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はじめに

（目的）
北九州市は、「人と文化を育み、世界につながる、環境と技術のまち」を目指して、2008
年 12 月に市の基本構想・基本計画である「元気発進！北九州」プランを策定しました。
このうち、基本計画については、「社会経済環境の変化等を踏まえて、概ね 5 年間で計
画の内容を見直し、必要に応じて変更する」こととしています。この規定に基づき、昨今
の社会経済情勢の変化や新たな行政課題などを踏まえて基本計画の見直しを行うに当たり、
これまでの取り組みを振り返り、今後の課題を明らかにすることが必要となっています。
そこで、基本計画に掲げた施策や事業の実施状況や達成度、課題などを把握するために本
調査・分析を実施しました。

（実施概要）
本調査・分析は、基本計画を構成する 23 の大項目別に、行政評価システムや進捗管理年
次レポート、さらに各種の関連するデータなどを用いて実施しました。
また、外部的視点が重要であることから、北九州市立大学都市政策研究所に調査・分析
の実施を委託しました。大学研究者がそれぞれ分担する大項目について、各自の専門性や
知見を活かし調査・分析、執筆を行っています。

（基本計画の見直しに向けて）
本調査・分析を通じて、これまでの取り組みの実績や成果とともに、残された課題や新
たな課題が明らかになってきました。基本計画の見直しや今後の施策展開において、本調
査・分析結果を活用するとともに、さらに新たな情報収集や分析を加えていきたいと考え
ています。
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Ⅰ-１
１

子育て・教育日本一を実感できる環境づくり

施策の背景と重点課題

①施策の背景
わが国では 1974 年以降、
合計特殊出生率の低下が続いていたが、1990 年のいわゆる「1.57
ショック(1)」を契機に国の少子化対策の検討が本格化し、総合的な施策を進めてきた。北九
州市では、1997 年に「北九州市子どもプラン」を策定し、国の動きに対応しながら子育て、
保健、医療、福祉、教育をはじめ、雇用、住宅、生活環境などの幅広い分野にわたって総
合的に子どもの健全育成や子育て支援に取り組んできた。
北九州市では、子どもを安心して生み育てる環境づくりに向けた取り組みを推進し、そ
の中で全国に先駆けた、あるいは特色のある事業として、子どもの遊び場、子育てに関す
る相談や情報交換の場、地域の子育て支援団体の交渉の場などを提供する「子育てふれあ
い交流プラザ」の設置・運営、子育て中の親子の交流の場である「親子ふれあいルーム」
の各区役所等への設置、24 時間 365 日対応の小児救急医療体制の整備、放課後児童クラブ
の全児童化（実施は 2011 年度から）、外出時に授乳やおむつ替えができる「赤ちゃんの駅」
事業の官民協働による推進などがある。
保育所についても、不足する地域の保育所新設や定員増などの取り組みによって年度当
初において、受入れ定員は入所児童数を上回るなど、待機児童の問題はほぼ解消され、さ
らに、乳幼児医療費及び妊婦健康診査費、特定不妊治療費に対する公費助成の拡充など、
経済的な負担の軽減を図ってきた。
これらの取り組みに対して、2008 年度の市民意識調査において「少子化対策の推進」の
評価が、前年度の 21 位から 10 位へと大きく上昇し、また、NPO 法人が実施している「次
世代育成環境ランキング」において、2005 年から 4 年連続で政令市の中でトップになるな
ど（2）、子育て支援策については、「元気発進！北九州」プラン策定時、既に、市内外から
高い評価を得ていた。
しかし、学齢期の子どもについては、学力や学習時間、体力や運動能力の調査結果が全
国平均を下回るといった状況にあり、また、人口比でみた少年の検挙補導人員や刑法犯少
年の数が全国平均よりも多いという状況にあった。青少年の学ぶ意欲の低下、体力の低下、
自尊感情の低下、規範意識の低下といった問題は全国的なものであったが、北九州市が抱
える問題はより大きく、改善傾向はみられたが依然として憂慮すべき状況にあった。
また、核家族化や地域のつながりが希薄化していると言われる中、子育てに関する悩み
や不安の内容は、子どもへの接し方や教育、経済的な負担など、多岐にわたっている。地
域における教育力も子どもの減少とともに低下し、子ども会活動や市民センターにおける
教育活動の充実などを図ったが、その担い手となる人材不足などによって異学年交流や体
験活動などの機会は減少し、子ども会の加入率もピーク時の約 3 分の１と大きく低下した。
一方、学校教育は、従来の教育内容に加えて情報教育や環境教育、食育など社会の進展
に対応した教育が求められるようになり、また、家庭や地域の教育力の低下を補うための
しつけや基本的な生活習慣の確立など、学校や教師の負担は一層大きくなった。また、一
部の保護者からの理不尽ともいえる要求やいじめや不登校への対応に追われるなど、学校
が抱える課題は複雑化し、個々の教職員や学校だけでは対応が困難な課題も増加していた。
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全国的な状況に目を向けると、2006 年 12 月に、教育基本法が約 60 年ぶりに改正され、
旧法にはなかった家庭教育、幼児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互協力などが
新たに明示された。この理念にあわせて学校教育法など関連法令も改正され、2008 年には
今後 10 年間を通じて目指すべき教育の姿を示した「教育振興基本計画」が策定された。ま
た、新学習指導要領（小学校では 2011 年度から、中学校では 2012 年度から全面実施）で
は、教育の基本理念「生きる力」が引き継がれるとともに「確かな学力」「豊かな心」「健
やかな体」の調和が、これまで以上に重視されるようになった。
②重点課題
以上のような状況の下で、既に高い評価を得ていた周産期医療・小児救急医療体制の水
準を維持していくことが課題であった。保育所も量的にはほぼ充足され大都市の中では高
く評価されていたが、共働き家庭やひとり親家庭の増加に対応して、多様なニーズに対応
した保育サービスや放課後児童クラブの運営が求められていた。また、子育てに関する悩
みや不安を抱える保護者が増え、その内容も多岐にわたるようになってきたことから、子
育ての悩みや不安を緩和するよう、地域における子育て支援の環境づくり、市民が利用し
やすい相談体制、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が求められ
ていた。さらに、保護者が子どもと向き合う時間を確保できるようなワーク・ライフ・バ
ランスの実現に向けて市民や企業の意識を高めていく必要があった。
教育については、教育基本法の改正に伴い、学力や体力の向上とともに「豊かな心」を
育てることや、家庭、地域との連携を一層重視した教育の実施が求められるようになった。
そのためには、教職員が一人一人の子どもに向き合える環境づくりとともに、学校、家庭、
地域との相互連携強化、さらに市民団体、大学、企業などとも協力しながら新しい連携の
あり方を追求していくことが課題であった。
以上のような幅広い連携は、青少年の非行の防止や、学校以外の場におけるボランティ
アなどの体験活動を通じた教育を進める上でも重要性を増しており、連携のネットワーク
づくりや活動支援を図っていくことが大きな課題であった。

２

主要施策の実施概要

「子育て日本一を実感できるまちを」を目指して、2010 年 2 月に「元気発進！子どもプ
ラン（北九州次世代育成行動計画〔2011～2014 年〕）」を策定し、「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”を基本理念に踏まえ、子どもの健全育成や子
育て支援施策を進めている。
また、子どもの教育の分野においては、改正教育基本法や国が定めた「教育振興基本計
画」などを踏まえた「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」を 2009 年度に策定した。
教育プランに掲げた基本方針「教育日本一を実感できる環境づくり」を目指し、学校、家
庭、地域の教育力を高めるための施策を総合的に進めている。
(1)安心して子どもを産み育てることができる環境の整備
①仕事と子育ての両立支援
地域が一体となってワーク・ライフ・バランスを推進するため、企業、働く人、市民、
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行政で構成される「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会（2008 年 12 月設立）」
を中心に、個人や企業などに対する働きかけや、広報啓発を行っている。
保育所については、待機児童の解消に向けて新設や改築による定員増を行った。保育の質
の向上については、研修内容の充実を図るとともに、保育所において自己評価や第三者評価
を実施し、さらに 1 歳児 1 人あたりの保育士配置基準について北九州市独自の改善を実施し
た。また、保育所に対するニーズの多様化に対応した特別保育（3）の拡充などを進めた。
放課後児童クラブについては、希望するすべての児童の受け入れができるよう、必要な
施設や体制の整備に取り組み、2011 年度から、希望するすべての児童を受け入れることが
できた。
②母子が健康に生活できる環境づくり
母子保健については、妊婦や乳幼児に対する健診や支援体制などの充実を図った。妊婦
健康診査への公的助成回数を拡充（5 回から 14 回に）するとともに、北九州市外の里帰り
先での受診者へも助成の対象を拡げた。また、子育ての孤立化を防ぎ乳児の健全な育成を
支援するために、保健師や助産師などによる「生後 4 か月までの乳児家庭全戸訪問」など
の充実を図った。
母子医療については、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 時間体制で出産前から出産後まで母子に対する専門的な医療の提供を行っている。また、
小児救急センター（市立八幡病院に併設）において、24 時間 365 日体制の総合的な救急
医療の提供とともに、医療スタッフの充実や療育環境の改善を図っている。
保護者の医療負担費軽減のために「乳幼児等医療費支給制度」の入院医療費助成の対象
年齢を 2009 年度から段階的に引き上げ、2011 年度には中学生までを助成対象とした。
また、特定不妊治療費の助成とともに、不妊に関する専門の相談窓口を設置した。
③子育ての不安や悩みを軽減する環境づくり
親子の交流の場として、北九州市の子育て支援拠点施設である「子育てふれあい交流プ
ラザ」と「子どもの館」の運営や、気軽に立ち寄ることができる「親子ふれあいルーム」
（各区役所と児童館の計 17 箇所）の整備・拡充を行った。
子どもや家庭に関する相談・支援体制としては、あらゆる相談をひとつの窓口で受け、
必要なサービスへとつなぐ「子ども・家庭相談コーナー」を全区役所に設置している。ま
た、「子育て支援サロン"ぴあちぇーれ"（子育てふれあいプラザ）」において、子育て相談
への対応や他機関とのコーディネートを行っている。また、「地域子育て支援センター」
（8 箇所）では、育児相談や親同士が交流できる場の提供などを行っている。
さらに、必要とされる子育てに関する情報が、市民にタイムリーにかつ手軽に入手でき
るよう、情報誌「北九州市こそだて情報」やホームページ「子育てマップ北九州」の拡充
を図った。
④特別な支援を要する子育て家庭への対応
ひとり親家庭の就業と自立を支援するために、合同就職説明会、母子家庭自立支援給付
金事業、「母子福祉センター」における就職相談会や就業支援講習会などを実施している。
社会的養護については、児童養護施設において生活環境の整備や家庭的な養育環境であ
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る小規模グループケアの実施を推進するとともに、里親事業などを進めている。また 2012
年度から、就職等のため児童養護施設などを退所する児童に対する住宅確保や大学入学金
の助成を行うことにより児童の自立を支援している。
障害のある子どもやその家庭に対しては、日中一時支援事業を行うとともに、保育所な
ど身近で気軽に行ける場所においても、相談窓口体制の整備や専門機関との連携による保
育支援の充実を図っている。
児童虐待について、児童虐待対応連携マニュアルや児童虐待初期対応連携事例集などの
充実、活用によって、子ども総合センターと区役所との連携、役割分担による対策を図っ
ている。また、虐待の早期発見や再発防止のために学校や保育所職員などを対象とする児
童虐待対応リーダー養成研修、保育カウンセラー事業、保護者や家族のためのペアレント
トレーニング事業、メンタルフレンド派遣などを行っている。さらに、いじめ、虐待、不
登校などの様々な相談に対応するために、24 時間 365 日体制の電話相談を実施している。
⑤家庭や地域と行政の連携・協働による子育て支援の推進
地域社会全体で子育てを支援する環境づくりを進めるため、市民センターなどを拠点と
した子育て支援活動として「子育てに優しいまちづくり推進事業」を実施している。また、
地域で子育ての援助を受けたい会員（依頼会員）に援助を行いたい会員（提供会員）を紹
介する「ほっと子育てふれあい事業（ファミリー・サポートセンター事業）」や、乳幼児
を抱える保護者が、外出した際、授乳やオムツ替えなどで立ち寄ることができる施設を「赤
ちゃんの駅」として登録し、子育て家庭が安心して外出できる環境づくりなどを進めてい
る。
また、行政のみならず、地域の子育て支援活動に携わっている団体・企業等にも参加を
呼びかけ、本市が子育て日本一を実感できるまちづくりを進めていることを広く市民に PR
する「すくすく子育ちフェスタ」を 2010 年度より年 1 回開催している。
(2)子どもの可能性をひらく学校教育の充実
①幼児教育の充実
保護者の経済的負担を軽減するために、家庭の所得状況に応じて補助を行う「私立幼稚
園就園奨励費事業」を実施している。
また、幼稚園教諭を対象とする多様な研修を行っている。あわせて、幼稚園においては
自己評価や学校関係者評価を実施している。
保幼小の連携については、啓発研修会や講演会の実施、職員の合同研修、幼児・児童の
交流活動などを促進している。
②確かな学力と体力を向上させる教育の充実
「小１プロブレム」や「中 1 ギャップ」といった課題に対応するために小中学校１年生
の 35 人以下学級編制を 2008 年度から実施していたが、さらに、低学年期の教育を重視し
て、小 2、小 3 についても 35 人以下学級編制を導入した。
学力の向上に向けて、2009 年度から全小中学校において「学力向上プラン」を作成し、
「北九州スタンダード推進事業(4)」、「学校大好きオンリーワン事業(5)」、音読暗唱推進事
業など、学習意欲の向上や家庭と連携した学習習慣定着の取り組みなどを進めた。
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また、子どもの読書活動を推進するための重点施策として、2012 年度までに 28 の中学
校区において「学校における読書活動推進モデル事業」を実施し、学校図書館嘱託職員の
配置やブックヘルパーの活用によって学校図書館の読書環境の充実を進めた。
体力の向上については、体育授業における活動内容や授業外の体育的活動及び年間計画
などについてそれぞれの学校の実態に応じて工夫し、学校全体の取り組みとして定着を図
るために、全校（公立幼稚園、特別支援学校を含む）で体力アッププランを作成した。
食育については、各学校での食育の計画書づくりや専門的知識を持つ人と連携した指導
を促進している。また、2011 年度までに全中学校 62 校で完全給食を導入した。
③心の教育の推進
教育活動全般を通じて道徳性や人権意識を高める教育を行っている。また、豊かな情操
を養うための「芸術鑑賞教室」、豊かな心を育むとともに親子のふれあう機会を増やすた
めの「こども文化パスポート事業」、子どもの自尊感情を高め基本的生活習慣の定着を図
るための「あいさつ運動」、郷土愛を深めるための歴史学習などを行っている。
重点的な取り組みとしては、2012 年度までに 16 の指定校において「心に響く道徳教育
推進事業」や「伝統文化体験事業」を実施し、また、「あいさつ運動推進実践校」として
21 校への活動支援を行っている。
④北九州市の特性を活かした教育の充実
環境教育については、学校や地域の実態に即した環境教育の取り組み「わが街わが校の
環境作戦」事業などを実施している。さらに、全小学校 4 年生において総合的な学習の時
間の中で「環境体験科」を設け、自然関連施設（平尾台・山田緑地）、環境関連施設（エ
コタウン・環境ミュージアム・いのちのたび博物館）などで環境体験学習を実施している。
この他にも希望校・園を募って北九州エコツアーを行っている。
国際理解教育については、特に、帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導の充実や、
「ふれあい国際交流教室」の実施などの帰国・外国人児童生徒教育の推進や、学校におけ
る国際交流促進を図っている。
また、各校・園の創意工夫による自主的・自立的な「特色ある学校づくり」を促進する
ために「未来をひらく学校づくり支援事業」を実施している。
⑤子どもの特性を伸ばす教育の充実
部活動については、外部講師の活用や複数校合同部活動などによる存続、活性化に向け
た取り組みとともに、学校関係者や保護者への啓発を強化した。
キャリア教育については、小中合同キャリア教育講習会やキャリア・アドバイザー活用
事業、中学生の職場体験などを実施している。また、北九州技の達人・北九州マイスター
などの協力を得ながら、望ましい勤労観・職業観の育成や「ものづくりの大切さ、おもし
ろさ」を伝えるための取り組みを進めている。
子どもたちの可能性を引き出すことができるような取り組みとしては、「わくわくアー
トミュージアム事業」、「博物館セカンドスクール事業」、「夏休み子ども文学館開催事
業」などを実施している。また、音楽教育や社会科教育（防火・防災）の一環として、消
防局によって「消防“夢”コンサート」や「消防士さんといっしょ」を実施している。
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⑥特別支援教育の充実
特別支援教育相談センターと特別支援学校（9 校）のセンター的機能を活かして、全市的
な相談支援体制の整備を進めている。特に、拠点となる特別支援教育相談センターについ
ては、地域の小・中学校等への相談支援機能の強化を図っている。さらに、校内支援体制
の中核となる特別支援教育コーディネーターの養成も順調に進めている。教育環境の整備
については、2013 年度までに 120 校を目標に小・中学校への特別支援学級の設置を進めて
いる。また、東部地域の特別支援学校の新設に向けた検討、準備を進めている。
⑦教員の資質の向上
教員が子どもと向き合う時間の確保のため、正規教員の業務を補助する市費講師の配置
や、成績処理や事務の効率化に向けた校務支援システムの導入などを行っている。
教育センターの教員研修や教育実践サポートについても、効率的、効果的な実施に向け
て内容、方法、形態などの見直しを行った。また、高い指導力のある教員を「マイスター
教員」として認定し他の教員への指導に活用するなど、教員の授業力、指導技術の向上に
対する支援を強化した。
さらに、優秀な教員を確保するための教員採用・管理職試験の改善や、教員一人一人が
その能力を発揮できるようにメンタルヘルス対策などの取り組みを行っている。
⑧教育環境の充実
学校施設の耐震補強や老朽化した施設の改修や、快適な教育環境に向けて、明るく清潔
なトイレへの改修、太陽光発電設備、学校図書館の空調設備設置などを行った。東日本大
震災後に耐震補強計画を見直し、目標年度を早めて補強事業を推進している。
(3)家庭・地域・企業の力を活かした教育環境の整備
①学校の力の発揮
保護者や地域へ学校教育への理解や参加を働きかけるために、教育委員会や学校の取り
組みについて情報発信する取り組みを強化した。また普段の教育活動を保護者、地域住民
が見学できる機会として「学校開放週間」を設けている。
保護者との連携としては、北九州市ＰＴＡ協議会と連携して各種研修会や子どもの読書
習慣の定着に向けた取り組みなどを行っている。
地域による学校支援体制づくりに向けた取り組みとしては、スクールヘルパーの活動領
域をさらに拡大して参加者や活躍の場を増やすための取り組みを進めている。具体的には、
地域や大学生などのボランティアによる学校支援活動や子どもたちへの学習支援活動を組
織的にコーディネートする「学校支援地域本部事業」や「学習支援型アフタースクール事
業」を実施している。
また、学生ボランティアによる授業や課外活動への支援の充実を図っている。
②家庭教育の充実
家庭教育に関する啓発とともに、家庭における子どもとの接し方や教育上の留意点など
を習得できるような学習機会として「家庭教育学級」を実施している。
また、子育て経験者などによる支援ネットワークの充実に向けて、「子育てサポーター」
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を養成し、市民センターを拠点として子育て支援活動を行っている。
③地域全体が教育を支える社会の実現
家庭・地域・学校などが連携して、子ども会活動、市民センターにおける子ども向け講
座、放課後児童クラブにおけるスポーツ教室など、様々な活動を支援するための取り組み
が行われている。また、地域スポーツの普及や児童の安全な遊び場を確保するために、学
校施設の開放を行っている。
さらに、知識や経験、技能を地域社会で積極的に役立てようとする意欲のある個人や団
体を登録しホームページで広く市民に紹介する地域人材バンクの充実を図っている。
2012 年度から、企業のもつ人材や経営のノウハウなどを学校教育に活かすため、地元企
業を中心とした「北九州の企業人による小学校応援団」と連携し、新たな学校支援を行う
仕組みづくりを進めた。
(4)子どもの健やかな成長を支える仕組みの整備
①非行などから子どもを守る環境づくり
学校、地域及び警察などの関係機関との協力によって非行防止教室や薬物乱用防止教室
などの啓発活動、学校訪問・家庭訪問、深夜補導活動、若者のための応援環境づくりなど
の取り組みを行っている。2012 年度には、地域全体として青少年を見守る活動を推進する
ため、各関係機関・団体で構成する「北九州市『青少年の非行を生まない地域づくり』推
進本部」を立ち上げた。
また、若者の自立を応援するため、様々な悩みを抱える若者（概ね 15 歳以上 40 歳未満）
やその保護者を対象とした総合相談窓口として、『子ども・若者応援センター「YELL」』
を 2010 年度に開設した。
②いじめや不登校などの問題を抱えた子どもへの支援
いじめの未然防止・早期発見対策として、全小中学校において定期的なアンケートや教
育相談を実施している。また、いじめや不登校など生徒指導上の諸問題への対応について
は、校内での相談体制、指導体制を強化するためにスクールカウンセラーの全中学校への
配置及び小学校への派遣を行っている。また、学校支援ラインや学校支援チームによる学
校への指導助言、スクールソーシャルワーカーによる児童生徒や保護者、関係機関への働
きかけなど、問題の解決に向けた取り組みを行っている。
③奉仕・体験活動の推進
地域における子どもの体験学習の場として、市民センターにおいて「地域・子ども交流
事業」、「生き生きバリアフリー」、「生活体験通学合宿」などを実施している。
また、青少年施設（少年自然の家、児童文化科学館、こども文化会館など）においても、
それぞれの施設の特色を活かした体験活動を実施している。
奉仕活動については、「青少年ボランティアステーション」において、新たなボランテ
ィアメニューの開発や青少年が参加しやすい仕組みづくりなどを行っている。
さらに、以上のような、青少年育成活動をサポートできる青年リーダーを確保するため
に、「青少年育成シニアリーダー会議“ぽんて”」や「北九州市青少年ボランティアリー
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ダーズ」などの組織を立ち上げ、リーダー養成への支援を行っている。
Ⅰ 人を育てる～子育て・教育日本一と創造性あふれる人材の輩出
１ 子育て・教育日本一を実感できる環境づくり
子どもの健全な育成に配慮しながら、保護者と子どもの両方の視点に立ち、
人として大事な「思いやりの心」や「規範意識」などの豊かな心、確かな学力、体力に支えられ
子どもを持つことを望む人、子育て中の人が直面する不安や悩み、負担感な た「生きる力」を身につけた子どもを育成するため、心の教育や子ども一人ひとりの可能性を引き
どに対応するため、次世代育成行動計画の後期計画の策定、実施などを通じ 出す教育など、北九州市の特性を活かした教育を提供するとともに、障害のある子どもへの適切な
て、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを進めます。
指導の充実を図ります。

