
No. 事業名 担当課
1 地域ぐるみで働き方を見直す体制の推進【拡充】 子ども家庭局・男女共同参画推進部

No. 事業名 担当課

1
企業等におけるワーク・ライフ・バランス推進の支援
【拡充】

子ども家庭局・男女共同参画推進部

2
「北九州市職員の次世代育成支援プログラム」の推進
【拡充】

総務市民局・人材育成・女性活躍
推進課

3
有資格業者の登録における社会的責任・社会貢献の
評価

契約室・管理課

4 総合評価落札方式 技術監理室・技術企画課
5 次世代育成対策支援拠点の設置支援の検討 産業経済局・産業政策課

6
「北九州市産業雇用戦略」に基づく、就業を通じ
活躍する女性モデル事業

産業経済局・産業政策課

7
女性が地元で就職し、活躍できるような多様な就業
機会の創出

産業経済局・産業政策課

8 福利厚生の充実に向けた企業等への広報・啓発 産業経済局・雇用開発課
9 事業主に対する公的助成金活用促進 産業経済局・雇用開発課
10 家族経営協定の推進 産業経済局・地産地消推進課

No. 事業名 担当課

1
子育て等家庭生活や地域活動における男性の参加促進
【拡充】

子ども家庭局・男女共同参画推進部、
子ども家庭政策課、子育て支援課、
保育課、教育委員会・企画課、生涯
学習課

2 男女共同参画フォーラムin北九州開催支援 子ども家庭局・男女共同参画推進部
3 小中学校向け男女共同参画副読本の作成および活用促進 子ども家庭局・男女共同参画推進部
4 若年層向け男女共同参画広報・啓発事業 子ども家庭局・男女共同参画推進部

「元気発進！ 子どもプラン（北九州市次世代育成行動計画【平成22～26年度】）」事業一覧

※ 網かけの事業は、新たに取り組む、拡充を図るまたは引き続き重点的に取り組むもの

1 仕事と子育ての両立支援

（1）働き方の見直し
① 地域が一体となったワーク・ライフ・バランスの推進

② 企業等のワーク・ライフ・バランス推進に対する支援

③ 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
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No. 事業名 担当課
1 巡回カウンセラ－（臨床心理士）の派遣【新規】 子ども家庭局・保育課
2 研修内容の充実（保育所） 子ども家庭局・保育課
3 認可外保育施設研修代替職員費補助 子ども家庭局・保育課
4 保育指導専門員の配置 子ども家庭局・保育課

5 児童福祉施設等第三者評価事業
子ども家庭局・保育課、
子育て支援課

6 認可外保育施設衛生・安全対策事業（職員分） 子ども家庭局・保育課
7 認可外保育施設衛生・安全対策事業（児童分） 子ども家庭局・保育課
8 家庭支援推進保育事業の実施 子ども家庭局・保育課
9 社会福祉施設従事者研修の充実 保健福祉局・総務課

No. 事業名 担当課
1 延長保育事業【拡充】 子ども家庭局・保育課
2 夜間（長時間）保育事業【拡充】 子ども家庭局・保育課
3 休日保育事業【拡充】 子ども家庭局・保育課
4 特定保育事業 子ども家庭局・保育課
5 急病の子どもを支える仕組みづくり【拡充】 子ども家庭局・保育課
6 病児・病後児保育の充実【拡充】 子ども家庭局・保育課

No. 事業名 担当課
1 障害児保育の充実【拡充】 子ども家庭局・保育課

2
保育所・幼稚園等から小学校・特別支援学校への
連絡体制・情報共有機能の強化【拡充】

子ども家庭局・保育課、教育委員
会・特別支援教育課、企画課、
保健福祉局・障害福祉課

3
専門機関との連携による保育所での発達障害児支援
の充実【拡充】

子ども家庭局・保育課

4 総合療育センター等の専門スタッフの派遣【拡充】 保健福祉局・障害福祉課

No. 事業名 担当課
1 保育所入所定員の拡大【拡充】 子ども家庭局・保育課
2 直営保育所の再編・民営化【拡充】 子ども家庭局・保育課

3
産休明け保育等の対応の強化
（家庭保育員、乳児保育の拡充）【拡充】

子ども家庭局・保育課

4 計画的な老朽改築等の推進 子ども家庭局・保育課
5 保育所等耐震対策 子ども家庭局・保育課

（2）保育サービス
① 保育の質の向上

② 多様なニーズに対応した特別保育の充実

③ 障害児保育の充実

④ 保育サービスの基盤整備（適正配置の推進）
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No. 事業名 担当課
1 直営保育所の再編・民営化【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐④‐２≫
2 障害児保育の充実【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐１≫
3 親子通園クラスの設置【新規】 子ども家庭局・保育課
4 緊急時対応保育所の整備【新規】 子ども家庭局・保育課

5
区役所における保育サービス等の相談・コーディネート
機能の向上【新規】

子ども家庭局・保育課

6
支援の必要な子どもと家庭を支えるネットワークの
構築【新規】

子ども家庭局・保育課、子育て支
援課、子ども総合センター、
保健福祉局・障害福祉課

7 保育サービスに関する情報提供の充実【拡充】 子ども家庭局・保育課
8 直営保育所給食調理業務民間委託 子ども家庭局・保育課

No. 事業名 担当課
1 親子通園クラスの設置【新規】 ≪再掲 １‐（２）‐⑤‐３≫
2 地域子育て支援センター事業 子ども家庭局・保育課
3 子育て支援員の養成・配置（保育所） 子ども家庭局・保育課
4 身近な施設における相談の実施 子ども家庭局・保育課
5 子育て支援総合コーディネーターの配置 子ども家庭局・保育課
6 一時保育事業【拡充】 子ども家庭局・保育課
7 保育所における地域活動事業 子ども家庭局・保育課

8 保育所・幼稚園情報の積極的な提供
子ども家庭局・保育課、子ども家
庭政策課、教育委員会・企画課

9 施設、園庭の地域への開放 子ども家庭局・保育課

10 親子ですすめる食育教室
子ども家庭局・子育て支援課、
保育課

11 保育所を通じた地域への食育推進事業 子ども家庭局・保育課
12 保育所入所児童への食育推進事業 子ども家庭局・保育課
13 保育所給食を通じた家庭への食育の普及啓発 子ども家庭局・保育課
14 保育所給食におけるアレルギー対応 子ども家庭局・保育課
15 保育所措置費用負担金の軽減 子ども家庭局・保育課

