
 

平成25年2月13日記者発表資料 

子ども家庭局 子ども家庭政策課  Tel 093-582-2550 

子ども家庭局の主要施策 

 

子ども家庭局では、北九州市基本構想・基本計画（「元気発進！北九州」プラン）に掲

げる“人づくり”を具体化するため、その部門別計画である、「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年度から２６年度】）」に基づき、「子どもの成

長」と「子育て」を地域社会で支え合う“まちづくり”を進めている。 

この計画の下で、家庭や地域、学校、企業、行政など地域社会全体の子育て力を高め、

子どもが健やかに成長し、市民一人ひとりが家庭を持つことや、子どもを生み育てるこ

との喜びを実感できる「子育て日本一を実感できるまち」の実現を目指す。 

あわせて、「北九州市男女共同参画基本計画【第２次】（平成２１年度から２５年度）」

に基づき事業を推進し、「男女が共にいきいきと活躍できるまち」の実現を目指す。 
 

（１）新たな計画づくり 

子ども・子育て支援法に基づき、「（仮称）新次世代育成支援行動計画（子ども・

子育て支援事業計画）」の策定に着手する。 

（２）仕事と子育ての両立支援 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現に向けた取り組みを推

進するとともに、その基盤となる保育サービスや放課後児童クラブなどの子育て

支援サービスを充実する。 

（３）安心して生み育てることができる環境づくり 

妊娠・出産から乳幼児および思春期の保健・医療体制の一層の充実を図るとと

もに、「家庭」と「地域社会」との連帯感が希薄化する中、地域社会全体で子育て

を支援する環境づくりを推進する。 

（４）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 

子どもや若者が直面する様々な課題への対応と、地域社会全体で子どもの健や

かな成長や自立を支える環境づくりを推進する。 

（５）特別な支援を要する子どもや家庭への支援 

社会的養護が必要な子ども、障害のある子どもやその家庭、ひとり親家庭に対

し、その状態に応じた必要な支援を行うとともに、児童虐待への対応を充実する。 

（６）男女共同参画の推進 

（第3次）男女共同参画基本計画（平成26年度～平成30年度）を策定すると

ともに、あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画を推進するな

ど、男女共同参画社会の形成の推進を図る。 

 

◎平成25年度子ども家庭局一般会計予算     ５５，４４７，５７９千円 

◎平成24年度子ども家庭局一般会計予算     ５５，８５０，６９９千円 

●増減額                      ▲４０３，１２０千円 
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重点的に取り組みを行う主な事業 

 
（１）新たな計画づくり 
 

○○新 （仮称）新次世代育成支援行動計画（子ども・子育て支援事業計画）の策定
                                     11,000千円 

子ども・子育て支援法に基づき、「（仮称）新次世代育成支援行動計画（子ども・子育

て支援事業計画）」の策定に着手する。 

 
 
（２）仕事と子育ての両立支援 
 

○ワーク・ライフ・バランス推進事業              15,891千円 
「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、推進キャンペー

ンによる広報啓発やアドバイザー派遣など企業の取組支援を行うとともに、企業や地

域での様々な活動と連携しながらワーク・ライフ・バランスの推進を図る。 

 

○多様な保育サービスの充実                               1,346,219千円 
保護者の多様な保育ニーズに応えるため、延長保育や一時保育の実施箇所数を増やす

など、特別保育の充実を図る。 

 
○民間保育所整備補助                    254,000千円 
老朽化している民間保育所について、保育環境を改善し、入所児童等の安全性を確

保するため、改築を行う。 

 
○保育所保育士の加配                     250,199千円 

1歳児6人に対して保育士1人を配置する国の基準を、本市独自の加配として5人

に対して1人に拡充し、質の高い保育サービスを提供する。 

  

○○新民間保育士の処遇改善                   313,680千円 
保育の担い手である保育士の人材確保に向けて、民間保育士の処遇改善を図るため、

各保育所の職員の平均勤続年数に応じた給与の上乗せ加算を行う。 

 
○保育所園庭の芝生化                     23,400 千円 

元気な子どもたちの育成を目的とし、入所児童が保育所園庭で跳んだりはねたりで

きるよう、保育所園庭の芝生化(１８箇所)を推進する。 

 

