活

を営むための生活について考える機会を授業の中に盛り込み、指導した。 

・ 有害サイト等対策のため、小中学生の保護者を対象とするリーフレットの作

成・配布や、街頭ＣＭの放映等を行うとともに、中学生を対象とする非行防止

教室や保護者・地域を対象とする出前講演を実施した。 

・ また、インターネット上のサイト等における児童生徒によるいじめや非行行

為等の不適切な書き込み（ネットトラブル等）の実態を把握し、ネットトラブ

ル等の早期解決と未然防止に関する指導を推進するとともに、教職員に対する

対応力向上のための研修やリーフレット等の作成・配布等による保護者等への

施策の方向  ３ 生涯を通じた女性の健康支援 
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啓発を行った。   

・ ＷＨＯ（世界保健機関）が定めた『世界エイズデー（12 月１日）』に、「レッ

ドリボンキャンペーン」として、レッドリボンツリーの作成・展示、レッドリ

ボンネイルイベント、ポスター・ちらし配布等を実施し、ＨＩＶ／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。 

〔妊娠・出産期における健康管理の支援と健診の充実〕 

・ 母子健康手帳交付時に子育てに関する情報の提供や、保健師等の専門職によ

る相談を行うなど、妊娠中から継続した支援を実施した。また、母子健康手帳

に綴じ込みの出生連絡はがきにより、早期に支援が必要な人を把握し、支援を

実施した（母子健康手帳交付数 8,413冊）。 

・ 育児不安の軽減を図るため、「妊産婦・乳幼児なんでも相談」「両親学級」「母

親学級」「育児教室」を開催するとともに、妊娠中の健康管理や子の健やかな発

育のため、「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」を開催した。 

・ 不妊に悩む夫婦に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、

経済的負担を軽減するとともに、不妊に関する専門相談窓口で様々な相談に応

じることにより、心身の悩み軽減に努めた。 

  平成 28年 3月からは、初めて申請される方（初回の治療）に限り、助成額を

15 万円から 30 万円に引き上げ、男性不妊治療費を 15 万円助成する等、助成制

度を拡充した。 

・ 妊婦健診について、平成 21 年度に公費助成回数を 5 回から 14 回に拡大して

おり、さらに受診勧奨を行うことで受診率の向上を図った。(H25 95.5％、H27 

96.7％)。また、新生児期に 19 疾患の先天性代謝異常等の検査を実施するとと

もに、幼児健診の受診勧奨ハガキの送付や各乳幼児教室などにより、健診受診

について勧奨した。 

・ 親子歯科保健事業（妊産婦歯科検診）を実施した。 

・ 生後４か月までの乳児家庭全戸訪問の際に、質問票等の活用により産後うつ

病等を早期に把握し、支援が必要な産婦等については医療機関と行政が連携し

て早期に対応した。 

・ 市内の周産期医療の中核を担う機関として、総合周産期母子医療センター（市

立医療センター内）において、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した。 

・ また、北九州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等

に助成を行い、周産期医療体制の維持に取り組んだ。 

〔生涯を通じた女性の健康の保持・増進〕 

・ 介護予防に関する普及啓発事業として、講演会やメディア、各種リーフレッ

トなどを活用したＰＲ活動を行うとともに、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。 
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・ ４０歳から６４歳の市民を対象に、各区役所や市民センター等で講座を開き、

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、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った。 

・ 市民センター等における定期的な「健康なんでも相談」や、区役所における

随時の電話や面接相談、各種集団健康教室来所者に対する個別相談などにより、

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、指導を実施した。 

・ 北九州市食生活改善推進員協議会の自主事業である「健康料理普及講習会」

や、高齢者の食生活改善のための講話・調理実習等を実施した。 

・ 市民センターを拠点として、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、また、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄

養士会、行政（保健師等）などの協力を得て、「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「地域でＧＯ！ＧＯ！健

康づくり」を実施した。 

・ 歯と口の健康づくりのため、「お口の元気度アップ事業」を実施した。 

・ 北九州市民体育祭春季レディース大会及び女性体操教室を開催し、女性の健

康増進・体力向上に取り組んだ。 

・ 男女共同参画センター・ムーブ、レディス(もじ・やはた)において、ヨガや

体操などの健康講座や更年期サポート講座、ストレスケア講座等を開催した。

さらに、ムーブではフィットネスルームにインストラクターが常駐し、ストレ

ッチ体操など個人利用者の指導を行った。 

・ 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。 

また、特定保健指導非対象者 (生活習慣の改善が必要な方、重症化の恐れのあ

る方等)にも保健指導を実施するとともに、健診結果により、ＣＫＤ(慢性腎臓病)

