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１ 行政評価について（概要） 

本市では、「元気発進！北九州」プラン（以下「プラン」と言う。）を着実に推進す

る仕組みのひとつとして、平成 22 年度より「行政評価システム」を導入した。 

これは、「計画(Plan)→ 実行(Do)→ 評価(Check)→ 改善(Action)」のＰＤＣＡサ

イクルに沿って、行政自ら事業等を検証し、不断の見直しを行うものである。 

平成 24 年 9 月に、プランに掲げる 201 の主要施策と主要施策を構成する主な事業

の「評価(Check）」を示した『行政評価の取組結果（平成 23 年度実績）』を報告した

ところである。これに対し、本報告書では、この評価結果を踏まえた見直し内容等の

平成 25 年度予算や事業計画への活用状況「改善(Action）→ 計画(Plan）」を総括的

に示すものである。 

 

２ 行政評価結果（平成 23 年度実績）の概要 

平成 24 年 9 月に報告した『行政評価の取組結果（平成 23 年度実績）』は、下記の

とおりであった。 

 

（１）施策評価結果 

 施策については、成果の視点から評価を行った。 

 評価 施策数 

 1

Ａ（大変順調） ４２施策 

Do 

※プランに掲げる 201 の「主要施策」

について、複数の局が所管する施策

が一部あり、結果として 269 の評価

となっている。 
Ｂ（ 順調 ） ２１０施策 

Ｃ（やや遅れ） １７施策 

 (実施） Ｄ（ 遅れ ） ０施策 

 

（２）事業評価結果 

 事業については、「成果の状況」と「活動の状況」の評価を行った。 

【成果の状況】            【活動の状況】 

評価 事業数 評価 事業数  

大変順調 １２５事業 大変順調 １４６事業 

順調 ５８１事業 順調 ５８６事業 

やや遅れ ７２事業 やや遅れ ４８事業 

遅れ ４事業 遅れ ２事業 

 

※「成果」と「活動」 

    「活動」は、行政が地域社会や市民に対して提供・実施した行政サービスの量であり、「成果」

は、その活動により地域や市民が受けた影響や変化の度合いである。 

    例えば、交通安全の推進のために信号を設置するという事業の場合、｢活動｣は、信号の増設

数であり、その活動により得られる「成果」は、交通事故件数の減少となる。 

    本市の行政評価では、この「活動」と「成果」を明確に区分し、それぞれの評価を行ってい

る。 
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３ 行政評価結果の活用について 

事業等の評価結果は、次年度以降の事業計画、具体的には、事業の実施内容、目指

すべき目標、事業に投入する予算額などについて、方向性を判断するための重要なツ

ールの１つである。 

そのため、事業等の評価については、事業を実施したことによる市民への影響度合

いなど、個々の事業内容に応じた成果指標等を設定し、事業が目指す成果の明確化を

図っている。 

次年度の予算案を作成する際には、事業等の評価結果に加え、事業等の現状、事業

を取り巻く社会経済状況や市の財政状況など、様々な要因を検討し、総合的に判断し

ている。 

具体的には、平成 23 年度決算において、「成果の状況」及び「活動の状況」につい

て、「大変順調」、「順調」、「やや遅れ」、「遅れ」の４段階で実績等の評価を行った。

平成 25 年度予算案の作成にあたっては、この評価結果や事業等の現状を踏まえ、課

題の整理を行い、平成 25 年度の成果の方向性、事業内容の見直し、事業費の増減な

どを判断している。 

 

４ 行政評価結果（平成 23 年度実績）の平成 25 年度予算などへの活用状況等 

（１）北九州市行財政調査会の答申と市の取組状況 

北九州市行財政改革調査会において、「事業の評価制度については、その検証結

果が予算に明確に反映されるよう運用を行うべき」との第一次答申が提出されたこ

とを受け、「より予算編成に活用されるよう運用を行う」との方向性を示した。 

今年度より、ＰＤＣＡチェックシートを予算編成資料の一部と位置づけ、実績評

価を行った全ての事業の評価結果を、予算の編成において、判断材料の１つとして

活用した。これにより、「結果」だけでなく、より「成果」を重視し、事業等の改

善を行おうとする行政評価システムの取組みが、予算編成に活用され、より効率的

な行政経営につながるものと考える。 

 

（２）行政評価結果を踏まえた事業の方向性 

今回の行政評価結果の活用状況については、ＰＤＣＡチェックシート【Action】

欄に記載している。本報告書では、全体の傾向などを以下のとおり分類し、示すこ

ととした。 

 

① 成果の方向性 

  平成 25 年度の成果目標の方向性については、ＰＤＣＡチェックシート【Action】

欄の「その結果目指す成果（次年度の成果目標）」において示している。これを「拡

大」、「継続」、「縮小」、「その他」の４つに分類すると、それぞれの事業数は以下の

とおりとなる。 

  「拡大」とは、成果を現在の水準より高めようとするものであり、主に、成果目

標を達成した上で、さらに高い成果目標を目指すものなどである。なお、成果目標
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を達成できなかったため、再度、当初の成果目標を目指すものなども含んでいる。 

また、「その他」には、継続中の事業で完了後にはじめて成果が得られるもの（計

画策定やハード整備事業等）など、成果の方向性を示すことが困難なものを分類した。 

  

  「拡大」  ３０９事業   「継続」  ４１６事業 

  「縮小」    ３事業   「その他」  １２事業 

  「－」（事業を終了もしくは休廃止したもの） ４２事業 

 

 ② 事業内容の見直し 

  事業内容の見直しについては、ＰＤＣＡチェックシート【Action】欄の「次年度

の活動計画（見直し内容）」において示している。これを「見直し」、「現状どおり」

の２つに分類すると、それぞれの事業数は以下のとおりとなる。 

なお、「見直し」については、行政評価の考え方に基づき、成果の向上や効率的

な事業の実施のために事業内容の改善を行ったもの（制度、実施手法の見直しなど）

を分類した。一方、「現状どおり」については、現状のままで成果目標の達成が可

能なものや、事業費に変化はあるが、その内容が自然増又は減（対象人口の増減な

ど）によるもの、内部経費の削減によるもの、執行額に見合った予算の削減による

ものなどを分類した。 

  

  「見直し」  ３１７事業  「現状どおり」 ４２３事業 

    「－」（事業を終了もしくは休廃止したもの）     ４２事業 

 

③ 事業費の増減 

事業費の増減については、「増額」、「維持」、「減額」、「終了」、「休廃止」「その他」

の６つに分類した。それぞれの事業数は以下のとおりとなる。 

「終了」には、事業期間を満了したものや、事業目的を達成したものであり、「休

廃止」には、事業の再構築が必要、もしくは、社会経済状況の変化等の理由により、

事業を休廃止したものなどを分類した。 

なお、｢その他｣には、事業を再編成したものや、事業予算を伴わないものなどを

分類した。 

   

  「増額」  １０９事業   「維持」  ２１８事業 

  「減額」  ３４８事業   「終了」   ３２事業 

  「休廃止」  １０事業   「その他」  ６５事業 

 

（３）行政評価結果を踏まえた事業の方向性の考え方 

 ① 評価結果と成果の方向性の関係について 

評価結果を踏まえた成果の方向性については、事業を取り巻く要因により様々な

方向性が考えられる。 



○評価結果が良好な事業（「成果の状況」が「大変順調」、「順調」） 

・さらに取組みを強化するために成果目標の上方修正などを行うもの 

・現在の水準を維持するもの 

・既に目標を達成したなどの理由により成果目標を下げるもの など 

 

○評価結果が思わしくない事業（「成果の状況」が「遅れ」、「やや遅れ」） 

・当初の成果目標が達成されるよう取組みを強化するもの 

・経済状況などの要因により、成果目標を下げざるを得ないもの など 

また、評価結果が思わしくない事業については、原則、何らかの事業見直し

を行うべきである。しかし、事業の抜本的な見直しを行ってもなお、目指すべ

き成果に対する事業の有効性が低いと判断される場合は、事業の廃止や縮小を

検討する場合もある。 

  

 ②成果の方向性と事業費の増減の関係について 

成果の方向性と事業費の増減は、密接に関連するものだが、事業内容の見直しな

どの状況が影響する場合もある。例えば、 

・成果目標を上げるが、事業内容の見直しなどにより、事業費を維持又は減額するもの 

・現在の水準を維持するが、事業内容の見直しなどにより、事業費は減額するもの 

などであり、成果の動向は事業費の増減のみに影響されるものではない。 

  ただし、事業費を増額する事業については、成果目標を上方修正するなど、事業

費の増額により目指すべき成果を明確に示す必要がある。 

 

 

（参考）「成果の方向性」「事業内容の見直し」「事業費の増減」の関係図 

（事業数）

事業費

成果　
うち
事業内容の
見直しあり

うち
事業内容の
見直しあり

うち
事業内容の
見直しあり

うち
事業内容の
見直しあり

うち
事業内容の
見直しあり

うち
事業内容の
見直しあり

78 61 92 52 116 68 23 18 309 199

25 0 125 10 226 96 40 9 416 115

0 0 0 0 3 3 0 0 3 3

6 0 1 0 3 0 2 0 12 0

42 42

109 61 218 62 348 167 65 27 42 782 317

終了・休廃止

計

増額 維持

縮小

その他

拡大

継続

減額 その他 終了・休廃止 計

 
 

※事業数は再掲を含む 
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（４）課題 

プランについては、現在、計画の内容の見直しを進めているところである。「北

九州市行財政改革調査会第一次答申に係る取組みの方向性」で示したように、この

プランの見直しに合わせて、全ての事業について総点検を実施しているところであ

る。 

現在の行政評価の対象であるプランを構成する主な事業についても、「事業の総

点検」の中で再検証されることになる。この総点検の結果を踏まえ、以下の課題に

留意しながら、より効果的なＰＤＣＡサイクルの実現を目指していきたい。 

 

 ○ 的確な成果指標の設定について 

今回、本報告書において、各事業の成果の方向性を「拡大」「継続」「縮小」など

に分類し取りまとめを行った。 

しかし、この成果の方向性は、成果指標の設定内容に大きく左右されるものであ

る。成果の方向性を適切に判断するためには、「的確な成果指標の設定」が必要で

あることは言うまでもなく、この点が極めて大きな課題であることが今回あらため

て認識された。 

成果の検証が困難な事業については、今年度より市民意識調査を行い、指標の設

定に活用するなどの取組みを行っているが、今後とも、行政評価システムの実効性

を高めていくため、評価担当部署等の内部チェックの強化、より実務的な研修体系

の構築など、より的確な成果指標が設定されるよう取組みを進めたい。 

 