No. 事業名 担当課
1 全児童化のための施設整備【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課
2 放課後児童クラブの運営体制の基盤整備【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課
3 総合療育センター等の専門スタッフの派遣【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐４≫

No. 事業名 担当課
1 放課後児童ヘルパーの設置【新規】 子ども家庭局・子育て支援課
2 夏の教室（地域版）の実施【新規】 子ども家庭局・子育て支援課
3 放課後ジュニアリーダープログラムの展開【新規】 子ども家庭局・子育て支援課

⑤ 直営保育所の再編と機能強化

⑥ 保育所における子育て支援の充実

（3）放課後児童クラブ
① 放課後児童クラブの運営基盤の強化

② 放課後児童クラブの魅力向上
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No. 事業名 担当課

1 母親学級等の充実【拡充】
子ども家庭局・子育て支援課、
保育課

2 母子健康手帳の充実【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課
3 母子健康診査事業 子ども家庭局・子育て支援課
4 妊産婦・乳幼児なんでも相談等の実施 子ども家庭局・子育て支援課
5 両親学級 子ども家庭局・子育て支援課
6 日本語と子育て教室 企画文化局・国際政策課
7 北九州市国民健康保険出産育児一時金 保健福祉局・保険年金課

No. 事業名 担当課

1
生後4か月までの乳児家庭全戸訪問（のびのび赤ちゃん
訪問）事業の充実【拡充】

子ども家庭局・子育て支援課

2 産後うつ対策の充実【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課

3
（仮称）養育支援が必要な家庭への訪問指導員派遣
事業【新規】

子ども家庭局・子育て支援課

4 育児支援家庭訪問事業 子ども家庭局・子育て支援課
5 妊産婦・乳幼児なんでも相談等の実施 ≪再掲 ２‐（１）‐①‐４≫
6 乳幼児健康診査未受診者フォローアップ事業 子ども家庭局・子育て支援課
7 地域でつくる子育て応援事業 子ども家庭局・子育て支援課
8 母子栄養食品支給事業 子ども家庭局・子育て支援課
9 母子保健調査研究事業 子ども家庭局・子育て支援課

10 保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業
保健福祉局・いのちをつなぐネッ
トワーク推進課、子ども家庭局・
子育て支援課

No. 事業名 担当課
1 乳幼児健診における問診項目の見直し【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課

2
乳幼児発達相談指導事業（わいわい子育て相談）の
拡充【拡充】

子ども家庭局・子育て支援課、
保育課

3 親子通園クラスの設置【新規】 ≪再掲 １‐（２）‐⑤‐３≫

2 安心して生み育てることができる環境づくり

（1）母子保健
① 安全に安心して妊娠・出産できる環境づくり

② 養育支援の必要な家庭に対する支援の充実

③ 発達の気になる子どもの早期発見、早期支援体制の強化
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No. 事業名 担当課
1 育児教室等の充実【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課

2 食を通じた乳幼児等の健康づくり【新規】
子ども家庭局・子育て支援課、
保育課

3
歯と口の健康づくりモデル事業
～親子むし歯ゼロ大作戦～

保健福祉局・健康推進課

4 親子ですすめる食育教室 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐１０≫

5 「食育推進ネットワーク」の構築

子ども家庭局・子育て支援課、保
育課、保健福祉局・健康推進課、
産業経済局・地産地消推進課、教
育委員会・企画課

6 保育所を通じた地域への食育推進事業 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐１１≫
7 保育所入所児童への食育推進事業 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐１２≫
8 保育所給食を通じた家庭への食育の普及啓発 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐１３≫
9 歯科保健事業 保健福祉局・健康推進課
10 市民センターを拠点とした健康づくり事業 保健福祉局・健康推進課

No. 事業名 担当課

1 「（仮称）思春期保健連絡会」の設置【新規】
子ども家庭局・子育て支援課、青
少年課、保健福祉局・保健衛生課、
教育委員会・指導第二課

2 思春期健康づくり事業 子ども家庭局・子育て支援課

No. 事業名 担当課

1 周産期医療体制の充実
子ども家庭局・子育て支援課、
保健福祉局・地域医療課、
病院局・業務課

2
小児救急医療体制の充実
（小児医療先進都市づくり会議）

保健福祉局・地域医療課、
病院局・業務課、
子ども家庭局・子育て支援課

3 乳幼児等医療費支給制度【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課
4 母子公費負担医療費助成および医療給付 子ども家庭局・子育て支援課
5 新生児聴覚検査事業 子ども家庭局・子育て支援課
6 予防接種事業 保健福祉局・保健衛生課
7 国民健康保険の減免制度 保健福祉局・保険年金課

No. 事業名 担当課
1 特定不妊治療費助成 子ども家庭局・子育て支援課

④ 基本的生活習慣の定着や食育の推進

⑤ 適切な思春期保健の推進

（2）母子医療
① 周産期医療・小児救急医療体制の維持・確保

② 不妊治療に関する支援の充実および市民の理解促進
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No. 事業名 担当課

1
（仮称）子育てに優しいまちづくりに向けたキャンペーン
【拡充】

子ども家庭局・子ども家庭政策課

2 （仮称）子ども白書の発行【新規】 子ども家庭局・子ども家庭政策課
3 人にやさしいまちづくりの推進 保健福祉局・総務課

4 子どもの人権に関する啓発
保健福祉局・人権文化推進課、
子ども家庭局・子ども総合センター、
子育て支援課

No. 事業名 担当課

5
子育てに優しいまちづくり（地域の子育て支援）の推進
【新規】

子ども家庭局・子ども家庭政策課

6 赤ちゃんの駅登録事業【拡充】 子ども家庭局・子ども家庭政策課
7 親子ふれあいルーム整備事業【拡充】 子ども家庭局・子ども家庭政策課
8 「わらべの日」（子育て支援の日）事業 子ども家庭局・子ども家庭政策課
9 地域でつくる子育て応援事業 ≪再掲 ２‐（１）‐②‐７≫
10 育児サークル・フリースペース活動への支援 子ども家庭局・子育て支援課
11 日本語と子育て教室 ≪再掲 ２‐（１）‐①‐６≫
12 保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業 ≪再掲 ２‐（１）‐②‐１０≫