（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 （２）子どもの可能性をひらく学校教育の充実

方針

主要施策

担当局

主な個別事業

子ども ・企業等におけるワーク・ライフ・バランス推
①仕事と子育 ・市民・企業の理解の促進
ての両立支 ・企業の取り組みの進展に向けた支援 家庭局 進の支援
・保育所の適正配置、保育所の入所定員の拡大、
援
・放課後児童クラブや保育サービスな
特別保育の充実など
ど仕事と子育ての両立を支える社会
・放課後児童クラブ全児童化のための施設・体
基盤の整備・充実
制の整備など 28 事業
②母子が健康 ・母子健康診査や食育など母子保健事 子ども ・母子健康診査事業
家庭局 ・生後 4 か月までの乳児家庭全戸訪問事業の充
に生活でき 業の充実
実
る環境づく ・周産期や小児救急の医療体制の充実
・乳幼児等医療費支給制度など 13 事業
・乳幼児等医療費支給制度の充実
り
保健福 ・救急医療体制の維持・確保
祉局
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
③子育ての不 ・市民センターや児童館、保育所、親子 子ども ・親子ふれあいルーム整備事業
安や悩みを ふれあいルーム、子育てふれあい交流 家庭局 ・子ども・家庭相談コーナーの運営
・子育て支援総合コーディネーターの配置など
軽減する環 プラザ等での子育て支援活動
15 事業
境づくり
子ども ・ひとり親家庭のための合同就職説明会
④特別な支援 ・ひとり親家庭に対する支援
を要する子 ・社会的養育が必要な子どもや障害が 家庭局 ・母子家庭自立支援給付金事業の推進
・虐待の早期発見・迅速かつ適切な対応及び児
育て家庭へ ある子どもの成長と自立の支援
童への支援のための連携強化など 20 事業
・児童虐待の防止
の対応
保健福 ・日中一時支援事業
祉局
⑤地域などと ・働き方の見直しや子育ての支援などに 子ども ・子育てに優しいまちづくりに向けたキャンペ
ついて、地域や NPO、企業などと行 家庭局 ーン
行政の連携
・赤ちゃんの駅登録事業
・協働によ 政の連携・協働
・ほっと子育てふれあい事業の充実など 10 事
る子育て支
業
援の推進
教育委 ・幼児教育の振興・子育て支援機能の充実
①幼児教育の ・保幼小の連携
員会 ・私立幼稚園就園奨励費事業
充実
・特別支援教育の充実
・新しい時代に対応した公立幼稚園における
・家庭や地域との連携強化
教育の推進
・幼稚園教員の資質向上
・保育所、幼稚園、小学校の連携
②確かな学力 ・食育の推進等を通じた基本的生活習慣 教育委 ・北九州スタンダードの推進
員会 ・子どもの読書活動の推進
と体力を向 の向上
・体力アップ推進事業
上させる教 ・35 人以下学級（小 1･2、中 1）の実施
・学校給食による食育の推進
育の充実
・少人数・習熟度別指導や言葉の力を高
・学校大好きオンリーワン事業など
める取り組み
11 事業
・楽しく運動に取り組む習慣づくり
③心の教育の ・道徳教育の充実
教育委 ・心の教育推進事業
推進
員会 ・小規模校特別転入学制度
・こども文化パスポート事業
・人権教育推進事業
④北九州市の ・環境教育やものづくり教育、アジアと 教育委 ・環境教育推進事業
員会 ・国際理解教育の推進
特性を活か の交流の拡充
・未来をひらく学校づくり支援事業
した教育の ・地域特性などに応じた特色のある学校
づくり
充実
教育委 ・部活動振興事業
⑤子どもの特 ・学校外の人材の活用
員会 ・発達段階に応じたキャリア教育の展開
性を伸ばす ・キャリア教育
・英語教育の充実など 11 事業
教育の充実
市民文 ・わくわくアート・ミュージアム
化スポ ・博物館セカンドスクール事業
ーツ局 ・夏休み子ども文学館開催事業
消防局 ・消防“夢”コンサート
・消防士さんといっしょ
⑥特別支援教 ・人材の確保と専門性の向上
教育委 ・特別支援教育を推進する全市的な相談支援
育の充実
・就学前の情報の引継ぎ
員会
体制の整備
・特別支援教育を行う場の整備など 8 事業
⑦教員の資質 ・教員が子どもと向き合う時間の確保 教育委 ・35 人以下学級編制の実施
の向上
・教員全体の指導力の向上
員会 ・学校支援体制の充実
・学校における学生ボランティアの活用など
18 事業
⑧教育環境の ・耐震補強やトイレ改修などの実施
教育委 ・学校耐震事業
充実
・学校図書館の充実、ＩＴを活用した教 員会 ・学校の大規模改修工事
育環境の整備などの実施
・学校規模適正化事業など 5 事業
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Ⅰ 人を育てる～子育て・教育日本一と創造性あふれる人材の輩出
１ 子育て・教育日本一を実感できる環境づくり
主要施策

担当局

主な個別事業

学 校 だ け で な く 家 庭、 地 域 、 企 業 が 積 極 的 に関
与・ 参 画 し 、 本 市が 持 つ 人の 力 、ま ち の 力を あ げ
て 、 社 会 全体 が 子ど も た ち の 健 や か な 成 長 を 支 え
る教育環境を整備します。
子どもたちが、地域や社会との関わりを通じて豊かな人間性や社会性を育み、たく
ましく自立した人間として成長できる環境づくりを進めます。

（３） 家庭・地域・企業の力を活かした 教育環
（４）子どもの健やかな成長を支える仕組みの整備
境の整備

方針

① 学 校 の 力 の ・情報発信・収集による学校と地 教育委 ・教育委員会の広報・広聴機能の充実
員会 ・ＰＴＡ活動との連携
発揮
域の情報共有
・スクールヘルパー
・保護者や地域が当事者意識を持
・学校支援地域本部事業
って学校行事や課題解決に参
・学校開放週間
画する協力体制の構築
・学校における学生ボランティアの活用
教育委 ・家庭・地域への啓発事業
② 家 庭 教 育 の ・学校、家庭、地域の連携
充実
・子育てサポーターなどの地域の 員会 ・子育てネットワークの充実
・ブックスタート（すべての赤ちゃんに本
協力
のよろこびを）事業
・家庭の教育力の向上（基本的生
・児童生徒・学生に対する就学の機会均等
活習慣や家庭学習の定着）
を図るための経済的支援
・北九州市子どもを育てる 10 か条の普及促
進活動
教育委 ・学校施設開放事業
③ 地 域 全 体 が ・スクールヘルパーの充実
教 育 を 支 え ・企業や NPO、地域団体との連 員会 ・家庭・地域・学校の連携推進
・地域人材バンクの整備（人材バンクの充
る社会の実 携
実、ホームページ掲載）
・学校外の人材､ノウハウを活か
現
・有害情報から子どもを守る事業
した特色ある教育活動､部活動
・スクールヘルパー
の振興
・仕事と生活の調和の推進
① 非 行 な ど か ・少年サポートチームによる支援 教育委 ・非行防止活動の推進
ら 子 ど も を や少年補導委員による補導活 員会 ・少年サポートチーム推進事業
守る環境づ 動
子ども ・問題を抱える少年の立ち直り支援の充実
・保護者や市民に対する啓発
くり
・「問題を抱える青少年の立ち直 家庭局 ・少年支援室の拡充・運営
・「思春期保健連絡会」の設置
り」の促進
・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
・深夜補導の実施
・非行少年の立ち直り支援と体制強化
・若者のための応援環境づくりの推進
・子ども・若者応援センター「YELL」の開
設
② い じ め や 不 ・スクールカウンセラーや学校支 教育委 ・不登校・いじめ対策の充実
員会 ・スクールカウンセラーの配置
登 校 な ど の 援のための市費講師の配置
・スクールソーシャルワーカー活用事業
問 題 を 抱 え ・校内での相談体制、指導体制の
た 子 ど も へ 充実
・学校支援ラインや学校支援チー
の支援
ムによる学校への指導助言
・スクールソーシャルワーカーに
よる学校、児童生徒、保護者や
関係機関への働きかけ
・いじめや不登校などの生徒指導
上の諸問題の解決
③奉仕・体験活 ・多様で豊富な体験活動の機会と 教育委 ・家庭・地域・学校の連携推進
場の積極的な提供
員会
動の推進
子ども ・青少年ボランティアステーション推進事
家庭局 業
・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
・青少年の家の整備・充実
・児童文化科学館の整備・充実
・「子どもまつり」の充実
消防局 ・「スクール救命士」事業の推進

３

施策の成果、効果等に関する評価

北九州市における 2010 年の合計特殊出生率は 1.48 であり、全国平均を上回り（表 1）、
政令市のなかでは浜松市に次いで高い。全国的に合計特殊出生率は回復傾向にあるが、北
九州市もほぼ同様の回復傾向をみせており、2005～2010 年に 1.2 ポイント上昇した。出生
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数は長期的に減少傾向にあるが、2011 年度は過去最少であった前年度をやや上回った。
(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
○安心して子育てできる環境への市民の満足度
「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」によると、「北九州市は安心して子育
てができるまちだと感じていますか」という設問に対する肯定的な回答（「とても感じて
いる」と「ある程度感じている」の合計）は、2009 年度が 39.0％、2012 年度は 48.6％で
あり、その上昇幅は全項目中最大であった。
また、「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」によると、「子育て支援
の推進」に対する 2012 年度の評価順位は 4 位であった。
以上より、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりへの評価は確実に高ま
っていることがわかる。
①仕事と子育ての両立支援
2011 年度の「北九州市男女共同参画社会に関する調査」によると、「ワーク・ライフ・
バランス」について「言葉も内容も知っている」という人は 34.2％を占め、この数値は類
似の全国調査の結果をかなり上回っている（表 2）。わが国で「ワーク・ライフ・バランス」
という言葉が認知されはじめたのは、政府、地方公共団体、経済界、労働界の合意により
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」が策定された 2007 年末以降と思
われるが、北九州市ではいち早く 2008 年に全国でも数少ない官民一体となった「北九州市
ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を設立し、市民や企業などへの働きかけや様々な
広報啓発事業を行ってきた。そのような取り組みを通じて「ワーク・ライフ・バランス」
の認知は広まったと思われる。
しかし、「元気発進！子どもプラン」の点検・評価のための市民アンケート（表 3）によ
ると、仕事と生活の両立が図られていると感じる人の割合が減少する一方、家事や育児を
していない父親の割合は増加傾向にあり、経済情勢など様々な要因により、保護者が子ど
もと向き合う時間がますます確保し難くなっていることがうかがわれる。
しかし、「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」によると、「安心して子育て
ができると感じられない理由」として最も多い回答が「仕事と子育てを両立できる職場環
境が整っていない」ことであるが、その割合は 2009 年度調査よりも低下しており、仕事と
子育てを両立できる職場環境は改善の方向にあることがうかがわれる。
保育所については、不足する地域での保育所の新設や定員増などの取り組みにより、年
度当初において受け入れ定員は入所児童数を上回っている。しかしながら、市内には、就
学前児童が増えている地域と減っている地域とが偏在しており、年度途中には待機児童が
生じるなど、年間を通した待機児童問題の解消には至っていない（表 4）特別保育について
は、全体で 158 箇所の保育所のうち、午後７時までの延長保育は 143 箇所で実施しており、
午前 0 時までの夜間保育については小倉北ふれあい保育所 1 箇所で実施している。市民ア
ンケート（表 3）における保育所に対する満足度は、「保育内容」については 81.0％、「施
設、環境」については 66.7％であり、全国に先駆けた保育事業の歴史的厚みを持つ北九州
市では、「保育内容」は高い評価が維持されているが、建築時期の旧い保育所が少なくな
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いことから「施設、環境」についての評価は「保育内容」に比べてやや低い結果となって
いると思われる。
放課後児童クラブは、計画どおり、2011 年度から希望するすべての児童を受け入れるこ
とができた（表 5）。規模の適正化、施設の拡充とともに開設時間の延長など運営内容の充
実を進めた結果、2012 年度当初の登録児童数は 2010 年度と比較して 16.5％増加した。ま
た、市民アンケート（表 3）によると、放課後児童クラブの「利用日、利用時間」に対する
満足度は 81.5％であり、2010 年度と比較して 8.8 ポイント上昇している。放課後児童クラ
ブの運営は、校区社会福祉協議会などの地域の代表者が参画し、クラブでの体験・交流活
動の実施を支援するなど、地域との連携も進んできている。
②母子が健康に生活できる環境づくり
妊婦健康診査の公費助成を拡充して妊娠早期の受診勧奨を行うとともに乳児家庭全戸訪
問や乳幼児発達相談指導を実施することで、妊娠期から乳幼児期までの健康管理を支援す
る仕組みは概ね整備されたといえる。 11 週までの妊娠届出の割合は、2008 年度 58.8％か
ら 2011 年度 91.8％へと大きく増加した（表 6）。また、生後 4 か月までの乳児家庭訪問の
実施率は、2008 年度 68.5％から 2011 年度 84.8％に増加した（表 7）。
母子医療については、全国的な医師不足が続く中、医師会等関係機関と連携しながら、
必要な医師の確保や必要な医療器械の更新などを行ったことによって、総合周産期母子医
療センターにおいては 24 時間体制での周産期医療の提供、小児救急センターにおいては 24
時間体制での小児救急医療の提供を維持することができた。また、入院医療費助成の対象
年齢を中学生まで引き上げた「乳幼児等医療費支給制度」について、2011 年度の利用者数
は増加し、施策の効果が現れている。また、特定不妊治療費の助成件数や相談件数も増加
しており、制度の認知が徐々に広がっていると考えられる。
③子育ての不安や悩みを軽減する環境づくり
総合的な子育て支援拠点施設である「子育てふれあい交流プラザ」と「子どもの館」の
利用者や、区役所と児童館に設置された「親子ふれあいルーム」の利用者は増加しており
（表 11）、親子が気軽に集い、交流、情報交換、育児相談ができる場として利用が進んで
いる。また、行政と民間が協働して子育て支援に取り組んでいることをＰＲしつつ、親子
が楽しくふれあいながら、子育てに関する情報を得ることができるイベント「すくすく子
育ちフェスタ」の来場者数も年々増加している（表 12）。今後も地域社会全体で子育てを
支援する環境づくりを進め、子育てを地域で支えるという市民の意識をさらに啓発し、ま
た子育てに関する情報を積極的に提供する必要がある。
④特別な支援を要する子育て家庭への対応
母子家庭が増加しつつあるなかで、就業による自立を促進するため様々な支援策を講じ
ているが、それらを実施している母子福祉センターの認知度が低く、講座などの受講延べ
人数の減少がみられる（表 8、表 9）。
社会的養護が必要な子どもについては、児童養護施設において受け入れ環境を向上させ
るための取り組みなどが計画どおりに進んでいる。
また、障害のある子どもについては、地域の保育所や幼稚園、学校、区役所、専門機関
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などが連携しながら、障害の状態に応じた相談支援体制の整備を進めている。
児童虐待については、全国的に増加傾向が続くなかで北九州市では減少していたが、2011
年度の虐待対応件数が前年度を上回ったことから（表 10）、関係機関の緊密な連携、役割
分担による確実な把握と支援の必要性が高まっている。
⑤地域などと行政の連携・協働による子育て支援の推進
地域においては、市民センターなどを拠点とした活動を支援する「子育てに優しいまち
づくり推進事業」を実施しているが、その事業採択地区以外でも積極的な取り組みがみら
れるなど、子育てを地域で支えようとする気運は次第に高まっている。
赤ちゃんの駅の登録施設数は 2011 年度末までに 342 箇所（うち民間施設 80 箇所）とな
り、子育て家庭が安心して外出できる環境づくりが進んでいる。
市民アンケートにおいても子育てが地域の人に支えられていると感じている人の割合は
増加傾向にある（表 3）。
(2)子どもの可能性をひらく学校教育の充実
○子どもの教育環境への市民の満足度
「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」によると、
「北九州市の子どもたちは、
いきいきと学び、成長していると感じますか」という設問に対する肯定的な回答は、2009
年度が 31.6％、2012 年度は 40.8％であり、その上昇幅は、先述の「子育て」に次いで 2
番目に大きく、安心して子育てができる環境づくりとともに、子どもの教育環境への評価
も高まっていることがわかる。
①幼児教育の充実
私立幼稚園就園奨励費事業として国の基準を超える世帯に対しても市事業として補助を
行っているが、利用者は増加しており幼児教育機会の格差是正に寄与している（表 13）。
また、子どもの健やかな成長において就学前教育から小学校教育への円滑な接続の重要
性が高まるなかで、小学校入学児童の一人一人の情報の共有化、「保幼小連携推進連絡協
議会」の設置、連携プログラム作成など、保幼小連携の取り組みに進展がみられた。また、
以前から行われてきた幼児・児童の交流活動や職員同士の交流などの連携事業を実施する
保育所、幼稚園、小学校の割合も 2008 年度の 83.1％から 2012 年度には 91.0％に増加して
いる（表 14）。ただし、校区によって連携の内容や頻度に差がみられる。
②確かな学力と体力を向上させる教育の充実
2011 年度の学力学習状況調査（全国調査未実施）の結果、北九州市は福岡県の平均をや
や下回り、また、2011 年度の観点別到達度学力検査の結果でも全国の平均を下回っており
（表 15）、一部の教科では改善がみられるが、全体的な差は縮まっていない。北九州市で
は学校外の学習時間が少ない児童生徒の割合が全国と比べて大きく、それが学力テストの
結果に反映されていると思われる。ただし、平日の授業以外の学習時間が 1 時間以上の児
童・生徒の割合は増加傾向にあり（表 16）、学習意欲は高まりつつあることがうかがえる。
読書習慣も学力に影響すると思われるが、平日に家庭で全く読書をしない児童・生徒の
割合は増えており、読書習慣の改善は進んでいない（表 17）。ただし「学校における読書
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活動推進モデル事業」の実施校では、学校図書館の利用人数や貸出冊数が増加するなど成
果が見られ、その効果を検証しモデル事業の拡充に向けた検討が必要である。
また、体力については、全国体力・運動能力調査の結果、依然として多くの項目で全国
平均を下回っている（表 18）。
食育については、全中学校で完全給食を導入したことにより小中学校 9 年間を通して給
食を「生きた教材」として活用できる体制が整った。
③心の教育の推進
北九州市の児童生徒は、規範意識や自尊感情に関する調査結果が全国平均をやや下回り、
また自尊感情が学年の進行とともに低下する傾向がみられるが、「学校の決まりを守って
いる」という児童生徒の割合は増加しており（表 19）、規範意識は改善の方向にある。ま
た、「この学校が好きだ」、「担任の先生はよいところを認めてくれる」という回答の割
合は中学生で増加がみられ（表 20）、学校や教員との信頼関係は改善の方向にあることが
うかがわれる。このような児童生徒の意識の改善傾向に、“心の育ち”を推進する教育上
の様々な取り組みが、少なからず寄与したと思われる。
④北九州市の特性を活かした教育の充実
環境教育については、北九州市独自の環境教育プログラムの作成や体験学習を重視した
取り組みを進めることで、資源リサイクル活動の実施校や北九州エコツアーの参加希望校
が増えるなど、環境教育に拡がりがみられた。
国際理解教育については、国際交流等に積極的に取り組もうとする学校が増えている。
また、帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導や精神面のケアについても、北九州国際
交流協会との連携充実によって対応の改善がみられた。
また、「未来をひらく学校づくり支援事業」は、2011 年度には提案採択件数の累計が目
標を上回り、「特色ある学校づくり」を進める契機となった。
⑤子どもの特性を伸ばす教育の充実
部活動について、開設部数は減少傾向にあったが、2011 年度は前年度を上回り 724 とな
った。部活動参加生徒数の割合も昨年度をわずかながら上回り、施策の効果が現れている。
キャリア教育については、小・中を通した組織的・系統的な取り組みや一人一人の発達
に応じた指導を行っており、職場体験も全中学校で実施した。北九州市立高校では進学指
導や就職指導の強化によって、四年制大学進学者数は 2011 年度にこれまでの最多を更新し、
また、就職率も 3 年連続で 100％を達成した。
子どもたちの可能性を引き出すことを目的とする取り組みのうち、「博物館セカンドス
クール事業」については各学校への働きかけなどによって参加校は目標値を上回ったが、
「わくわくアートミュージアム事業」については、たんけんパスポートや小学生美術鑑賞
教室などの利用者が減少したため目標値を下回る結果となった。
⑥特別支援教育の充実
特別支援学級の設置校数は目標を上回るペースで整備が進捗し、2011 年度までに 107 校
となった。通級指導教室設置の区数は、2011 年度までに 6 区に設置することを目標にして
いたが、既に 2009 年度で目標を達成できている。また、特別支援教育コーディネーターの
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養成もほぼ計画どおりに進んでいる。
また、拠点となる特別支援学校については、小倉北特別支援学校及び小倉南特別支援学
校で児童・生徒増にともなう教室整備を行い、また、新設する東部地域の特別支援学校の
用地（門司商業高校跡地）を福岡県より取得することができた。
⑦教員の資質の向上
教員が子どもと向き合う時間を確保できるような環境づくりや、教職員の授業力や指導
技術の向上に向けた取り組みを進めている。
教育センターではカリキュラムセンター機能の充実などによって利用者が増加し、自主
講座参加者数は若手教員を中心に年々増加しており（表 21）、受講後のアンケートでも研
修の内容、方法ともに高評価を得ている。
「先生たちは子どもをよく指導してくれる」と回答した保護者の割合は小中学校とも増
加しており、また「教師になってよかった」という教師の割合は中学校はやや減少してい
るが小学校ではかなり増加しており（表 22）、教員の資質の向上のための取り組みの成果
が現れていると思われる。
⑧教育環境の充実
学校耐震化事業は優先度の高い 90 校の Is 値 0.3 未満の校舎などについて 2012 年度完了
を目標に耐震補強を実施してきたが、東日本大震災後の「北九州市地域防災計画」の見直
しによって目標を変更し、すべての学校の耐震化を 2015 年度までに実施することになった。
そのため、学校の耐震補強は前倒しで実施することになったが、一方、学校の大規模改修
は 2015 年度までの間は実施規模を縮小することとなった。
また、「さわやかトイレ整備事業」は計画どおり 2010 年度で完了し、ＩＣＴを活用した
教育環境の整備、太陽光発電設備、学校図書館の空調設備設置なども計画どおりに進んで
いる。
(3)家庭・地域・企業の力を活かした教育環境の整備
①学校の力の発揮
学校が持つ教育の力を最大限発揮できる仕組みをつくるため、学校と保護者や地域との
情報の共有や連携・協力などに向けた取り組みを行っている。2003 年から実施してきた「学
校開放週間」は、来校者数が目標値を大きく上回り（表 23）、日常の教育活動を保護者や
地域に知ってもらう機会として定着している。2001 年度から実施してきたスクールヘルパ
ー事業は、安全対策・教育支援などに加えて「ブックヘルパー」や「学校支援地域本部事
業」の取り組みなどへ活動領域が拡がりをみせており、登録者数は年々増加し、延べ活動
人数も目標に近づきつつある（表 24）。さらに、「学校支援地域本部事業」を実施してい
る学校（2011 年度までは 7 校、2012 年度は 14 校）では、各学校に配置されたコーディネ
ーターの働きかけにより、学習支援活動、部活動指導、校内環境整備、学校行事の運営な
どを地域等のボランティアが支援する仕組みづくりが促進された。
学生ボランティアについては、提携大学が増えて 4 大学となり、参加者数も目標を上回
り、2011 年度には 86 人が授業や課外活動への支援を行った（表 25）。
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②家庭教育の充実
家庭教育学級は、全ての市立幼稚園、小・中・特別支援学校で実施しているが、子育て
の早い段階から基本的な生活習慣や家庭教育の重要性について学ぶ機会を提供するために、
私立の幼稚園や保育所においても実施しやすいように内容を見直したことから、実施箇所
数は増加し、保護者の学習機会は増加した。しかし、参加者数は漸減傾向にあり（表 26）、
より効果的・効率的な啓発方法について検討が必要となっている。
また、子育てサポーター事業は、市民センターなどにおける子どもの見守り、育児サー
クルへの参画、保護者からの相談対応などを通じて家庭教育をサポートすることを目的と
しているが、その登録者数は着実に増加して 2011 年度には目標を達成した（表 27）。
③地域全体が教育を支える社会の実現
子どもの健全育成には、学校での学習だけでなく地域における仲間との遊びや世代間交流
などを通じて社会性や協調性を学ぶことが重要である。少子化によってそのような機会が減
少していくなかで、市民センターにおける子ども向け講座、放課後児童クラブにおけるスポ
ーツ教室、学校施設開放など子どもたちの様々な活動を支援する取り組みを進めたが、参加
者や利用者の数はほぼ維持、または漸増となっており（表 28）、施策の効果が認められる。
企業の教育資産を学校教育に活かすための取り組みとしては、2011 年度に発足した「北九
州の企業人による小学校応援団」による支援活動（ＰＴＡ人材確保・活動支援、親学支援、
児童への出前授業・体験学習支援、教職員の研修支援）を、2012 年度から小学校 11 校でモ
デル実施している。
(4)子どもの健やかな成長を支える仕組みの整備
①非行などから子どもを守る環境づくり
行政や学校、地域及び警察などの関係機関が一体となって、青少年の健全育成・非行防
止を図るための総合的な取り組みを行っている。警察官ＯＢと教員のＯＢによって構成さ
れる少年サポートチームは、相談活動や啓発活動だけでなく、学校や地域だけでは解決困
難で深刻な問題を繰り返す児童生徒やその保護者への対応において大きな役割を果たして
おり、学校からの要請希望も多い。また、2010 年度に設置された「非行相談連絡会議」は
月 1 回の頻度で開催され警察・学校・行政などの情報共有が進み、非行案件の対策が図り
やすくなっている。補導活動を強化したことによって、不良行為少年の補導件数は増加す
る結果となったが、シンナー等薬物乱用少年の検挙、補導人員は年々減少しており（表 29）、
小中学校及び市立高校で実施してきたシンナー等薬物乱用防止教室の取り組みの成果が現
れているといえる。また、刑法犯少年の検挙者数も減少しており（表 29）、補導活動が少
年犯罪の未然防止に寄与したと思われる。しかし、小・中学校等における暴力行為などの
問題行動は減少傾向にあるが大きな問題であり（表 30）、児童生徒の規範意識を育ててい
くことが引き続き重要な課題である。
社会生活を円滑に営む上での「困難」を抱える子どもや若者を総合的にサポート、ある
いはコーディネートしていく総合相談窓口として『子ども・若者応援センター「YELL」』
を 2010 年 10 月に開設したが、2011 年度末まで（18 ヶ月間）に、延べ 3,172 件の相談が
あり、来所相談実人員は 318 人となった。
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②いじめや不登校などの問題を抱えた子どもへの支援
いじめ問題について、全国的ないじめ問題に対する意識の高まりを受け、市内全小・中・
特別支援学校・高等学校を対象にいじめに特化した無記名式アンケート調査・面談を実施
したことにより、今まで以上に多くのいじめが認知され、いじめ解消への対応とその後の
ケアを行うことができた。
不登校の児童数は、中学生は減少傾向にあるが、小学生は中学生に比べて数は少ないが
増加傾向にあり（表 32）、その実態や理由を調査した上で対策を講じていくことが求めら
れている。
③奉仕・体験活動の推進
「地域・子ども交流事業」をはじめ、市民センターで実施している子どもの交流事業や
体験活動への 2011 年度の参加者数は延べ 60,659 人で目標を上回った。また、「青少年ボ
ランティアステーション」における 2011 年度のボランティア体験活動者数は延べ 5,339 人
で 2008 年度の 2.7 倍増となり、大きな進展がみられた（表 33）。
さらに、「青少年育成シニアリーダー会議“ぽんて”」や「北九州市青少年ボランティ
アリーダーズ」の設置などによって、青少年育成活動をサポートする青年リーダーの数は
2011 年度には 70 人となり、目標 30 人を大きく上回った（表 34）。
既存の青少年施設は、施設設置後かなりの期間を経過して建て替えなどを検討する時期
に来ているが、各施設において機能整備を進め、事業も計画的に進んでおり、近年利用者
数は回復傾向がみられる（表 35）。