 ○ 予算編成への活用について 

行政評価結果を活用した予算編成を行う中で、評価を行っている事業単位と予算

編成上の事業単位が一致していないものや、定量的な状況把握が難しく、定性的な

成果指標にとどまったものもあり、予算編成への活用に苦慮した面もあった。 

今後とも、予算編成での活用を進めるためにも、事業単位の整合や可能な限り定

量的な成果指標の設定を推進していきたい。 

 



 

※ ＰＤＣＡチェックシートの掲載について 

各事業の詳細については、ＰＤＣＡチェックシートに記載されており、その全て

を市のホームページに組織別に掲載した。 

 

 市政情報 ＞ 監査・行政評価 ＞ 行政評価 ＞ 

平成 24 年度施策・事業評価結果（平成 23 年度実績）＞ 平成 24 年度行政評価取組結果 

 

なお、ＰＤＣＡチェックシートには組織別の番号を付しており、次ページ以降の

一覧表で示した「ＰＤＣＡチェックシート番号」に対応している。 
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金額

課長 人 職員 人

係長 人

％

％

分
析
及
び
課
題
の
整
理

「経済性」
「効率性」
の分析

「同じ成果をより低いコストで」
「同じコストでより高い成果を」得
られないか。また、民間活力導
入による「経済性・効率性」の向
上はできないか。

【成果の状況】
【活動の状況】
を踏まえた分析

活動や成果は予定通りだったの
か、成果を得るための活動は有
効だったのかなど、分析し課題
を整理する。また、影響を及ぼし
た外的要因の分析も行う。

目標

活
動
実
績

【Ｃｈｅｃｋ】評価（分析）

実績
（達成率）

→

％

施策番号

【Do】実施　→　【Ｃｈｅｃｋ】評価

人件費
の目安

【Plan】計画　→

成
果
実
績

（備考） 担当局

担当課

課長名

以下、予算案作成時に記入

見
直
し
状
況
等

　次年度の活動計画（見直し内容）

　課題

　その結果目指す成果（次年度の成果目標）

【Ａｃｔｉｏｎ】　　上記の評価結果と、予算案作成時点までの事業の状況を踏まえて記入

指標（数値化できない場合は、活動内容を文章で記載）
（上段：指標名　下段：指標の説明）

前年度実績

活
動
計
画

（最終目標と目標年度）

活
動
指
標

代
表
的
な
成

果
指
標

前年度実績

（最終目標と目標年度）

目
的

何を（誰を）
どのような
状態にした
いのか

千円

【成果の状況】

％

実績
（達成率）

→

ＰＤＣＡチェックシート(平成23年度実績評価)

千円

千円平成23年度執行額 平成24年度当初予算額

事
業
名

コ
ス
ト

事
業
費

目標
指標（数値化できない場合は、目指している状態を文章で記載）

（上段：指標名　下段：指標の説明と目標設定の考え方）

大変順調

順調

やや遅れ

遅れ

代表的な成果指標
の実績などを参考
に、成果の状況を
チェック

活動指標の実績を
参考に、活動の状
況をチェック

【活動の状況】

大変順調

順調

やや遅れ

遅れ

○○局　1

 

次ページ以降の 
一覧表と対応 



５　予算等への活用状況一覧

　各事業のＰＤＣＡチェックシートは、市のホームページに組織別に掲載。

　　市政情報＞監査・行政評価＞行政評価＞平成24年度施策・事業評価結果（平成23年度実績）＞平成24年度行政評価取組結果

柱 大項目
取組み
の方針 主要施策

施策
評価 担当局 事業名 成果の状況 活動の状況

成果の
方向性

事業内容
の見直し

事業費
の増減

PDCA
チェックシート

番号

Ⅰ　人を育てる

1　子育て・教育日本一を実感できる環境づくり

(1)安心して子どもを生み育てることができる環境の整備

地域ぐるみで働き方を見直す体制の推進 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１

企業等におけるワーク・ライフ・バランス推進の支援 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　２

子育て等家庭生活や地域活動における男性の参
加促進

順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　３

保育カウンセラー事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　４

研修内容の充実（保育所） 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　５

認可外保育施設研修代替職員費補助 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 子ども家庭局　６

保育指導専門員の配置 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 子ども家庭局　７

延長保育事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　８

夜間（長時間）保育事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 子ども家庭局　９

休日保育事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 子ども家庭局　１０

特定保育事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 子ども家庭局　１１

急病の子どもを支える仕組みづくり 順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　１２

病児・病後児保育の充実 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１３

障害児保育の充実 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１４

保育所入所定員の拡大 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　１５

直営保育所の再編・民営化 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１６

産休明け保育等の対応の強化 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１７

計画的な老朽改築等の推進 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　１８

緊急時対応保育所の整備 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し その他 子ども家庭局　１９

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

やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し その他 子ども家庭局　２０

保育サービスに関する情報提供の充実 順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　２１

支援の必要な子どもと家庭生活を支えるネットワー
クの構築

順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　２２

一時保育事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　２３

全児童化のための施設整備 順調 順調 継続  現状どおり 増額 子ども家庭局　２４

放課後児童クラブの運営体制の基盤整備 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　２５

放課後児童ヘルパーの設置 順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　２６

夏の教室（地域版）の実施 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　２７

放課後ジュニアリーダープログラムの展開 順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　２８

B仕事と子育ての
両立支援

子ども家庭局

評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況
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取組み
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評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況

母親学級等の充実 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　２９

母子健康手帳の充実 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　３０

母子健康診査事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　３１

生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業の充実 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　３２

産後うつ対策の充実 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　３３

（仮称)養育支援が必要な家庭への訪問指導員派
遣事業

やや遅れ 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　３４

乳幼児健診における問診項目の見直し 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　３５

乳幼児発達相談指導事業の拡充 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　３６

育児教室等の充実 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 子ども家庭局　３７

食を通じた乳幼児等の健康づくり 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　３８

思春期保健連絡会の設置 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　３９

乳幼児等医療費支給制度 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　４０

特定不妊治療費助成 順調 順調 継続  現状どおり 増額 子ども家庭局　４１

A 病院局
総合周産期母子医療センターの運営・小児救急セ
ンターの運営

順調 順調 継続  現状どおり 増額 病院局　１

救急医療体制の維持・確保（地域医療課） 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 保健福祉局　１

救急医療体制の維持・確保（夜間・休日急患セン
ター）

大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 増額 保健福祉局　２

子育てに優しいまちづくりに向けたキャンペーン 順調 大変順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　４２

子ども家庭レポートの発行 順調 大変順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　４３

子育てに優しいまちづくり（地域の子育て支援）の推
進

順調 大変順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　４４

赤ちゃんの駅登録事業 順調 大変順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　４５

親子ふれあいルーム整備事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　４６

地域子育て支援センター事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　４７

子育て支援員の養成・配置（保育所） やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　４８

一時預かりサービス情報の提供 順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　４９

ほっと子育てふれあい事業の充実 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　５０

子ども手当 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　５１

児童扶養手当 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　５２

子ども・家庭相談コーナーの運営 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　５３

身近な施設における相談の実施 やや遅れ 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　５４

子育て支援総合コーディネーターの配置 やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　５５

情報提供の充実 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　５６

B

母子が健康に生
活できる環境づ
くり

子ども家庭局

保健福祉局A

子育ての不安や
悩みを軽減する
環境づくり

子ども家庭局B
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柱 大項目
取組み
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評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況

児童居室の個室化の推進 順調 大変順調 － － 終了 子ども家庭局　５７

小規模グループケアの実施 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　５８

自立援助ホームの運営及び女子児童用自立援助
ホームの創設

大変順調 大変順調 継続  現状どおり 増額 子ども家庭局　５９

児童養護施設入所児童等への運転免許取得費助
成など自立支援事業

大変順調 大変順調 継続  現状どおり 増額 子ども家庭局　６０

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

順調 順調 継続  現状どおり その他 子ども家庭局　６１

ファミリーホームの運営 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　６２

家庭生活体験事業（一日里親事業）の拡大 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　６３

ひとり親家庭のための合同就職説明会 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　６４

母子家庭自立支援給付金事業の推進 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　６５

母子福祉センター事業の充実 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　６６

母子自立支援プログラム策定事業等成功事例集の
作成

やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し その他 子ども家庭局　６７

ひとり親家庭の在宅就業支援 順調 順調 － － 終了 子ども家庭局　６８

母子寡婦福祉資金貸付金制度の利用促進 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　６９

ひとり親家庭等医療費支給制度 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　７０

ひとり親家庭施策の周知 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　７１

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

順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　７２

身近で気軽に行ける相談窓口体制の整備（保育所
等）

順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　７３

保育所・幼稚園から小学校・特別支援学校への連
絡体制・情報共有機能の強化

順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　７４

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

順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　７５

親子通園クラスの設置 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　７６

B 保健福祉局 日中一時支援事業 順調 順調 継続 見直し 減額 保健福祉局　３

子育てに優しいまちづくり（地域の子育て支援）の推
進

順調 大変順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　７７

一時保育事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　７８

放課後児童クラブの運営体制の基盤整備 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　７９

放課後児童ヘルパーの設置 順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　８０

生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業の充実 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　８１

子育てに優しいまちづくりに向けたキャンペーン 順調 大変順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　８２

赤ちゃんの駅登録事業 順調 大変順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　８３

親子ふれあいルーム整備事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　８４

一時預かりサービス情報の提供 順調 順調 拡大 見直し その他 子ども家庭局　８５

ほっと子育てふれあい事業の充実 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　８６

特別な支援を要
する子育て家庭
への対応

地域などと行政
の連携・協働に
よる子育て支援
の推進

B 子ども家庭局

子ども家庭局B
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(2)子どもの可能性をひらく学校教育の充実

幼児教育の振興・子育て支援機能の充実 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　１

私立幼稚園就園奨励費事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　２

新しい時代に対応した公立幼稚園における教育の
推進

順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　３

保育所、幼稚園、小学校の連携 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　４

北九州スタンダードの推進 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　５

音読暗唱推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　６

学校大好きオンリーワン事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　７

子どもの読書活動の推進 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　８

体力アップ推進事業 順調 大変順調 拡大 見直し 減額 教育委員会　９

武道教育の推進 順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　１０

学校給食による食育の推進 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　１１

栄養教諭の配置 順調 大変順調 拡大  現状どおり その他 教育委員会　１２

学校における食育推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　１３

食を通じた児童生徒の肥満・痩身対策事業 順調 順調 拡大  現状どおり その他 教育委員会　１４

35人以下学級編制の実施 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　１５

心の教育推進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　１６

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）

順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　１７

こども文化パスポート事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　１８

人権教育推進事業（資料等を活用した人権教育の
実践）

大変順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　１９

環境教育推進事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 教育委員会　２０

国際理解教育の推進 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　２１

未来をひらく学校づくり支援事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　２２

北九州市の特性
を活かした教育
の充実

教育委員会

幼児教育の充実 教育委員会B

B
確かな学力と体
力を向上させる
教育の充実

教育委員会

心の教育の推進 教育委員会B

B
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部活動振興事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　２３