予防に向けた、かかりつけ医・腎専門医までを一体的につなぐ慢性腎臓病予防連

携システムを運用した。 

・ 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に取り組んだ。子宮頸がん検診、乳

がん検診については、無料クーポンを配布するとともに、受診勧奨はがきを送

付した（受診率：子宮頸がん 22.7%、乳がん 16.4%）。 

・ 歯周疾患検診を実施した。また、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

発を行った。 

  

 



 

 
≪資料≫ 
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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%)

【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２８年（2016） 966,938 123,214 (12.7%) 563,635 (58.3%) 280,084 (29.0%) 138,917 (49.6%)

【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）

249 254 246 224 183 157 140 132 126 123

732 728 725 724
710

702
676 640 599 564

62 76 93 109
130 161 194

221
245 280
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２２年
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２８年

（2016）

人口（千人）

０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上

【出所】平成２２年までは総務省「国勢調査」（各年１０月１日現在）、平成２８年は住民基本台帳（２８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 

19 年度 381 13 3.4% 854 45 5.3% 

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% 

 

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 

19 年度 9,002 507 5.6% 17,621 1,356 7.7% 

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% 

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



- 67 -  

 

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 9 4.4%

自治総連合会
（町内会長）

2,857 370 13.0% 2,678 388 14.5% 2,846 458 16.1%

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 80 62.0%

団体名等
平成20年度 平成24年度 平成27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
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19.3
23.9 25.5

34 34.3

53.8
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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」 

 

１０  15 歳以上人口における男女別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「平成 22年国勢調査」 
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１１ 本市の女性の年齢階級別労働力率の推移 
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資料：総務省「国勢調査」 

１２ 雇用者数及び女性雇用者割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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資料：「北九州市雇用動向調査」 
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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 22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 27年 

福岡県 ６９．３ ７２．９ ７３．２ 

全国 ６７．８ ７０．９ ７２．２ 

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

62.6

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

0 20 40 60 80 (%)

(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」 

 

 

 

70.0

70.1

50.4

57.9

67.1

55.2

18.7

19.6

33.0

30.9

22.3

36.8

3.1

3.7

8.0

4.3

2.6

1.7

8.3

6.6

8.6

6.9

8.0

6.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

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 
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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26年

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2011

総数(人） 868 610 383 344 329 274 261 223

率（出産千対） 65.8 59.7 39.8 36.1 38.6 31.9 30.2 27.4

総数(人） 92 60 50 52 41 30 26 24

率（出産千対） 7.5 6.2 5.4 5.6 5.0 3.6 3.1 3.0

総数(人） 73 50 41 21 25 16 22 17

率（出生千対） 5.9 5.2 4.4 2.3 3.1 1.9 2.6 2.1

総数(人） 49 34 20 8 9 7 11 7

率（出生千対） 4.0 3.5 2.2 0.9 1.1 0.8 1.3 0.9

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

北九州市 15.5 13.2 15.2 15.9 13.7

全国 7.3 6.9 7.1 7.0 6.6
 

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%

1,850 495 527 444 56 1,774

35.1% 9.4% 10.0% 8.4% 1.1% 33.6%

【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%

1,406 730 468 490 86 56 2,000

26.9% 13.9% 8.9% 9.4% 1.6% 1.1% 38.2%
26年度 5,236 49.7%

23年度 5,048 52.1%

26年度 5,275 52.9%

23年度 5,332 54.7%

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 12 43 357 4,824

人数(b) 1,406 2 9 214 1,181

b/a 26.9% 16.7% 20.9% 59.9% 24.5%

人数(c) 107 0 3 40 64

c/b 7.6% 0.0% 33.3% 18.7% 5.4%

人数(d) 66 0 1 26 39

d/b 4.7% 0.0% 11.1% 12.1% 3.3%

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 

15.7
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資料：保健福祉局 
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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 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 

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 

中村 信介 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 

（正副会長を除き５０音順、平成 28年 12月 12日時点） 
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