４

今後の課題

(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
①仕事と子育ての両立支援
ワーク・ライフ・バランスという「言葉」は浸透してきたが、その意味や意義、必要性
について社会に十分認知されているとは言い難く、また、働き方の見直しも進んでいない
のが実状である。「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を中心に、今後も継
続的な広報啓発が必要であるが、出産・育児と仕事の両立には職場の理解と協力が不可欠
であり、企業などへの働きかけを強化していくことが特に重要である。また、男性の家事
や育児への参画を促進するような取り組みの必要性も高い。
保育所は年度当初の待機児童数はほぼ解消されており、年度の途中に生じている待機児
童の解消に向けた入所定員の拡大や特別保育の充実が課題である。特別保育のうち、保護
者のパート就労や疾病、出産、育児リフレッシュなどの理由で預けることができる「一時
保育」の潜在的なニーズは大きく、実施箇所を増やす必要性が高い。
放課後児童クラブについては、希望するすべての児童の受け入れを行い、登録児童は増
加しており、保護者の満足度も向上している。今後も、規模の適正化や運営基盤の強化、
学校や地域と連携した活動の充実などを支援していくことが課題である。
②母子が健康に生活できる環境づくり
妊婦健康診査の公費助成の利用率や乳児家庭全戸訪問の実施率は既にかなり高いが、さ
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らに周知を充実し、出産や初期育児の不安解消を図っていく必要がある。また、発達の気
になる子どもの早期発見・早期支援、基本的生活習慣の定着や食育の推進、思春期保健の
推進、不妊治療への支援などにも引き続き取り組んでいく必要がある。
小児救急を含む救急医療体制については、市内各病院・医師会・関係機関などと連携し
て高い水準で確保されているが、産科の医師や分娩できる医療機関が減少するなかで臨床
医の確保などによって周産期医療体制を維持していく必要がある。
③子育ての不安や悩みを軽減する環境づくり
区役所の「子ども・家庭相談コーナー」をはじめ「子育て支援サロン“ぴあちぇーれ”」、
「地域子育て支援センター」、「24 時間相談子どもホットライン」などにおいて、今後と
も子どもに関する相談に適切に応じ、相談者の不安や負担軽減を図るとともに、関係機関
との連携に努めていくと同時に、子どもの成長に応じた情報をタイムリーに、かつ手軽に
入手できるよう、情報提供の方法の充実を図る必要がある。
④特別な支援を要する子育て家庭への対応
ひとり親家庭については、母子家庭が増加していることから、母子福祉センターの認知
度を高め、就業支援講習会などの活用を促進する必要性が高まっている。
また、障害のある子どもに対しては、乳幼児期から成人期までの一貫した支援ができる
ように、保健、医療、福祉、教育などの関係機関の連携強化が課題である。
児童虐待は実態の把握が難しく、引き続き早期発見・早期対策、再発防止対策に取り組
んでいく必要がある。虐待の未然防止・早期発見のために地域との連携強化が課題である。
社会的養護が必要な子どもへの支援について、児童養護施設等に入所している子どもの
うち、虐待を受けたり、発達障害がある子どもの割合が増加しており、それぞれの子ども
に対応したきめ細かなケアが課題である。
⑤地域などと行政の連携・協働による子育て支援の推進
市民センターや児童館などでの育児サークルやフリースペースの活動、「子育てに優し
いまちづくり推進事業」、「ほっと子育てふれあい事業」などを通じて、地域での子育て
支援の輪が広がっていると考えられるが、より多くの親子やボランティアなどが活動に参
加できるように、子育てサポーターなどによる自主的な活動への支援が課題である。
また、「赤ちゃんの駅」も年々増加し、子育て家庭が安心して外出できる環境づくりが
進んでおり、引き続き登録施設数増や、利用促進の取り組みが必要である。
(2)子どもの可能性をひらく学校教育の充実
①幼児教育の充実
保育士や幼稚園教諭を対象とする多様な研修や評価制度の活用によって就学前教育の向
上を図っている。また、子どもたちが小学校入学に際して不適応を起こさないように、ま
た教育の一貫性が保たれるように「保幼小連携」の取り組みを進めている。今後も、子ど
もたちの“育ち”を最優先し、保育所、幼稚園、小学校の連携によって、就学前教育の質
の向上と小学校教育との円滑な接続を図っていくことが課題である。
「保幼小連携推進連絡協議会」において引き続き連携プログラムの作成を行い、連携に

20

Ⅰ 人を育てる
Ⅰ-1 子育て・教育日本一を実感できる環境づくり

取り組む保育所、幼稚園、小学校を増やすとともに、連携の内容についても質の向上を図
っていくことが課題である。
②確かな学力と体力を向上させる教育の充実
学力、体力とも全国平均を下回るという調査結果を受け止め、全体的な水準を高めてい
く対策が求められている。
学力については、家庭学習をする子どもとしない子どもの二極化の傾向がみられることか
ら、家庭と連携して学習習慣の定着を図ることが課題である。体力や運動能力についても、
定期的に運動する子どもとしない子どもが二極化しつつあり、体育授業に加えそれぞれの学
校の実態に応じた体力づくりを学校全体の取り組みとして定着させていくことが課題である。
また、読書習慣のない児童・生徒が増えているが（表 17）、読書活動推進モデル事業の
実施校では学校図書館の利用が進むなど成果が見られることから、今後も事業の推進が課
題である。
③心の教育の推進
教育基本法の改正によってこれまで以上に「豊かな心」の育成が重視されるようになっ
たが、そのような「心の教育」を通じて児童生徒の規範意識や自尊感情を育てることが課
題であり、そのためには、「あいさつ運動」や「モラル・マナーアップ運動」など基本的
生活習慣の定着にも役立つ取り組みの推進が課題である。
④北九州市の特性を活かした教育の充実
環境未来都市、ものづくり、アジアとの交流などの北九州市の特性や独自性を活かした
教育の充実が課題である。また、校区の地域特性や各学校の特性などを活かして、特色あ
る学校づくりを進めていくことが課題である。
⑤子どもの特性を伸ばす教育の充実
一人一人の子どもの特性や可能性を伸ばすことができる教育の充実に向けて、部活動、
キャリア教育、文化体験教育などの充実が課題である。
また、子どもだけでなく親子で参加できるような機会の充実が課題である。
⑥特別支援教育の充実
小中学校への特別支援学級の設置や特別支援教育コーディネーターの養成、また拠点と
なる特別支援学校の機能の強化がほぼ計画どおりに進んでいる。今後も全市的な教育環境
や相談支援体制の整備、特別支援学校の新設などを進めていくことが課題である。
⑦教員の資質の向上
35 人以下学級について、引き続き教員の配置を工夫しながら、継続して実施していくと
ともに、対象学年の拡大検討が課題である。
また、新時代の教育ニーズに対応できる教育力、指導力を身につけるために教員が学ぶ
機会の一層の充実が課題である。
さらに、民間人校長の登用をはじめ、学校、行政、民間企業との人事交流が課題であり、
教員の全体的な資質の向上に好影響が生まれると考えられる。
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⑧教育環境の充実
学校施設は災害時の避難所としての役割もあり、耐震性をはじめ災害対応能力を確保す
ることが必要である。
また、学校施設の計画的整備と併せて、教育効果を高めるための設備更新を進めていく
必要がある。
(3)家庭・地域・企業の力を活かした教育環境の整備
①学校の力の発揮
子どもの心の育ち、学力向上などの様々な面から学校教育の充実が求められ、また、不
登校やいじめ、保護者対応など学校が抱える課題も複雑化している。さらに新学習指導要
領による授業時数増加への対応など、個々の学校では対応できない課題が生じており、学
校外からの支援がますます必要とされるようになっている。
スクールヘルパーは既に学校運営に不可欠なマンパワーとなっており、今後も活動領域
を広げていくとともに、団塊の世代などの地域の新たな層への働きかけによって登録者を
増やしていくことが課題である。また、大学、企業、NPO、地域団体などによる学校支援
の充実が課題である。
さらに、以上のような学外のボランティアや専門人材による支援を調整、コーディネー
トしながら、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを進めていくことが課題である。
②家庭教育の充実
すべての教育の出発点である家庭教育の課題は、まず、基本的な生活習慣や規範意識等
を身につけること、さらに親子のコミュニケーション力を高めることであり、継続的な啓
発が必要であるが、家庭教育学級への参加者は漸減傾向にあることから、参加しやすく、
親子で楽しみながら学べるような学習の機会を提供していくことが課題である。
③地域全体が教育を支える社会の実現
市民センターや放課後児童クラブなどにおいて、子どもたちの育成、指導に積極的に関
わろうという人材が限られており、また、そのような人材の不足から、子どもたちの活動
が低調となっている地域もある。地域人材に限らず意欲のある有志や団体の協力を得なが
ら地域教育の担い手を確保していくことが必要であり、そのための人材バンクや支援ネッ
トワークの充実が課題である。
(4)子どもの健やかな成長を支える仕組みの整備
①非行などから子どもを守る環境づくり
シンナー等薬物乱用少年の検挙、補導人員や刑法犯少年の検挙者数は減少しているが、依
然として憂慮すべき状況にあることから、非行防止対策をさらに強化するとともに、非行を
犯した少年の立ち直り支援などにも、関係機関・団体と相互に連携を図りながら地域全体と
して取り組んでいく必要がある。今後、「北九州市『青少年の非行を生まない地域づくり』
推進本部」が中心となって、全市的・全庁的な立場から、効果的でより実効性のある取り組
みを検討・実施し、『青少年の非行を生まない地域』の実現を目指すことが課題である。
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②いじめや不登校などの問題を抱えた子どもへの支援
いじめ問題について、全国的ないじめ問題に対する意識の高まりを受け、市内一斉に無
記名によるアンケート調査・面談を行ったことにより、今まで以上に多くのいじめが認知
され、早期発見・早期対応につなげることができた。いじめは命や人権にかかわる重大な
問題であり、今後も、いじめ撲滅月間の創設や、スクールカウンセラーの配置拡充、教育
委員会の取組みや対応について検証・協議等を行う第三者委員会の設置など、さらなるい
じめへの対応の強化が課題である。
現在の若者のトラブルや悩みは複合化・複雑化していることから、2010 年に設置した総
合相談窓口『子ども・若者応援センター「YELL」』の役割が重要となっている。これまで
寄せられた相談の多くは「仕事がしたい」という相談であり、相談者一人一人の状態に応
じた社会的自立に向けたプログラムや支援メニューの検討や充実が課題となっている。ま
た、本人だけでなく、家庭で悩む保護者を対象にした相談・支援の充実も課題である。
③奉仕・体験活動の推進
体験活動の機会拡充に向けて、従来からの青少年育成団体をはじめ、青少年健全育成に
かかわる市民活動団体や NPO 団体などと連携、共同できる仕組みづくりが課題である。
参加者が増加しているボランティア活動については、新しい参加プログラムの作成や活
動の場の提供を関係機関・団体に働きかけていくなど、「青少年ボランティアステーショ
ン」事業の充実が課題である。
青少年施設については、補修や機能整備を行いながら、今後も学校受け入れ事業や主催
事業などの体験活動の場として活用していくとともに、子どもだけでなく家庭や地域も関
わりを持てるような体験活動を提供していくことが課題である。また、2013 年、八幡西区
黒崎地区のコムシティ内に設置が予定されている「ユースステーション」を新しい青少年
育成の拠点として活用していくことが課題である。
【補注】
(1) わが国の出産率は第 2 次ベビーブーム期の 1973 年をピークに下がりはじめたが、1990 年の「1.57 ショック」
とは、前年の合計特殊出生率が 1.57 と「ひのえうま」という特殊要因により過去最低であった 1966 年の 1.58
を下回ったことが判明したときの大きな社会的衝撃を指している。それによって、政財界を中心に高齢者扶
養の負担増大や社会の活力低下の懸念が一気に高まった。
(2) NPO 法人エガリテ大手前の評価によれば、2005 年の調査開始以来 2011 年まで、北九州市は政令市のなかで
上位を維持している。評価の内容としては、児童擁護施設の充実、小児夜間救急医療の充実などが高く評価
された
(3) 現在実施している特別保育は、延長保育、一時保育、障害児保育、休日保育、病児・病後児保育、夜間保育、
特定保育などであり、利用者数が多く増加傾向にあるのは一時保育である。
(4)「北九州スタンダード事業」とは、確かな学力を身に付けさせるため、教育課程の編成、学習教材の開発、授
業づくりの支援などの事業の総称。新学習指導要領の実施にあたっては市独自の「北九州スタンダードカリ
キュラム」が作成された。
(5)「学校大好きオンリーワン事業」とは、各教科のセンター校的な機能をもつ学校づくりに向けて、教科ごとに
推進校を指定して、教育実践研究や専門性・指導力のある教師育成を支援する事業である。

【参考資料】
1）北九州市「元気発進！子どもプラン」（2010）
2）北九州市子ども家庭局「子ども家庭レポート 2011 年度」（2011）
3）北九州市子ども家庭局「北九州市の男女共同参画社会に関する調査報告書 概要版」（2011）
4）北九州市教育委員会「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」（2009）
5）北九州市子ども家庭局「2011 年度「元気発進！子どもプラン」に関する点検・評価 報告書」（2012）
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表 1 出生数・合計特殊出生率の推移
年次
2005
2008
2009
2010
2011
出生数
8,196 人
8,539 人
8,415 人
8,302 人
8,377 人
合計特殊出生率
1.30
1.44
1.46
1.48
1.53
〃
（全 国）
1.26
1.37
1.37
1.39
1.39
資料：北九州市保健福祉局「北九州市衛生統計年報」、厚生労働省「人口動態統計」

表 2 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の認知度
北九州市
全国
言葉も内容も知っている
34.2%
20.8%
言葉は聞いたことがあるが、内容までは知らない
29.8%
34.4%
言葉も内容も知らない
32.5%
44.7%
不明
3.5%
0.1%
全国： 内閣府「仕事と生活の調和の実現に影響を与える生活環境に関する意識調査」（2011 年 2 月調査）
北九州市：北九州市「男女共同参画社会に関する調査報告書」（2011 年 9 月調査）

表 3 子育て中の家庭の状況や子育ての実態、保護者の意識など（市民アンケート）
年 度
2010
2011
2012
週労働時間 60 時間以上の雇用者
30.6%
32.2%
29.0%
仕事と生活の両立が図られていると感じる
34.3%
32.9%
30.3%
家事をしていない
40.4%
48.0%
50.0%
就学前児童の父親
育児をしていない
19.7%
19.6%
28.4%
家事をしていない
52.0%
57.3%
65.2%
小学生の父親
育児をしていない
40.0%
24.6%
34.8%
施設、環境
66.7%
80.0%
66.7%
保育所に対する
満足度
保育内容
82.5%
91.1%
81.0%
施設、環境
77.3%
77.3%
70.4%
放課後児童クラブ
に対する満足度
利用日、利用時間
72.7%
81.8%
81.5%
就学前の子の親
35.4%
34.6%
38.0%
子育ての悩みや不安を
感じる人の割合
小学生の親
34.1%
33.7%
24.0%
子育てが地域の人に支えられていると感じる
52.0%
55.2%
55.9%
資料：北九州市「2011 年度「元気発進！子どもプラン」に関する点検・評価 報告書」

表 4 保育所入所待機児童数
年度
2008
2009
2010
2011
2012
年度当初
0人
0人
16 人
0人
0人
年度中途（10 月）
17 人
12 人
89 人
67 人
資料：北九州市「2011 年度「元気発進！子どもプラン」に関する点検・評価 報告書」

表 5 放課後児童クラブの待機児童数
年度
2008
2009
2010
2011
2012
年度当初
35 人
26 人
9人
0人
0人
資料：北九州市「2011 年度「元気発進！子どもプラン」に関する点検・評価 報告書」

表 6 妊娠 11 週までの妊娠届出者の割合
年度
2008
2009
2010
実績
58.8%
87.0%
91.0%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
91.8%

表 7 生後 4 か月までの乳児家庭訪問の割合
年度
2008
2009
2010
実績
68.5%
78.4%
81.1%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
84.8%
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表 8 ひとり親家庭の就業支援施策（母子福祉センターにおける講座等）の受講延人数
年度
2008
2009
実績
4,897 人
4,785 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
4,438 人

2011
3,932 人

表 9 ひとり親家庭施策を知らない人の割合
年度
2006
2011
母子家庭
26.4%
29.4%
母子福祉
センター
父子家庭
43.7%
53.8%
母子家庭
16.2%
10.1%
子ども・家庭相
談コーナー
父子家庭
39.6%
30.2%
資料：北九州市「2011 年度「元気発進！子どもプラン」に関する点検・評価 報告書」

表 10 児童虐待対応件数
年度
2008
2009
対応件数
374 件
316 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
308 件

2011
322 件

表 11 子育て支援施設や相談窓口の利用状況
年度
2008
子どもの館入場者数
373,467 人
子育てふれあい交流プラザ 入場者数
384,716 人
親子ふれあいルーム利用者数
子ども・家庭相談コーナーの相談件数
63,992 件
資料：北九州市子ども家庭局「子ども家庭レポート 2011 年度」

2009
556,195 人
394,275 人
78,213 件

2010
662,969 人
415,465 人
16,007 人
81,703 件

表 12 「すくすく子育ちフェスタ」来場者数
年度
2010
2011
来場者数
8,400 人
9,100 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 13 私立幼稚園就園奨励費事業補助対象人数
年度
2008
2009
対象人数
14,029 人
14,026 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
14,306 人

2011
14,498 人

表 14 保幼小連携事業を実施する保育所、幼稚園、小学校の割合
年度
2008
2009
実績
83.1%
86.6%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
―

2011
91.0%

2010

2011
対福岡県平均
98％
97.2%

2013（目標）
95.0%

表 15 学力調査結果（対全国平均）
年度
2009
全国学力・学習状況調査結果
95.0%
平均正答率
観点別到達度学力検査結果
99.0%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

96.8%
97.9%

表 16 授業以外（月～金）の学習時間が 1 時間以上の生徒の割合（中 3）
年度
2008
2009
実績
55.9%
55.2%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
55.1%

2011
75.9%

2013（目標）
66%

表 17 平日（月～金）に家庭で全く読書をしない児童生徒の割合
年度
2008
2009
小学 6 年生
24.4%
25.3%
中学 3 年生
48.0%
46.4%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
25.1%
47.0%

2011
28.8%
49.0%

表 18 全国体力・運動能力の実技結果全国平均値以上の項目数
年度
2008
2009
小学 5 年：男子 8 項目中 3
8 項目中 4
小学 5 年：女子 8 項目中 0
8 項目中 1
中学 2 年：男子 9 項目中 1
9 項目中 5
中学 2 年：女子 9 項目中 0
9 項目中 0
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
8 項目中 2
8 項目中 0
9 項目中 2
9 項目中 0
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2013（目標）
8 項目中 8
8 項目中 8
9 項目中 9
9 項目中 9

2013（目標）
20.0%
37.0%

2011
762,821 人
433,731 人
25,347 人
76,648 件

表 19 児童・生徒の規範意識
年度
学校のきまりを守っている

小学 6 年生
中学 3 年生

2008
82.3%
85.4%

2009
84.5%
88.0%

2010
85.4%
89.0%

2010
80.5%
70.1%
88.9%
80.7%

2013（目標）
90%
70%
92%
80%

2010
877 人

2011
900 人

2011
86.0%
92.2%

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 20 児童・生徒の学校や教師に対する意識
2007
小学３年生
84.9%
この学校が好きだ
中学 1 年生
64.9%
小学校
86.0%
担任の先生はよいところを
認めてくれる
中学校
74.9%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
年度

表 21 教職員自主講座参加者数
年度
2008
2009
教職員自主講座参加者数
769 人
829 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2013（目標）
900 人

表 22 教員の資質の向上に関する保護者や教師の意識
年度
2007
小学 3 年生
88.8%
中学 1 年生
74.3%
小学 3 年生
91.8%
教師になってよかった
中学 1 年生
91.3%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
先生たちは子どもをよく指導
してくれる（保護者）

2010
90.1%
82.7%
96.1%
88.3%

2013（目標）
94%
79%
94%
94%

2011
91,067 人

2013（目標）
90.000 人

2011
9,695 人
105,062 人

2013（目標）
115,000 人

2011
86 人

2013（目標）
70 人

2011
34,024 人

2013（目標）
43,000 人

2011
1,061 人

2013（目標）
1,000 人

表 23 学校開放週間来校者数
年度
2008
2009
2010
実績
88,013 人
51,744 人
84,672 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 24 スクールヘルパー登録者数・活動人数
年度
2008
2009
2010
登録者数
7,875 人
8,817 人
延べ活動人数 94,644 人
95,550 人
101,706 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 25 提携大学からの学生ボランティア数
年度
2008
2009
2010
実績
12 人
47 人
83 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 26 家庭教育学級参加者数
年度
2008
2009
2010
実績
37,386 人
35,459 人
34,887 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 27 子育てサポーター登録者数
年度
2008
2009
2010
実績
779 人
827 人
950 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 28 市民センターでの子ども交流事業や体験活動事業への参加者数
年度
2008
2009
2010
実績
57,572 人
55,780 人
62,111 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
60,659 人

2013（目標）
62,000 人

2009
31 人
18,245 人
1,498 人

2010
16 人
22,311 人
1,458 人

表 29 少年の非行・犯罪の補導・検挙人数
年度
2008
シンナー等薬物乱用少年の検挙、補導人員
37 人
不良行為少年の補導者数
19028 人
刑法犯少年の検挙者数
1,879 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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2011
9人
21,565 人
1,046 人

2013（目標）
90%
90%

Ⅰ 人を育てる
Ⅰ-1 子育て・教育日本一を実感できる環境づくり

表 30 暴力行為発生件数
年度
件数

2008
766 件

2009
687 件

2010
633 件

2011
657 件

2013（目標）
610 件

2011
103 件

2013（目標）
120 件

2011
791 人
654 人
137 人

2013（目標）
750 人
―
―

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 31 いじめ実態調査件数
年度
調査件数

2008
150 件

2009
132 件

2010
132 件

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 32 不登校児童生徒数
年度
合計
中学生
小学生

2008
834 人
762 人
72 人

2009
822 人
710 人
112 人

2010
799 人
668 人
131 人

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 33 青少年ボランティアステーションにおけるボランティア体験活動者延人数
年度
実績