環境教育推進事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 教育委員会　２４

英語教育の充実 大変順調 大変順調 拡大 見直し 維持 教育委員会　２５

国際理解教育の推進 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　２６

情報教育の推進（パソコン新整備事業等） 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　２７

発達段階に応じたキャリア教育の展開 順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　２８

教育特区を活用して設立された学校との連携 順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　２９

北九州市立高校の充実 順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　３０

専門技術を身につけた職業人の育成 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し その他 教育委員会　３１

優れた活動を行う生徒等に対する経済的支援 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　３２

私立学校における教育の振興等 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　３３

わくわくアート・ミュージアム やや遅れ 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　１

博物館セカンドスクール事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　２

夏休み子ども文学館開催事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　３

消防“夢”コンサート 大変順調 順調 継続  現状どおり その他 消防局　１

消防士さんといっしょ 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 消防局　２

特別支援教育を推進する全市的な相談支援体制
の整備

大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　３４

特別支援教育相談センターにおける相談事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　３５

保育所、幼稚園等と小学校・特別支援学校の情報
共有機能の強化

順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　３６

特別支援学校のセンター的機能の整備 順調 順調 継続 見直し 維持 教育委員会　３７

特別支援教育を行う場の整備 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　３８

特別支援教育を推進する人の配置 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　３９

教職員の専門性の向上 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　４０

特別支援教育の理解啓発 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　４１

子どもの特性を
伸ばす教育の充
実

教育委員会

市民文化
スポーツ局

消防局

特別支援教育の
充実

教育委員会

B

C

A

A
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柱 大項目
取組み
の方針 主要施策

施策
評価 担当局 事業名 成果の状況 活動の状況

成果の
方向性

事業内容
の見直し

事業費
の増減

PDCA
チェックシート

番号

評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況

35人以下学級編制の実施 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　４２

学校支援体制の充実 順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　４３

学校における学生ボランティアの活用 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　４４

学校における事務処理の効率化 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　４５

人事異動における希望枠制度の実施 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり その他 教育委員会　４６

柔軟に活用できる学校支援のための市費講師の配
置

大変順調 順調 拡大  現状どおり 増額 教育委員会　４７

マイスター教員の認定と活用 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　４８

教員採用・管理職試験の改善 順調 順調 継続 見直し 減額 教育委員会　４９

学校外からの管理職の登用 順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　５０

教職員研修の充実 順調 順調 拡大 見直し 維持 教育委員会　５１

カリキュラムセンター機能の充実（調査研究等） 順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　５２

教員のメンタルヘルス対策事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　５３

学校評価の実施 順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　５４

私立幼稚園における学校評価の実施 やや遅れ やや遅れ 拡大  現状どおり その他 教育委員会　５５

小中一貫・連携教育の推進 順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　５６

授業時数の確保 順調 順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　５７

未来をひらく学校づくり支援事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　５８

安全教育の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　５９

学校耐震事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 増額 教育委員会　６０

学校の大規模改修工事 やや遅れ やや遅れ － － 休廃止 教育委員会　６１

学校規模適正化推進事業 順調 順調 拡大 見直し その他 教育委員会　６２

情報教育の推進（パソコン新整備事業等） 順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　６３

(3)家庭・地域・企業の力を活かした教育環境の整備

教育委員会の広報・広聴機能の充実 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　６４

ＰＴＡ活動との連携 順調 大変順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　６５

スクールヘルパー 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　６６

学校支援地域本部事業 順調 大変順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　６７

学校開放週間 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 教育委員会　６８

学校における学生ボランティアの活用 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　６９

B

A

教育環境の充実 教育委員会

教員の資質の向
上

教育委員会B

学校の力の発揮 教育委員会
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　　市政情報＞監査・行政評価＞行政評価＞平成24年度施策・事業評価結果（平成23年度実績）＞平成24年度行政評価取組結果

柱 大項目
取組み
の方針 主要施策

施策
評価 担当局 事業名 成果の状況 活動の状況

成果の
方向性

事業内容
の見直し

事業費
の増減

PDCA
チェックシート

番号

評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況

家庭・地域への啓発事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　７０

子育てネットワークの充実 大変順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　７１

ブックスタート（すべての赤ちゃんによろこびを）事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　７２

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

順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　７３

北九州市子どもを育てる１０か条の普及促進活動 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 教育委員会　７４

学校施設開放事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　７５

家庭・地域・学校の連携推進 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　７６

地域人材バンクの整備（人材バンクの充実ホーム
ページ掲載）

順調 順調 拡大 見直し 減額 教育委員会　７７

有害情報から子どもを守る事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　７８

スクールヘルパー 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　７９

(4)子どもの健やかな成長を支える仕組みの整備

非行防止活動の推進 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　８０

少年サポートチーム推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 教育委員会　８１

問題を抱える少年の立ち直り支援の充実 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　８７

少年支援室の拡充・運営 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　８８

「思春期保健連絡会」の設置 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　８９

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

順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　９０

深夜補導の実施 順調 順調 継続 見直し 減額 子ども家庭局　９１

非行少年の立ち直り支援と体制強化 順調 順調 継続  現状どおり 減額 子ども家庭局　９２

若者のための応援環境づくりの推進 順調 順調 継続 見直し 減額 子ども家庭局　９３

「（仮称）青少年応援センター」の設置 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　９４

不登校・いじめ対策の充実 順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　８２

スクールカウンセラーの配置 順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　８３

スクールソーシャルワーカー活用事業 順調 大変順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　８４

B 教育委員会 家庭・地域・学校の連携推進 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　８５

青少年ボランティアステーション推進事業 大変順調 大変順調 継続 見直し 減額 子ども家庭局　９５

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

順調 順調 継続 見直し 減額 子ども家庭局　９６

青少年の家の整備・充実 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　９７

児童文化科学館の整備・充実 順調 やや遅れ － － 休廃止 子ども家庭局　９８

「子どもまつり」の充実 順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　９９

B 消防局 「スクール救命士」事業の推進 順調 大変順調 拡大  現状どおり 増額 消防局　３

B

B

いじめや不登校
などの問題を抱
えた子どもへの
支援

教育委員会

B

B

B

家庭教育の充実 教育委員会

地域全体が教育
を支える社会の
実現

教育委員会

非行などから子
どもを守る環境
づくり

教育委員会

子ども家庭局

奉仕・体験活動
の推進

子ども家庭局B
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評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況

２　アジアをリードする頭脳拠点の形成

(1)国際水準の知的基盤の強化

海外連携プロジェクト助成事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　１

学術研究拠点推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　２

学術研究都市管理運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　３

留学生宿舎管理運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　４

学術・研究振興事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　５

高等教育機能充実事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　６

大学等誘致・整備促進助成事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 産業経済局　７

北九州市立大学運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　８

先端の研究開
発を担う人材の
確保・育成

A 産業経済局 学術研究拠点推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　９

B 産業経済局
北九州市立大学運営事業(北九州市立大学都市政
策研究所）

順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　１０

B 総務企画局 （財）国際東アジア研究センター運営事業 順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　１

(2)産業を支える人材の創出

成長産業を支え
る高度人材の育
成

A 産業経済局 地域産業人材育成事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 維持 産業経済局　１１

地域企業の中核
となる人材の育
成

B 産業経済局 経営リーダー育成支援事業 順調 順調 継続 見直し その他 産業経済局　１２

学術研究拠点推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　１３

留学生宿舎管理運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　１４

(3)技術・技能の継承

がんばる！中小企業 元気発進応援プロジェクト 順調 大変順調 継続 見直し 減額 産業経済局　１５

事業承継セミナー（経営リーダー育成支援事業） 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　１６

技能伝承支援事業 やや遅れ 大変順調 継続 見直し 維持 産業経済局　１７

産業技術保存継承センター管理運営事業 大変順調 順調 拡大  現状どおり 維持 産業経済局　１８

北九州マイスター事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 産業経済局　１９

北九州技の達人事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 産業経済局　２０

B

A

A

B

大学などの教育
研究機能の充実

産業経済局

シンクタンクを活
用した調査・研
究機能の強化

北九州学術研究
都市の機能の充
実

産業経済局A

アジアなどとの
架け橋となる人
材の育成

産業経済局

中小企業の後継
者育成の支援

技術・技能を継
承する人材の育
成

産業経済局

産業経済局
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柱 大項目
取組み
の方針 主要施策

施策
評価 担当局 事業名 成果の状況 活動の状況

成果の
方向性

事業内容
の見直し

事業費
の増減

PDCA
チェックシート

番号

評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況

３　まちづくりを支える人材の育成

(1)市民がいきいきと学び合える環境の整備

黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 順調 順調 － － 終了 教育委員会　８６

大里柳市民センター・門司図書館大里分館整備事
業

大変順調 順調 － － 終了 教育委員会　８７

旧戸畑区役所庁舎図書館活用事業 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 教育委員会　８８

生涯学習活動促進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　８９

生涯学習推進コーディネーター配置事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　９０

地域人材バンクの整備（人材バンクの充実ホーム
ページ掲載）

順調 順調 拡大 見直し 減額 教育委員会　９１

北九州市子どもを育てる１０か条の普及促進活動 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 教育委員会　９２

学校施設開放事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 教育委員会　９３

教育関係施設の
連携による人材
育成

B 建設局
到津の森公園など市内の教育関係施設による人材
育成

順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　１

(2)地域活動を推進する人材の育成

北九州市民カレッジ事業 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　９４

子育てネットワークの充実 大変順調 順調 継続  現状どおり 維持 教育委員会　９５

B 市民文化
スポーツ局

NPO・ボランティア活動促進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　４

ボランティア活動促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４

社会福祉ボランティア大学校運営委託 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　５

権利擁護・市民後見促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　６

年長者研修大学校の充実 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　７

(3)優れた環境人材の育成

ESD推進事業 やや遅れ 大変順調 拡大 見直し 増額 環境局　１

北九州市環境首都検定 大変順調 順調 拡大 見直し 増額 環境局　２

北九州環境みらい学習システム推進事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　３

アジアの環境人材育成拠点形成事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 環境局　４

環境ミュージアム及び北九州エコハウス維持管理
事業

やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 環境局　５

団塊の世代の活
用

教育委員会

保健福祉局

保健福祉局

B

B

B

多様な学習機会
や学習情報、学
びの場の提供

教育委員会

地域活動をリー
ドする人材の育
成

地域を支えるボ
ランティアの育
成

B

低炭素社会総合
学習システムの
構築

環境局

環境人材のスキ
ルアップと活用

環境局

B

B
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柱 大項目
取組み
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Ⅱ　きずなを結ぶ