○○新保育士就職支援事業                     1,600千円 
保育士養成校を卒業予定の学生等を対象に、就職説明会を実施するなど、保育所へ

の円滑な就職を支援し、保育士確保を図る。 

 
○家庭的保育事業                       74,305千円 

保護者の就労等で保育に欠ける生後43日目から2歳までの児童を対象に、自宅等

を開放して保育を実施する家庭保育員を増員する。 
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○認可外保育施設への指導                   7,327千円 

認可外保育施設のきめ細やかな指導を行うため、認可保育所の所長経験者２名を指

導員として配置するとともに、認可外保育施設の保育従事者の資質向上のため、条件

整備を行う。 

 

○認可外保育施設衛生・安全対策事業（児童分）         3,000千円 
乳幼児の衛生及び安全を確保し、その健全育成に資するため、市内の認可外保育施

設を利用する児童の健康診断に要する経費の補助を拡充する。 

 

○保育所等耐震対策                      16,200 千円 
耐震化未実施施設について、順次耐震診断を行う。 

 
○放課後児童健全育成事業                  991,920千円 
放課後児童クラブについて、利用を希望する児童を円滑に受け入れるとともに、児童

への対応を充実するため、放課後児童クラブアドバイザーや巡回カウンセラーの派遣等

を行う。また、利用児童数が大幅に増加しているクラブについて、児童の受け入れがで

きるよう施設整備等を行う。 

 

○児童館の充実                       618,168千円 
地域における児童の健全育成や、子育て支援、放課後児童クラブの運営、子ども会や

母親クラブ等地域の活動拠点である児童館の運営の充実を図る。 

 

 

（３）安心して生み育てることができる環境づくり 
 
○母子健康診査(先天性代謝異常等検査の充実)         1,013,798千円 
母子の疾病等に対する早期発見、早期治療と適切な指導のための健康診査を継続する

とともに、早期発見することで障害の予防・軽減及び死亡を防ぐことができる疾患の種

類を増やすため、新たな検査方法を導入する。 

 
○乳幼児等医療費支給事業                 2,640,299千円 
子育てに関する経済的負担を軽減するため、中学校 3 年生までの乳幼児等に係る医

療費(ただし、小学生及び中学生期は入院医療費のみ)の自己負担額を助成する。 

 

○子育てに関する情報提供・ＰＲ                9,500千円 
本市のさまざまな子育て支援の取り組みについて、情報誌「こそだて情報」「子ども

家庭レポート」やホームページ「子育てマップ北九州」を通した情報提供、ならびに大

規模イベント「すくすく子育ちフェスタ」によるPRを行う。 

 
○子育てに優しいまちづくり推進事業              5,600千円 
地域ぐるみで子育てを支える取り組みを進めるため、小学校区単位を基本に、市民セ

ンター等を拠点とした子育て支援活動を促進する。 

 
○みんなの子育て・親育ち支援事業                5,070千円 
地域全体の育児力を高め、親の社会的成長を促すため、身近な地域における子育て支

援及び子育てにかかわる団体への活動支援を行う。また、育児ネットワーク構築を推進

する。 
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○親子ふれあいルーム事業                   33,322 千円 

乳幼児を持つ保護者の子育てへの不安を軽減するため、親子が気軽に集い、交流、

情報交換、育児相談等ができるスペースを運営する。 

 
○赤ちゃんの駅登録事業                    2,294千円 
官民が協力して、乳幼児を持つ保護者が外出した際、授乳やオムツ替えができる施設

を「赤ちゃんの駅」として登録し、子育て中の親が安心して外出できる環境づくりを行

う。 

 
○子どもの館・子育てふれあい交流プラザの運営        413,266千円 
子どもの豊かな感性や創造力を育み、子育て中の親が持つ負担や不安感を解消するた

めの総合的な子育て支援施設として、「子どもの館」、「子育てふれあい交流プラザ」の

運営を行う。 

 
○子どもの館機能充実事業                     77,000千円 
コムシティ再生計画に基づき、施設の整備・充実を行う。 

 
○子育て支援総合コーディネーター配置事業           15,217千円 
「子育て支援サロン“ぴあちぇ一れ”」に子育て支援総合コーディネーターを配置し、

育児相談・情報提供の充実を図る。 

 

 