2008
1,952 人

2009
3,350 人

2010
5,518 人

2011
5,339 人

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 34 青少年育成活動をサポートする青年リーダーの数
年度
実績

2009
22 人

2010
21 人

2011
70 人

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 35 青少年施設の利用状況
年度
2008
2009
児童文化科学館
93,773 人
88,951 人
青少年施設※
179,249 人 172,996 人
※：少年自然の家、玄海青年の家、夜宮青少年センター
資料：議会事務局「調査」

2010
97,791 人
171,708 人
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2011
98,437 人
175,837 人

Ⅰ－２
１

アジアをリードする頭脳拠点の形成

施策の背景と重点課題

①施策の背景
中国やインドを始めとするアジア諸国の経済成長は目覚ましく、日本との経済的な結び
つきは強まってきており、とりわけ東アジアとわが国との関係は、今後一層深化するもの
と考えられる。そこでは、貿易や投資といったモノ・カネの交流だけでなく、観光客や留
学生など人の交流も着実に増大すると考えられる。
北九州市は、工業都市として培った産業技術と北九州学術研究都市の教育・研究開発機
能を結びつけることにより、次世代を担う新たな産業の創出や、既存の地域産業の高度化
を目指し、理工系の大学・研究機関や研究開発型企業の集積を図ってきた。市内には北九
州学術研究都市以外にも、九州工業大学を始めとする工学関連の学部・大学院が充実して
いるほか、北九州市立大学の外国語学部、あるいは産業医科大学や九州歯科大学を始めと
する複数の医療・福祉関連学部・大学院が集積しており、多様な人材を輩出してきた。
大学には若者を都市へ吸引する力があり、教育・研究・文化の中核となって有為な人材
を育成する高等教育機関として大学がまちづくりに果たす役割は大きい。今後、北九州市
が成長を続けるアジアの中で中核的な産業都市として持続的な発展・成長を実現するため
には、北九州学術研究都市をはじめとした大学などの知的基盤を拡充し、新産業の創出や
地域企業の技術の高度化につながる研究開発機能を強化することが不可欠である。
このような知的基盤などを活用し、成長産業を支える人材やアジアの問題解決を担う人
材など、産業の高度化を支える人材を創出していくことが求められている。
また、ものづくりの現場を支えてきた熟練技能者の退職などに備え、本市の重要な資源
である技術やノウハウを次代に継承していくことも必要とされている。
②重点課題
国際水準の知識基盤の強化については、北九州学術研究都市や地域の大学などにおける
研究開発機能・人材育成機能を強化し、アジアの技術革新をリードする知的基盤を実現す
ることが課題であった。
産業を支える人材の創出については、北九州学術研究都市における大学間連携の強化や
海外大学などとの広域的な連携を展開し、企業ニーズに対応した教育を推進して、産業の
高度化を幅広く支える人材の育成を図ることが課題であった。
技術・技能の継承については、北九州市のものづくり産業の歴史を支え、企業で培われ
てきた高度な技術やノウハウを継承するため、技術・技能継承に対する支援を行うととも
に、若い世代への技術・技能伝承活動を支援することが課題であった。
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２

主要施策の実施概要

(1)国際水準の知的基盤の強化
①北九州学術研究都市の機能の充実

（海外大学との学術交流の推進）
北九州学術研究都市に海外からの優秀な人材を受け入れるため、公募により選定された
民間事業者が学術研究都市内の市所有地に建設した留学生向け住宅 200 戸を市が一括して
借り上げ、留学生に廉価で供給している。
また、アジアの中核的な技術発信拠点の形成へ向け、アジア地域等の海外大学と北九州
学術研究都市等の大学が行う共同研究及び連携プロジェクトに対して、実施主体である（公
財）北九州産業学術推進機構（FAIS）を通じて共同研究費用の一部を支援している。

（学術研究都市の知的基盤としての機能の拡充）
北九州学術研究都市の産学連携施設や会議場等の施設、環境エネルギーセンター等の付
帯施設について指定管理者制度を導入し、維持管理や運営だけでなく、大学施設等特有の
図書室の運営業務、情報通信基盤の運営などを実施し、サービスの向上及び施設の利用促
進を図っている。
また、FAIS が行う大学間連携事業のほか、産学連携フェアやひびきのサロン等の様々な
産学連携事業を実施し、研究者や進出企業の連携を支援することにより、知的基盤の充実
を図っている。
②大学などの教育研究機能の充実

（大学の高度化・活性化）
北九州市立大学において、副専攻の導入や環境技術研究所の設置により、高度人材の育
成や研究開発機能の充実を図るとともに、高度なマネジメント能力を備えたリーダーを養
成するため、ビジネススクールにおける教育研究を促進している。
また、市内大学などの教員や研究員等が行う調査・研究等に対しての助成と、市内の大
学等が連携して実施する学生の教育などの取り組みに対しての助成を行い、本市の大学等
における学術・研究の振興を図っている。
さらに、市全体の若年層人口の増加によるまちのにぎわいづくり、教育研究機関の集積、
活性化を図る観点から、市内４年制大学を掲載したタブロイド版の発行や、市内高等教育
機関及び学研都市についての広告掲出等を行っている。

（新たな大学等の誘致）
市内での大学等の集積及び教育研究機能の強化を促進するとともに、若年層の人口増加
を図るため、市内において大学等または学部等を新設、または収容定員を増加する学校法
人等に対して、その経費の一部を補助金として交付している。
③最先端の研究開発を担う人材の確保・育成
FAIS が行う大学間連携事業のほか、産学連携フェアやひびきのサロン等の様々な産学連
携事業を実施し、研究者や進出企業の連携を支援することにより、知的基盤の充実を図っ
ている。
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④シンクタンクを活用した調査・研究機能の強化
北九州市立大学都市政策研究所では、中心市街地活性化に寄与する都市計画研究や、地
域の経済、社会、環境などに関する研究を推進している。
また、国際東アジア研究センターでは、環境政策や社会経済などの分野における市への
政策提言、市民・地域企業への情報発信、国内外の研究機関との連携による高度な調査研
究などに取り組んでいる。
(2)産業を支える人材の創出
①成長産業を支える高度人材の育成
北九州地域の産業人材を育成していくことを目的に「北九州地域産業人材育成フォーラ
ム」を組織し、地域の理系学生を対象とした長期インターンシップ事業などを実施してい
る。
カーエレクトロニクスに係る人材育成については、2009 年度に北九州学術研究都市内の
3 大学院（北九州市立大学、九州工業大学、早稲田大学）と FAIS、北九州市が連携して「北
九州学術研究都市連携大学院カーエレクトロニクスコース」を開設し、完成車メーカーや
電装品メーカー等に人材を輩出している。
半導体産業に係る人材育成については、FAIS 半導体技術センターにおいて、北九州学術
研究都市に集積した大学等の知的基盤を活用して、半導体設計や実装等に関する研究プロ
ジェクトを推進するとともに、ベンチャー企業の育成・支援を行うため半導体設計・評価
環境の提供や、企業技術者・学生を対象にした設計やアプリケーション技術に関する実践
的な講座を実施している。
②地域企業の中核となる人材の育成
戦略的思考を有する経営リーダー、社内変革推進者、高度技術を持った人材など、企業
の経営革新に大きな役割を担う中核人材を創出・育成するため、テーマ別、階層別の専門
講座を実施している。
③アジアなどの架け橋となる人材の育成
北九州学術研究都市に海外からの優秀な人材を受け入れるため、公募により選定された
民間事業者が学術研究都市内の市所有地に建設した留学生向け住宅 200 戸を市が一括して
借り上げ、留学生に廉価で供給している。
また、FAIS が行う大学間連携事業のほか、産学連携フェアやひびきのサロン等の様々な
産学連携事業を実施し、研究者や進出企業の連携を支援することにより、知的基盤の充実
を図っている。
(3)技術・技能の伝承
①中小企業の後継者育成の支援
中小企業の円滑な事業承継に向けて、経営者や後継者を対象に事業承継セミナーを開催
している。
また、中小企業の後継者や若手経営者に体系的に経営スキルを身につけてもらうため、
北九州市立大学の経営情報学科（科目等履修生制度）、同大学院マネジメント研究科（ビ
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ジネススクール）の履修者に対し、助成を行っている。
②技術・技能を継承する人材の育成

（「北九州マイスター」の認定）
2001 年度から北九州マイスター制度を創設し、工業系製造業の分野において全国屈指の
技能者を北九州マイスターとして認定・表彰している。また、北九州マイスターの持つ高
度な技能を継承するため、講演・技術指導等を実施している。

（「北九州技の達人」の認定）
2004 年度からは、工業系製造業の分野だけでなく、和裁・洋裁・調理等の生活関連・サ
ービス系職種を含む全産業分野において、長年にわたり技能を磨き、実績が顕著に認めら
れる技能者を北九州技の達人として認定・表彰している。また、北九州技の達人が持つ高
度な技能を継承するため、講演・実演活動を実施している。
Ⅰ 人を育てる～子育て・教育日本一と創造性あふれる人材の輩出
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
（２）産業を支える人材の創出

北九州学術研究都市における大学
間連携の強化や海外大学などとの広
北九州学術研究都市や地域の大学などにおける研 域的な連携を展開し、企業ニーズに
究開発機能・人材育成機能を強化し、アジアの技術革 対応した教育を推進して、地域から
アジアまで、産業の高度化を幅広く
新をリードする知的基盤の実現をめざします
支える特色ある人材の育成を図りま
す。

方針

主要施策

担当局

①北九州学術研 ・イノベーション機能の充実
究都市の機能 ・大学・研究機関の充実・強化
・企業ニーズに応える技術の創
の充実
出・提供や研究成果の事業化・
製品化をサポートする仕組み
の構築
②大学などの教 ・既存の大学の高度化・活性化
育研究機能の ・新たな大学等の誘致
・北九州市立大学ビジネススクー
充実
ルなどにおける教育研究の促
進
③最先端の研究 ・世界レベルの研究をリードする
開発を担う人 有為な人材の確保と育成
材の確保・育
成
④シンクタンク ・市内の研究機関の連携による機
を活用した調 能強化
査・研究機能
の強化
①成長産業を支 ・北九州学術研究都市における大
える高度人材 学連携の強化
・産業界のニーズに対応した教育
の育成
を推進することによる実践的
な人材育成や、大学の重点的な
取り組みの支援
②地域企業の中 ・製造の中核となる企業人の教育
核となる人材 の充実
・新規学卒者の地元就職の支援
の育成

主な個別事業

産業経 ・海外連携プロジェクト助成事業・
済局 ・学術研究拠点推進事業
・学術研究都市管理運営事業
・留学生宿舎管理運営事業
産業経 ・学術・研究振興事業
済局 ・高等教育機能充実事業
・大学等誘致・整備促進助成事業
・北九州市立大学運営事業
産業経 ・学術研究拠点推進事業
済局

総務企 ・（公財）国際東アジア研究センタ
画局
ー補助金
産業経 ・北九州市立大学運営事業
済局
産業経 ・地域産業人材育成事業
済局 ・新産業創出研究開発強化事業

産業経 ・経営リーダー育成支援事業
済局

③アジアなどと ・環境技術に関する人材育成教育 産業経 ・学術研究拠点推進事業
済局 ・留学生宿舎管理運営事業
の架け橋とな の充実
る人材の育成 ・優秀な留学生の確保主要施策

本市のものづくり産業の歴史
を支え、これまで企業で培われて
きた高度な技術やノウハウを継
承するため、技術・技能継承に対
する支援を行うとともに、若い世
代への技術・技能伝承活動を支援
します。

（３）技術・技能の継承

①中小企業の後 ・中小企業の後継者の育成、事業 産業経 ・事業承継セミナー（経営リーダー
済局
育成支援事業）
継者育成の支 継承の支援
・がんばる！中小企業元気発進応援
援
プロジェクト
②技術・技能を ・優れた技術者・技能者の表彰 産業経 ・技能伝承支援事業
継承する人材 ・卓越した技能や蓄積された産業 済局 ・産業技術保存継承センター管理運
営事業
技術の継承、人材育成の取り組
の育成
・北九州マイスター事業
み
・北九州技の達人事業
・北九州マイスターヘルプデスク事
業
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（技能伝承の支援）
全国屈指の卓越した技能者として認定された北九州マイスターが、マイスターならでは
の“匠の技”をプロの技能者に伝授する「北九州マイスター匠塾」を実施している。
また、工業高校生のものづくりに対する意欲と技術力を向上させるため、北九州マイス
ターが“匠の技”を高校生に伝授する「匠に学ぶ技能講習会」を実施し、講習会の後には、
その成果を競う技能競技大会を開催している。
2012 年度からは上記の取り組みに加え、北九州マイスターが企業に出向き技術指導を実
施する「北九州マイスターヘルプデスク事業」を開始している。

（産業技術保存継承センター）
本市が蓄積してきた３つの資産である「人材」「技術」「産業遺産」を活用しながら、
「人材活用・育成」「産業技術の保存継承」「技術革新（イノベーション）の機会創出」
を行うことを目的に、2007 年 4 月に北九州産業技術保存継承センターを開館し、指定管理
者制度を導入して管理・運営を行っている。

３

施策の成果、効果等に関する評価

(1)国際水準の知的基盤の強化
①北九州学術研究都市の機能の充実
学研都市には、2012 年 4 月時点で大学が 1 学部 4 大学院、研究機関が 16 機関、企業が
52 社進出しており、前年に比べ研究機関が 1 機関増加している。
学研都市内の大学や入居企業・研究機関の評価（「評価する」と回答した割合）は、2010
年度が 93％、2011 年度が 87％と目標の 60％を大幅に上回っており、学研都市の取り組み
が高い評価を得ている様子がうかがえる。なお、産学連携施設の稼働率は、2009 年度が 36％、
2010 年度、2011 年度がいずれも 38％と目標の 30％を上回っており（表 1）、入居者等に
有効に活用されていると考えられる。
海外大学と学研都市の大学の共同研究件数（累計）は、2009 年度が 63 件、2010 年度が
77 件、2011 年度が 95 件と順調に推移しており（表 2）、海外の研究機関との交流を促進
している。
②大学などの教育研究機能の充実
大学等の新設件数は、2009 年度が 1 件、2010 年度、2011 年度がいずれも 2 件となって
おり、これら 5 件の新設により増加した定員数は 840 人に上っている（表 3）。
市内の大学などに所属する教員等に対する調査研究助成金の申請実績は、2009 年度から
2011 年度まで毎年目標である 30 件を上回っている（表 4）。
北九州市立大学については、北九州市地方独立行政法人評価委員会から、すべての項目
について A（計画通り）との高い評価を得ている。
③最先端の研究開発を担う人材の確保・育成
学研都市内の研究者数は、2008 年度の 308 人から 2010 年度には 330 人まで増加したが、
2011 年度に減少に転じ 2012 年度は 296 人と 2008 年度を下回っている。また、学研都市
内の学生数は、2008 年度の 2,187 人から 2011 年度には 2,354 人まで増加したが、2012 年
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度はやや減少して 2,239 人となっている（表 5）。若年層の人口が減少する中、研究者や学
生の維持・増加が課題である。
④シンクタンクを活用した調査・研究機能の強化
国際東アジア研究センターの研究実績（研究プロジェクト報告、研究論文など）の数は、
2009 年度が 14 件、2010 年度が 19 件、2011 年度が 24 件と増加しており、目標の 10 件を
大きく上回っている。収入に対する研究受託収入の比率は、2009 年度の 5.3％から 2011 年
度には 11.7％に上昇しており、外部からの評価が向上していることがうかがえる（表 6）。
また、2009 年度にパワーエレクトロニクスに関する研究体制が整備されるなど、調査・研
究機能が強化されている。
(2)産業を支える人材の創出
2011 年度から実施している「北九州地域産業人材育成フォーラム」の長期インターンシ
ップは、実施企業数 33 社（目標は 30 社）、参加人数 59 名（目標は 45 名）といずれも目
標を上回っており、順調な滑り出しをみせている。同事業は、学生に職業体験を提供する
ことによる人材育成と同時に、専門的な人材の市内への定着や地域企業の人材確保にもつ
ながる取り組みとして期待される。
中小企業向け人材育成講座は、テーマ別・階層別に 5 講座 12 コースが設置されており、
その受講者数は 2009 年度の 382 人から 2011 年度には 435 人に増加し、目標の 430 人を上
回っている（表 7）。
学研都市内の留学生数をみると、2008 年度の 474 人から 2010 年度には 552 人まで増加
したものの、2011 年度に減少に転じ 2012 年度は 496 人に減少している（表 8）。2011 年
3 月に発生した東日本大震災と原発事故が影響を与えている可能性もあり、風評の回復によ
る今後の増加が望まれる。しかし、学研都市の留学生の約 8 割が中国人であることから、
最近の尖閣諸島問題を契機とした中国における反日感情の高まりが新たな懸念材料となっ
ている。
なお、2012 年度の「企業における市政満足度等調査（参考資料 2）」の結果をみると、
学研都市や市内の大学が企業を支える人材の育成・供給の場として役立っていると感じて
いる企業の割合は 25.0％と 2009 年度の調査結果から 0.6 ポイント上昇しており、市内企業
の満足度には若干の改善傾向がみられる。
(3)技術・技能の伝承
中小企業の後継者や若手経営者向けに実施しているビジネススクール受講者への助成に
ついては、2010 年度は対象者がいなかったが、2011 年度は 7 名が助成金の交付を受けて
おり、目標の 4 名を上回っている。
事業承継セミナーの受講者数は、2009 年度は 38 人、2010 年度は 26 人と目標を下回っ
ていたが、2011 年度は 50 人と目標（50 人）に達している（表 9）。
「北九州マイスター」は 2011 年度時点で 39 人が認定されており、目標（2013 年度まで
に 40 人）に迫っている。プロの技能者を対象とする「北九州マイスター匠塾」の受講者数
（累計）は、2009 年度の 372 人から 2011 年度には 430 人へと目標（2013 年度までに 500
人）に向けて順調に増加している（表 10）。また、高校生を対象とする「匠に学ぶ技能講
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習会」の受講者数（累計）も、2009 年度の 12 人から 2011 年度には 73 人に達している（目
標は 2013 年度までに 100 人）。中小企業において熟練技能者の高齢化、退職が進む中、こ
れらの取り組みは技術・技能の伝承に重要な役割を果たしていると考えられる。

４

今後の課題

●学研都市の第2期事業の中核となる大学等の誘致
学研都市では、2006 年度に完了した第 1 期事業（約 121ha）に続いて、第 2 期事業（約
136ha）が 2002 年 4 月から 2014 年度まで行われることになっており、現在、北部地区の
整備が進行中である。第 2 期事業予定地で中核となる大学等の研究機関を国内外から誘致
することが課題であり、併せて企業や企業関連研究機関の誘致についても検討する必要が
ある。全国的に若年層の人口が減少を続ける中、大学等の誘致は容易ではなく、補助金の
給付など効果的な誘致策について検討する必要がある。
なお、検討中となっている第 3 期事業（約 68ha）の着手については、第 2 期事業の進捗
と成果を勘案して判断することが望ましいと考えられる。
●地元学生と地元企業のマッチング
2012 年度の「企業における市政満足度等調査（参考資料 2）」の調査結果では、学研都
市や市内の大学が企業を支える人材の育成・供給の場として役立っていると「感じていな
い」企業の割合が約 5 割を占め、「感じている」企業の割合を大幅に上回っている。その
理由としては、「市内の大学とこれまで接点がない」、「市内の大学にどういった人材が
いるのか情報が不足している」との回答が多く、地元企業と地元大学の接点を増やすこと
や、地元企業と地元大学生のマッチングが課題といえる。
また、就職活動をする学生が大企業に殺到する一方で、中小企業が学生を求めているに
もかかわらず採用が難しいというミスマッチが生じているとの声が地元中小企業からは聞
かれる。研究開発型企業に目が向けられがちであるが、そのような企業は少数であること
から、理工系の高度人材のみならず、文系も含め一般的な地元企業が求める人材を供給す
る観点から、地元学生と地元企業のマッチングを推進する必要があろう。地域の学生の多
くが他地域の企業に就職しているが、上記のようなミスマッチを解消できれば、地元企業
のニーズを満たすと同時に、地域の生産年齢人口の増加にもつながり、地域の活力を高め
ることにつながると考えられる。
●留学生と地元企業のマッチング
留学生は両国の言語、文化を理解し、ビジネスにおいても大きな力を発揮する存在であ
り、アジア諸国が成長を続ける中、アジアとの架け橋となる人材として期待される。地元
企業が留学生を海外展開のための人材として活用するためには、留学生への日本語教育や
地元企業とのマッチングに一層力を入れるなどして、留学生の地元企業への就職を推進す
ることも重要であろう。
【参考資料】
1）北九州産業学術推進機構「FAIS 2011 年度 事業報告書」（2012）
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表 1 学研都市の産学連携施設の稼働率
年度
2009
2010
実績
36％
38％
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
38％

表 2 海外大学と学研都市の大学の共同研究件数（累計）
年度
2009
2010
実績
63 件
77 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
95 件

表 3 大学等の新設
年度
2009

学校名
麻生情報ビジネス専門学校北九州校
九州女子大学
2010
九州医療スポーツ専門学校
九州栄養福祉大学
2011
北九州看護大学校
資料：北九州市議会事務局「調査」

内 容
ゲームクリエータ科の新設（30 人）
人間科学部の改組（120 人）
鍼灸学科の新設（90 人）
リハビリテーション学部の設置（480 人）
新設（120 人）

表 4 調査研究助成金の申請実績
年度
2009
2010
実績
30 件
33 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
30 件

表 5 学研都市内の研究者数及び学生数
年度
2008
研究者数
308 人
学生数
2,187 人
資料：北九州市議会事務局「調査」

2009
328 人
2,227 人

2010
330 人
2,324 人

2011
312 人
2,354 人

2012
296 人
2,239 人

表 6 国際東アジア研究センターの研究実績等
年度
研究実績(研究プロジェクト報告、研究論文等)の数
収入に対する研究受託収入の比率
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2009
14 本
5.3％

2010
19 本
7％

2011
525 人

2012
496 人

2011
24 本
11.7％

表 7 中小企業向け人材育成講座の受講者数
年度
2009
2010
実績
383 人
425 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
435 人

表 8 学研都市内の留学生数
年度
2008
実績
474 人
資料：FAIS 「2011 事業報告書」

2009
518 人

2010
552 人

表 9 事業承継セミナーの受講者数
年度
2009
2010
実績
38 人
26 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 10

2011
50 人

北九州マイスターによる実技指導の受講者数
2009
372 人
12 人

年度
「北九州マイスター匠塾」の受講者数（累計）
「匠に学ぶ技能講習会」の受講者数（累計）
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

35

2010
407 人
40 人

2011
430 人
73 人

Ⅰ-３
１

まちづくりを支える人材の育成

施策の背景と重点課題

①施策の背景
まちづくりを支える市民の主体的な意識が育つためには、生涯学習やボランティア活動な
どの学びや体験が重要である。北九州市では旧 5 市時代から地域における学習支援体制の充
実を図ってきたが、1960 年代以降は、中学校区ごとに地域公民館、各区に中央公民館を設置
し、組織的な公民館事業を展開してきた。それらの実績を継承し、1994 年以来、保健福祉、
コミュニティ、生涯学習の活動拠点として、概ね小学校区ごとに「市民センター」の整備を
進め、現在はその整備がほぼ完了し、それぞれの地域で様々な生涯学習やボランティア活動
が行われている。2003 年には各区の中央公民館を「生涯学習センター」に変更し、その中核
として小倉北区に設置された「生涯学習総合センター」では、学習情報の提供、学習相談、
人材育成、調査研究など、社会教育・生涯学習の専門機関としての取り組みを行っている。
以上のように、北九州市では、市レベル、区レベル、地域レベルで生涯学習を支える体
制がつくられ、教育委員会と区役所や関係部局が連携して生涯学習を通じた"まちづくり人
材"の育成を進めるようになった。しかし、市民センターを中心とした人材育成が十分に機
能しているとはいえない面もあり、将来的には地域活動を担う人材の不足が危惧される状
況にある。そのなかで、地域活動をリードする人材育成を担う「生涯学習総合センター」
の役割が、大きなものとなっている。
ボランティア人材の育成については、「高齢化社会対策総合計画第一次実施計画」に基
づいて、市独自の施策として、1992 年に「社会福祉ボランティア大学校」を設置し、ボラ
ンティア活動の啓発や人材育成を進めてきた。また「市民活動サポートセンター」におい
ても NPO 法人やボランティア団体の人材育成を支援する取り組みを進めてきた。
さらに、環境人材の育成について、2004 年に策定した「世界の環境首都のグランド・デ
ザイン」では、行動原則として「優れた環境人財を生み出すこと」を打ち出し、さらに、
2006 年に「北九州市環境人財育成総合計画」を策定し、一般市民から環境リーダー、専門
家までを包括する人材育成を図ってきた。
②重点課題
防犯・防災や環境、教育、福祉など地域を取り巻く課題は複雑化、多様化する一方で、
厳しい財政状況のもとで行政ができることには限界があり、市民との協働は不可欠である。
しかし、これまで地域活動を支えてきた人材の高齢化が進み、新たな地域リーダーの育成
が大きな課題となっていた。また、ボランティアや NPO などの市民活動を担う人材は拡が
りをみせているが、今後、地域のことは地域で解決するための活動力や調整力の一層の向
上が期待されている。さらに、環境人材の育成は、世界の「環境首都」を目指す北九州市
において、特に力を入れて取り組むべき課題となっていた。
まちづくりを支える人材の育成には、様々な学びや体験の機会とともに、学んだ成果を
活かすことができる機会の拡充が必要である。活動意欲のある人材に一人でも多く地域活
動への参加を促すことが課題であり、とりわけ、団塊の世代や若い世代の参加を促進する
ための対策の強化が必要となっていた。
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２