１　信頼のきずなによる安全で安心できるまちづくり

(1)支え合いのネットワークの充実・強化

いのちをつなぐネットワーク事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　８

保健・医療・福祉・地域連携システム推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　９

生活保護の実施 順調 順調 継続  現状どおり 増額 保健福祉局　１０

自立支援事業の拡充 順調 順調 拡大 見直し 増額 保健福祉局　１１

北九州市保健福祉オンブズパーソン事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　１２

消費者啓発推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　５

消費者啓発推進事業（消費者行政活性化基金事業
の一部）

順調 順調 － － 終了 市民文化スポーツ局　６

消費者啓発推進事業（消費者被害防止体制整備事
業の一部）

順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　７

消費者トラブル法律無料相談 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　８

子育て、高齢世
帯などが混在す
るコミュニティづ
くり

A 建築都市局 優良賃貸住宅供給支援事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 建築都市局　１

市営住宅整備・管理事業 順調 やや遅れ 拡大  現状どおり 減額 建築都市局　２

住まいの相談・情報提供事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建築都市局　３

優良賃貸住宅供給支援事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 建築都市局　４

(2)医療・衛生管理体制の充実

応急手当の普及啓発 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 消防局　４

救急救命士の資格取得研修 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 消防局　５

A 病院局
総合周産期母子医療センターの運営・小児救急セ
ンターの運営

順調 順調 継続  現状どおり 増額 病院局　２

リハビリテーション連携推進事業（地域医療課） 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　１３

救急医療体制の維持・確保（地域医療課） 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 保健福祉局　１４

産婦人科・小児科臨床研修医等支援事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　１５

小児医療先進都市づくり事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　１６

救急医療体制の維持・確保（夜間・休日急患セン
ター）

大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 増額 保健福祉局　１７

リハビリテーション連携推進事業（障害福祉セン
ター）

順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　１８

B 環境局 環境科学研究所の分析機器の整備 順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　６

感染症対策事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　１９

新型インフルエンザ対策事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２０

B 産業経済局 地産地消・学校給食推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり その他 産業経済局　２１

食の安全安心確保推進事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２１

食中毒予防総合対策事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２２

A

A

A

A

地域で安心して
暮らせる仕組み
づくり

保健福祉局

市民の消費生活
の安定と向上

市民文化
スポーツ局

B

B

健康危機管理体
制の充実

保健福祉局

食の安全・安心
の確保

居住支援の充実 建築都市局

医療・救急体制
の充実

消防局

保健福祉局

保健福祉局

B
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(3)犯罪のないまちづくり

地域防犯対策事業 順調 大変順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　９

防犯灯設置補助事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　１０

防犯灯設置事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　１１

交通安全センター管理運営業務 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　１２

交通安全推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　１３

B 消防局 児童見守り消防隊 大変順調 やや遅れ 継続 見直し その他 消防局　６

暴力追放啓発推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　１４

民事暴力相談センター運営事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　１５

暴力追放運動推進補助事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　１６

暴力追放市民支援事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　１７

防犯カメラ設置調査事業 順調 順調 － － 終了 市民文化スポーツ局　１８

(4)災害などに強いまちづくり

危機管理推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 危機管理室　１

同報系防災行政無線 順調 順調 その他  現状どおり 増額 危機管理室　２

民間企業等と協同した地域防災体制 順調 順調 継続  現状どおり その他 危機管理室　３

避難所運営支援 順調 順調 継続  現状どおり 減額 危機管理室　４

災害時要援護者避難支援制度 順調 順調 継続  現状どおり 維持 危機管理室　５

DIG（住民参加型災害図上訓練） 順調 順調 継続  現状どおり 減額 危機管理室　６

防災訓練 順調 順調 継続  現状どおり 減額 危機管理室　７

将来の地域防災リーダー育成 順調 順調 継続  現状どおり 減額 危機管理室　８

A 消防局 自主防災組織（市民防災会） 順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 消防局　７

B 保健福祉局 災害・事故時のこころのケア対策 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２３

魅力ある消防団づくり 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 消防局　８

消防団施設整備 やや遅れ やや遅れ 拡大  現状どおり 増額 消防局　９

消防署所の適正配置 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 増額 消防局　１０

地区安全担当制度 順調 やや遅れ 継続 見直し その他 消防局　１１

住宅防火対策 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 消防局　１２

消防通信指令システムの充実・強化 大変順調 大変順調 その他  現状どおり その他 消防局　１３

特殊災害対策の強化 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 消防局　１４

危機管理対応能
力の向上

危機管理室

消防局

総合的な消防防
災体制の構築

A

A

防犯活動の強化

市民文化
スポーツ局

暴力団対策の推
進

市民文化
スポーツ局

B

B
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B 建設局 総合的な治水対策の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建設局　２

B 港湾空港局 海岸高潮事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 港湾空港局　１

B 上下水道局 総合的な治水対策の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 上下水道局　１

A 教育委員会 学校施設耐震補強事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 増額 教育委員会　９６

建築物の適正管理による安全・安心なまちづくり
（耐震改修）

順調 大変順調 拡大 見直し 減額 建築都市局　５

市有建築物耐震化推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建築都市局　６

B 港湾空港局 臨海部防災拠点整備事業 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 港湾空港局　２

B 子ども家庭局 保育所等耐震対策 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　１００

上水道の地震対策の推進（基幹浄水場） 順調 順調 継続 見直し 減額 上下水道局　２

上水道の地震対策の推進（基幹配水池） 順調 順調 継続  現状どおり 増額 上下水道局　３

下水道の地震対策の推進 順調 順調 継続  現状どおり 増額 上下水道局　４

２　誰もが元気で安心して地域で生活できるまちづくり

(1)高齢者の支援

権利擁護・市民後見促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２４

生涯現役夢追塾の充実 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　２５

年長者研修大学校の充実 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　２６

認知症啓発・対策推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２７

認知症対策連携強化事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２８

権利擁護・市民後見促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　２９

認知症高齢者地域ケア推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　３０

地域福祉権利擁護事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　３１

地域包括支援センター運営事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 保健福祉局　３２

認知症の早期発見・早期対応促進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 保健福祉局　３３

B

B

B

総合的な災害対
策の推進

保健福祉局

保健福祉局

公共施設などの
耐震化の推進

建築都市局

上下水道局

生涯現役型社会
の環境づくりの
推進

総合的な地域ケ
アの充実

B
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緊急通報システム 大変順調 大変順調 継続 見直し 減額 消防局　１５

いきいき安心訪問 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 消防局　１６

権利擁護・市民後見促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　３４

認知症啓発・対策推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　３５

認知症高齢者地域ケア推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　３６

訪問給食サービス事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　３７

介護保険給付の適正な実施（在宅サービス） 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 保健福祉局　３８

特別養護老人ホーム等の整備 大変順調 大変順調 その他  現状どおり 減額 保健福祉局　３９

介護サービス相談員派遣事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４０

認知症の早期発見・早期対応促進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 保健福祉局　４１

高齢者住宅等あんしん確保事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４２

すこやか住宅改造助成 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４３

高齢者障害者あんしん法律相談 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４４

(2)障害のある人の自立支援

高齢者・障害者相談コーナー充実事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４５

北九州市障害者地域生活支援センターの運営 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４６

重度障害者医療費支給制度 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　４７

ホームヘルプサービス事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 保健福祉局　４８

生活介護事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 増額 保健福祉局　４９

障害福祉サービス事業（施設型） 順調 順調 継続  現状どおり 増額 保健福祉局　５０

日常生活上必要な訓練や知識習得等を支援する
事業

順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　５１

障害福祉サービス等利用者負担軽減（国軽減分） 順調 順調 － － 終了 保健福祉局　５２

地域生活支援事業利用者負担軽減 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　５３

障害児施設利用負担軽減 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　５４

障害者の自立支援ショップ運営補助事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　５５

小池学園成人部改築移転工事 大変順調 大変順調 － － 終了 保健福祉局　５６

A 消防局

住み慣れた地域
での生活支援

生涯を通じ一貫
した支援体制の
構築

保健福祉局

保健福祉局

B

B
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精神障害者地域移行支援事業 順調 順調 継続 見直し 減額 保健福祉局　５７

地域生活移行促進事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　５８

障害者小規模共同作業所の助成強化 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　５９

地域活動支援センター（Ⅲ型）の助成強化 順調 順調 継続  現状どおり 増額 保健福祉局　６０

障害者に対する就業支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　６１

グループホーム・ケアホーム 順調 順調 継続  現状どおり 増額 保健福祉局　６２

薬物等依存症回復支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　６３

視聴覚障害者情報提供施設運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　６４

障害者のコミュニケーションを確保・支援する事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　６５

障害者の移動手段確保を支援する事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　６６

障害者の情報収集を支援する事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　６７

障害者社会参加推進センターの運営 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　６８

東部及び西部障害者福祉会館の運営 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　６９

移動支援事業の拡大 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 維持 保健福祉局　７０

障害者スポーツ振興事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　７１

ひきこもり地域支援センター事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　７２

(3)健康づくり

市民センターを拠点とした健康づくり事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 保健福祉局　７３

健康マイレージ事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 保健福祉局　７４

こころの健康づく
りの推進 B 保健福祉局 自殺対策事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 増額 保健福祉局　７５

健康診査・受診促進 順調 順調 継続 見直し 維持 保健福祉局　７６

特定健診・特定保健指導 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 保健福祉局　７７

介護予防事業（通所型・訪問型） 順調 やや遅れ 拡大  現状どおり 維持 保健福祉局　７８

百万人の介護予防事業 順調 順調 継続 見直し 維持 保健福祉局　７９

高齢者のための筋力向上トレーニング啓発事業 大変順調 大変順調 継続 見直し 維持 保健福祉局　８０

高齢者食生活改善事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 保健福祉局　８１

お口の元気度アップ事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 保健福祉局　８２

介護予防のための生活機能評価実施事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 保健福祉局　８３

健康マイレージ事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 保健福祉局　８４

B

B

生活習慣病・が
んの予防の推進

介護予防の推進

保健福祉局

保健福祉局

市民主体の健康
づくりの推進

保健福祉局

地域で自立して
生活できる基盤
整備

社会参加の促進

保健福祉局

保健福祉局

B

A

B
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食育の推進 順調 大変順調 継続 見直し 減額 保健福祉局　８５