13 学校支援地域本部事業
教育委員会・生涯学習課、
指導第一課

14 子育てネットワークの充実 教育委員会・生涯学習課

No. 事業名 担当課
15 「子どもの館」・「子育てふれあい交流プラザ」の運営 子ども家庭局・子ども家庭政策課

No. 事業名 担当課
16 親子通園クラスの設置【新規】 ≪再掲 １‐（２）‐⑤‐３≫
17 地域子育て支援センター事業 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐２≫
18 子育て支援員の養成・配置(保育所) ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐３≫
19 保育所における地域活動事業 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐７≫
20 施設、園庭の地域への開放 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐９≫
21 幼稚園における子育て支援機能の充実 教育委員会・企画課

No. 事業名 担当課
22 一時預かりサービス情報の提供【新規】 子ども家庭局・子ども家庭政策課
23 ほっと子育てふれあい事業の充実 子ども家庭局・子育て支援課
24 一時保育事業【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐６≫
25 ショートステイ･トワイライトステイ事業 子ども家庭局・子育て支援課

（3）子育ての悩みや不安への対応
① 地域における子育て支援の環境づくり
【地域や家庭への啓発】

【地域における子育て支援】

【子育て支援拠点施設】

【保育所・幼稚園における地域に対する子育て支援】

【一時預かり事業】
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No. 事業名 担当課
26 放課後児童ヘルパーの設置【新規】 ≪再掲 １‐（３）‐②‐１≫
27 高齢者による子育て支援モデル事業 保健福祉局・高齢者支援課

28 社会福祉ボランティア大学校運営委託
保健福祉局・いのちをつなぐネット
ワーク推進課

29
シルバー人材センターによる「高齢者活用子育て支援
事業」

産業経済局・雇用開発課

30 スクールヘルパー 教育委員会・指導企画課
31 地域人材バンクの整備 教育委員会・生涯学習課

No. 事業名 担当課
32 NPO・ボランティア活動促進事業 総務市民局・地域振興課
33 市民活動保険 総務市民局・地域振興課
34 NPO公益活動支援事業 総務市民局・地域振興課

35 ボランティア活動促進事業
保健福祉局・いのちをつなぐネット
ワーク推進課

36 空き店舗賃借料補助 産業経済局・商業振興課

No. 事業名 担当課
37 校区まちづくり〈企画・実践〉事業 総務市民局・地域振興課
38 コミュニティ支援機能の充実 総務市民局・地域振興課
39 市民センターを拠点とした健康づくり事業 ≪再掲 ２‐（１）‐④‐１０≫

No. 事業名 担当課
40 乳幼児等医療費支給制度【拡充】 ≪再掲 ２‐（２）‐①‐３≫
41 特定不妊治療費助成 ≪再掲 ２‐（２）‐②‐１≫
42 子ども手当【新規】 子ども家庭局・子育て支援課
43 母子寡婦福祉資金貸付金制度の利用促進 子ども家庭局・子育て支援課
44 ひとり親家庭等医療費支給制度 子ども家庭局・子育て支援課
45 児童扶養手当【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課
46 母子公費負担医療費助成および医療給付 ≪再掲 ２‐（２）‐①‐４≫
47 新生児聴覚検査事業 ≪再掲 ２‐（２）‐①‐５≫
48 保育所措置費用負担金の軽減 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐１５≫
49 障害児福祉手当 保健福祉局・障害福祉課
50 特別児童扶養手当 保健福祉局・障害福祉課
51 重度障害者医療費支給制度 保健福祉局・障害福祉課
52 重度障害者タクシー乗車運賃助成事業 保健福祉局・障害福祉課
53 北九州市国民健康保険出産育児一時金 ≪再掲 ２‐（１）‐①‐７≫
54 国民健康保険の減免制度 ≪再掲 ２‐（２）‐①‐７≫
55 私立幼稚園就園奨励事業 教育委員会・企画課

【地域の子育て支援の人材の活用・育成】

【ボランティアやNPO活動への支援・育成】

【市民センターの活用と地域活動への支援】

【子育てに係る経済的な負担の軽減】
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No. 事業名 担当課
1 子ども・家庭相談コーナーの運営【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課
2 身近な施設における相談の実施 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐４≫
3 子育て支援総合コーディネーターの配置 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐５≫
4 妊産婦・乳幼児なんでも相談等の実施 ≪再掲 ２‐（１）‐①‐４≫
5 子ども総合センターの運営 子ども家庭局・子ども総合センター
6 「24時間子ども相談ホットライン」事業 子ども家庭局・子ども総合センター
7 保健福祉オンブズパーソン事業 保健福祉局・監査指導課
8 保健福祉相談コーナーの運営 保健福祉局・障害福祉課

No. 事業名 担当課
1 情報提供の充実【拡充】 子ども家庭局・子ども家庭政策課
2 保育所・幼稚園情報の積極的な提供 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐８≫

3
市政だより、市政テレビ、ホームページ等による子
育てに関する情報提供

広報室

4 教育委員会の広報・広聴機能の充実 教育委員会・企画課
5 学校開放週間 教育委員会・指導企画課

No. 事業名 担当課
1 研修内容の充実（保育所） ≪再掲 １‐（２）‐①‐２≫
2 児童福祉施設等第三者評価事業 ≪再掲 １‐（２）‐①‐５≫
3 幼児教育の振興 教育委員会・企画課
4 私立幼稚園における学校評価の実施 教育委員会・企画課
5 新しい時代に対応した公立幼稚園における教育の推進 教育委員会・企画課、指導第一課

No. 事業名 担当課

1 保育所、幼稚園、小学校の連携【拡充】
子ども家庭局・保育課、
教育委員会・企画課、指導第一課

② 市民が利用しやすい相談体制

③ 必要とされる子育てに関する情報が市民に届く仕組みづくり

3 子どもや若者の健やかな成長や自立を支える環境づくり

（1）就学前教育
① 保育所、幼稚園における就学前教育の充実

② 保育所、幼稚園、小学校の連携の拡充
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No. 事業名 担当課

1
社会体験活動を通じた青少年健全育成のための新たな
仕組みづくり【拡充】

子ども家庭局・青少年課

2 青少年の家の整備・充実【拡充】 子ども家庭局・青少年課
3 児童文化科学館の整備・充実【拡充】 子ども家庭局・青少年課
4 児童館の事業の充実 子ども家庭局・子育て支援課
5 青少年ボランティアステーション推進事業 子ども家庭局・青少年課
6 青少年施設ボランティア養成事業 子ども家庭局・青少年課
7 北九州市青少年ボランティア奨学金事業 子ども家庭局・青少年課
8 野外教育等推進事業 子ども家庭局・青少年課
9 チャレンジ100キロ～歩け北九州っ子若武者の旅～ 子ども家庭局・青少年課
10 中高生の居場所づくりの推進 子ども家庭局・青少年課
11 福祉・ボランティア教育用副読本の作成 保健福祉局・総務課
12 夏休みこどもバスぽ～と 交通局・業務課
13 家庭・地域・学校の連携推進 教育委員会・企画課、生涯学習課