主要施策の実施概要

(1)市民がいきいきと学び合える環境の整備
①多様な学習機会や学習情報、学びの場の提供
地域づくりの拠点である市民センターにおいて、地域の特色を生かした講座や市民の学
びのニーズに合った内容の講座など多様な学習機会が提供されており、その推進役として、
学習機会や人材など地域に関する様々な情報の収集や提供などを行う「生涯学習推進コー
ディネーター」の配置を進めている。
また、講師や指導者として知識・経験、技術などを役立てたいという個人や団体を登録
し、市民に紹介する地域人材バンク（生涯学習人材バンク）の充実を図っている。
図書館については、若松図書館島郷分館の建て替え、門司図書館大里分館の移転・建て
替え、八幡西図書館（文化・交流拠点地区）の整備などを行った。また、2013 年度内のオ
ープンに向けて、戸畑図書館の移転・整備（旧戸畑区役所庁舎再整備）を進めている。さ
らに、小倉南区における図書館整備について調査検討を行っている。
②教育関係施設の連携による人材育成
複数の施設を一体的に活用した総合的な学習機会の提供を図っており、その代表的な取
り組みである到津の森公園環境学習プログラムは、「ほたる館」、「水環境館」、板櫃川
「水辺の楽校」、「洞海ビオパーク」と連携し、環境や命の大切さなどを学習するプログ
ラムを実施している。
(2)地域活動を推進する人材の育成
①地域活動をリードする人材の育成
地域における生涯学習活動の活性に向けて、保護者の子育てに対する負担軽減を図るた
め、地域において子育てを支援する「子育てサポーター」の養成を行っている。
生涯学習総合センター主催の「北九州市民カレッジ」では、専門的かつ高度な学習機会
を提供するとともに、社会貢献できる人材の育成に向けて、まちづくりや現代的課題に関
する講座の充実や、学んだ成果を活かすことができる仕組みづくりなどを進めている。ま
た、生涯学習を推進する人材を育成するために「生涯学習指導者育成セミナー」を実施し
ている。
②地域を支えるボランティアの育成
NPO 法人やボランティア団体などの市民活動を支援するため、「市民活動サポートセン
ター」を中心に、相談や情報の提供、人材育成のための研修事業などを行っている。
北九州市社会福祉協議会の「ボランティア・市民活動センター」では、相談・登録、広
報・啓発、人材養成などの総合的な取り組みを行い、各区のボランティア・市民活動セン
ターにおいても、ボランティアの募集や基礎的な研修などを行っている。
また、「社会福祉ボランティア大学校」では、ボランティアの入門者、活動者、リーダ
ー、さらに、福祉団体や福祉施設、民間企業などの関係者を対象とする各種の研修・講座
を実施している。
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③団塊の世代の活用
生涯現役型社会の環境づくりに向けて、団塊の世代を中心とした市民の知識や技術、経
験、人脈を地域で活用できる仕組みづくりを進めている。
年長者研修大学校では、高齢者を対象とした講座を通じた生きがいづくりや仲間づくり
に加え、地域活動や社会貢献活動を担う人材の育成を進めている。
また、判断能力の低下した高齢者などをサポートする成年後見業務を担う「市民後見人」
の養成や活用に向けた取り組みを行っている。
(3)優れた環境人材の育成
①低炭素社会総合学習システムの構築
「世界の環境首都」「環境未来都市」の基盤となる持続可能な社会の実現に向けて、そ
の原動力となる「市民環境力」の向上を目指し、多世代の市民が能力や意欲に応じて、環
境学習を行うことができる仕組みづくりを進めている。特に子どもの頃から、環境に関す
る知識や行動力を身につけるなど、次世代を担う人材づくりをはじめ、地域活動の核とな
る ESD の視点を持った環境活動のリーダーを育成し、地域住民の自立的・自発的な環境行
動を促す取り組みを行っている。
具体的には、2010 年度は、有識者・地元関係者からなる「低炭素社会総合学習システム
検討会」を立ち上げ、今後のシステム構築に向けての指針となる意見のとりまとめを行っ
た。2011 年度は、本市の恵まれた自然や充実した環境関連施設等を結びつけ、エコツアー
などまち全体で楽しく環境学習が行われるよう、バスガイドや観光関係者、環境関係ボラ
ンティアなど身近な場所で活躍している人材に環境ガイド研修を実施し、モデル的にエコ
ツアーを開催し、約 2,800 人の参加を得た。また、環境情報の発信拠点として、小倉駅の
総合案内所に「環境情報コーナー」を試験的に設置するとともに、ホームページを開設し、
環境施策や関連施設のイベント情報等を分かりやすく発信している。
さらに、北九州市は、国連など世界規模の取り組みである「持続可能な開発のための教
育（ESD）」(1)を推進するため、市民、NPO、企業、大学等が加盟する北九州 ESD 協議会
を中心に、パートナーシップによる幅広い分野での ESD を進めており、ESD の地域拠点
（RCE）の認定も受けている。具体的には、市民における ESD 活動の認知度及び普及啓発
を図るため、地域活動の核となる市民センター館長や社会教育主事等にコーディネーター
講座を行うなど、活動を担う人材育成研修を行っている。
未来の環境人材育成のための取り組みとしては、小学生向けの環境教育副読本やワーク
ブックの作成、子どもリーダーの育成を図る「北九州市環境キャラバン」など、また、環
境学習や環境行動をあらゆる年齢層へ広げていくための取り組みとしては、「北九州市環
境首都検定」やエコツアーなどを行っている。「北九州市環境首都検定」では、公式テキ
ストの作成や上級編やダブル受検といった区分の新設など、内容の工夫・充実を行ってい
る。
②環境人材のスキルアップと活用
持続可能な社会づくりに欠かせない環境人材の育成を図るため、環境学習サポーターや
ESD コーディネーターの育成等、多様な団体と協働して環境人材の育成と活用をつなぐ仕
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組みの整備を図っている。さらに市民環境力のさらなる向上を目指して環境ミュージアム
のリニューアルや新たな体験型環境学習プログラム「北九州地球の道」の整備を行った。
また、北九州市が、アジアの環境人材育成の拠点としての役割を果たすために、北九州
学術研究都市の大学・研究機関や（公財）北九州国際技術協力協会（KITA）などを活用し
て研修生の受け入れを行っている。
Ⅰ 人を育てる～子育て・教育日本一と創造性あふれる人材の輩出
３ まちづくりを支える人材の育成
市 民セ ン ター や 教育 施設 な ど を 活
用しながら、一人ひとりが生きがい
や自己実現を実感できるよう、生涯
学習を推進します
住 民 主体 の 地 域 活動 を 促 進す る ため 、生
涯学 習 な ど に よ る 地域 リー ダ ー の 育成 、市
民 活 動 への 支 援 な ど に よ るボ ラ ン ティ ア の
育成を図ります。
また 、人材 の 育成 にあたって は 、団 塊の
世代を 中心と したこれから高 齢 期を迎え る
市 民や 、 女 性 の 活 用 を 図 る と と も に 、 働 き
盛 り の 世 代が 地 域 活 動 に 参 加 し や す い 環 境
づくりを進めます。

（１）市民がいきいきと学び合え
（２）地域活動を推進する人材の育成
る環境の整備

方針

主要施策

担当局

主な個別事業

①多様な学習 ・市民が気軽に学びを継続 教育委 ・黒崎副都心「文化・交流拠点
地区」整備事業
機会や学習 するための学習機会や学 員会
・大里柳市民センター・門司図
情報、学び 習情報の提供（生涯学習
書館大里分館整備事業（図書
市民講座の実施や生涯学
の場の提供
館）
習推進コーディネーター
・旧戸畑区役所庁舎図書館活用
の配置）
事業
・図書館の充実など、社会
・生涯学習活動促進事業
教育施設の整備・充実
・生涯学習推進コーディネータ
ー配置事業
・地域人材バンクの整備
②教育関係施 ・複数の既存施設を一体的 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
設の連携に に活用した総合的な学習
よる人材育 機会の提供
成
①地域活動を ・生涯学習活動を通じ、市 教育委 ・北九州市民カレッジ事業
リードする 民が意欲や能力に応じて 員会 ・子育てネットワークの充実
学んだ成果を活かすこと
人材の育成
ができる仕組みづくり
②地域を支え ・ボランティアに関する情 市民文 ・NPO・ボランティア活動促進
事業
るボランテ 報提供、市民活動への支 化スポ
ーツ局
援などの実施
ィアの育成
保健福 ・ボランティア活動促進事業
祉局 ・社会福祉ボランティア大学校
運営委託
③団塊の世代 ・社会貢献型の人材バンク 保健福 ・権利擁護・市民後見促進事業
祉局 ・年長者研修大学校の充実
などとの連携
の活用
・団塊の世代を中心とした
市民の知識や技術、経験、
人脈を地域で活用できる
仕組みづくり

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
を推進し、学校、家庭、地域などの様々な
機会・場での環境教育・環境学習の充実を
図り、子どもから高齢者まで、あらゆる世
代の環境意識を高めます。また、地域にお
ける環境活動のけん引役となる人材、さら
には、専門的かつ実践的な知見を身につけ
た人材が数多く育成され、国内外へ輩出さ
れるまちをめざします。

（３）優れた環境人材の育成

①低炭素社会 ・持続可能な開発のための 環境局 ・ESD 推進事業
・北九州市環境首都検定
総合学習シ 教育（ESD）の推進
・北九州環境みらい学習システ
ステムの構 ・様々な機会・場で環境教
ム推進事業
育・環境学習の充実
築
・実践的な低炭素社会総合
学習システムの構築

②環境人材の ・環境学習や環境活動を推 環境局 ・アジアの環境人材育成拠点形
成事業
スキルアッ 進・支援する環境リーダ
・環境ミュージアム及び北九州
ーの育成
プと活用
エコハウス維持管理事業
・環境人材の育成と活用を
つなぐ仕組みの整備
・環境人材データの集積
・低炭素社会が求める技術、
システム体制、人材の育
成の強化

39

３

施策の成果、効果等に関する評価

(1)市民がいきいきと学び合える環境の整備
○生涯学習環境への市民満足度
2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」によると「北九州市は生
涯にわたって自由に学び、その成果を活かした活動を行う環境が整っていると感じますか」
という質問に対し、「とても感じている（7.1％）」と「ある程度感じている（36.2％）」
のいずれも 2009 年度の調査結果を上回っており、生涯学習環境への評価は高まっている。
ただし、「ほとんど感じていない（3.8％）」、「あまり感じていない（19.8％）」とい
う回答が約 1/4 であり、その理由として最も多いのは「実施されている活動の内容や日時に
関する情報が少ない（59.4％）」ということであった。
①多様な学習機会や学習情報、学びの場の提供
生涯学習の場として市民センターの役割が大きくなり、各種の「生涯学習市民講座」が
開設され、地域の特色を生かした自主的な講座も企画、実施されている。講座の多くは余
暇活動や趣味活動であるが、子育て、環境、健康・医療、まちづくり、防犯・防災など地
域課題に関する講座は約 1／4、延べ参加者数では約 1／3 となっている。
市民センター館長アンケート

1）によると、生涯学習について「とても活発（42.4％）」

と「どちらかと言えば活発（48.9％）」を合わせて９割以上が『活発』と評価している。ま
た、市民センターの利用者アンケート

1）によると、生涯学習活動について大部分の利用者

が「満足（83.1％）」している。市民センターの会議室などの利用度も高く、現在の活動で
飽和状態となっているセンターもある。
しかし、「生涯学習市民講座」の開設数や延べ参加者数は 2008 年度をピークに漸減して
いる（表 1）。実参加者数の約 4 割が 65 歳以上であり、20、30 歳代は 1 割以下という状
況である。
また、全市民センターへの配置を目標としている「生涯学習推進コーディネーター(2)」の
数も減少し（表 2）、目標との乖離が拡がっている。
以上のように、市民センターにおける生涯学習活動は、高齢者を中心に利用者の評価は
高いが、施設規模の限界や活動をコーディネートする人材の不足などによって、新しい参
加者の受け入れや活動内容の充実について難しい状況も見受けられる。
②教育関係施設の連携による人材育成
複数の教育関係施設を活用する事業として、「到津の森公園環境学習プログラム」では、
小学生を対象に、テーマ横断的な総合的な体験学習プログラムを提供しているが、参加者
数は目標を上回って年々増加している（表 3）。生きものとの出会いやふれあいによる体験
活動を通して、生命の大切さや自分を取り巻く環境について考え、理解を深める場として、
有効性の高い活動ができているといえる。
(2)地域活動を推進する人材の育成
①地域活動をリードする人材の育成
市民センターの「生涯学習推進コーディネーター」については、全館配置を目指して地
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域人材の発掘・育成を図っているが、市民センターの半数の設置にとどまっている。また、
同じく市民センターでボランティア活動を行う「子育てサポーター」は登録者数が増加し、
すでに目標に達し（表 4）、地域における子育て支援のリーダーとして存在感が高まってい
る。「生涯学習推進コーディネーター」と「子育てサポーター」は活動分野や役割は異な
るが、合同で研修会を実施するなど、意見交換、情報交換、相互理解、スキルアップなど
を図る機会を設けている。
生涯学習総合センターでは、主催する「北九州市民カレッジ事業」において、市民セン
ター館長、生涯学習推進コーディネーター、地域リーダーなどの資質向上を目的に「まち
づくり・人材育成系コース」の充実が進んだ。また、市民カレッジの「総合・教養系コー
ス」や「高等教育機関提携コース」などの受講者も自ら主体的に学ぼうとする意欲を持つ
人達であり、地域社会に貢献する可能性は高いと思われる。そのような観点から市民カレ
ッジへの参加状況をみると、講座数、受講者数とも増加傾向にあり（表 5）、人材育成の場
としての重要性が高まっているといえる。さらに講座修了生自らが新たに独自の講座を企
画・運営するなど、学んだ成果を活かしたいという気運も高まりつつある。
②地域を支えるボランティアの育成
「市民活動サポートセンター」は、市民活動団体の情報交換や交流を支援するとともに
新たに NPO 法人を設立したり市民活動に携わりたいと考えている市民への情報提供や相
談、受付などを行っている。その登録団体数や利用者数は増加しており（表 6・表 7）、NPO
法人数も増加している（表 8）。さらに 2012 年度から NPO 法人の認証・認定業務を担う
ようになったことから、各種の市民活動に対する支援拠点として「市民活動サポートセン
ター」の役割は高まっているといえる。
福祉分野でのボランティア活動に関する取り組みの多くは北九州市社会福祉協議会が担
い、「ボランティア・市民活動センター」を窓口として、ボランティア団体とのネットワ
ークの構築、ボランティアの養成、広報・啓発などの総合的な取り組みを行っているが、
活動団体数は着実に増加している（表 9）。
また、「社会福祉ボランティア大学校」の受講者も、地域活動者向け講座の増設などに
よって増加しており（表 10）、さらに、受講者が研修後、地域で活動できるよう「ボラン
ティア・市民活動センター」との連携にも進展がみられた。
③団塊の世代の活用
1979 年に発足した「年長者研修大学校」では、高齢者の多様な学習ニーズに応えるとと
もに、“学び”を社会に活かせるような学習体系づくりを進めてきた。また、修了者が活
動するボランティア団体などへの支援も行われている。近年は、地域づくりのリーダーと
して活躍できる人材を養成するために、まちづくりに関わる幅広い学習やボランティア・
NPO 活動などの実践型学習の充実を図っている。入学資格は 60 歳以上で、2011 年度の入
学者数は 981 人と前年度を約 50 人上回った。
また、市が実施する社会貢献型の「市民後見人」養成研修の修了者数は 2011 年度までに
累計 69 人であり、その中には、北九州市社会福祉協議会の｢権利擁護・市民後見センター｣
のスタッフとして後見業務に携わっている団塊の世代もいる。
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(3)優れた環境人材の育成
①低炭素社会総合学習システムの構築
学校における環境教育については、北九州市独自の教育プログラムの作成や体験学習を
重視した取り組みを進め、資源リサイクル活動の実施校やエコツアーの参加希望校が増え
るなど環境学習活動の拡がりがみられた。
市民を対象とした環境学習は、清掃活動や植樹活動をはじめ、エコツアー、エコライフ
ステージ、北九州市環境首都検定など様々な場面で促進しているが、参加者は総じて増加
傾向にあり、環境学習活動は拡がりつつあるといえる。
なかでも「北九州市環境首都検定」は環境に関心を持つ市民の裾野を広げるものであり、
受検者数は年々増加し 2011 年度は目標を上回った（表 11）。子どもから年長者まであら
ゆる年齢層にわたり、学校や会社、家族などグループでの参加も少なくない。
また、ESD は、その概念が包括的で「教育」の捉え方も広いことなどから、市民の認知
度は 4％に止まっているが、北九州市 ESD 協議会の登録団体数は増加しており（表 12）、
また、大学間の連携や国内外との交流が進んでいる。
以上のように、様々なステージで環境学習は進展がみられる一方、自然生態系、環境産
業、環境学習施設、環境国際協力など恵まれた環境素材を総合的に結びつけて相乗効果が
生まれるようなシステムに至っておらず、その仕組みづくりが急務である。
②環境人材のスキルアップと活用
総合的な環境学習システムを支える人材として「環境学習サポーター」の役割は大きく、
環境ミュージアム館内だけでなく、市民センターや学校などへ出向いてニーズに応じた体
験型の環境学習プログラムを実施しているが、2011 年度の登録数は 68 人で前年度を下回
り、目標との乖離が拡がっている（表 13）。「環境学習サポーター」が高齢化するなかで
新しい人材の確保が課題となっている。しかし、環境ミュージアム館内における活動延べ
人数は目標を上回っており、「環境学習サポーター」個々人のアクティビティは高まって
いるといえる。月例学習会がサポーターの向学のための自主的な学習の場として機能して
おり、環境学習の担い手としての成長やスキルアップにつながっていると考えられる。
また、アジアの環境人材育成拠点化に向けた人材育成の取り組みについては、アジア地
域からの研修員の受け入れ数が順調に増加している（表 14）。

４

今後の課題

(1)市民がいきいきと学び合える環境の整備
①多様な学習機会や学習情報、学びの場の提供
ライフステージに応じた「学び」の機会の充実が必要であり、とりわけ、社会貢献や地
域課題解決に向けた講座などの充実が課題である。そのためには、市民センターにおける
「生涯学習推進コーディネーター」の活用や地域の特色を活かした独自の取り組みの促進
とともに、パッケージ型学習カリキュラムや複数の市民センターの講座を横断的につなぐ
ネットワーク型の学習システムなど新たな学習の仕組みを検討していくことが課題である。
また、生涯学習環境への不満で最も多いのは、「実施されている活動の内容や日時に関
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する情報が少ない（59.4％）」という回答であり、情報提供について改善の必要性が高い。
広報誌やインターネットなど年代に応じた様々な媒体を活用した情報提供の充実とともに、
各区や各局、生涯学習総合センターなどが別々に発信している学習機会や学習支援人材に
関する情報などを一元的に提供していくことができる総合情報提供システムの構築が課題
である。
②教育関係施設の連携による人材育成
到津の森公園などの教育関係施設を活用し、多くの人が参加できるような体験学習プロ
グラムを提供してくことが課題である。
(2)地域活動を推進する人材の育成
①地域活動をリードする人材の育成
地域活動を支える人材は様々な学びや実践を通じて育っていくと考えられることから、
地域に潜在している人材の発掘から育成まで、市民センター、生涯学習総合センター、区
役所、各局などが連携を強化し、より一層効果的な人材育成に取り組んでいく必要がある。
生涯学習総合センターの役割は高まっており、今後は、関係団体、大学、NPO、企業な
どと協働を図りながら、北九州市民カレッジの「まちづくり・人材育成系コース」などの
学習機会をより充実させていくことや、学んだ成果を地域の活動につなげていくことも、
これからの大きな課題である。
また、コムシティに新設する「八幡西生涯学習総合センター」が行う様々な人づくり支
援事業を通じて、地域の課題解決につながる人材の育成を図ることも課題である。
さらに、市民が自主的に学び、その成果を地域に還元していくような動きをつくってい
くことが重要であるが、そのための取り組みとして、地域課題解決に向けた市民グループ
などの自主的な学習を促すことが課題である。
②地域を支えるボランティアの育成
地域課題の解決に取り組む市民活動への需要が高まるとともに、「市民活動サポートセ
ンター」の役割も大きくなっていくと考えられることから、「市民活動サポートセンター」
の支援機能をさらに強化し、コムシティに入居する他の施設（八幡西生涯学習総合センタ
ー、ユースステーション、西部障害者福祉会館、国際交流協会など）のみならず、市内外
の他機関との連携を密にすることが望まれる。
③団塊の世代の活用
地域活動を推進する人材として団塊世代への期待は大きく、ソーシャルビジネスなどの
経済活動の視点も踏まえながら、社会貢献活動へつないでいく取り組みが必要であり、「年
長者研修大学校」や「北九州市民カレッジ」などを活用して、団塊世代の人材育成と自主
的な地域貢献活動を支援、促進する対策の強化が課題である。
さらに、団塊の世代の活躍も期待できる成年後見制度について、今後の需要増大に対応
できるように「市民後見人」の養成と活用を図っていく必要がある。
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(3)優れた環境人材の育成
①低炭素社会総合学習システムの構築
「低炭素社会総合学習システム検討会」での意見を踏まえ、北九州市域の「環境」に関
する素材や取り組みを再構築して、世界の環境首都の実現に向けて市民の行動変革を促す
ことができるような総合的な環境学習システムを構築していくことが課題である。
そのためには、身近な場所で、誰もが能力や意欲に応じて環境学習を行える仕組みづく
りが必要であり、そのような視点から、各環境学習施設や自然フィールドで行われている
既存の環境学習プログラムの再整理、新規プログラムの作成、エコツアーの充実、環境学
習情報の一元化、学習ネットワークづくりなどを進めていくことが課題である。
また「北九州市環境首都検定」は、市民環境力の向上や環境行動の実践につなげるきっ
かけとなる取り組みであり、今後も継続的に実施していく必要がある。
さらに、持続可能性という視点から暮らしや社会のあり方などを変えていくための学び
あいの場、人づくりの場の役割を担う ESD の視点や実践は、「世界の環境首都」を実現す
るために不可欠なものである。対象分野は環境・経済・社会のあらゆる領域をカバーする
教育である ESD は、学校教育や生涯学習などあらゆる学習機会を活用して取り組む必要が
ある。まずは市民の ESD への認知・認識を高めることが必要であり、分かりやすく実践に
つながる普及・啓発の手法の研究などの取り組みを強化していく必要がある。2013 年に開
設される「まちなか ESD センター」(3)や北九州市で開催される「第 6 回アジア太平洋 RCE
会議」などを契機として、ESD について、広く市民の関心を喚起していく必要がある。
②環境人材のスキルアップと活用
北九州市環境ミュージアムは環境教育・環境学習のセンターとしての役割を担っており、
市民だけでなく国内外から行政研修や視察も多く修学旅行のコースとしても人気がある。
2011 年度には展示内容がリニューアルされより親しみやすい施設となった。このような多
様な利用者をもつ施設の特性を活かして、今後も、様々なフィールドで活躍できる環境人
材育成拠点として活用していく必要がある。「環境学習サポーター」の確保・育成に力を
入れるとともに、市民センターや小学校、企業などにおける環境学習・活動の支援につな
げていくことが課題である。
また、「北九州市環境首都検定」の高得点者などの環境人材としての活用も検討してい
く必要がある。
【補注】
(1) ESD は「持続可能な開発のための教育」（Education for Sustainable Development）の略称であり、わが国
における「「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」実施計画」では、ESD を「一人ひとりが、世界の人々
や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革するための教育」と定義されて
いる。2002 年のヨハネスブルグサミットで日本の提案を受けて「国連 ESD の 10 年」（2005 年～2014 年）
の活動がスタートした。わが国では、各省が連携して、普及啓発、地域における実践、高等教育機関における
取り組みなどへの支援を行っている。北九州市では、市民、企業、大学等から成る北九州 ESD 協議会を中心
に ESD を推進しており、2006 年に、ESD 推進の地域拠点である RCE により認定された。（国連大学によ
り認定される RCE は、2012 年 9 月現在で世界に 101、アジア太平洋地域に 41、国内 6）
(2)「生涯学習推進コーディネーター」は 1990 年に北九州市独自の制度として発足し、地域と公民館をつなぐパ
イプ役として当時の 68 の地域公民館全館に配置されたが、2011 年度現在、市民センターへの配置数は 69
館で、ほとんど増えていない。
(3)「まちなか ESD センター」は、北九州市立大学のほか、地域 7 大学(産業医科・九州歯科・西日本工業・九州
国際・西南女学院・九州女子・九州共立大学)の連携により、2013 年春、小倉の中心市街地に開設される。そ
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こでは、ESD を中心とした実践的な教育に取り組むことで、学生の課題発見・解決能力をコミュニケーショ
ン能力、リーダーシップ等の社会人基礎能力などを育成する。