歯科保健事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 保健福祉局　８６

歯ッピー・ヘルシー北九州事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　８７

３　すべての市民が人権を尊重され自分らしく暮らせるまちづくり

(1)人権の尊重

企業研修 順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　９７

人権学習講座 順調 順調 継続  現状どおり 減額 教育委員会　９８

人権教育・人権啓発の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　８８

人権の約束事運動の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　８９

認知症啓発・対策推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　９０

高齢者の虐待防止事業（地域支援事業） 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　９１

権利擁護・市民後見促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　９２

認知症高齢者地域ケア推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　９３

障害者地域啓発事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　９４

「障害のある人の人権啓発冊子」の作成 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　９５

権利擁護・市民後見促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 保健福祉局　９６

子ども・家庭相談コーナーの運営 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１０１

生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業の充実 順調 順調 拡大 見直し 減額 子ども家庭局　１０２

保育カウンセラー事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 子ども家庭局　１０３

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

順調 順調 継続  現状どおり 維持 子ども家庭局　１０４

(2)男女共同参画社会の形成

男女共同参画基本計画推進事業（市の付属機関等
における女性の参画拡充の促進）

大変順調 大変順調 継続 見直し その他 子ども家庭局　１０５

拠点施設における固定的役割分担意識解消のた
めの広報・啓発

順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１０６

地域における固定的役割分担意識解消のための
広報・啓発

順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１０７

B 総務企画局 「女性活躍推進アクションプラン」実施事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 総務企画局　２

地域ぐるみで働き方を見直す体制の推進 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１０８

企業等におけるワーク・ライフ・バランス推進の支援 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１０９

B 総務企画局 市役所におけるワーク・ライフ・バランスの推進 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 総務企画局　３

性別による人権
侵害行為の根絶 B 子ども家庭局 配偶者等からの暴力対策事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１１０

B

B

B

B

B

B

B

子ども家庭局

ワーク・ライフ・
バランスの推進

子ども家庭局

すべての市民の
人権の尊重

教育委員会

保健福祉局

障害のある人の
人権の尊重

保健福祉局

子どもの人権の
尊重

子ども家庭局

政策・方針決定
過程への男女共
同参画の推進

高齢者の人権の
尊重

保健福祉局

B

食育及び歯と口
の健康づくりの
推進

保健福祉局
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(3)多文化共生の推進

多文化共生推進事業 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　４

外国人市民の生活支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　５

外国人住民への日本語支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　６

多文化共生の地域づくり 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　７

外国人市民の生活支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　８

外国人住民への日本語支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　９

市民の国際理解
の促進 B 総務企画局 多文化共生の地域づくり 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　１０

(4)平和への取組みの推進

B 教育委員会
人権教育推進事業（資料等を活用した人権教育の
実践）

大変順調 順調 拡大 見直し 増額 教育委員会　９９

B 市民文化
スポーツ局

戦時資料展示コーナー管理運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　１９

B 総務企画局 北九州市非核平和都市宣言推進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 総務企画局　１１

B 保健福祉局 戦没者等慰霊事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　９７

ESD推進事業 やや遅れ 大変順調 拡大 見直し 増額 環境局　７

環境国際協力推進事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 環境局　８

アジアの環境人材育成拠点形成事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 環境局　９

A 消防局 アジアの消防リーダーとしての国際協力 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 消防局　１７

水道技術の国際貢献 順調 順調 継続  現状どおり 維持 上下水道局　５

下水道分野における国際技術協力の推進 大変順調 大変順調 拡大 見直し 減額 上下水道局　６

B

B外国人市民の生
活環境の充実

総務企画局

平和の尊さへの
理解の促進

環境局

上下水道局

国際協力・交流
の推進

B

B

多文化共生社会
の実現に向けた
体制の構築

総務企画局
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Ⅲ　暮らしを彩る

１　快適に暮らせる身近な生活空間づくり

(1)彩りのあるまちづくり

まちづくり市民支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建築都市局　７

狭あい道路拡幅整備事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 増額 建築都市局　８

住環境整備事業 順調 順調 － － 終了 建築都市局　９

老朽家屋等除却促進事業 やや遅れ 順調 拡大  現状どおり 維持 建築都市局　１０

定住促進や地域
活性化のための
環境づくり

A 建築都市局 北九州市定住促進支援事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 増額 建築都市局　１１

B 環境局 まち美化等啓発事業 順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　１０

ボランティアネットワークの推進（道路サポーター） 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建設局　３

ボランティアネットワークの推進（公園愛護会） 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　４

ボランティアネットワークの推進（河川愛護団体） 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　５

落書き消去活動支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　２０

モラル・マナーアップ関連条例推進事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　２１

モラル・マナーアップ関連条例地域活動支援事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　２２

迷惑行為防止基本計画推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　２３

(2)うるおいのある空間づくり

「花やみどり」による彩りと潤いのあるまちづくり 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 建設局　６

子育てに配慮した公園整備 順調 順調 － － 終了 建設局　７

地域に役立つ公園づくり事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　８

風格のある都市
景観づくり B 建築都市局 魅力ある街並み形成 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建築都市局　１２

A 建設局 暮らしにうるおいを与える河川整備事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 維持 建設局　９

新・海辺のマスタープラン推進事業 順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 港湾空港局　３

市民参加による洞海湾の環境修復検討事業 順調 順調 継続 見直し 減額 港湾空港局　４

フィッシャリーナ関係の整備事業 順調 順調 － － 終了 産業経済局　２２

土地改良事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 産業経済局　２３

(3)生活基盤の充実

水道トライアングル構想（基幹浄水場間の送水系統
のループ化）

順調 順調 － － 終了 上下水道局　７

小規模貯水槽水道の適正管理に関する指導 順調 順調 継続 見直し 減額 上下水道局　８

アクアフレッシュ事業（学校の直結式給水の推進） 順調 やや遅れ 継続  現状どおり 維持 上下水道局　９

配水管更新事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 上下水道局　１０

魅力ある生活空
間づくり

建設局

A

B

B市民に親しまれ
る水際線・農山
村風景づくり

B
安全で安定して
おいしく飲める
水道の整備

B

B

市民のモラル・
マナーの向上

快適な住環境の
形成

建築都市局

まち美化活動の
拡充

B

建設局

市民文化
スポーツ局

港湾空港局

産業経済局

上下水道局
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安心して通行で
きる身近な道路
の整備

B 建設局 バリアフリーのまちづくり 順調 順調 継続  現状どおり 増額 建設局　１０

快適で良質な生
活環境をつくる
下水道の整備

B 上下水道局 合流式下水道改善事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 上下水道局　１１

情報システム再構築事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 総務企画局　１２

電子申請システムの利用促進 順調 順調 拡大 見直し 維持 総務企画局　１３

２　生活に根づき_誇れる文化・スポーツの振興

(1)地域文化の保存・継承

B 市民文化
スポーツ局

文化財の保存及び活用事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　２４

B 総務企画局 世界遺産登録の推進 順調 順調 その他  現状どおり 増額 総務企画局　１４

地域における伝
統文化の発掘・
継承

B 市民文化
スポーツ局

無形民俗文化財の保存・継承 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　２５

(2)芸術・文化の振興

芸術文化活性化事業（劇場・創造事業、響ホール
事業・響ホールフェスティバル）

順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　２６

北九州市自分史文学賞 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　２７

現代美術センター　ＣＣＡ北九州事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　２８

「知の融合」に向けた文化創造都市づくり事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　２９

北九州国際音楽祭 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　３０

北九州市文化振興基金 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　３１

芸術文化育成負担金・補助金 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　３２

「松永文庫」運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　３３

文化情報提供事業 やや遅れ やや遅れ 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　３４

美術館の企画展充実事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　３５

博物館企画展・特別展充実事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　３６

松本清張記念館の企画展充実事業 順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　３７

文学館の企画展充実事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　３８

芸術文化活性化事業（劇場・公演事業、響ホール
事業）

順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　３９

北九州国際音楽祭 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　４０

(仮称）北九州市漫画ミュージアム開設準備事業 順調 やや遅れ － － 終了 市民文化スポーツ局　４１

A 消防局 消防音楽隊による文化活動 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 消防局　１８

B

B

市民文化
スポーツ局

市民の芸術・文
化活動の促進

市民が芸術・文
化に接する機会
の拡大

B

B

近代化遺産など
の文化財の保
存・継承

発信力の高い芸
術・文化の振興

高度情報社会へ
の対応

総務企画局

市民文化
スポーツ局

市民文化
スポーツ局
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芸術文化活性化事業（劇場・学芸事業、響ホール
事業）

順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　４２

芸術文化振興財団委託事業 順調 順調 継続 見直し 維持 市民文化スポーツ局　４３

芸術文化体験事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　４４

現代美術センター CCA北九州事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　４５

北九州市子どもノンフィクション文学賞 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　４６

黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　４７

(仮称）北九州市漫画ミュージアム開設準備事業 順調 やや遅れ － － 終了 市民文化スポーツ局　４８

(3)スポーツの振興

北九っ子！パワーアップ大作戦 順調 順調 拡大 見直し 減額 市民文化スポーツ局　４９

レディーススポーツフェステイバル 順調 大変順調 － － 休廃止 市民文化スポーツ局　５０

市民体育祭 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　５１

地域スポーツ振興事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　５２

総合型地域スポーツクラブ育成・支援事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　５３

B 保健福祉局 障害者スポーツ振興事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　９８

国際大会・全国大会等スポーツ開催 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　５４

ギラヴァンツ北九州支援事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　５５

ホームタウン推進事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 市民文化スポーツ局　５６

新球技場整備事業 順調 順調 その他  現状どおり その他 市民文化スポーツ局　５７

戸畑D街区スポーツ施設整備事業 順調 順調 その他  現状どおり 増額 市民文化スポーツ局　５８

A 保健福祉局 障害者スポーツセンター整備事業 大変順調 大変順調 － － 終了 保健福祉局　９９

３　活発な市民活動を促進する環境づくり

(1)地域活動の促進

自治会・町内会活性化事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 市民文化スポーツ局　５９

地域総括補助金 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　６０

コミュニティ活動促進事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 市民文化スポーツ局　６１

地域カルテづくり事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　６２

市民センター管理運営事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　６３

市民センター整備事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 市民文化スポーツ局　６４

大里柳市民センター整備事業 大変順調 大変順調 － － 終了 市民文化スポーツ局　６５

つどいの家設置等補助事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　６６

地域コミュニティ
施設の活用・運
営

市民文化
スポーツ局

市民文化
スポーツ局

市民主体の地域
づくりの促進 B

B

スポーツ施設の
整備

市民文化
スポーツ局

市民文化
スポーツ局

市民文化
スポーツ局

誰もが気軽にス
ポーツに親しめ
る環境づくり

スポーツを通し
たにぎわいづくり

B

C

B

芸術・文化によ
るまちづくり

B

B

芸術・文化の担
い手の育成

市民文化
スポーツ局

市民文化
スポーツ局
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(2)ＮＰＯ・ボランティア活動の促進