No. 事業名 担当課
14 児童健全育成ボランティア推進事業 子ども家庭局・子育て支援課
15 子ども会等地域活動推進事業 子ども家庭局・青少年課
16 遊びの広場促進事業 子ども家庭局・青少年課
17 青少年団体指導者養成総合事業 子ども家庭局・青少年課
18 青少年団体育成補助金 子ども家庭局・青少年課

No. 事業名 担当課
19 北九っ子！パワーアップ大作戦事業 企画文化局・スポーツ振興課
20 総合型地域スポーツクラブ育成・支援事業 企画文化局・スポーツ振興課
21 ドリームスポーツタウン推進事業 企画文化局・スポーツ振興課
22 わくわく体験スポーツ教室 企画文化局・スポーツ振興課
23 学校開放事業 教育委員会・生涯学習課

No. 事業名 担当課
24 夏休み子ども文学館開催事業【拡充】 教育委員会・文学館
25 子どもたちの文化体験事業 企画文化局・文化振興課
26 子ども文化ふれあいフェスタ 企画文化局・文化振興課
27 少年少女合唱団・ジュニアオーケストラ育成 企画文化局・文化振興課
28 ジュニアマイスター養成講座 子ども家庭局・児童文化科学館
29 こども文化パスポート 教育委員会・企画課
30 わくわくアートミュージアム事業 教育委員会・美術館
31 博物館セカンドスクール事業 教育委員会・自然史・歴史博物館

（2）青少年の健全育成
① 青少年への社会体験活動等の機会や場の提供
【青少年の体験活動の推進】

【青少年の活動を支える地域団体への支援】

【スポーツによる健全育成】

【文化・科学体験の促進】
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No. 事業名 担当課
32 こども環境学習推進事業 環境局・環境学習課
33 菜の花プロジェクト関連事業 環境局・環境学習課
34 ワクワク農業体験事業 産業経済局・地産地消推進課
35 地産地消推進事業 産業経済局・地産地消推進課
36 市民とともに進める自然環境の保護 建設局・公園管理課
37 長野緑地「市民参加による農業体験教室」 建設局・公園管理課
38 到津の森公園環境学習プログラム 建設局・公園管理課、水環境課
39 環境教育推進事業 教育委員会・指導第一課、施設課

No. 事業名 担当課

1 問題を抱える少年の立ち直り支援の充実【拡充】
子ども家庭局・青少年課、
子ども総合センター

2 少年支援室の拡充・運営【拡充】 子ども家庭局・子ども総合センター
3 メンタルフレンド派遣事業 子ども家庭局・子ども総合センター
4 ひきこもり児童宿泊等指導事業 子ども家庭局・子ども総合センター
5 スクールカウンセラーの配置 教育委員会・指導第二課
6 スクールソーシャルワーカー活用事業 教育委員会・指導第二課
7 不登校・いじめ対策の充実 教育委員会・指導第二課

No. 事業名 担当課
1 「（仮称）思春期保健連絡会」の設置【新規】 ≪再掲 ２‐（１）‐⑤‐１≫

2
子ども・保護者のメディアリテラシー向上やネット
監視対策に向けた取り組み【拡充】

子ども家庭局・青少年課、
教育委員会・指導第二課

3
シンナー等をはじめとした薬物乱用防止に向けた
広報・啓発

子ども家庭局・青少年課

4 出会い系サイトをはじめとする有害環境対策事業 子ども家庭局・青少年課
5 地域会議推進事業 子ども家庭局・青少年課
6 少年補導委員活動 子ども家庭局・青少年課
7 青少年を取り巻く有害環境に関する懇談会 子ども家庭局・青少年課
8 健康相談 保健福祉局・健康推進課

9 薬物乱用防止等啓発事業
保健福祉局・地域医療課、医務薬
務課

10 薬物乱用対策事業 保健福祉局・精神保健福祉センター

【その他の取り組み（環境・農業体験など）】

② 不登校、ひきこもり等の問題を抱える青少年の自立支援の強化

③ 青少年を取り巻く有害環境浄化への取り組みの推進
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No. 事業名 担当課
1 深夜補導の実施【拡充】 子ども家庭局・青少年課

2 非行少年の立ち直り支援と体制強化【拡充】
子ども家庭局・子ども総合センター、
教育委員会・指導第二課

3 シンナー等をはじめとした薬物乱用防止に向けた広報・啓発 ≪再掲 ３‐（２）‐③‐３≫
4 地域会議推進事業 ≪再掲 ３‐（２）‐③‐５≫
5 少年補導委員活動 ≪再掲 ３‐（２）‐③‐６≫
6 青少年を取り巻く有害環境に関する懇談会 ≪再掲 ３‐（２）‐③‐７≫

7 非行防止活動の推進
子ども家庭局・青少年課、
教育委員会・指導第二課

8 少年サポートチーム推進事業 教育委員会・指導第二課

No. 事業名 担当課
1 若者のための応援環境づくりの推進【拡充】 子ども家庭局・青少年課
2 「（仮称）青少年応援センター」の設置【新規】 子ども家庭局・青少年課
3 ひきこもり地域支援センターの運営 保健福祉局・障害福祉課
4 若年者のための消費者被害防止出張講座 総務市民局・消費生活センター
5 社会的ひきこもり対策事業 保健福祉局・精神保健福祉センター
6 若年者就業促進事業 産業経済局・雇用開発課

7
学卒者、離職者、在職者を対象とした職業訓練の
実施に対する支援

産業経済局・雇用開発課、
子ども家庭局・男女共同参画推進部

No. 事業名 担当課

1 家庭・地域への啓発事業【拡充】
教育委員会・生涯学習課、
指導第一課

2 PTA活動との連携【拡充】 教育委員会・生涯学習課

3 家庭内事故防止のためのPR
子ども家庭局・子育て支援課、
子ども家庭政策課

4 子育てネットワークの充実 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐１４≫

5 子どもの読書活動の推進
教育委員会・学事課、生涯学習課、
指導第一課、中央図書館

6
ブックスタート（すべての赤ちゃんに本のよろこびを）
事業

教育委員会・中央図書館

④ 非行少年等に対する支援の推進

（3）若者の自立支援
① 若者の自立を支援する環境づくり

（4）家庭の教育力の向上
① 子どもの健全育成の基礎となる家庭の教育力の向上
【学習機会や情報の提供など】
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No. 事業名 担当課
7 「子どもまつり」の充実【拡充】 子ども家庭局・青少年課