【参考資料】
1）北九州市教育委員会「北九州市生涯学習推進計画」（2011）
2）北九州市低炭素社会総合学習システム検討会「北九州環境みらい共創学習システム取りまとめ」（2010）

表 1 生涯学習市民講座参加者数
年度
2008
2009
実績
103,763 人
98,326 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
93,137 人

2011
93,874 人

2015（目標）
106,000 人

表 2 市民センターへの生涯学習推進コーディネーターの配置数
年度
2008
2009
実績
78 館
78 館
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
72 館

2011
69 館

2015（目標）
130 館（100％）

2010
3,446 人

2011
3,779 人

2013（目標）
3,600 人

2010
950 人

2011
1,061 人

2014（目標）
1,000 人

2010
651 人

2011
790 人

2015（目標）
750 人

2010
19,318 人

2011
20,428 人

2013（目標）
21,000 人

2010
384 団体

2011
348 団体

2013（目標）
480 団体

2010
263 法人

2011
293 法人

2013（目標）
330 法人

2011
769 団体

2013（目標）
-

表 3 到津の森公園環境学習プログラムの参加者数
年度
2008
2009
実績
3,406 人
3,010 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 4 子育てサポーター登録者数
年度
2008
2009
実績
779 人
827 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 5 北九州市民カレッジの受講者
年度
2007
2009
実績
712 人
716 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 6 市民活動サポートセンター利用者数
年度
2008
2009
実績
18,362 人
19,271 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 7 市民活動サポートセンターの団体登録数（累計）
年度
2008
2009
実績
308 団体
321 団体
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 8 NPO 法人数（累計）
年度
2008
2009
実績
240 法人
251 法人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 9 ボランティア団体数（累計）
年度
2008
2009
2010
団体数
744 団体
745 団体
745 団体
※：北九州市ボランティア・市民活動センターが把握している団体数
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 10 ボランティア大学校の研修の受講者数
年度
2010
2011
2014（目標）
実績
2,179 人
2,402 人
2,400 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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表 11 環境首都検定受検者数
年度
2008
2009
実績
458 人
830 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
1,058 人

2011
1,879 人

2011
72 団体

2013（目標）
76 団体

2010
72 人
2,699 人

2011
68 人
2,520 人

2013（目標）
3,000 人

表 12 ＥＳＤ協議会の登録団体数（累計）
年度
2009
2010
実績
64 団体
66 団体
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 13 環境学習サポーターの登録数
年度
2009
登録者数
80 人
館内延べ活動人数
1,881 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2014（目標）
132 人
2,200 人

表 14 アジアの環境人材研育成修員受け入れ数
年度
2009
2010
実績
439 人
389 人
※：2011 年度まで累計 2,508 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
431 人
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2012～2016（目標）
2,200 人

Ⅱ きずなを結ぶ
健康で安全・安心な暮らしの実現
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Ⅱ-１
１

信頼のきずなによる安全で安心できるまちづくり

施策の背景と重点課題

①施策の背景
生活の安全が脅かされることに不安をもつ傾向が全国的に強まっている。その背景、要
因は様々であるが、人間関係の希薄化や行き過ぎた個人主義に不安を感じる人が多い(1) 。
北九州市では、支援の必要な人を地域全体で支え合うための取り組みとして、1993 年か
ら、「地域レベル（小学校区）」「区レベル」「市レベル」の三層構造で構成される「北
九州方式」のネットワークづくりを進めてきた。地域住民をはじめ、地域団体、医療関係
者、民間企業、ボランティア、行政などが協働する仕組みであり（Ⅱ-2 参照）、全国的に
注目され多くの都市のモデルとなった。また、福祉、保健、医療の分野にとどまらず、環
境、防災、教育、住宅、交通などの分野とのネットワークも結ばれるようになった。
また、北九州市の医療環境の充実度は高く市民からの評価も高い。人口比で見た医療機
関数や病床数は大都市のなかで上位の高い水準にあり、公共・民間それぞれの医療機関の
役割分担と連携に基づいて総合的なサービス体制が構築されてきた（2）。また、市立病院の
経営改善、機能分化（特化）と併せて救急医療体制における民間の医療機関との連携が進
んでいる。しかし、市立病院の経営は厳しい状況が続いており、2008 年には若松病院から
内科医が全員撤退するといった事態が生じ、北九州市においても“地域医療崩壊”の懸念
が表面化してきた。
一方、犯罪に対する安全性について、全国的に犯罪認知件数は減少傾向にあり、北九州
市においても 2002 年以降は減少傾向にある。しかし暴力団によるものと思われる犯罪は凶
悪化し、市民や企業の不安は高まった。また、暴力団の存在が都市イメージを低下させ、
実際の犯罪発生状況以上に危険なまちというイメージを払拭できない状況が続いていた。
自然災害について、北九州市はこれまでに地震による被害はほとんどなく、国の予測に
おいても大規模な地震発生の確率は大都市のなかでは札幌市に次いで低い(3)。風水害につい
ても、1953 年（昭和 28 年）の大水害の経験を踏まえて治山・治水対策が進み、以降、大
量の死者が発生するような災害は発生していない。しかし斜面地が多いことから土砂災害
の危険箇所は多く、地球温暖化の影響といわれる集中豪雨の頻度や雨量が増大している。
また、1999 年の台風 18 号により門司区を中心とする周防灘側で大規模な浸水被害が発
生し、高潮対策の重要性が再認識された。
②重点課題
地域における支え合いの機能が弱まっているなかで、本市でも 2005～2007 年にかけて生
活保護に関連した孤立死などの問題が起こり、改めて保健・医療・福祉のサービス基盤整
備の一層の充実とそれまで培ってきた三層構造の地域福祉ネットワークをさらに充実強化
することが求められた。
最後のセーフティネットといえる生活保護については、地域の見守り・支援活動と連携
しながら“利用しやすい入口”と“安心して外に出られる出口”を保証するための制度運
用の改善が課題であった。
医療については、これまで、高齢化、少子化対策として充実を図ってきた周産期医療、
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救急医療、リハビリテーションなどの医療機能・医療体制を維持していくことが課題であ
った。また、国際化とともに危険性や不安が高まっている新型インフルエンザなどの新た
な感染症への対策も重要な課題となった。
犯罪については、高齢者を標的とした犯罪や情報通信ネットワークを悪用した犯罪の増
加が予想され、そのような新たな犯罪の傾向も明らかにしながら、市民の防犯意識を高め
ていくことが課題であった。また、暴力団対策の徹底には市民と一体となった取り組みが
不可欠であり、暴追意識の啓発は特に重要な課題であった。
また、豪雨による水害や土砂災害の増加が予想される中で、これまでの治山・治水対策
とともに、市民一人ひとりの防災知識や市民防災会、消防団などによる地域防災力の向上
など、総合的な防災対策の推進・強化が必要となった。

２

主要施策の実施概要

(1)支え合いのネットワークの充実・強化
①地域で安心して暮らせる仕組みづくり

（いのちをつなぐネットワーク事業）
地域福祉ネットワークの充実強化を図るため、地域における既存の見守りの仕組みを結
びつけ、網の目を細かくすることによって、支援を必要としている人が社会的に孤立する
ことがないよう地域全体で見守り、必要なサービスにつなげていく取り組みを行っている。
「見つける」「つなげる」「見守る」をキーワードに、地域団体はじめ民間企業など幅広
い協力体制づくりを推進している。

（適正な生活保護の実施と自立支援）
担当人員増強などによって生活保護制度を適正に運営するための体制を強化するととも
に、ケースワーカーが担当する保護世帯を生活支援と就労支援に分類するなど効率よい運
営を行うために体制の見直しを行った。
年金調査専門員による年金受給資格調査や、社会福祉士や看護師、ケアマネジャーを活
用した医療扶助・介護扶助の適正化に取り組んでいる。
また、稼働年齢層の生活保護受給者の自立支援のため、就労支援専門員や民間キャリア
カウンセラーによる就労支援体制の強化や、NPO が行う就労機会の提供などへの支援を行
っている。

（北九州市保健福祉オンブズパーソン事業）
市が実施または所管する保健福祉サービスに関する利用者及び利用希望者からの苦情に
対して、弁護士、大学教授、社会福祉士など、公正・中立な第三者である「保健福祉オン
ブズパーソン」よる面談・審理などを通じ、簡易迅速な解決に取り組んでいる。
②市民の消費生活の安定と向上
多重債務や悪質商法をはじめ消費生活上の様々な問題について、高齢者や若者への啓発
運動とともに、多重債務者に対する法律無料相談の実施など、法的専門機関などと連携し
た相談機能の強化に取り組んでいる。

49

③子育て・高齢世帯などが混在するコミュニティづくり
ファミリー世帯向け及び高齢者世帯向けの住戸がある良好な賃貸共同住宅（特優賃・高
優賃）の入居者に家賃補助を行うことで、入居支援をするとともに、子育て・高齢者世帯
が一体となったコミュニティづくりを促進している。
④居住支援の充実
住宅セーフティネット機能の充実に向けて、老朽化した市営住宅の建て替えや高齢者向
けの内部改善工事（すこやか改善工事）などを実施している。民間の賃貸住宅については、
ファミリー世帯向け及び高齢者世帯向けの住戸がある良好な賃貸共同住宅（特優賃・高優
賃）の入居支援を行っている。
また、「住まいの相談・情報提供事業」として、北九州市立商工貿易会館に「住宅相談
コーナー」を設置し、弁護士による法律相談、マンション管理、不動産取引、リフォーム、
耐震など専門家による相談を実施している。
(2)医療・衛生管理体制の充実
①医療・救急体制の充実
周産期・小児医療、リハビリテーションなどの充実や救急医療体制の維持を図るととも
に、市民・消防・医療などの機能的な連携を進めている。
また、2011 年度に市立若松病院を産業医科大学に譲渡した。

（周産期・小児医療の充実）
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 時間体制で出産前か
ら出産後まで母子に対する専門的な医療の提供を維持している。
また、小児救急センター（市立八幡病院に併設）において、24 時間 365 日体制で、軽
症から重症患者まで総合的に救急医療の提供を行うとともに、医療スタッフの充実や療育
環境の改善に取り組んでいる。
さらに、予防・保健を含めた小児医療全般に関する先進的な取り組みについて協議、検
討、PR を行うために、医師会、保育所連盟、小学校長会などと協力して「小児医療先進都
市づくり会議」などを実施している。

（リハビリテーションの充実）
高齢者や障害のある人が、住み慣れたところでいきいきと生活できるよう、保健・医療・
福祉が連携した地域リハビリテーション支援体制の確立に向け、医療機関相互の連携促進
を図るとともに「地域リハビリテーションケース会議」などを開催し、人材育成や啓発活
動を行っている。

（救急医療体制の維持・充実）
消防機関と医療機関の連携によって、気管挿管、薬剤投与など、専門性の高い知識・技
術を持った救急救命士の養成に取り組んでいる。また、ＡＥＤの取り扱いを含めた応急手
当講習を実施し、普及啓発活動を推進している。
また、2011 年度には、市立八幡病院に併設している「第２夜間・休日急患センター」を
コムシティに移転する方針を決定し、2013 年度開設に向けて準備を進めている。
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②健康危機管理体制の充実
感染症の発生予防、早期発見及び拡大を防止するため、「新型インフルエンザ対策マニ
ュアル」の作成、北九州感染症対策支援ネットワークの拡充、院内感染防止対策研修会や
感染症対策連絡会の開催、関係機関との連携、予防普及啓発などを実施している。
また、新型インフルエンザなど感染症の流行状況を把握するための病原体検査や工場や
自動車などから排出される有害大気物質の環境調査などを行う環境科学研究所の検査・研
究機能の充実・強化を行った。
③食の安全・安心の確保
食品による健康被害の予防や被害拡大を防止するために、「食品衛生監視指導計画」を
策定し、事業者や消費者向けの講習会を実施している。2010 年度より新たに小学生向けの
講習会を開始した。
また、農産物の安全性を担保するため、生産者に対して、農薬使用履歴を記帳し、農薬
の適正使用の重要性を認識してもらうための周知や指導を行っている。
(3)犯罪のないまちづくり
①防犯活動の強化
全小学校区で活動している地域の自主防犯組織「生活安全パトロール隊」の活動促進の
ため、安全・安心指導員による指導や助言を行うとともに、隊員のレベルアップのための
講座の開催、パトロール活動に必要な物品の提供などの支援を行っている。
また、子どもの危機回避能力を高めるために、小学校における「安全セミナー」を開催
している。
市民一人ひとりの防犯意識を高めるため、地域の街頭犯罪などの発生件数と防犯対策を
掲載した「安全・安心まっぷ」を作成、配布した。
②暴力団対策の推進
市民、企業の暴力追放意識の高揚と暴力団排除活動の促進を図るとともに、警察などの
関係機関と一体となって、暴力団の壊滅に向けた取り組みを行っている。
2010 年度の北九州市暴力団排除条例の施行により、暴力団員などの介入が想定される全
ての事務・事業からの暴排を徹底するため、各部局の所管する規則・要綱・要領などに暴
排条項を設けるとともに公共施設で暴力団の使用を制限した。
また、市民の暴排気運の醸成、企業の事業運営からの暴力団等排除とともに、暴力団か
ら危害が加えられるおそれのある市民・企業などの安全対策に取り組んでいる。
中学生、高校生を対象に、暴力団から被害を受けない、暴力団に加入しないための教育
や啓発などを行っている。
新たな暴力団事務所の開設に対し、警察などの関係機関と連携し、事務所撤退運動や民
間医療法人による事務所購入に関する支援などを行った。
さらに、主要幹線道路や繁華街における防犯カメラの設置を進めている。
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(4)災害などに強いまちづくり
①危機管理対応能力の向上
災害などに対する事前の備えや、災害初期における迅速対応をはじめ総合的に災害対応
能力を高めるための取り組みを行っている。
2012 年 4 月から危機管理室を市長直轄の組織とし、各部局の連絡調整を円滑に行うこと
で、市役所が一体となって危機事案に対応する体制づくりを進めた。
「危機管理基本指針（2006）」に基づいて想定される危機事象別の対応マニュアルを整
備し、職員に対する訓練・研修を行うとともに、また、企業、大学、警察、自衛隊などと
連携した災害対応を確実なものとするための訓練・研修を実施している。
また、地域防災力の向上や次世代の防災リーダーづくりに向けて、市民防災会（194 校区・
地区）への支援、防災訓練や災害図上訓練（J-DIG）などを実施している。
さらに、高齢者、障害者などの災害時要援護者を支援する体制づくりを、市民防災会、
民生委員、消防団、社会福祉協議会などとともに進めている。
②総合的な消防防災体制の構築
想定外の大災害にも対応できるような災害対応機能の充実、老朽・狭隘化した小倉北消
防署と八幡東消防署の移転新築など消防署所の適正配置などを進めている。2012 年度から
は、東日本大震災を教訓に、大規模災害対策用資機材の充実強化、緊急消防援助隊の活動
能力向上、ハイパーレスキュー隊の東西体制の構築などの対策に取り組んでいる。また、
現消防指令システムの全面更新と消防救急無線のデジタル方式への移行については 2015 年
度の運用開始を目指し、計画的・一体的に行っている。
また、消防団の機能を充実、強化するために、「消防団員意見検討委員会」を設置して
意見の集約を図りやすくするとともに、消防団活動への報酬額の増額、消防団施設や装備
品の整備などを行っている。
住宅の防火対策としては、住宅用火災警報器の設置促進や消防隊が高齢者等の住宅を訪
問し、防火指導を行っている。
③総合的な災害対策の推進
土砂崩れなどによる被害対策としてのり面などの道路施設については災害防除工事など
を進めるとともに、豪雨による浸水被害対策として河川の改修や公共下水道の整備を進め
ている。また、高潮や高波による浸水被害対策として海岸保全施設などの整備を進めている。
2009 年 7 月、2010 年 7 月の豪雨による浸水被害を踏まえ、従来の事業に加え、2010
年度から 5 年間で河川や下水道の緊急整備に集中的に取り組んでいる。都市基盤河川改修
事業として紫川、撥川ほか 8 河川の整備を進めたほか、準用河川改修事業として朽網川の
改修を行った。
また、海岸高潮事業として、新門司北地区において護岸整備を行っている。
④公共施設などの耐震化の推進
大規模な地震に備え、2009 年 3 月に策定した「北九州市耐震改修促進計画」に基づいて、
多くの人が利用する特定建築物及び住宅の耐震化を促進している。災害時の地域住民の避
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難所にもなる学校や病院をはじめとした市有特定建築物については、2015 年度を目標に耐
震化を進めており、民間の建築物については現行の耐震基準を満たさない 1981 年 5 月以前
に建築された特定建築物、マンション及び木造住宅を対象に、耐震改修費用の一部を助成
している。
道路・橋梁、港湾施設、水道、下水道などのインフラについては、災害発生時において、
緊急物資の輸送やライフライン確保のために必要な施設の耐震化を進めている。
Ⅱ きずなを結ぶ～健康で安全・安心な暮らしの実現
１ 信頼のきずなによる安全で安心できるまちづくり
主要施策

担当局

保健・医療・福祉サービスの充実を図るととも
に、地域・企業と行政が一体となって、すべての
いのちを大切にするという強い信念のもと、支援
が必要な人を地域全体で支え合うネットワークを
充実・強化します。

①地域で安心して ・「いのちをつなぐネットワーク」保健福
暮らせる仕組み など、地域での支え合いのネッ 祉局
トワークの充実・強化
づくり
・適正な生活保護の実施
・保健福祉オンブズパーソンによ
る簡易迅速な問題解決
②市民の消費生活 ・多重債務や悪質商法等の消費生 市民文
活上の問題の高齢者や若者へ 化スポ
の安定と向上
ーツ局
の啓発運動
・法律無料相談の実施など相談機
能の強化
建築都
③子育て・高齢世 ・多世代共生の住まいづくり
市局
帯などが混在す
るコミュニティ
づくり
④居住支援の充実 ・公的住宅や民間活力を活用した 建築都
住宅セーフティネット機能の 市局
充実

（３）犯罪のないまちづくり

市民と行政が一体となり、地域
市民にとって安全で安心できる医療体制を充
における防犯対策の推進と防犯体
実させるとともに、食の安全性の確保や新たな
制の強化を図るとともに、暴力団
感染症などによる健康被害への対応能力の向上
の壊滅に向けた取り組みを行いま
を図ります。
す。

（１）支え合いのネットワークの充実・強化 （２）医療・衛生管理体制の充実

方針

主な個別事業
・いのちをつなぐネットワーク事業
・保健・医療・福祉・地域連携システム推進
事業
・生活保護の実施
・自立支援事業の拡充
・北九州市保健福祉オンブズパーソン事業
・消費者啓発推進事業
・消費者トラブル法律無料相談事業

・優良賃貸住宅供給支援事業

・市営住宅整備・管理事業
・住まいの相談・情報提供事業
・優良賃貸住宅供給支援事業

消防局 ・救急救命士の資格取得研修
・応急手当普及啓発
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
保健福 ・リハビリテーション連携推進事業
祉局 ・救急医療体制の維持・確保
・産婦人科・小児科臨床研修医等支援事業な
ど 6 事業
②健康危機管理体 ・感染症対策や環境汚染物質の検 環境局 ・環境科学研究所の分析機器及び庁舎の整備
査・研究機能の充実・強化
制の充実
①医療・救急体制 ・周産期・小児医療の充実
・リハビリテーションの充実
の充実
・救急医療体制の維持

保健福 ・感染症対策事業
祉局 ・新型インフルエンザ対策事業

産業経
済局
保健福
祉局
①防犯活動の強化 ・市民による防犯活動の強化、防 消防局
犯意識の醸成
・通学路での児童・生徒の安全確 市民文
化スポ
保
ーツ局
③食の安全・安心 ・食の安全・安心に関する市民へ
の情報提供
の確保
・健康被害が発生した際の、迅速
かつ的確な原因究明

・地産地消・学校給食推進事業
・食の安全安心確保推進事業
・食中毒予防総合対策事業
・児童見守り消防隊

・地域防犯対策事業
・防犯灯設置補助事業
・防犯灯設置事業
・交通安全センター管理運営業務
・交通安全推進事業
②暴力団対策の推 ・市民・企業の暴力追放意識の高 市民文 ・暴力追放啓発推進事業
揚と暴力団排除活動の促進
化スポ ・民事暴力相談センター運営事業
進
・警察などの関係機関との連携 ーツ局 ・暴力追放運動推進補助事業
・暴力追放市民支援事業
・防犯カメラ設置調査事業
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市民の生命、身体及び財産を災害などから守るという観点に立ち、消防力や治山・治水力の充実・強化、
震災・高潮防災対策などを進めるとともに、地域全体で防災力を高める取り組みを行います。

（４）災害などに強いまちづくり

方針

主要施策

担当局

主な個別事業

①危機管理対応能 ・災害に対する事前の備えの充実 危機管 ・危機管理推進事業
・初期及び総合的な対応能力の向 理室 ・同報系防災行政無線
力の向上
上
・民間企業等と協働した地域防災体制
・避難所運営支援
・災害時要援護者避難支援制度
・ＤＩＧ（住民参加型災害図上訓練）
・防災訓練
・将来の地域防災リーダー育成
消防局 ・自主防災組織（市民防災会）
保健福 ・災害・事故時のこころのケア対策
祉局
②総合的な消防防 ・消防署所の適正配置や機能強化 消防局 ・魅力ある消防団づくり
・消防団施設整備
災体制の構築 ・市民による防災組織の強化
・消防署所の適正配置
・地区安全担当制度
・住宅防火対策
・消防通信指令システムの充実・強化
・特殊災害対策の強化
建設局 ・総合的な治水対策の推進
③総合的な災害対 ・道路施設等の災害防除工事
・河川の改修
策の推進
港湾空 ・海岸高潮事業
・公共下水道の整備
港局
・海岸保全施設の整備
上下水 ・総合的な治水対策の推進
道局
教育委 ・学校施設耐震補強事業
④公共施設などの ・公共施設の耐震化
耐震化の推進 ・耐震強化岸壁、道路・橋梁の整 員会
備
建築都 ・建築物の適正管理による安全・安心なまち
・水道・下水道の耐震化
市局
づくり（耐震改修）
・市有建築物耐震化推進事業
港湾空 ・臨海部防災拠点整備事業
港局
子ども ・保育所等耐震対策
家庭局
上下水 ・上水道（基幹浄水場の施設）の地震対策の
道局
推進
・上水道（基幹配水池）の地震対策の推進
・下水道（浄化センターの重要施設）の地震
対策の推進
建設局 ・橋梁の耐震化
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３