（４）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 
 
○青少年体験活動等活性化事業                 1,684千円 
青少年育成事業に関する情報の一元化や発信、青少年体験活動の担い手となる青年リ

ーダーの育成、青少年体験活動の有益性や大人の関わり方の啓発などにより、更なる青

少年の健全育成環境づくりを図る。 

 
○子ども・若者応援センター「YELL」運営費           23,200千円 
子ども・若者の育成や支援に関する相談に応じることや関係機関の紹介、必要な情報

提供や助言等の総合相談やコーディネート機能を持つ『子ども・若者応援センター

「YELL」』の運営を行う。 

 

○○新ユースステーション運営費                34,000千円 
中・高校生をはじめとした若者が学習や体験、スポーツ・文化活動、仲間との交流等

を通じて自己を発見し、社会性や自立性を身に付ける場として、「ユースステーション」

を運営する。 

 

○○新北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部運営事業 
 42,000千円 

青少年の非行を生まない地域の実現を目指し、「非行防止対策」「非行からの立ち直り

支援」「脱法ハーブを含む薬物乱用の防止と啓発」「地域団体・関係機関との連携強化」

の４つの柱をたて、総合的かつ積極的に施策を展開する。 

 

 

 

4 



（５）特別な支援を要する子どもや家庭への支援 
 

○○新乳児院建替費用補助                    96,000千円 
耐震診断の結果、改築が必要とされた施設の建替えを行うと同時に、「元気発進！子

どもプラン」に掲げる小規模グループケア化を実施する。 
 

○ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会         4,500千円 
就職が困難なひとり親家庭の父母の就職と自立を支援するため、ひとり親家庭への理

解を示す複数の企業への就業の機会を提供する。 

 
○ひとり親家庭等医療費支給事業               898,522千円 
ひとり親家庭等に関する経済的負担を軽減するため、医療費の自己負担額を助成する。 

 
○ひとり親家庭自立支援給付金事業              200,872千円 
母子家庭の母の自立促進のために、看護師等の資格取得を支援する高等技能訓練促進

費等給付金、母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援する自立支援教育訓練給

付金の支給を行う。２５年度から、父子家庭の父も給付の対象とする。 

 
○保育カウンセラー事業                    3,582千円 
虐待等が疑われる子どもやその家庭に対応する保育所の支援を行うカウンセラーを

配置する。 

 
○親子通園事業                        3,150千円 
直営保育所に親子通園クラスを設置し、発達が気になる子どもを保護者とともに受け

入れ、保育所での遊びや体験、相談を通じて支援を行う。 

 
○里親促進事業                        3,647千円 
何らかの事情で家庭での養育が困難になった子どもに、家庭環境の下での養育を提供

する里親制度を普及促進するとともに、資質向上を図るための研修、里親からの相談対

応、里親同士の交流会の開催等を行う。 

 
○メンタルフレンド派遣事業                  1,227千円 
メンタルフレンドをひきこもり(不登校)児童等の家庭に派遣し、児童の心の健康を回

復、対人関係向上を目指すとともに被虐待児童の心理的サポートや児童とその家族の経

過観察を行い、虐待の再発防止や早期発見を図る。 

 

○家族のためのペアレントトレーニング事業           2,135千円 
「虐待を行った保護者」と「養育不安のある保護者」に対し、カウンセリング、養育

訓練等を行い、被虐待児童の家庭復帰や養育不安家庭への心理的・実際的援助を行う。 

 
○児童虐待防止（子どもの人権擁護）推進事業          16,710千円 
児童虐待の早期発見及び虐待を受けた児童の迅速かつ適切な保護を行うため、関係機

関との連携強化を図る。また、児童虐待の防止等のために必要な体制を整備するととも

に、関係機関の職員の研修及び広報啓発活動等を行う。 

 

○２４時間子ども相談ホットライン事業             13,885 千円 
育児、不登校、ひきこもり、虐待、いじめ等、子どもに関する様々な悩みや心配につ

いて、保護者や子ども本人が、２４時間いつでも相談できる電話相談窓口を設置し、経

験豊富な相談員が問題解決に向けて一緒に考えていく。 
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（６）男女共同参画の推進 
 