No. 事業名 担当課
8 育児教室等の充実【拡充】 ≪再掲 ２‐（１）‐④‐１≫
9 北九州市子どもを育てる10か条の普及促進活動 教育委員会・生涯学習課

No. 事業名 担当課
10 食を通じた乳幼児等の健康づくり【新規】≪再掲 ２‐（１）‐④‐２≫
11 親子ですすめる食育教室 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐１０≫
12 「食育推進ネットワーク」の構築 ≪再掲 ２‐（１）‐④‐５≫

No. 事業名 担当課
1 地域に役立つ公園づくり事業【拡充】 建設局・緑政課
2 愛着の持てる身近な公園づくり【拡充】 建設局・緑政課
3 子育てに配慮した公園整備事業【拡充】 建設局・公園建設課、緑政課
4 親子ふれあい公園づくり 建設局・公園建設課、緑政課

5
紫川都市基盤河川改修事業（紫川マイタウン・マイリバー
整備事業）

建設局・計画課、設計課

6 海辺のマスタープラン2010の推進
港湾空港局・総務経営課、計画課、
整備課

No. 事業名 担当課

１ AED設置事業
子ども家庭局･子育て支援課、
保育課、青少年課、
総務市民局・市民センター室

2 モラル・マナーアップの推進【拡充】 総務市民局・安全・安心課
3 「（仮称）スクール救命士」事業【新規】 消防局・救急課
4 生活安全パトロール隊の支援（地域防犯対策事業） 総務市民局・安全・安心課
5 安全セミナーの開催 総務市民局・安全・安心課

6
ガーディアン・エンジェルスセイフティ・センター
運営支援事業

総務市民局・安全・安心課

7 北九州市地域安全・安心リーダー養成講座の開催 総務市民局・安全・安心課
8 まちかど見守り運動推進事業 総務市民局・安全・安心課
9 落書き消去活動支援事業 総務市民局・安全・安心課
10 安全・安心まっぷの作成 総務市民局・安全・安心課
11 明るく安全なまちづくり街灯整備事業 建設局・道路維持課
12 消防“夢”コンサート事業 消防局・人事企画課
13 「消防士さんといっしょ」事業 消防局・予防課
14 児童見守り消防隊 消防局・警防課
15 パパママ救急教室 消防局・救急課
16 J-DIG（中学生を対象とした災害図上訓練） 消防局・地域防災課

【親子のコミュニケーション】

【基本的生活習慣】

【食育】

（5）安全・安心なまちづくり
① 子育て家庭が利用しやすい公園・遊び場の整備

② 防犯や防災など安全・安心なまちづくりの推進
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No. 事業名 担当課
1 暮らしにやさしい道事業【拡充】 建設局・道路計画課
2 安全で歩行者等にも優しい道路整備【拡充】 建設局・道路計画課
3 人にやさしいまちづくりの推進 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐３≫
4 バリアフリーのまちづくりの推進 建設局・道路計画課
5 足元道路の整備 建設局・道路計画課
6 都市モノレール施設改善・維持修繕事業 建築都市局・都市交通政策課
7 JR既存駅に対する昇降装置整備支援事業 建築都市局・都市交通政策課
8 バリアフリー環境整備促進事業 建築都市局・建築指導課

No. 事業名 担当課
1 交通安全施設の整備（「文」マーク） 総務市民局・安全・安心課
2 交通安全の推進 総務市民局・安全・安心課
3 チャイルドシートの着用促進 総務市民局・安全・安心課
4 若松校区内におけるスクールバス運行事業 交通局・業務課

No. 事業名 担当課
1 優良賃貸住宅供給支援事業（特定優良賃貸住宅） 建築都市局・住宅計画課
2 家庭内事故防止のためのPR ≪再掲 ３‐（４）‐①‐３≫
3 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型） 建築都市局・再開発課
4 すこやか住宅普及事業 建築都市局・住宅計画課
5 賃貸住宅供給支援・情報提供 建築都市局・住宅計画課
6 住まいの相談支援事業 建築都市局・住宅計画課
7 北九州市住宅ローン金利優遇制度 建築都市局・住宅計画課
8 多子世帯向け市営住宅への優先入居 建築都市局・住宅管理課
9 市営住宅整備事業 建築都市局・住宅整備課
10 市有建築物のシックハウス対策 建築都市局・建築保全課

③ 子育て家庭に優しい都市環境の整備

④ 交通安全の推進

⑤ 子育てしやすい住環境の整備
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No. 事業名 担当課
1 児童居室の個室化の推進【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課
2 小規模グループケアの実施【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課

3
自立援助ホームの運営および女子児童用自立援助
ホームの創設【拡充】

子ども家庭局・子育て支援課

4
児童養護施設等入所児童への運転免許取得費助成など
自立支援事業【拡充】

子ども家庭局・子育て支援課

5
入所児童の権利擁護のための調査審議等を行う審査
部会の社会福祉審議会児童福祉専門分科会への設置
【拡充】

子ども家庭局・子育て支援課

6 総合療育センター等の専門スタッフの派遣【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐４≫
7 児童養護施設入所児童等の身元保証人確保対策事業 子ども家庭局・子育て支援課
8 児童福祉施設等第三者評価事業 ≪再掲 １‐（２）‐①‐５≫

No. 事業名 担当課
1 ファミリーホームの運営 子ども家庭局・子育て支援課

2 家庭生活体験事業（一日里親事業）の拡大
子ども家庭局・子育て支援課、
子ども総合センター

3 里親促進事業 子ども家庭局・子ども総合センター

No. 事業名 担当課
1 ひとり親家庭のための合同就職説明会 子ども家庭局・子育て支援課
2 母子家庭自立支援給付金事業の推進 子ども家庭局・子育て支援課
3 母子福祉センター事業の充実【拡充】 子ども家庭局・子育て支援課

4
母子自立支援プログラム策定事業等成功事例集の作成
【新規】

子ども家庭局・子育て支援課

5 母子寡婦福祉資金貸付金制度の利用促進 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐４３≫
6 ひとり親家庭の在宅就業支援【新規】 子ども家庭局・子育て支援課

No. 事業名 担当課
7 母子寡婦福祉資金貸付金制度の利用促進 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐４３≫
8 ひとり親家庭等医療費支給制度 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐４４≫
9 児童扶養手当【拡充】 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐４５≫