施策の成果、効果等に関する評価

(1)支え合いのネットワークの充実・強化
○地域での支え合いに関する市民満足度
2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」によると「あなたは、地
域とのつながりの中で安心して暮らせていると感じますか」という質問に対し、「とても
感じている（6.6％）」、「ある程度感じている（36.8％）」の、いずれも 2009 年度調査
結果をわずかながら上回っている。
ただし、「ほとんど感じていない（7.2％）」、「あまり感じていない（21.4％）」とい
う否定的な回答が約 3 割を占めており、その理由として「地域での支え合いの活動に関す
る情報が少ない（58.8％）」という回答が最も多く、情報提供の改善が求められている。
①地域で安心して暮らせる仕組みづくり
区の「保健・医療・福祉・地域連携推進協議会(4)」は、北九州方式（三層構造）の福祉の
まちづくりにおける「区レベル」のネットワークに位置づけられる。在宅介護、認知症対
策、子育て支援、高齢者虐待防止、健康づくりなど多様化する地域課題に対して、勉強会
の開催や啓発イベントの実施などを通じて、地域関係者間の連携が進んできている。
2008 年に開始された「いのちをつなぐネットワーク事業」では、行政の側から地域に出
向く「出前主義」を実践し、地域の会合への参加や個別相談対応などを積極的に行うこと
で、地域福祉の中心的役割を担う民生委員・児童委員からは、「活動しやすくなった」と高
い評価を得ている。
また、地域の見守りの支援に加え、推進会議の開催や企業訪問等により、賛同し見守り
活動を行う企業も増えている。ライフライン、配達事業者等民間企業も含めた幅広い協力
体制づくりは、2012 年初めに関東地方を中心に相次いだ孤立死の問題を受けて、全国的に
も注目された。
生活保護について、経済・雇用情勢の悪化により全国的に受給者は増加しているが、北九
州市の受給者の増加傾向は全国を上回り（表 1）、稼働年齢層（20～59 歳）の受給者が 2011
年には 3 割を超えた。受給者の自立支援事業として実施している各種プログラムの活用数は
増加し、また支援事業による就労開始又は増収者数も 2011 年度は前年度の 1.7 倍の 1,375
人となり支援事業の効果は現れている。しかし、受給者の増加に対して効果は限定的である。
②市民の消費生活の安定と向上
市民への啓発活動はほぼ予定どおり実施し、消費生活センターの認知度及び消費者トラ
ブルの解決方法ともに目標数値を超えた割合となった。認知度については、これまでのセ
ンターの長い取り組みにより高い割合を維持しており、解決方法についても、センターの
役割の重要さはある程度評価されているといえる。
③子育て・高齢世帯などが混在するコミュニティづくり
ファミリー世帯向けの特定優良賃貸住宅（特優賃）と高齢者が安全に安心して居住でき
るようにバリアフリー化された賃貸住宅（高優賃）が一体的に整備された優良賃貸住宅の
2011 年度の入居率は 85％となり、目標値の 80％を上回り、事業効果が現れている。
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④居住支援の充実
市営住宅 3 万 3 千戸は、住宅セーフティネットの中核として位置づけられているが、築
30 年以上のものが全体の 2/3 を占めており、計画的な改善や建て替えが必要となっている。
老朽化した市営住宅の建て替えや、既存住戸の高齢者向けの内部改善工事（すこやか改善
工事）などを行っており、高齢者も安心して暮らせる住宅が市営住宅全体に占める割合は
28％になり、目標の 32％（2015 年度）に近づきつつある。
(2)医療・衛生管理体制の充実
○医療・衛生管理体制に関する市民の評価
2012 年度の「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」によると、以前に比
べて「かなり良くなっている」という評価において「医療・衛生管理体制の充実（救急医
療、感染症対策など）」の順位は 34 項目中 5 位であった。70 歳以上の高齢者の評価が最
も高く、実際に医療を受けた体験に基づく正当な評価となっていると思われる。
ただし、「今後、もっと力を入れてほしい」という要望においても 5 位であり、60 歳以
上よりも 40 歳未満の若い世代の方が要望が強く、医療の将来に対する不安が読み取れる。
①医療・救急体制の充実
全国的に地域医療の確保が困難化しているなかで、北九州市では公共・民間の医療機関
の役割分担と連携によるサービスの維持・向上を図っており、その成果が前記のような市
民の評価に現れているといえる。
市立若松病院は地域医療の維持と病院事業会計の収支改善を図るために産業医科大学に
譲渡したが、医師不在によって中止されていた内科診療が再開された。また、結果として
病院事業会計の赤字縮小にもつながった（表 2）。
北九州市の周産期医療・小児救急医療体制は全国的に高く評価されているが（Ⅰ-1）、医
師会など関係機関と連携しながら必要な医師の確保や必要な医療器械の更新などを行った
ことによって、総合周産期母子医療センター及び小児救急センターにおける 24 時間体制の
医療提供を維持することができた。
救急医療体制については、薬剤投与及び気管挿管認定救急救命士の養成が計画どおりに
進んでおり、2011 年度末までに累計養成人員 109 人となった。
また、応急手当の普及啓発についても、救命講習の受講者数は計画を上回って増加して
おり（表 3）、市民の救急に対する意識や対応能力は高まっていると考えられる。
②健康危機管理体制の充実
2009 年度に発生した新型インフルエンザ対策を通じて医療体制や情報共有体制の整備が
進むなど、感染症対策支援体制づくりは着実に進んでいる。
また、高齢者施設や保育所などの施設管理者を対象とする感染予防研修への参加施設数
は、目標を大きく上回って増加している（表 4）。
環境科学研究所における検査・分析機器の整備・更新も計画どおり進捗している。
③食の安全・安心の確保
食品衛生監視指導計画のもと、市民・事業者への食品衛生講習等の実施により食の安全・
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安心に関する情報提供や意見交換を行っており、講習の参加者数は当初計画を上回って増
加している。
また、生産記録履歴記帳を行う農家の割合は、2009 年度は約 2 割であったが、県、ＪＡ
などと協力して啓発に取り組んだことによって、2011 年度には約 7 割となった。
(3)犯罪のないまちづくり
○防犯・暴力追放運動について、市民の評価は高まっているか
「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」によると、以前に比べて「かな
り良くなっている」という評価において、「防犯、暴力追放運動の推進」の順位は 2009 年
度は 33 項目中 20 位であったが、2010 年度には 3 位となり評価は大きく高まった。この時
期に地域における自主防犯活動が活発になり、市民の防犯意識も高まったことがこの結果
に反映されていると考えられる。しかし、2012 年度の同調査では評価順位は 8 位に低下し、
それに対して、「今後、もっと力を入れてほしい」という要望では 1 位となった。
また、2012 年度の「市民意識調査<仕事見直しのための状況調査>（参考資料 4）」によ
ると、「あなたのお住まいの地域は、安全なまち（治安が良い）と思いますか」という問
に対して、「とても安全だと思う」と「比較的安全だと思う」が約 2/3 のを占めている。し
かし、「北九州市の暴力追放対策が以前と比べ進んでいると思いますか」という問に対し
ては、「進んでいる」、「少し進んでいる」という回答よりも、「あまり変わっていない」、
「進んでいない」という回答の方がわずかながら多い。
以上より、居住地の治安は良いが、暴力団対策はもっと強化すべきと感じている人が多
いことがわかる。
①防犯活動の強化

（防犯対策）
防犯活動は、各地域で活発に行われており、市民の日常生活の安心感を高めるとともに
市民の防犯意識の喚起にも寄与している。各小学校区の生活安全パトロール隊による自主
防犯活動の実施回数や参加者数も、増加している（表 5）。
また、2011 年度の刑法犯認知件数は、過去最も多かった 2002 年度の約 1/3 となり、こ
れは全国的傾向を上回る減少幅である（表 6）。窃盗犯の減少が大きく、こうした活動や市
民の防犯意識の向上が犯罪抑止につながったと考えられる。
また、刑法犯少年の検挙者数も減少しており、青少年の非行防止対策として強化された
補導活動の効果と考えられる（Ⅰ-1 参照）。

（交通安全対策）
交通安全教育は、交通事故を起こさないため、遭わないための意識の向上に有効な手段
である。
北九州交通公園で実施する交通安全教室や小学校等での交通安全教室の開催回数は目標
を超えており、交通安全意識の向上に積極的に取り組んでいる。
また、同公園の入園者数も目標を上回っていることから、交通ルールの周知や交通マナ
ーの改善に寄与していると考えられる。
なお、交通事故発生件数は、過去最悪だった 2003 年以降減少傾向であったが、2011 年
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は前年を上回る結果となった（表 7）。特に、高齢者が関連した事故の増加が課題となって
いる。
②暴力団対策の推進
警察などの関係機関と一体となって、暴力団の壊滅に向けた取り組みを行うとともに、
市民、企業による暴力団排除活動の促進を図ってきた。
2010 年度には全国初の罰則規定がある福岡県暴力団排除条例が制定され、その後、条例
制定の動きは全国に拡がっている。前述のように市民の暴追意識は高まり、より厳しい暴
力団対策が求められるようになっており、条例施行の効果は大きかったといえる。小倉南
区の暴力団事務所の撤去は、条例制定後に社会全体で暴力団を追放した事例となった。
しかし、2012 年 8 月以降、福岡県暴力団排除条例に規定される「暴力団員立入禁止」の
標章を飲食店に掲げる制度に反発する暴力団の犯行と見られる凶悪事件が相次いで発生し、
暴力団対策は警察のみならず地域社会全体にとって喫緊の課題となっている。
(4)災害などに強いまちづくり
①危機管理対応能力の向上
災害などに対する事前の備えや災害初期における迅速対応をはじめ、市と民間企業、大
学などが連携して総合的に災害対応能力を高めるための取り組みを行っており、東日本大
震災後は、専門家や市民代表の意見を踏まえ「地域防災計画」の大幅な見直しを行い、そ
の取り組みを一層強化した。
市民防災推進行事については、全ての市民防災会（194 校区・地区）が防災訓練や防災講
演会などに 1 回以上参加するという目標は達成されているが、行事の開催回数や参加人員
は減少傾向にあり（表 8）、参加者の高齢化などによって防火・防災訓練や広報行事の実施
規模は徐々に縮小傾向にある。
一方、災害時に援護が必要な高齢者は増加しており、実態調査を実施した上で具体的な
情報（避難支援者、避難所、避難方法等）を記載した「避難支援プラン」を作成した。そ
のための調査を通じて要援護者の実態把握が進み、支援対策の検討を開始した。
②総合的な消防防災体制の構築
大規模自然災害、ＮＢＣ（N：放射性物質等、B：生物剤等、C：化学剤等）災害などの
特殊災害における人命救助活動に必要な資機材の整備は予定どおり進んでいる。
地区安全担当制度については、消防隊と地域住民や地域企業との信頼関係が築かれつつ
あり、地域に根づいた総合的な消防防災体制構築につながる取り組みとなっている。
また、地域の防災リーダーである消防団員は、全国的な減少傾向とは逆に増加傾向にあ
り、充足率は 2011 年度には 96.4％となった。処遇改善などの効果によるものと思われる。
③総合的な災害対策の推進
土砂崩れや落石の危険性がある道路のり面などの災害防除工事を実施しており、河川や
海岸の護岸整備や下水道の雨水管整備についてもほぼ計画どおり進んでいる。
2009 年度の豪雨被害を踏まえ、浸水箇所の応急対策や初期対策を実施したことによって、
2010 年度は前年度に匹敵する豪雨に見舞われたが浸水被害は減少し、また、2011 年度につ
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いては集中豪雨は発生しなかった。
また、豪雨による土砂災害を防ぐ砂防事業は福岡県が施工しているが、北九州市も福岡
県と綿密に連携して対策事業の推進に取り組んでいる。
④公共施設などの耐震化の推進
市所有の建築物(特定建築物)の耐震診断については、東日本大震災の発生を受け、1 年前
倒しして実施することになり、その結果、2012 年度で終了する予定である。
また、ライフラインとなるインフラについて、港湾は耐震化に向けて港湾計画を改訂し、
現在、新門司南地区の耐震強化岸壁の整備を進めている。上水道においては基幹浄水場、
基幹配水池の耐震化を進めており、井手浦浄水場は 2015 年度の完了を目指している。下水
道においても浄化センターの耐震化を 2014 年度までにほぼ完了させる計画で進めている。
民間建築物については、耐震化に関する市民からの問い合わせや耐震改修工事費等補助
事業の実績件数は増加傾向にある。東日本大震災を機に、建物所有者が耐震化への関心を
強めていることがうかがわれる。

４

今後の課題

(1)支え合いのネットワークの充実・強化
①地域で安心して暮らせる仕組みづくり

（保健・医療・福祉・地域連携推進協議会の活動促進）
今後、地域福祉のネットワークづくりや地域連携を担う各区保健・医療・福祉・地域連
携推進会の役割はますます重要となってくる。各区の地域特性に応じた取り組みを推進し、
新たな地域福祉ニーズにも柔軟に対応できるネットワークづくりが課題である。

（いのちをつなぐネットワークの充実）
地域福祉ネットワークの網の目をさらに細かくしていくため、民生委員・児童委員、社
会福祉協議会ふれあいネットワークの福祉協力員など、地域関係者間の連携強化を図って
いく必要がある。
孤立死予防の観点からは、地域の中で支援が必要な人に“気づく”ことについて、民間
企業も含め市民全体に協力の輪をさらに広げていくことが課題である。

（生活保護受給者の自立支援）
生活保護受給者がこのまま増え続ければ国及び地方自治体の財政は破綻しかねないとい
う危機感が高まり、国においては生活保護制度の見直しを図っていることから(5)、今後、制
度の見直しに対応しながら適正な給付や自立支援に取り組んでいく必要がある。新制度の
検討において公的機関だけでなく「民の力」との協働による就労・生活支援が必要という
議論を行っているが、ケースワーカーなどの人材不足を補うため、また、就業支援を強化
していくために、NPO や社会福祉法人、民間企業、ボランティアなどとの協力を図ってい
く必要がある。
②市民の消費生活の安定と向上
悪質商法による被害や多重債務問題は、直接、市の施策の取り組みに直結するものでは
ないが、消費者トラブルは年々多様化し、巧妙な手口の悪徳商法などが後を絶たないため、
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消費生活の安定及び向上のために、今後も市民への周知活動等を推進していくことが課題
である。
③子育て・高齢世帯などが混在するコミュニティづくり
子育て世帯や高齢世帯などが安心して住み続けられる賃貸住宅の供給、入居を促進し、
住宅セーフティネットの充実を図っていくことが課題である。
④居住支援の充実
市営住宅は築 30 年以上のものが全体の 2/3 を占めており、計画的な改善や建て替えが必
要となっているため、老朽化した住宅の建て替えや既存市営住宅の改善を計画的に進めて
いくことが課題である。
(2)医療・衛生管理体制の充実
①医療・救急体制の充実
北九州市の医療は比較的充実しているが、今後も市民が安心して安全な医療を受けられ
る体制を維持するためには、医師会などの協力を得ながら、医師の確保や必要な施設を適
正に維持していくことが必要である。なかでも、次世代を育む周産期医療や小児医療の維
持・向上は重要な課題である。
救急医療については、第 2 夜間・休日急患センターをコムシティに移転し東西の初期救
急医療体制を維持・確保していくとともに、「コンビニ受診」などの不適正な受診を抑制
するための啓発が課題である。
さらに、地域リハビリテーション支援体制の構築に向けた連携の強化が課題である。
②健康危機管理体制の充実
新型インフルエンザを始めとする前例のない感染症の流行や院内感染などに対して常に
新たな対応策が求められており、高齢者の増加によって対策の必要性はますます高まって
いる。「北九州感染症対策支援ネットワーク」の拡充、院内感染防止対策研修会や感染症
対策連絡協議会の開催、予防普及啓発、さらに、危機管理において必要となる市民や関係
機関への情報提供などを、より効率的・効果的に実施していくことが課題である。
③食の安全・安心の確保
食品衛生監視指導計画のもと、食品事業者への監視指導を徹底し、食中毒や不良食品に
関する苦情などへの速やかな対処を行っていくとともに、市民や事業者を対象とする啓発
事業の充実が課題である。
また、県、ＪＡなど関係機関と連絡調整を図りながら、農業者の農薬等の適正使用の啓
発を進めていくことが課題である。
(3)犯罪のないまちづくり
①防犯活動の強化
刑法犯認知件数は減少傾向にあるが、市民の安全・安心に対する要望は依然として強く、
今後も地域における防犯活動への支援が重要な課題である。また不安感の強まりは見方を
変えれば防犯意識の強まりであり、そのような意識が安全なまちづくりへの関心や防犯行
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動につながることから、市民一人ひとりの防犯意識の醸成を図ることが課題である。
また、交通安全思想の普及が課題であるが、なかでも増加傾向にある高齢者が加害者、
被害者となる交通事故防止に向けて、高齢者向けの交通安全教室の充実、運転免許返上の
促進などが課題である。
②暴力団対策の推進
市民が安全で安心して暮らせる社会の確保のために、また、社会経済活動の健全な発展
のために、「北九州市暴力団排除条例」に基づき、市の事業からの徹底した暴力団排除や、
企業の事業運営からの暴力団排除の促進に取り組む必要があり、とりわけ、暴力団から危
害が加えられるおそれのある市民・企業などの安全対策の強化が喫緊の課題である。また、
中高生を対象に、暴力団の反社会性を強く訴える啓発の推進が課題である。
(4)災害などに強いまちづくり
①危機管理対応能力の向上
危機管理が必要な対象は、自然災害や大規模な事故に加えて社会に大きな影響を及ぼす
事件・事故や感染症などにも拡がっており、新たな危機事象の想定、関係機関及び専門機
関との連携、訓練・研修、必要な資機材・設備等の整備、市民への情報提供などによって、
災害発生時における迅速かつ的確な対応を可能にしていく必要がある。
②総合的な消防防災体制の構築
市民一人ひとりが防災力を高めるとともに地域全体での防災力向上が重要であり、高齢
者の増加とともに「市民防災会」など市民の自主防災組織による取り組みを維持していく
上で、消防隊や消防団による支援の必要性が高まっている。訓練や指導をはじめ、様々な
地域とのつながりを通して災害予防や有事への対応力を高めていく必要があり、そのため
に、消防隊の地区安全担当制度の充実や、消防団員の確保などが課題である
③総合的な災害対策の推進
河川整備、雨水整備、砂防事業（県事業）などの総合的な治水・治山対策が課題である。
斜面住宅地を多く抱える北九州市では、土砂災害の防止・減災を目的としたまちづくり
を誘導していく必要性が高いことから、県と協力して、斜面地の実態を十分把握した上で、
「土砂災害（特別）警戒区域(6)」の指定を拡げていくことが今後の重要な課題である。
④公共施設などの耐震化の推進
北九州市はこれまで地震による被害はほとんどないが、古い建物やインフラが多いこと
から、地震が発生すれば大きな被害が発生する可能性もある。そのため、港湾や水道施設、
市所有の建築物(特定建築物)などの耐震化を進めるとともに、民間建築物の耐震化の促進が
課題である。
また、地球温暖化による台風の大型化や海面上昇に対処するための高潮対策も今後進め
ていかなければならない課題である。
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【補注】
(1) 国が 2004 年に実施した世論調査「安全・安心に関する特別世論調査」によると、「人間関係が難しくなった」
と感じている人が約 2/3 を占め、その原因として、人々のモラルの低下、地域のつながりの希薄化、人間関
係を作る力の低下、核家族、ビデオ、テレビゲームなどの普及といった項目が上位を占めている。
(2) 産業都市として成長した北九州地域では早い時期から総合的な医療環境が形成されてきた。市立病院、国立
病院、九州労災病院、九州厚生年金病院、産業医科大学病院、九州歯科大学病院などの公的な病院が多く、
また民営の病院や診療所も多い。循環器系、がん、外傷、リハビリテーションなどの分野で全国的にも高い
レベルの診療科を持つ病院がある。
(3) 政府の地震調査研究推進本部が作成した「地震動予測地図（基準日：2010 年 1 月 1 日）」によると、30 年
以内に震度 6 以上の揺れに見舞われる確率は、北九州市は 3.0％であった。
(4) 各区の推進協議会名（愛称名）は、次のとおりである。①門司区保健・医療・福祉・地域連携推進協議会（し
あわせネット門司）、②小倉北区すこやかライフ推進協議会、③小倉南区保健・医療・福祉連携システム推
進協議会（ほっとステーション小倉南推進協議会）④若松区保健・医療・福祉・教育・地域連携推進協議会
（若松あんしんネットワーク）、⑤八幡東区いきいき 21 推進協議会、⑥八幡西区ささえあいネットワーク
推進協議会、⑦戸畑区地域福祉推進協議会（とばたすこやかネットワーク）
(5) 厚生労働省は 2012 年 9 月、社会保障審議会の特別部会に、生活保護制度見直しと生活困窮者の支援の方向性
を示す「生活支援戦略」の素案を提示した。
(6)「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」は「土砂災害防止法（2001）」に基づいて都道府県が指
定し、特別警戒区域では一定の開発行為が制限される。近年、全国的に指定区域は大きく拡大している。北
九州市では未指定であったが、2012 年度、まず門司区から指定が開始された（県指定）。

【参考資料】
1）北九州市「健康福祉北九州総合計画（改訂版）」（2009）
2）北九州市「北九州市の地域福祉 2011～2020」（2011）
3）北九州市保健福祉局「保健福祉レポート 2011」（2012）
4）北九州市「北九州市危機管理基本指針」（2012）
5）北九州地域医療体制あり方専門委員会「北九州地域医療体制のあり方について（答申）」（2005）
6）北九州市「北九州市地域防災計画 災害対策編」（2012）
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表１ 生活保護の状況
年度
2008
受給世帯員数
15,336 人
資料：議会事務局「調査」

2009
18,365 人

2010
21,845 人

2011
23,435 人

2010
236.8 億円
239.6 億円
2.8 億円

2011
236.4 億円
239.2 億円
-2.8 億円

2011
34,741 人

2013 （目標）
30,000 人

2011
498 施設

2011 （目標）
240 施設

2008～2013 増加率 （全国）
52.8% （30.4%）

表２ 市立病院の経営収支の状況
年度
2008
総収入
212.6 億円
総費用
251.1 億円
純損益
-38.5 億円
資料：議会事務局「調査」

2009
223.9 億円
247.0 億円
-23.1 億円

表 3 救急講習の受講者数
年度
2009
2010
受講者数
31,303 人
29,958 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表４ 感染症予防研修会参加施設数
年度
2009
2010
実績
160 施設
211 施設
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表５ 生活安全パトロールの活動回数・参加者数（131 小学校区の平均）
年度
2010
2011
活動回数
103 回
196 回
参加延人数
1,263 人
1,576 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表６ 刑法犯認知件数
年度
2008
2009
合計
17,639 件
16,670 件
うち窃盗犯
13,140 件
12,765 件
うち凶悪犯
121 件
70 件
※：北九州市も全国も、過去最多は 2002 年度
資料：北九州市統計年鑑、犯罪統計

2010
15,295 件
11,455 件
83 件

2011
14,043 件
10,668 件
69 件

2002～2011 減少率（全国）※
-65.2% （-51.8%）
-67.5%
-35.7%

表７ 交通事故発生件数・死亡者数
年度
2009
2010
事故件数
8,701 件
8,859 件
死亡者数
32 人
31 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
9,137 件
28 人

表８ 市民防災推進行事の開催件数・参加者数
年度
行事種別
計
防火・防災訓練
消防訓練指導
防火・防災（講演）講習会
広報行事
その他

2008
開催回数
参加人員
1,895 回
206,292 人
226 回
26,646 人
697 回
54,214 人
214 回
9,536 人
145 回
95,272 人
613 回
20,624 人

2011
開催回数
参加人員
1,519 回
190,648 人
166 回
15,729 人
656 回
62,908 人
442 回
21,918 人
56 回
75,577 人
199 回
14,516 人