NPO・ボランティア活動促進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　６７

NPO公益活動支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　６８

コミュニティビジネス推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　６９

まちづくりステップアップ事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　７０

ＮＰＯ、企業、研
究機関などとの
連携の構築

B 市民文化
スポーツ局

NPO・ボランティア活動促進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　７１

(3)多様な地域主体と行政との協働促進

B 広報室 タウンミーティング開催事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 広報室　１

B 市民文化
スポーツ局

NPO・ボランティア活動促進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　７２

B 総務企画局 北九州市自治基本条例推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 総務企画局　１５

出前講演事業 大変順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　７３

NPO・ボランティア活動促進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 市民文化スポーツ局　７４

NPOとの協働によるまちづくり人材育成事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　７５

B 契約室

B 子ども家庭局 企業等におけるワーク・ライフ・バランス推進の支援 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１１１

公共事業コスト構造改善 順調 順調 継続  現状どおり その他 技術監理室　１

技術系職員の育成 順調 順調 継続  現状どおり その他 技術監理室　２

B 市民文化
スポーツ局

区役所窓口ワンストップサービス推進事業 順調 順調 － － 終了 市民文化スポーツ局　７６

外郭団体の経営改革 大変順調 順調 拡大 見直し 増額 総務企画局　１６

公共事業評価の推進 順調 順調 継続 見直し 減額 総務企画局　１７

公民連携（ＰＰＰ）推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 総務企画局　１８

B

B

A

市民参画と協働
のための仕組み
づくり

市民との協働を
推進できる市役
所づくり

企業の地域活動
への参画促進

行政経営改革の
推進

技術監理室

総務企画局

市民文化
スポーツ局

ＮＰＯ、ボラン
ティア活動の支
援

市民文化
スポーツ局B
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Ⅳ　いきいきと働く

１　高付加価値産業の創出

(1)知的基盤の充実と成長産業の育成

海外連携プロジェクト助成事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　２４

学術・研究振興事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　２５

学術研究拠点推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　２６

学術研究都市管理運営事業 順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　２７

高等教育機能充実事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　２８

産学官連携研究開発推進事業 順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　２９

大学等誘致・整備促進助成事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 産業経済局　３０

知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業 順調 大変順調 － － 終了 産業経済局　３１

北九州市立大学運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　３２

重点産業振興事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　３３

新産業創出研究開発強化事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　３４

先導的低炭素化技術拠点形成事業 順調 大変順調 継続 見直し 減額 産業経済局　３５

情報産業振興事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　３６

先端パワーデバイス拠点化推進事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 産業経済局　３７

ベンチャー総合支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　３８

中心市街地都市型ビジネス振興事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 産業経済局　３９

北九州テレワークセンター管理運営事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 産業経済局　４０

(2)戦略的な企業誘致による新たな成長産業の集積

企業誘致活動事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 港湾空港局　５

響灘地区への企業立地推進事業 やや遅れ 順調 継続 見直し 維持 港湾空港局　６

グリーンエネルギーポートひびき立地促進事業 やや遅れ 順調 － － 終了 港湾空港局　７

アジア貨物等物流拠点化効果促進事業 遅れ 順調 継続 見直し 維持 港湾空港局　８

次世代重点誘致産業集積促進事業 順調 大変順調 継続 見直し 減額 産業経済局　４１

企業立地促進事業 やや遅れ 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　４２

首都圏企業誘致推進事業 やや遅れ 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　４３

中京・関西圏企業誘致推進事業 やや遅れ 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　４４

A

B

C

A

A先端・成長産業
群の育成

産業経済局

産業経済局

研究開発機能・
人材育成機能の
強化

産業経済局

ベンチャー企業
の創出・育成

産業経済局

成長性、経済波
及効果の高い産
業の重点的誘致

港湾空港局
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環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金 やや遅れ 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　４５

企業立地促進資金融資 やや遅れ 大変順調 継続  現状どおり その他 産業経済局　４６

企業立地促進補助金 やや遅れ 順調 継続  現状どおり 増額 産業経済局　４７

空洞化対策特別交付金 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　４８

国際物流特区企業集積特別助成金 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　４９

北九州空港跡地産業団地整備事業 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し 減額 産業経済局　５０

北九州臨空産業団地整備事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　５１

人材供給、住環
境整備などの立
地支援

A 建築都市局 北九州市定住促進支援事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 増額 建築都市局　１３

(3)ものづくりを支える地域企業の競争力強化

オンリーワン企業創出事業 順調 順調 継続 見直し その他 産業経済局　５２

ビジネスチャンス拡大支援事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　５３

ビズマッチ推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　５４

経営リーダー育成支援事業 順調 順調 継続 見直し その他 産業経済局　５５

建設業総合対策事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　５６

戦略的経営支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　５７

中小企業技術開発振興助成金 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　５８

中小企業支援センター経営支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　５９

中小企業資金繰り総合対策事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 産業経済局　６０

中小企業融資 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 産業経済局　６１

北九州発！新商品創出事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　６２

自動車産業参入
など新展開の促
進

B 産業経済局 自動車産業新規参入・取引拡大支援事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　６３

地域企業の国際
ビジネス展開の
促進

C 産業経済局 国際競争力強化事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 産業経済局　６４

知識サービス産
業の振興 A 産業経済局 サービス産業振興事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　６５

２　商業・サービス産業・農林水産業の振興

(1)地域の個性を活かした商業の振興

中心市街地の商
業振興 C 産業経済局 中心市街地商業活性化推進事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 産業経済局　６６

商店街活性化総合支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　６７

商店街賑わいづくり支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　６８

中小企業団体共同施設等設置補助事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　６９

B

産業経済局

がんばる商店街
への支援

産業経済局

C

B
中小企業の技術
力・販売力など
の向上

産業経済局

効果的な優遇制
度、産業基盤な
どの充実
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空き店舗賃借料補助事業 順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　７０

黒崎地区商業ベンチャー育成事業 順調 順調 － － 終了 産業経済局　７１

黒崎地区中心市街地賑わい再生事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 産業経済局　７２

商業・サービス経営支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　７３

(2)市民が豊かさを感じる生活関連サービス産業の振興

ソーシャルビジネス振興事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　７４

生活支援関連サービス産業振興事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　７５

コミュニティビジ
ネス創出の支援 B 市民文化

スポーツ局
コミュニティビジネス推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　７７

(3)農林水産業の振興

里海づくり推進事業 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し 増額 産業経済局　７６

水産物供給基盤整備事業 やや遅れ 遅れ 拡大 見直し 減額 産業経済局　７７

地産地消・学校給食推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 産業経済局　７８

土地改良事業 順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 産業経済局　７９

農村環境整備事業 順調 やや遅れ 拡大 見直し 減額 産業経済局　８０

北九州の「食」魅力発信事業、地元産食材ブランド
力強化事業、地産地消・学校給食推進事業

やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 産業経済局　８１

林道整備事業 順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　８２

農地利用集積円滑化事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　８３

農林水産業と市
民との交流 B 産業経済局 人づくり担い手育成対策事業 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 産業経済局　８４

フィッシャリーナ関係の整備事業 順調 順調 － － 終了 産業経済局　８５

地産地消・学校給食推進事業 やや遅れ 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　８６

３　多様なニーズに対応した人材育成と就業支援の推進

(1)多様な人材の育成と確保

高校生企業見学バスツアー（集まれ若者！キタ
キュー就職促進事業）

順調 順調 拡大 見直し 増額 産業経済局　８７

若者人材採用アドバイス（集まれ若者！キタキュー
就職促進事業）

順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　８８

Ｕ・Ｉターン促進事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　８９

求職者を対象としたスキルアップ事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　９０

介護人材の確保 順調 順調 継続 見直し 減額 保健福祉局　１００

介護サービス従事者等への研修の実施 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　１０１

B

A

C足腰の強い農林
水産業の振興

産業経済局

中小企業の人材
不足への対応

地域企業のニー
ズに沿った人材
育成・確保の促
進

農林水産業の担
い手の育成

産業経済局B

B

B

福祉などの分野
における人材育
成の支援

産業経済局

産業経済局

保健福祉局B

生活関連サービ
ス産業の振興

産業経済局

次代を担う新し
い商業者の創
出・育成

産業経済局
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(2)若者・女性・中高年齢者などの就業支援

若者ワークプラザ北九州運営事業（若年者就業促
進事業）

順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　９１

若者ワークプラザ北九州運営事業
（北九州市黒崎しごとセンター運営事業）

順調 順調 拡大 見直し 維持 産業経済局　９２

若年者求人開拓事業（若年者就業促進事業） 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　９３

集まれ若者！キタキュー就職促進事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 産業経済局　９４

高年齢者雇用環境づくり事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　９５

再就職トータルサポート事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 産業経済局　９６

産業政策推進事業（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進事業） 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　９７

B 子ども家庭局 女性のキャリアアップ・キャリア形成等への支援 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１１２

B 保健福祉局 障害者に対する就業支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 保健福祉局　１０２

４　にぎわいづくりの推進

(1)北九州ブランドの創造

ブランド創造・シティプロモーション事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 総務企画局　１９

(仮称)北九州ミュージアム構想推進事業 順調 やや遅れ 拡大 見直し 減額 総務企画局　２０

文学館普及研究事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 市民文化スポーツ局　７８

松本清張記念館研究センター・普及事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 市民文化スポーツ局　７９

(2)シティプロモーションの展開

B 産業経済局 ディスカバー北九州キャンペーン事業 順調 順調 － － 休廃止 産業経済局　９８

ブランド創造・シティプロモーション事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 総務企画局　２１

(仮称)北九州ミュージアム構想推進事業 順調 やや遅れ 拡大 見直し 減額 総務企画局　２２

市制50周年記念事業 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 総務企画局　２３

北九州を応援す
る人のネット
ワークによる情
報発信

B 総務企画局 ブランド創造・シティプロモーション事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 総務企画局　２４

情報発信・取材協力事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 広報室　２

映像製作誘致強化事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 広報室　３

(3)ビジターズ・インダストリーの振興

集客交流の推進 B 産業経済局 にぎわいづくり推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　９９

イベント・コンベンションの振興 大変順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　１００

観光客のニーズに対応するための広域連携の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　１０１

首都圏、東アジアからの集客促進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　１０２

集客ビジネスの
振興 A 産業経済局 にぎわいづくり推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 産業経済局　１０３