4 特別な支援を要する子どもや家庭への支援

（1）社会的養護が必要な子どもへの支援
① 児童養護施設における生活環境整備等の促進

② 里親や小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の普及促進

（2）ひとり親家庭への支援
① ひとり親家庭の生活の安定と向上
【就業支援】

【経済的支援】
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No. 事業名 担当課
10 ひとり親家庭等日常生活支援事業 子ども家庭局・子育て支援課
11 母子生活支援施設（母子寮）の運営 子ども家庭局・子育て支援課
12 休養ホーム利用補助 子ども家庭局・子育て支援課
13 母子・父子世帯向け市営住宅への優先入居 建築都市局・住宅管理課

No. 事業名 担当課
14 母子福祉センター事業の充実【拡充】 ≪再掲 ４‐（２）‐①‐３≫
15 ひとり親家庭施策の周知 子ども家庭局・子育て支援課
16 子ども・家庭相談コーナーの運営【拡充】 ≪再掲 ２‐（３）‐②‐１≫
17 母子生活支援施設（母子寮）の運営 ≪再掲 ４‐（２）‐①‐１１≫

No. 事業名 担当課
1 子ども・家庭相談コーナーの運営【拡充】 ≪再掲 ２‐（３）‐②‐１≫

2
生後4か月までの乳児家庭全戸訪問（のびのび赤ちゃん訪問）事業の充実【拡充】
≪再掲 ２‐（１）‐②‐１≫

3 巡回カウンセラー（臨床心理士）の派遣【新規】 ≪再掲 １‐（２）‐①‐１≫

4
虐待の早期発見・迅速かつ適切な対応および児童への
支援のための連携強化【拡充】

子ども家庭局・子ども総合センター

5 乳幼児健康診査未受診者フォローアップ事業 ≪再掲 ２‐（１）‐②‐６≫
6 子ども総合センターの運営 ≪再掲 ２‐（３）‐②‐５≫

7 家族のためのペアレントトレーニング事業 子ども家庭局・子ども総合センター

8 メンタルフレンド派遣事業 ≪再掲 ３‐（２）‐②‐３≫
9 ひきこもり児童宿泊等指導事業 ≪再掲 ３‐（２）‐②‐４≫

【子育て・生活支援】

【相談・情報提供】

（3）児童虐待への対応
① 児童虐待の防止・早期発見・早期対応および適切な支援
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No. 事業名 担当課

1
生後4か月までの乳児家庭全戸訪問（のびのび赤ちゃん訪問）事業の充実【拡充】
≪再掲 ２‐（１）‐②‐１≫

2 乳幼児健診における問診項目の見直し【拡充】 ≪再掲 ２‐（１）‐③‐１≫
3 乳幼児発達相談指導事業（わいわい子育て相談）の拡充【拡充】 ≪再掲 ２‐（１）‐③‐２≫
4 障害児保育の充実【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐１≫
5 親子通園クラスの設置【新規】 ≪再掲 １‐（２）‐⑤‐３≫

6
身近で気軽に行ける相談窓口体制の整備（保育所等）
【拡充】

子ども家庭局・保育課、子育て支
援課、子ども総合センター、
保健福祉局・障害福祉課、
教育委員会・特別支援教育課

7 専門機関との連携による保育所での発達障害児支援の充実【拡充】≪再掲 １‐（２）‐③‐３≫
8 総合療育センター等の専門スタッフの派遣【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐４≫
9 総合療育センターの機能の強化【拡充】 保健福祉局・障害福祉課
10 医療機関との連携強化【新規】 保健福祉局・障害福祉課

11 特別支援学校のセンター的機能の整備【新規】
教育委員会・特別支援教育課、
保健福祉局・障害福祉課

12 新生児聴覚検査事業 ≪再掲 ２‐（２）‐①‐５≫
13 北九州市障害者地域生活支援センターの運営 保健福祉局・障害福祉課
14 おもちゃライブラリーの運営 保健福祉局・障害福祉課
15 特別支援教育相談センターにおける相談事業 教育委員会・特別支援教育課

16 特別支援教育を行う場の整備
教育委員会・企画課、施設課、
教職員課、特別支援教育課

17 特別支援教育を推進する人の配置
教育委員会・企画課、教職員課、
学校保健課、指導企画課、
特別支援教育課

18 特別支援教育の理解啓発
教育委員会・特別支援教育課、
教育センター、生涯学習課、
保健福祉局・障害福祉課

No. 事業名 担当課
1 障害児保育の充実【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐１≫

2
保育所・幼稚園等から小学校・特別支援学校への連絡体制・情報共有機能の強化【拡充】
≪再掲 １‐（２）‐③‐２≫

3 一時保育事業【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐⑥‐６≫
4 障害児通園施設の機能強化【拡充】 保健福祉局・障害福祉課
5 障害児入所施設の機能強化【拡充】 保健福祉局・障害福祉課
6 特別支援教育相談センターにおける相談事業 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１５≫

No. 事業名 担当課
1 放課後児童クラブの運営体制の基盤整備【拡充】 ≪再掲 １‐（３）‐①‐２≫

2 総合療育センター等の専門スタッフの派遣【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐４≫

3 日中一時支援事業（放課後対策）の充実【拡充】 保健福祉局・障害福祉課

4 小学生ふうせんバレーボール大会 保健福祉局・障害福祉課

（4）障害のある子どもへの支援
① 障害のある子どもの早期発見と、相談・支援体制の強化

② 保育所等での障害のある子どもの受入れの促進と、小学校等入学時の情報伝達の強化

③ 障害のある子どもの放課後対策の充実
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No. 事業名 担当課
1 身近で気軽に行ける相談窓口体制の整備（保育所等）【拡充】 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐６≫
2 発達障害者支援センターの充実【拡充】 保健福祉局・障害福祉課
3 ショートステイ事業【拡充】 保健福祉局・障害福祉課
4 特別支援学校のセンター的機能の整備【新規】 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１１≫
5 子ども総合センターの運営 ≪再掲 ２‐（３）‐②‐５≫
6 北九州障害者しごとサポートセンターの充実 保健福祉局・障害福祉課
7 北九州市障害者自立支援協議会の運営 保健福祉局・障害福祉課
8 保健福祉相談コーナーの運営 ≪再掲 ２‐（３）‐②‐８≫
9 ホームヘルプサービス事業 保健福祉局・障害福祉課
10 障害児の長期休暇対策 保健福祉局・障害福祉課
11 北九州市障害者地域生活支援センターの運営 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１３≫
12 機能回復訓練事業 保健福祉局・障害福祉センター
13 特別支援教育相談センターにおける相談事業 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１５≫
14 特別支援教育を行う場の整備 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１６≫
15 特別支援教育を推進する人の配置 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１７≫
16 特別支援教育の理解啓発 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１８≫