○男女共同参画基本計画推進事業                 7,475千円 
（第３次）北九州市男女共同参画基本計画（平成２６年度～平成３０年度）を策定

するとともに、基本計画に基づき男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進す

る。 

 

○ 男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業 
(就労継続・再就職支援事業等)                307,562千円 
地域に根ざした男女共同参画推進のあらゆる活動の拠点となる男女共同参画センタ

ー及び勤労婦人センターの管理運営を行い、就労支援やキャリアアップ支援、ワーク・

ライフ・バランス推進事業などに取り組む。 

 

○男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業の一部 
（講座・相談の一部）                    16,078千円 
就業・キャリアアップ、起業のための各種講座の開催や、様々な相談事業など、女性

のチャレンジや活躍を支援する事業を実施する。 
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担当課 一覧 

 
事 業 名 担 当 課 電話番号 

（１）新たな計画づくり 

新（仮称）新次世代育成支援行動計画（子ども・子育て支援
子ども家庭政策課 093-582-2550 

事業計画）の策定 

（２）仕事と子育ての両立支援 

 ワーク・ライフ・バランス推進事業 男女共同参画推進部 093-582-2405

 多様な保育サービスの充実 保育課 093-582-2412

 民間保育所整備補助 保育課 093-582-2412

 保育所保育士の加配 保育課 093-582-2412

 新民間保育士の処遇改善 保育課 093-582-2412

 保育所園庭の芝生化 保育課 093-582-2412

 新保育士就職支援事業 保育課 093-582-2412

 家庭的保育事業 保育課 093-582-2412

 認可外保育施設への指導 保育課 093-582-2412

 認可外保育施設衛生・安全対策事業（児童分） 保育課 093-582-2412

 保育所等耐震対策 保育課 093-582-2412

 放課後児童健全育成事業 子育て支援課 093-582-2410

 児童館の充実 子育て支援課 093-582-2410

（３）安心して生み育てることができる環境づくり 

 母子健康診査（先天性代謝異常等検査の充実） 子育て支援課 093-582-2410

 乳幼児等医療費支給事業 子育て支援課 093-582-2410

 子育てに関する情報提供・ＰＲ 子ども家庭政策課 093-582-2550

 子育てに優しいまちづくり推進事業 子育て支援課 093-582-2410

 みんなの子育て・親育ち支援事業 子育て支援課 093-582-2410

 親子ふれあいルーム事業 子育て支援課 093-582-2410

 赤ちゃんの駅登録事業 子ども家庭政策課 093-582-2550

 子どもの館・子育てふれあい交流プラザの運営 子ども家庭政策課 093-582-2550

 子どもの館機能充実事業 子ども家庭政策課 093-582-2550

 子育て支援総合コーディネーター配置事業 保育課 093-582-2412
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8 

 

 

（４）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 

 青少年体験活動等活性化事業 青少年課 093-582-2392

 子ども・若者応援センター「ＹＥＬＬ」運営費 青少年課 093-582-2392

 新ユースステーション運営費 青少年課 093-582-2392

 
新北九州市「青少年の非行を生まない地域づくり」推進本部

運営事業 
青少年課 093-582-2392

（５）特別な支援を要する子どもや家庭への支援 

  新乳児院建替費用補助 子育て支援課 093-582-2410

 ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会 子育て支援課 093-582-2410

 ひとり親家庭等医療費支給事業 子育て支援課 093-582-2410

 ひとり親家庭自立支援給付金事業 子育て支援課 093-582-2410

 保育カウンセラー事業 保育課 093-582-2412

 親子通園事業 保育課 093-582-2412

 里親促進事業 子ども総合センター 093-881-4556

 メンタルフレンド派遣事業 子ども総合センター 093-881-4556

 家族のためのペアレントトレーニング事業 子ども総合センター 093-881-4556

 児童虐待防止（子どもの人権擁護）推進事業 子ども総合センター 093-881-4556

 ２４時間子ども相談ホットライン事業 子ども総合センター 093-881-4556

（６）男女共同参画の推進 

 男女共同参画基本計画推進事業 男女共同参画推進部 093-582-2405

 
男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業 

(就労継続・再就職支援事業等)  
男女共同参画推進部 093-582-2405

 
男女共同参画センター及び勤労婦人センター管理運営事業の

一部（講座、相談の一部） 
男女共同参画推進部 093-582-2405

 