百万市民によるおもてなしの充実 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　１０４

にぎわいづくり推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　１０５

A

B

B

B 総務企画局

広報室

産業経済局

産業経済局

国内外からの観
光の推進

ホスピタリティの
向上

若者の地元就職
支援

女性・中高年齢
者などの雇用環
境づくり

戦略的なシティ
プロモーションの
展開

都市イメージの
向上

産業経済局

産業経済局

北九州の魅力づ
くり

偉人・先人の顕
彰

総務企画局

市民文化
スポーツ局

B

B

B

B
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Ⅴ　街を支える

１　都市の発展を支える拠点地区の整備

(1)生活支援拠点の充実

住宅市街地総合整備事業 順調 順調 拡大  現状どおり 増額 建築都市局　１４

折尾地区総合整備事業 順調 やや遅れ その他  現状どおり 増額 建築都市局　１５

優良賃貸住宅供給支援事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 建築都市局　１６

まちづくりと連携
した商業機能の
活性化

B 建築都市局 環境首都総合交通戦略の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建築都市局　１７

(2)都心・副都心の活性化

小倉都心賑わいづくり推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 建築都市局　１８

中心市街地活性化基本計画の推進 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 建築都市局　１９

C 産業経済局 中心市街地活性化基本計画の推進 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 産業経済局　１０６

A 建設局 撥川の整備 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 建設局　１１

黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 順調 順調 － － 終了 建築都市局　２０

黒崎副都心賑わいづくり推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 建築都市局　２１

中心市街地活性化基本計画の推進 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 建築都市局　２２

中心市街地共同住宅供給事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 建築都市局　２３

黒崎地区商業ベンチャー育成事業 順調 順調 － － 終了 産業経済局　１０７

黒崎地区中心市街地賑わい再生事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 産業経済局　１０８

中心市街地活性化基本計画の推進 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 産業経済局　１０９

(3)戦略的拠点の機能強化

研究・開発拠点
の整備 B 建築都市局 北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業 順調 順調 その他  現状どおり 減額 建築都市局　２４

北九州空港跡地産業団地整備事業 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し 減額 産業経済局　１１０

北九州臨空産業団地整備事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　１１１

北九州港港湾計画改訂事業 順調 順調 － － 終了 港湾空港局　９

物流拠点都市づくり推進事業 やや遅れ やや遅れ 継続 見直し 減額 港湾空港局　１０

北九州空港航空貨物拠点化推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 港湾空港局　１１

北九州空港国際線誘致推進事業 順調 やや遅れ 拡大  現状どおり 減額 港湾空港局　１２

北九州空港高度化推進事業 順調 順調 － － 休廃止 港湾空港局　１３

広域観光拠点の
整備 B 産業経済局 歴史的建造物保存活用事業 順調 大変順調 その他  現状どおり 維持 産業経済局　１１２

B

B

生活支援施設の
立地誘導や「街
なか」居住の促
進

建築都市局

産業拠点の整備

物流拠点の整備

産業経済局

港湾空港局

B

C

C

C

建築都市局

文化・交流、居
住機能を重視し
た副都心づくり

建築都市局

産業経済局

都心のにぎわい
づくり
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２　交通・物流基盤の機能強化とネットワーク化

(1)交通・物流機能の強化

北九州空港航空貨物拠点化推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 港湾空港局　１４

北九州空港国際線誘致推進事業 順調 やや遅れ 拡大  現状どおり 減額 港湾空港局　１５

北九州空港高度化推進事業 順調 順調 － － 休廃止 港湾空港局　１６

北九州港集貨・航路誘致事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 港湾空港局　１７

北九州港港湾計画改訂事業 順調 順調 － － 終了 港湾空港局　１８

国際RORO航路誘致事業 遅れ 順調 － － 休廃止 港湾空港局　１９

モーダルシフト促進事業 順調 大変順調 継続 見直し 減額 港湾空港局　２０

フェリーを活用したCO2削減推進事業 大変順調 大変順調 － － 終了 港湾空港局　２１

(2)市民生活や産業活動を支える道路・交通ネットワークの整備

広域物流ネット
ワークの強化 B 建設局 主要幹線道路の整備 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建設局　１２

市民の交通利便
性の向上と産業
活動の支援

B 建設局 主要幹線道路の整備 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建設局　１３

(3)利便性の高い交通ネットワークづくり

環境首都総合交通戦略の推進 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建築都市局　２５

黒崎芦屋間急行バス試験運行 やや遅れ やや遅れ 継続 見直し 減額 建築都市局　２６

おでかけしやす
い移動手段の確
保

B 建築都市局 おでかけ交通事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 建築都市局　２７

３　都市基盤・施設の効率的な活用・整備

(1)都市基盤・施設の整備と維持管理

都市基盤・施設
の適正な整備 B 技術監理室 公共事業コスト構造改善 順調 順調 継続  現状どおり その他 技術監理室　３

B 技術監理室 公共事業コスト構造改善 順調 順調 継続  現状どおり その他 技術監理室　４

B 建設局 橋梁の長寿命化への計画的な取り組み 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　１４

(2)既存ストックの活用

C 建築都市局 市営住宅既存ストック整備事業 順調 やや遅れ 拡大 見直し 減額 建築都市局　２８

北九州港集貨・航路誘致事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 港湾空港局　２２

北九州空港航空貨物拠点化推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 港湾空港局　２３

北九州空港国際線誘致推進事業 順調 やや遅れ 拡大  現状どおり 減額 港湾空港局　２４

北九州空港高度化推進事業 順調 順調 － － 休廃止 港湾空港局　２５

公共施設の転活
用などの検討 B 財政局 未利用市有地の一元管理と有効活用の促進事業 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 財政局　１

B 建築都市局
市民との協働による景観づくり（木屋瀬地区修理・
修景支援）

順調 やや遅れ 継続  現状どおり 減額 建築都市局　２９

C 市民文化
スポーツ局

文化財の保存及び活用事業 順調 順調 継続 見直し 減額 市民文化スポーツ局　８０

B 総務企画局 世界遺産登録の推進 順調 順調 その他  現状どおり 増額 総務企画局　２５

B

B

近代化遺産など
の文化財の活用

港湾空港局

公共交通の利便
性の向上

建築都市局

都市基盤・施設
の適正な維持管
理

都市基盤・施設
の有効活用

B

B

北九州空港の機
能拡充

港湾の国際競争
力の強化

環境配慮型物流
の推進

港湾空港局

港湾空港局

港湾空港局B
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Ⅵ　環境を未来に引き継ぐ

１　世界に広がる市民環境力の発揮

　 (1)環境活動と地域コミュニティ活性化の好循環

北九州エコライフステージ開催事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 維持 環境局　１１

菜の花プロジェクト推進事業 やや遅れ 順調 縮小 見直し 減額 環境局　１２

北九州市民環境パスポート事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　１３

地域コミュニティ
活動の支援 B 環境局 古紙リサイクル推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 環境局　１４

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（剪定枝リサイクル事業）

順調 順調 継続  現状どおり 維持 環境局　１５

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（廃食用油リサイクル事業）

やや遅れ やや遅れ 継続 見直し 減額 環境局　１６

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（生ごみ処理機設置助成事業）

順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　１７

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（生ごみリサイクル事業）

大変順調 大変順調 継続 見直し 維持 環境局　１８

自然環境保全活動支援事業 順調 順調 継続  現状どおり その他 環境局　１９

B 港湾空港局 市民参加による洞海湾の環境修復検討事業 順調 順調 継続 見直し 減額 港湾空港局　２６

(2)環境情報の共有と発信

北九州エコライフステージ開催事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 維持 環境局　２０

環境ミュージアム及び北九州エコハウス維持管理
事業

やや遅れ 大変順調 拡大 見直し 維持 環境局　２１

ESD推進事業 やや遅れ 大変順調 拡大 見直し 増額 環境局　２２

北九州市環境首都検定 大変順調 順調 拡大 見直し 増額 環境局　２３

北九州エコライフステージ開催事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 維持 環境局　２４

こども環境学習推進事業 順調 大変順調 縮小 見直し 減額 環境局　２５

B 建設局 長野緑地を利用した農業体験教室 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　１５

環境ミュージアム及び北九州エコハウス維持管理
事業

やや遅れ 大変順調 拡大 見直し 維持 環境局　２６

親しみシンボル事業（環境マスコットキャラクターの
活用）

順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　２７

２　地域からの低炭素社会への取組み

(1)低炭素社会を実現するストック型社会への転換

ＣＡＳＢＥＥ北九州の普及 順調 順調 継続  現状どおり 減額 建築都市局　３０

城野ゼロ・カーボン先進街区形成事業 順調 順調 その他  現状どおり 増額 建築都市局　３１

市営住宅太陽光発電整備事業 やや遅れ やや遅れ 拡大  現状どおり 維持 建築都市局　３２

北九州市省ＣＯ2住宅普及促進事業 遅れ 順調 拡大  現状どおり 維持 建築都市局　３３

建築都市局

環境に配慮した
良質な住宅・建
築ストックの形
成

B

交流の場づくり
と連携の強化

あらゆる主体に
よる環境政策へ
の参加の推進

環境情報の収
集・整備・提供

環境局

環境局

B

B

B

市民の力で環境
力を高める仕組
みづくり

地域の環境特性
を活かした取組
みの推進

環境局

環境局

B

B

環境局
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EV（電気自動車）活用環境向上のためのネットワー
ク整備事業

順調 順調 － － 休廃止 環境局　２８

電気自動車導入及び充電インフラ整備助成事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 環境局　２９

公共事業コスト構造改善 順調 順調 継続  現状どおり その他 技術監理室　５

公共工事における環境配慮点検制度の実施 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 技術監理室　６

市民植樹・美しいまちづくり事業 順調 順調 継続 見直し その他 環境局　３０

北九州スマートコミュニティ創造事業（グリーング
リッド）

順調 順調 継続  現状どおり 維持 環境局　３１

荒廃森林再生事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 産業経済局　１１３

市営林事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 産業経済局　１１４

(2)低炭素化に貢献する産業クラスターの構築

次世代エネルギーパーク構想推進事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 環境局　３２

北九州スマートコミュニティ創造事業 順調 順調 その他  現状どおり 減額 環境局　３３

B 環境局 環境未来技術開発助成事業 順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　３４

B 港湾空港局 グリーンエネルギーポートひびき立地促進事業 やや遅れ 順調 － － 終了 港湾空港局　２７

A 産業経済局 先導的低炭素化技術拠点形成事業 大変順調 大変順調 継続 見直し 減額 産業経済局　１１５

(3)低炭素社会づくりを通じた豊かな生活の創造

紫川エコリバー構想推進事業 やや遅れ やや遅れ 継続 見直し 減額 環境局　３５

北九州市民環境パスポート事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　３６

ノーマイカー普及戦略事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　３７

エコドライブ推進事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　３８

中小企業省エネ設備導入促進事業 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 環境局　３９

グリーン電力普及拡大事業 やや遅れ やや遅れ 拡大 見直し 減額 環境局　４０

北九州市役所環境・エネルギープロジェクト推進事
業

順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　４１

モーダルシフト促進事業 順調 大変順調 継続 見直し 減額 港湾空港局　２８

フェリーを活用したCO2削減推進事業 大変順調 大変順調 － － 終了 港湾空港局　２９

地球環境にやさしい「太陽光発電」「屋上緑化」普及
支援事業

大変順調 大変順調 継続 見直し 減額 環境局　４２

関門海峡潮流発電設置推進事業 やや遅れ やや遅れ 継続 見直し 減額 環境局　４３

環境モデル都市シンボル事業（北九州空港低炭素
化）

順調 順調 － － 終了 環境局　４４

低炭素社会「見える化」推進事業 大変順調 大変順調 － － 終了 環境局　４５

家庭・建築物省エネルギー改修・新エネルギー導入
促進事業

順調 順調 － － 終了 環境局　４６

次世代型産業・
地域エネルギー
システムの構築

低炭素社会に貢
献する技術開
発、製品・サービ
ス提供拠点の形
成

環境局

市民・企業など
によるCO2削減

B

B

B

再生可能エネル
ギーの技術開発
と導入の推進

環境局

港湾空港局

環境局B

総合的な緑化・
森林整備の実施

産業経済局

B

B

B

環境局

技術監理室

環境局

B
環境に配慮した
都市基盤・施設
の整備・維持管
理
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３　循環型の生活様式・産業構造への転換