No. 事業名 担当課
1 重症心身障害児支援の強化【拡充】 保健福祉局・障害福祉課
2 総合療育センターの機能の強化【拡充】 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐９≫
3 小池学園（児童部）居住環境改善事業【新規】 保健福祉局・障害福祉課
4 ショートステイ事業【拡充】 ≪再掲 ４‐（４）‐④‐３≫
5 北九州市障害者地域生活支援センターの運営 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１３≫
6 ホームヘルプサービス事業 ≪再掲 ４‐（４）‐④‐９≫
7 日常生活用具給付等事業 保健福祉局・障害福祉課
8 補装具費の支給 保健福祉局・障害福祉課
9 移動支援事業 保健福祉局・障害福祉課
10 障害児福祉手当 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐４９≫
11 特別児童扶養手当 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐５０≫
12 重度障害者医療費支給制度 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐５１≫
13 重度障害者タクシー乗車運賃助成事業 ≪再掲 ２‐（３）‐①‐５２≫

No. 事業名 担当課
1 乳幼児健診における問診項目の見直し【拡充】 ≪再掲 ２‐（１）‐③‐１≫
2 乳幼児発達相談指導事業（わいわい子育て相談）の拡充【拡充】 ≪再掲 ２‐（１）‐③‐２≫
3 親子通園クラスの設置【新規】 ≪再掲 １‐（２）‐⑤‐３≫
4 発達障害者支援センターの充実【拡充】 ≪再掲 ４‐（４）‐④‐２≫

5
専門機関との連携による保育所での発達障害児支援の充実【拡充】
≪再掲 １‐（２）‐③‐３≫

6
「発達障害者のためのサポートファイル」普及事業
【新規】

保健福祉局・障害福祉課

7 発達障害者総合支援事業 保健福祉局・障害福祉課
8 総合療育センター等の専門スタッフの派遣【拡充】 ≪再掲 １‐（２）‐③‐４≫
9 総合療育センターの機能の強化【拡充】 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐９≫
10 医療機関との連携強化【新規】 ≪再掲 ４‐（４）‐①‐１０≫

④ 相談支援体制の強化と、保護者のレスパイトや就労支援の充実

⑤ 重度の障害のある子どもへの支援の強化

⑥ 発達障害のある子どもへの支援の充実
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No. 事業名 担当課

1 心の教育推進事業
教育委員会・企画課、指導第一課、
指導第二課

2 小規模校特別転入学制度＜のびのびフレンドリースクール＞ 教育委員会・企画課、指導第一課
3 こども文化パスポート事業 教育委員会・企画課
4 北九州市青少年ボランティア奨学金事業 子ども家庭局・青少年課
5 青少年ボランティアステーション推進事業 子ども家庭局・青少年課
6 野外教育等推進事業 子ども家庭局・青少年課

7
社会体験活動を通じた青少年健全育成のための新たな
仕組みづくり

子ども家庭局・青少年課

8 人権教育推進事業（資料等を活用した人権教育の実践）
教育委員会・指導第一課、指導第
二課、生涯学習課、子ども家庭局・
男女共同参画推進部

9 非行防止活動の推進
教育委員会・指導第二課、
子ども家庭局・青少年課

10 少年サポートチーム推進事業 教育委員会・指導第二課
11 少年支援室の拡充・運営 子ども家庭局・子ども総合センター

12 非行少年の立ち直り支援と体制強化
子ども家庭局・子ども総合センター、
教育委員会・指導第二課

13 （仮称）思春期保健連絡会の設置
子ども家庭局・子育て支援課、青
少年課、教育委員会・指導第二課、
保健福祉局・保健衛生課

No. 事業名 担当課

14 北九州スタンダードの推進
教育委員会・教職員課、
指導第一課、教育センター

再掲 No.63 マイスター教員の認定と活用
再掲 No.71 小中一貫・連携教育の推進
15 音読暗唱推進事業 教育委員会・指導第一課
16 学校大好きオンリーワン事業 教育委員会・指導第一課

17 子どもの読書活動の推進
教育委員会・学事課、指導第一課、
生涯学習課、中央図書館

再掲 No.81 家庭・地域への啓発事業

「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」事業一覧
※ 網かけの事業は、本冊子に掲載しているもの

【基本的な柱Ⅰ 思いやりの心をもつ、自立した子どもをはぐくむ】
◆ 施策1 心の育ちの推進

◆ 施策2 確かな学力の向上
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No. 事業名 担当課

18 体力アップ推進事業
教育委員会・指導第一課、
指導第二課

19 武道教育の推進 教育委員会・指導第一課
20 北九っ子パワーアップ大作戦事業 企画文化局・スポーツ振興課
再掲 No.6 野外教育等推進事業
21 学校給食による食育の推進 教育委員会・学校保健課
22 栄養教諭の配置 教育委員会・教職員課

23 学校における食育推進事業
教育委員会・指導第一課、
教育センター

24 食育を通じた児童生徒の肥満・痩身対策事業

No. 事業名 担当課
25 部活動振興事業 教育委員会・指導第二課
26 環境教育推進事業 教育委員会・指導第一課、施設課

27 英語教育の充実
教育委員会・指導第一課、
教育センター

28 国際理解教育の推進 教育委員会・企画課、指導第一課
29 情報教育の推進（パソコン新整備事業等） 教育委員会・学事課、指導第一課
30 発達段階に応じたキャリア教育の展開 教育委員会・指導第一課
31 ジュニアマイスター養成講座 子ども家庭局・児童文化科学館
32 教育特区を活用して設立された学校との連携 教育委員会・企画課
33 わくわくアートミュージアム事業 教育委員会・美術館
34 博物館セカンドスクール事業 教育委員会・自然史・歴史博物館
35 夏休み子ども文学館開催事業 教育委員会・文学館
36 北九州市子どもノンフィクション文学賞事業 企画文化局・文化振興課

37 北九州市立高校の充実
教育委員会・指導企画課、
指導第一課

38 専門技術を身につけた職業人の育成
教育委員会・指導企画課、
指導第一課

39 優れた活動を行う生徒等に対する経済的支援 教育委員会・学事課
40 私立学校における教育の振興等 教育委員会・企画課
41 幼児教育の振興・子育て支援機能の充実 教育委員会・企画課
42 私立幼稚園就園奨励事業 教育委員会・企画課
43 新しい時代に対応した公立幼稚園における教育の推進 教育委員会・企画課、指導第一課

44 保育所、幼稚園、小学校の連携
教育委員会・企画課、指導第一課、
子ども家庭局・保育課

◆ 施策3 健やかな体の育成

◆ 施策4 子どもの意欲を高め、特性を伸ばす教育の推進
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No. 事業名 担当課
45 特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制の整備 教育委員会・特別支援教育課
46 特別支援教育相談センターにおける相談事業 教育委員会・特別支援教育課

47 保育所・幼稚園等と小学校の情報共有機能の強化
教育委員会・企画課、特別支援教
育課、子ども家庭局・保育課、
保健福祉局・障害福祉課

48 特別支援学校のセンター的機能の整備
教育委員会・特別支援教育課、
保健福祉局・障害福祉課

49 特別支援教育を行う場の整備
教育委員会・企画課、施設課、
教職員課、特別支援教育課

50 特別支援教育を推進する人の配置
教育委員会・企画課、教職員課、
学校保健課、指導企画課、
特別支援教育課

再掲 No.43 新しい時代に対応した公立幼稚園における教育の推進

51 教職員の専門性の向上
教育委員会・特別支援教育課、
教育センター

52 特別支援教育の理解啓発
教育委員会・特別支援教育課、
教育センター、生涯学習課、
保健福祉局・障害福祉課

No. 事業名 担当課

53 35人以下学級編制の実施
教育委員会・教職員課、学事課、
学校保健課

54 学校支援体制の充実 教育委員会・指導第二課
55 学校における学生ボランティアの活用 教育委員会・教職員課

56 学校における事務処理の効率化・負担の軽減
教育委員会・教職員課、学事課、
指導企画課、指導第一課

57 人事異動における希望枠制度の実施 教育委員会・教職員課
58 柔軟に対応できる学校支援のための市費講師の配置 教育委員会・教職員課
59 不登校・いじめ対策の充実 教育委員会・指導第二課
60 スクールカウンセラーの配置 教育委員会・指導第二課
61 スクールソーシャルワーカー活用事業 教育委員会・指導第二課
62 子ども・家庭相談コーナーの運営 子ども家庭局・子育て支援課
63 マイスター教員の認定と活用 教育委員会・教職員課
64 教員採用・管理職試験の改善 教育委員会・教職員課
65 学校外からの管理職の登用 教育委員会・教職員課
66 教職員研修の充実 教育委員会・教育センター
67 カリキュラムセンター機能の充実（調査研究等） 教育委員会・教育センター

68 教職員のメンタルヘルス対策事業
教育委員会・教職員課、
指導第二課、教育センター

◆ 施策5 特別支援教育の充実

【基本的な柱Ⅱ 学校・教職員の力を高める】
◆ 施策6 信頼される学校・園経営の推進

204

参
考



69 学校評価の実施 教育委員会・指導第一課
70 私立幼稚園における学校評価の実施 教育委員会・企画課

71 小中一貫・連携教育の推進
教育委員会・企画課、教職員課、
指導企画課、指導第一課、
指導第二課

再掲 No.44 保育所、幼稚園、小学校の連携
72 授業時数の確保 教育委員会・指導第一課

73 未来をひらく学校づくり支援事業
教育委員会・企画課、施設課、
学事課、指導第一課、指導第二課

74 安全教育の推進 教育委員会・指導第二課

No. 事業名 担当課
75 学校耐震事業 教育委員会・施設課
76 学校の大規模改修工事 教育委員会・施設課
77 さわやかトイレ整備事業 教育委員会・施設課
78 学校規模適正化推進事業 教育委員会・企画課、施設課
79 児童文化科学館の整備・充実 子ども家庭局・青少年課
80 青少年の家の整備・充実 子ども家庭局・青少年課
再掲 No.29 情報教育の推進（パソコン新整備事業等）

No. 事業名 担当課

81 家庭・地域への啓発事業
教育委員会・生涯学習課、
指導第一課

82 子育てネットワークの充実 教育委員会・生涯学習課

83 ワーク・ライフ・バランス推進事業
子ども家庭局・男女共同参画推進部、
教育委員会・企画課、生涯学習課

84
ブックスタート（すべての赤ちゃんに本のよろこびを）
事業

教育委員会・中央図書館

85
児童生徒・学生に対する就学の機会均等を図るための
経済的支援

教育委員会・学事課

再掲 No.41 幼児教育の振興・子育て支援機能の充実
再掲 No.42 私立幼稚園就園奨励事業
86 北九州市子どもを育てる10か条の普及促進活動 教育委員会・生涯学習課

◆ 施策7 教育環境の整備

【基本的な柱Ⅲ 家庭の教育力を高める】
◆ 施策8 家庭における教育・生活習慣づくりの充実
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No. 事業名 担当課
87 教育委員会の広報・広聴機能の充実 教育委員会・企画課
88 PTA活動との連携 教育委員会・生涯学習課
89 スクールヘルパー 教育委員会・指導企画課

90 学校支援地域本部事業
教育委員会・生涯学習課、
指導第一課

再掲 No.55 学校における学生ボランティアの活用
91 学校開放週間 教育委員会・指導企画課

No. 事業名 担当課
92 学校開放事業 教育委員会・生涯学習課
93 放課後児童健全育成事業 子ども家庭局・子育て支援課
94 地域力を活用した放課後児童クラブの充実 子ども家庭局・子育て支援課
95 子ども会等地域活動推進事業 子ども家庭局・青少年課
96 青少年団体育成補助金 子ども家庭局・青少年課
97 中高生の居場所づくりの推進 子ども家庭局・青少年課
98 遊びの広場促進事業 子ども家庭局・青少年課
99 家庭・地域・学校の連携推進 教育委員会・企画課、生涯学習課
100 青少年団体指導者養成総合事業 子ども家庭局・青少年課
101 地域人材バンクの整備 教育委員会・生涯学習課

102 有害情報から子どもを守る事業
教育委員会・指導第二課、
子ども家庭局・青少年課

再掲 No.5 青少年ボランティアステーション推進事業

【基本的な柱Ⅳ 地域の教育力を強める】
◆ 施策9 地域と連携した学校運営の実現

◆ 施策10 地域における教育活動の充実
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