(1)総合的・先導的な廃棄物対策の推進

北九州市循環型社会形成推進基本計画」推進事業 順調 大変順調 継続 見直し 減額 環境局　４７

３Ｒ活動推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　４８

古紙リサイクル推進事業 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 環境局　４９

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（剪定枝リサイクル事業）

順調 順調 継続  現状どおり 維持 環境局　５０

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（廃食用油リサイクル事業）

やや遅れ やや遅れ 継続 見直し 減額 環境局　５１

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（生ごみ処理機設置助成事業）

順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　５２

地域特性型（メニュー選択方式）市民環境活動推進
事業（生ごみリサイクル事業）

大変順調 大変順調 継続 見直し 維持 環境局　５３

北九州市民環境パスポート事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　５４

適正な廃棄物の
処理 B 環境局

「北九州市循環型社会形成推進基本計画」推進事
業

順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　５５

産業廃棄物排出
量の減量化 B 環境局 産業廃棄物資源化・減量化技術等支援事業 順調 順調 拡大  現状どおり 減額 環境局　５６

(2)環境産業拠点都市の形成

３Ｒ技術高度化研究会 やや遅れ 順調 継続 見直し 減額 環境局　５７

北九州エコタウン事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　５８

環境産業ネットワーク形成事業 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　５９

レアメタル（リチウムイオン電池）リユースリサイクル
拠点形成事業

順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　６０

３Ｒ技術高度化研究会 やや遅れ 順調 継続 見直し 減額 環境局　６１

環境未来技術開発助成事業 順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　６２

北九州エコプレミアム産業創造事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 環境局　６３

エコアクション21認証・登録支援事業 やや遅れ やや遅れ 縮小 見直し 減額 環境局　６４

(3)社会経済活動における資源の循環利用

環境に配慮した
農林水産業の推
進

B 産業経済局 生産環境保全対策事業 順調 やや遅れ 継続 見直し その他 産業経済局　１１６

建設リサイクル
の推進 A 技術監理室 建設リサイクルの推進 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 技術監理室　７

北九州市民環境パスポート事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　６５

３Ｒ活動推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　６６

３Ｒ活動推進事業（グリーンコンシューマー推進懇
話会）

順調 順調 拡大  現状どおり 維持 環境局　６７

下水汚泥などの
循環利用 B 上下水道局 下水汚泥などの下水道資源の有効利用 順調 順調 継続  現状どおり 維持 上下水道局　１２

B

C

B

環境局

市民環境力によ
る３Ｒ活動の推
進

産業の環境化

環境に配慮する
消費者(グリーン
コンシューマー)
活動の推進

環境局

新たなリサイク
ル産業などの創
出・育成

環境分野におけ
る技術開発の促
進

環境局

環境局

B

B

環境局
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４　豊かな自然環境と快適な生活環境の確保

(1)都市と自然が共生するまちづくり

市民と自然のふれあい推進事業 順調 順調 継続  現状どおり その他 環境局　６８

曽根干潟保全・利用計画策定事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 環境局　６９

自然・生き物情報整備事業 順調 順調 継続  現状どおり その他 環境局　７０

荒廃森林再生事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 維持 産業経済局　１１７

市営林事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 産業経済局　１１８

放置竹林対策事業 遅れ 遅れ 拡大 見直し 減額 産業経済局　１１９

市民植樹・美しいまちづくり事業 順調 順調 継続 見直し その他 環境局　７１

鳥がさえずる緑の回廊創成事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり その他 環境局　７２

北九州スマートコミュニティ創造事業（グリーング
リッド）

順調 順調 継続  現状どおり 維持 環境局　７３

響灘ビオトープ整備事業 順調 順調 － － 終了 環境局　７４

B 建設局 市民がほたるなどの自然とふれあう環境の創出 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　１６

B 環境局 市民と自然のふれあい推進事業 順調 順調 継続  現状どおり その他 環境局　７５

B 建設局 市民がほたるなどの自然とふれあう環境の創出 順調 順調 継続  現状どおり 維持 建設局　１７

新・海辺のマスタープラン推進事業 順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 港湾空港局　３０

市民参加による洞海湾の環境修復検討事業 順調 順調 継続 見直し 減額 港湾空港局　３１

B 産業経済局 総合農事センター管理運営費 順調 順調 拡大  現状どおり 維持 産業経済局　１２０

(2)安心して暮らせる快適なまちづくり

工場・事業場監視事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 環境局　７６

不法投棄防止事業 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 環境局　７７

ダイオキシン類対策事業 順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　７８

環境対策事業 順調 順調 継続 見直し 減額 環境局　７９

大気汚染常時監視システム整備事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　８０

新規法規制物質等対策事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　８１

ノーマイカー普及戦略事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　８２

エコドライブ推進事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　８３

公用車における低公害車普及事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 環境局　８４

EV（電気自動車）活用環境向上のためのネットワー
ク整備事業

順調 順調 － － 休廃止 環境局　８５

電気自動車導入及び充電インフラ整備助成事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 環境局　８６

事業者の公害防
止に対する環境
管理の強化

B 環境局 工場・事業場監視事業 順調 大変順調 継続  現状どおり 減額 環境局　８７

B

B

B

B

C

B

生活環境保全対
策の推進

自動車環境対策
の推進

環境局

環境局

環境局

産業経済局

環境局

多様な自然環
境・生物多様性
の保全

身近に自然を感
じる都市づくり

市民と自然との
ふれあいの推進

港湾空港局
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Ⅶ　アジアのなかで成長する

１　アジアを中心とした国際戦略の推進

(1)国際都市間ネットワークの拡充

「東アジア経済
交流推進機構」
事業の推進

B 総務企画局 東アジア経済交流推進機構事業推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 総務企画局　２６

都市間交流・連
携の推進 B 総務企画局 姉妹・友好都市交流事業 順調 やや遅れ 継続 見直し 減額 総務企画局　２７

(2)学術_文化・スポーツ交流の拡大

海外連携プロジェクト助成事業 順調 順調 継続 見直し 減額 産業経済局　１２１

北九州市立大学運営事業 順調 順調 継続  現状どおり 維持 産業経済局　１２２

文化・スポーツ
交流の拡大 B 総務企画局

(3)アジアの発展に貢献する国際協力の推進

環境国際協力推進事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 環境局　８８

アジアの環境人材育成拠点形成事業 大変順調 大変順調 拡大  現状どおり 減額 環境局　８９

アジア低炭素化センター推進事業 順調 順調 継続  現状どおり 増額 環境局　９０

中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 環境局　９１

経済協力開発機構（OECD）「グリーンシティプログ
ラム」

順調 順調 拡大  現状どおり 増額 環境局　９２

A 消防局 アジアの消防リーダーとしての国際協力 大変順調 大変順調 継続  現状どおり 維持 消防局　１９

水道技術の国際貢献 順調 順調 継続  現状どおり 維持 上下水道局　１３

海外水ビジネスによる国際貢献 大変順調 大変順調 拡大 見直し 増額 上下水道局　１４

下水道分野における国際技術協力の推進 大変順調 大変順調 拡大 見直し 減額 上下水道局　１５

社会制度や社会
問題などに関す
る国際協力の推
進

B 子ども家庭局 財団法人アジア女性交流・研究フォーラム事業 順調 順調 拡大 見直し 維持 子ども家庭局　１１３

２　物流基盤を活かした国際ビジネスの振興

(1)アジアのゲートウェイ機能を活かした国際ビジネスの促進

地域企業の国際
競争力の強化 C 産業経済局 国際競争力強化事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 産業経済局　１２３

国際物流基盤の
活用促進 B 港湾空港局 北九州港集貨・航路誘致事業 順調 順調 拡大 見直し 減額 港湾空港局　３２

海外の経済事務
所の活用 B 総務企画局 中国ビジネスサポート拠点整備事業 順調 大変順調 継続 見直し 減額 総務企画局　２８

(2)成長著しいアジアの企業・人材の集積促進

アジアから本市
への投資の呼び
込み

B 産業経済局 対内投資促進事業 やや遅れ 順調 拡大 見直し 減額 産業経済局　１２４

外国人市民の生活支援事業 順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　２９

多文化共生推進事業 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　３０

多文化共生の地域づくり 大変順調 順調 継続  現状どおり 減額 総務企画局　３１

国際都市にふさ
わしいまちづくり

総務企画局B

B

B

B

産業経済局

環境国際協力の
推進

上下水道、消防
などの分野にお
ける国際協力の
推進

環境局

上下水道局

学術交流の推進
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評価事業名及び平成23年度実績評価結果（平成24年9月報告） 予算等への活用状況

３　アジアの巨大都市と連携・競争できる広域連携の推進

(1)都市圏の発展に向けた連携の強化

北九州都市圏の
連携推進 B 総務企画局 広域行政推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 総務企画局　３２

福北都市圏の形
成 B 総務企画局 広域行政推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 総務企画局　３３

下関市との連携 B 総務企画局 広域行政推進事業 順調 順調 継続 見直し 減額 総務企画局　３４

(2)都市のにぎわいにつながる広域的な連携の推進

東九州地域との
連携 A 建設局

九州各地域など
との連携 B 総務企画局 広域連携基盤整備事業 順調 順調 拡大 見直し 増額 総務企画局　３５

北部九州地域の
空港の連携 C 港湾空港局

広域連携に資す
る社会基盤の整
備に向けた取組
みの推進

B 建築都市局

(3)地域主権の実現に向けた連携の強化

新たな地方自治
制度のあり方の
検討

B 総務企画局
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