表 9 主要橋梁の耐震工事の進捗
年度
完成数（累計）

2009
41 橋

2010
47 橋

2011
54 橋
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2018（目標）
110 橋

Ⅱ-２
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施策の背景と重点課題

①施策の背景
1980 年代後半から始まる国の福祉改革は、施設中心の要援護者対応から自立生活の総合
支援へと福祉政策を再構築していこうとするものであり、同時に、高齢者や障害者の就業・
社会参加を促進するための様々な施策が展開されるようになった。その大きな流れに沿い
ながら、北九州市では、1993 年策定の「北九州市高齢化社会対策総合計画」に基づいて、
「地域レベル」「区レベル」「市レベル」の三層構造の地域福祉のネットワークづくりを
開始した。まず「地域レベル」では、基礎単位を小学校区とし、住民の主体的活動を支援
する「まちづくり協議会」と活動拠点となる「市民センター」を設置し、また「区レベル」
では、地域福祉のネットワークづくりを推進する「保健・医療・福祉・地域連携推進協議
会」を設置し、さらに「市レベル」では、専門的・技術的支援拠点である「総合保健福祉
センター（アシスト 21）」や、民間の地域福祉活動などの拠点である「ウェルとばた」を
設置した。このように、それぞれのレベルで、地域福祉をはじめ様々な活動に関わる人的
組織を立ち上げるとともに活動拠点となる施設を整備することによって、市全体のネット
ワーク構築を図ってきた。その結果、北九州市の地域福祉は高齢者、障害者への支援から
子育て支援まで全世代的な拡がりをもつようになり、地域住民をはじめ、地域団体、医療
関係者、民間企業、ボランティア、行政などが協働する仕組みとして、全国から注目をさ
れることとなった。また、福祉、保健、医療の分野にとどまらず、環境、防災、教育、住
宅、交通といった市民生活における関連分野とのネットワークも結ばれるようになった。
一方、介護保険制度の導入によって、福祉サービスのあり方が行政権限に基づく「措置」
から利用者の意向に応じた「契約」へと大きく変更され、行政と地域の関わり方にも変化
が生じた。2006 年度の介護保険制度の改正によって創設された「地域包括支援センター」
は、高齢者人口 1 万人あたり 1 箇所をめどに配置した結果、「地域レベル」と「区レベル」
の間に位置し、24 箇所となっている。
以上のように、超高齢社会を迎え、高齢者の在宅生活を支援する対策がますます大きな
課題となってきたが、また、社会の一員として超高齢社会を支えるのも高齢者であり、高
齢者の健康維持や社会参加のための対策も重みを増してきた。
北九州市では、高齢者の社会参加の促進を目的に、生涯学習の場である「北九州市立年
長者研修大学校（周望学舎・穴生学舎）」、高齢者の就業を支援する「シルバー人材セン
ター」、高齢者の経験、技術を提供するボランティア活動（シルバーバンク、テクノサポ
ート会、北九州環境国際協力人材バンクなど）、市民センターなどにおけるサークル活動
の促進などを図ってきた。しかし、これまで高齢者の社会参加を考える視点は生きがいづ
くりに傾斜し、高齢者を社会の活力を生む重要な構成員とする視点は弱かったといえる。
超高齢社会において高齢者は均質な集団ではなく、年齢とともに個人の多様性が拡大して
いく傾向にある。アクティブシニアであるためには健康が第一の条件であり、増大する医療
コストを抑制するためにも個々人の健康づくり促進の必要性が高まった。1999 年策定の「北
九州市健康プラン」に基づき、前述のような三層構造のネットワークによる健康づくりを支
援する体制の整備を進め、各種検診の実施、健康教育・学習の充実、市民センターを拠点と
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する健康づくり事業、健康づくりを推進するボランティアの養成など日常的な健康づくりの
促進、健康づくりイベントといった市民主体の健康づくりへの支援の充実を図ってきた。
また、2006 年 3 月に策定した「健康福祉北九州総合計画（健康づくり部門）」及び 2009
年 3 月に策定した同計画改定版に基づき、介護予防の普及啓発のための健康マイレージ事
業や生活習慣病予防・重症化予防のための特定健診・特定保健指導のほか、公共施設等に
おける受動喫煙防止対策などの取り組みを加えながら、生涯を通じて市民一人ひとりが健
康で心豊かに暮らせるまちづくりを推進してきた。
障害者の自立と社会参加に向けた取り組みについては、1996 年策定の「北九州市障害者
施策推進基本計画」以降、身体、知的、精神の各種障害を持つ人に対して総合的な施策を
講じてきた。
②重点課題
高齢者や障害者の生活支援サービスは、国の福祉制度の動向に大きく委ねられているが、
法制度の見直しが相次ぐなかで、それらに対応した施策の適正な適用や運用が求められた。
介護保険制度については、2006 年度に設置された「地域包括支援センター」を有効に機能
させていくことが、また、障害福祉施策については「障害者自立支援法」の施行に対応し
たサービス体系の見直しが大きな課題であった。
増加していく福祉ニーズのなかでは、特に 75 歳以上の高齢者の増加とともに出現率が高
まる認知症について、早期発見・早期対応、市民理解の啓発、介護家族の負担軽減、成年
後見制度なども含めて、地域での生活を支援する対策の重要性が高まった。
また、市民の主体的な健康づくりを促進するために、検診を受けやすい体制の整備や地
域で健康づくりを牽引するリーダーの育成、身近な地域で健康づくりに継続的に取り組む
ことのできる環境の整備等を推進することや、高齢者やこれから高齢期を迎える団塊世代
が社会参加、社会貢献しやすい環境づくりが重要な課題となった。
以上のような様々な課題への対応は、行政だけでは十分でなく、地域住民、NPO・ボラ
ンティア団体、民間事業者など多様な主体との協働の必要性がますます高まった。

２

主要施策の実施概要

(1)高齢者の支援
①生涯現役型社会の環境づくりの推進
高齢者が、生涯にわたり現役で経済活動や地域活動の担い手として活躍できる環境づく
りに取り組んでいる。
高齢者の生きがいづくりや健康づくり、地域活動を担う人材の育成などを目的として、
「年長者研修大学校（周望学舎、穴生学舎）」において、教養、健康、趣味、レクリエー
ションなどの研修を行っている。
また、これまで培ってきた技術や経験、能力や人脈などを活かして積極的に社会貢献し
ていく人材の育成を目的として、「生涯現役夢追塾」を開催している。
さらに、判断力の低下した高齢者などをサポートする成年後見業務において高齢者が活
躍できるように、市民後見人養成研修への高齢者の参加を促進している。
2012 年度からは、高齢者が参加しやすいボランティア、生涯学習について、窓口やイン

65

ターネットで情報提供を行う「高齢者いきがい活動ステーション」を開始する。
②総合的な地域ケアの充実
支援が必要な高齢者を、市民や保健・医療・福祉関係者と行政が連携して地域全体で支
える総合的な地域ケアの充実に取り組んでいる。
高齢者の保健・医療・福祉の総合相談窓口として「地域包括支援センター（24 箇所）」
及び「統括支援センター（各区計 7 箇所）」を市直営で運営し、民生委員やかかりつけ医
など地域の関係者と連携して、権利擁護・虐待、認知症対策、介護予防などの課題に対応
している。
また、認知症の予防や早期発見・早期対応のために、市民センターなどでの「認知症予
防教室」の開催や、医療機関の協力による「ものわすれ外来」の設置、「認知症サポート
医養成」や「かかりつけ医認知症対応力向上研修」などを行っている。
さらに、認知症疾患の保健医療水準の向上と地域における認知症ケア体制の強化に向けて、
2008 年度に設置した「認知症疾患医療センター(1)」を中心に、認知症疾患に関する鑑別診断、
急性期医療、専門医療相談、地域保健医療・介護関係者への研修などを実施している。
徘徊行動により所在不明となった高齢者を発見・保護するために、ＧＰＳを活用した「徘
徊高齢者等位置探索サービス」の普及や、警察をはじめとする行政機関や交通機関などと
連携した「徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークシステム」の拡充に取り組んでいる。
また、認知症などの高齢者を在宅で介護する家族の精神的・身体的な負担を軽減するた
めに、「認知症コールセンター」の運営や「ささえあい相談会」の開催を行っている。
③住み慣れた地域での生活支援
高齢者が、介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、介
護保険サービスや在宅福祉サービスの充実などに取り組んでいる。

（あんぜんあんしんなせいかつをしえんするさーびす）
区役所で無料の法律相談を行う「あんしん法律相談」や、介護保険施設に相談員を派遣し
利用者や家族から相談を受ける｢介護サービス相談員派遣事業｣など様々な相談に応じている。
また、消防団員による「いきいき安心訪問」など訪問による高齢者の見守りを行うとと
もに、「緊急通報システムの設置」など、様々な見守り活動を進めている。
さらに、高齢者を含むあらゆる人が気軽に外出できるための環境整備としては、高台地
区や交通空白地域等で生活交通手段の確保を行う「おでかけ交通」の運行や、道路、公共
施設のバリアフリー化を進めている。

（介護保険制度の適正な運営）
今後の高齢社会を支える基盤として介護保険制度を適正に運営するために、介護認定審
査会平準化委員会を定期的に開催し、要介護認定の平準化等に向けた課題把握や対策に取
り組んでいる。
また、介護サービス事業所の実地指導を計画的に行うとともに、本人・家族のニーズに
合った居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されているか居宅介護支援事業所を訪問し、
検証を行っている。
さらに、介護保険制度についての理解を深め、制度の趣旨や内容の周知を図るため、出
前講演や出前トークを開催している。
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（介護人材の確保・育成）
介護サービスの担い手となる人材を確保するため、福祉人材の無料職業紹介事業を行う
「福祉人材バンク」において、求人求職相談や合同面談会を開催したほか、介護福祉士や
ホームヘルパー等の資格を持ちながら、介護職に就労していない潜在的有資格者を対象に、
再就労のための研修や情報提供、施設見学を行うとともに、市内の介護事業所へ派遣を行
う介護事業所との就労に向けたマッチング支援を行っている。また、介護サービスの質の
向上と従事者のスキルアップを支援するために、ホームヘルパーやケアマネジャー等の職
種別専門研修など多様なテーマの研修を実施している。

（介護保険サービスや在宅福祉サービスの充実）
介護や支援を必要とする高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、訪問介護・通
所介護などの介護保険サービスや、訪問給食サービスやおむつ給付サービスなどの在宅福祉サ
ービスの充実に努めている。また、民間事業者が行う介護保険サービス（小規模多機能型居宅
介護複合型サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護）の整備に対し補助を行っている。
さらに、在宅生活が困難になった要介護高齢者を円滑に施設入所につなげられるよう、
特別養護老人ホームや認知症グループホームなどの整備を計画的に行っている。

（高齢者が住みやすい住宅の普及促進や改修支援）
高齢者が自らのライフスタイルにあわせた住まいの選択や改修などができるよう、高齢
者に配慮した「サービス付き高齢者向け住宅」の普及促進、介護保険の「住宅改修」や「す
こやか住宅改造助成事業」などによる住宅のバリアフリー化などへの支援を行っている。
(2)障害のある人の自立支援
障害者自立支援法の施行に伴い、新たなサービス体系への移行を進めるとともに、新た
な「北九州市障害者支援計画（2012～2017 年）」を策定した。
①生涯を通じ一貫した支援体制の構築
障害を持つ人に対して、ライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築するため
の取り組みを進めている。
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスや地域生活支援事業等として、ホームヘル
プサービス事業、生活介護事業、就労継続支援事業など、日常生活上必要な訓練や日中活
動等を支援する事業などを実施している。
また、健康づくりから介護サービスまで、総合的な相談体制の拡充を進めている。各区の
「保健福祉相談コーナー」の名称を 2011 年度から「高齢者・障害者相談コーナー」に変更し、
福祉医療係の業務の一部を含めて、区レベルのワンストップの相談サービスの提供に取り組
んでいる。さらに、障害のある人の利便性に配慮した相談支援体制を再構築するため、民間
の障害者団体と市の協働による支援活動の拠点である「北九州市障害者地域生活支援センタ
ー」の機能を強化することによって「障害者基幹相談支援センター」として整備した。
さらに、障害のある人の自立を支援するため、NPO 法人が開設した市内の様々な事業所
等の製品を販売するショップの運営に対する助成を行っている。
②地域で自立して生活できる基盤整備
障害者の地域での生活を支援するための仕組みづくりや就労支援などに取り組んでいる。

67

障害者が地域で自立した生活ができる場を確保するため、グループホーム（共同生活援
助）やケアホーム（共同生活介護）(2)の整備・支援をしている。また、創作的な活動や生産
活動の機会や社会との交流の機会を提供する場の拡充を促進している。
さらに、「障害者しごとサポートセンター」を拠点として、就職指導や助言、職業訓練
や職場実習の調整・斡旋、就職後の職場定着支援、新たな職場の開拓、企業の障害者雇用
に対する理解の進展などに取り組んでいる。
③社会参加の促進
障害のある人の社会参加や、それを支援する NPO・ボランティアなどの活動を促進する
ための取り組みを行っている。
様々なハンディをもつ障害者の情報収集を支援するために、障害者向けの情報を一元化
したホームページ「北九州市障害福祉情報センター」の運用、障害者パソコンサポーター
養成・派遣、視覚障害者のための点字刊行物や録音図書、聴覚障害者のための字幕入りビ
デオ等の制作・貸出し、手話通訳や要約筆記者の派遣などを実施している。
東部及び西部障害者福祉会館では、障害者自主活動や障害者相互の交流、地域社会など
との交流を促進するために、各種の趣味・教養などの講座などを開催している。
また、北九州市障害者スポーツ大会や各種の障害者スポーツ教室を開催するとともに、
障害者団体などによるスポーツ大会の開催や参加への支援を行っている。
また、障害者の移動手段確保を支援する事業を進めており、外出時にヘルパーを派遣す
る「移動支援事業」については 2007 年度より利用要件を緩和して、利用を促進している。
(3)健康づくり
①市民主体の健康づくりの推進
生涯を通じた主体的な健康づくりを推進するために、地域における健康づくり事業の推
進や、健康づくりの重要性を広く普及啓発するための取り組みを行っている。
それぞれの地域にふさわしい健康づくり活動を全市的に展開していくために、まちづく
り協議会、健康づくり推進員の会、食生活改善推進員協議会、医師会、歯科医師会、薬剤
師会、栄養士会、保健師（行政）などが連携して「市民センターを拠点とした健康づくり
事業（通称：地域でＧＯ！ＧＯ！健康づくり）」を進めている。
2009 年度から、地域での健康づくり活動や介護予防事業への参加などの取り組みをポイ
ント化し、たまったポイントを還元する「健康マイレージ事業」を実施している。
また、2011 年度から、既存の公園に健康遊具を設置し、地域の健康づくりの拠点として
活用するための取り組みを進めている。
②こころの健康づくりの推進
一人でも多くの人を悩みや不安から救うための電話相談や、こころの問題や自殺対策に
関する啓発・広報などを行っている。
また、自殺予防週間（9 月）や自殺対策強化月間（3 月）における普及啓発事業、うつ病
の早期発見・早期対応を目的とした人材（ゲートキーパー）の養成研修、さらに自死遺族
支援のための「わかち合いの会」の開催などに取り組んでいる。
その他、「社会福祉法人北九州いのちの電話」が行う自殺予防に係る広報や啓発事業に
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対して支援を行っている。
③生活習慣病・がんの予防の推進
各種健康診査の受診体制の充実を図るとともに、健康教育や健康相談などにより健康づ
くりの重要性について市民への啓発を行っている。
糖尿病などの生活習慣病予防及び重症化予防を目的に、40 歳～74 歳の北九州市国民健康
保険被保険者を対象として特定健診を実施し、その結果、生活習慣病予備群及び有病者と
された者には、生活習慣改善のための保健指導を行っている。
また、がん検診等の普及啓発によって市民の正しい理解の促進を図るとともに、がんの
早期発見・早期治療につなげるため、各種がん検診（各 1,000 円以下）を実施している。
④介護予防の推進
高齢者が要介護とならないため、一次予防、二次予防に取り組んでいる。
一次予防事業では、市が独自に開発した「ひまわりタイチー（太極拳）」や「きたきゅ
う体操」を活用した普及啓発やイベントを「百万人の介護予防事業」として実施している。
また、「健康マイレージ事業」の普及にも取り組んでいる。
二次予防事業では、生活機能低下のおそれのある 65 歳以上の高齢者を対象に、通所型介護
予防事業（運動機能向上、口腔機能の向上、栄養改善の教室など）及び訪問等による介護予
防支援事業（生活機能に関する問題の相談や支援など）を民間への委託により実施している。
⑤食育及び歯と口の健康づくりの推進
おいしく楽しく食べることによって心身ともに健康に暮らせるように、健全な食生活の
重要性や知識・技術などの普及啓発や、生涯を通じた歯科保健対策などに取り組んでいる。

（食育の推進）
従来、保健福祉、農林水産業、教育などの分野で別々に取り組んでいた「食」に関する
施策を「食育」という観点から総合的に推進するために、2009 年度に「北九州市食育推進
計画」を策定し、関係団体などのネットワークづくりや、食育について学ぶ場や情報発信
の充実を進めている。
また、地域における食育推進のために、食生活改善推進員の養成講座の開催や、北九州
市食生活改善推進員協議会が実施する「ふれあい昼食交流会」への支援を行っている。

（歯と口の健康づくり）
歯科衛生士による歯科保健指導や歯科医師会との共催による「デンタルフェア（歯の衛
生週間行事）」の開催などによる歯と口の健康づくりの普及啓発を行っている。
また、乳幼児期のむし歯や成人期における歯周疾患などの早期発見・早期対応を目的と
する歯科健診を実施するとともに受診率向上のための取り組みを行っている。2009 年度か
ら、親子で歯科健診を行う「親子むし歯ゼロ大作戦」を実施している。
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方針

主要施策

担当局

（１）高齢者の支援

高齢者が生きがいを持ち生涯現役でいきいきと活躍で
きる環境づくりを進めるとともに、たとえ介護が必要と
なっても、安心して住み慣れた地域で生活を継続してい
くために必要な保健・医療・福祉サービスを提供し、地
域のネットワーク体制を構築します。

①生涯現役型社 ・高齢者が生涯現役で活
会の環境づく 躍できる環境づくり
・高齢者の学びの場の充
りの推進
実
②総合的な地域 ・地域包括支援センター
を拠点とした総合的な
ケアの充実
地域ケアの充実

（２）障害のある人の自立支援

障害のある人に対する理解を深め、生涯を通じた
支援体制を構築するとともに、地域における自立し
た生活のための支援体制を充実し、学び、働き、活
動する環境を整備します。

①生涯を通じ一 ・生涯を通じた相談・支
貫した支援体 援体制の整備
・総合的なサービスの整
制の構築
備

（３）健康づくり

生涯を通じて市民一人ひとりが健康でいきいきと心
豊かに暮らすことができるようにするため、各ライフス
テージに応じた健康づくりの仕組みを構築し、関係機関
とも連携を図りながら、市民が主役となる健康づくりを
推進します。
また、健全な食生活を営むことで身体を培って豊かな人
間性を育み、心身ともに健康で楽しく長生きできるよ
う、食育及び歯と口の健康づくりを推進します。

①市民主体の健 ・市民センターを拠点と
康づくりの推 した健康づくり
進
②こころの健康 ・うつ病等に関する知識
づくりの推進 の普及
・メンタルヘルスケアに
関する取り組み
③生活習慣病・ ・健康診査、健康教育、
がんの予防の 健康相談、特定健診な
どの強化・充実、普及
推進
啓発
・生活習慣病の予防
④介護予防の推 ・各種介護予防事業の実
施、普及啓発
進

③住み慣れた地 ・介護保険サービスや在
域での生活支 宅福祉サービスの充実
・かかりつけ医の定着
援

②地域で自立し ・地域の中で生活を送る
て生活できる ための住まいの整備
・就労支援等の能力活用
基盤整備
の場の整備
・地域住民、企業、行政
などの協働による生活
支援の仕組みづくり
③社会参加の促 ・障害のある人の社会参
加の促進
進

主な個別事業

保健福 ・権利擁護・市民後見促進事業
祉局 ・生涯現役夢追塾の充実
・年長者研修大学校の充実
保健福 ・地域包括支援センター運営事業
祉局 ・認知症の早期発見・早期対応促進事業
・認知症啓発・対策推進事業
・認知症対策連携強化事業
・認知症高齢者地域ケア推進事業
・地域福祉権利擁護事業
・権利擁護・市民後見促進事業
消防局 ・緊急通報システム
・いきいき安心訪問
保健福 ・権利擁護・市民後見促進事業
祉局 ・認知症高齢者地域ケア推進事業
・訪問給食サービス事業
・介護保険給付の適正な実施（在宅サービス）
・特別養護老人ホーム等の整備
・介護サービス相談員派遣事業
・高齢者住宅等あんしん確保事業
・すこやか住宅改造助成
・高齢者障害者あんしん法律相談など 11 事業
保健福 ・高齢者・障害者相談コーナー充実事業
祉局 ・北九州市障害者基幹相談支援センターの運営
・重度障害者医療費支給制度
・ホームヘルプサービス事業
・生活介護事業
・障害者の自立支援ショップ運営補助事業
など 12 事業
保健福 ・精神障害者地域移行支援事業
祉局 ・地域生活移行促進事業
・障害者小規模共同作業所の助成強化
・地域活動支援センター（Ⅲ型）の助成強化
・障害者に対する就業支援事業
・グループホーム・ケアホーム
・薬物等依存症回復支援事業
保健福 ・障害者のコミュニケーションを確保・支援
祉局
する事業
・障害者の移動手段確保を支援する事業
・障害者社会参加推進センターの運営
・東部及び西部障害者福祉会館の運営
・障害者スポーツ振興事業など 9 事業
保健福 ・市民センターを拠点とした健康づくり事業
祉局 ・健康マイレージ事業
保健福 ・自殺対策事業
祉局
保健福 ・健康診査・受診促進
祉局 ・特定健診・特定保健指導

保健福 ・介護予防事業（通所型・訪問等）
祉局 ・百万人の介護予防事業
・高齢者のための筋力向上トレーニング啓発
事業
・健康マイレージ事業など 7 事業
⑤食育及び歯と ・健康な食生活の普及啓 保健福 ・食育の推進
祉局 ・歯科保健事業
口の健康づく 発
・乳幼児歯科健診
・生涯を通じた歯科保健
りの推進
・歯ッピー・ヘルシー北九州事業
対策
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３

施策の成果、効果等に関する評価

(1)高齢者の支援
○高齢者の生活に関する市民満足度
2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」によると、「高齢者がい
つまでもいきいきと自分らしく生活していけるまちだと感じますか」という質問に対し、
「とても感じている（6.0％）」、「ある程度感じている（30.2％）」のいずれも 2009 年
度調査結果を上回り、合わせて肯定的な回答の割合は 7.2 ポイント増加している。
一方、「ほとんど感じていない（5.6％）」、「あまり感じていない（23.5％）」という
否定的な回答の理由として「医療・介護・福祉サービスが不十分（51.8％）」という回答が
最も多い。ただし、2009 年度調査に比べてその割合は 10.6 ポイント減少している。
以上より、高齢者の生活について市民満足度は高まっており、医療・介護・福祉サービ
スの充実がそれに寄与しているといえる。
①生涯現役型社会の環境づくりの推進
高齢者も地域活動や経済活動の担い手として活躍できる環境づくりを進めている。その
うち、「年長者研修大学校」では、高齢者の多様な学習ニーズに応えるとともに、学んだ
事を地域に活かすことのできるような生涯学習の体系づくりを進めてきた。また、修了者
が活動するボランティア団体や、同窓会、同好会活動などの自主運営組織に対する支援も
行われている。近年は、地域づくりのリーダーとして活躍できる人材を養成するために、
まちづくりに関わる幅広い学習やボランティア・NPO 活動などの実践型実習の充実を図っ
ている。延参加人数は減少傾向にあるが（表 1）、2011 年度の入学者数は 981 人で前年度
を約 50 人上回った。
「生涯現役夢追塾」は、これから高齢期を迎える 50 歳以上の人を対象に、産業活動や地
域活動等の社会貢献活動を担う人材の発掘、育成を図ることを目的にしており、2011 年度
の延参加人数は前年度を上回った（表 2）。卒塾生の約 6 割が、何らかの形で夢を実現して
いる（起業独立、NPO 法人設立、ボランティア活動への参加など）。
また、社会貢献型の「市民後見人」養成研修の修了者数は 2011 年度までに累計 69 人で
あり、北九州市社会福祉協議会が運営する「権利擁護・市民後見センター」のスタッフと
して後見業務に携わる人も増えつつある。
②総合的な地域ケアの充実
「地域包括支援センター」は政令市では唯一の直営方式で市内 24 箇所で運営しており、
行政の責任と権限をもって、地域の高齢者への対応を図っている。2008 年度以降は、介護
に関する相談をはじめ、認知症や虐待・権利擁護に関する相談など、20 万件を超える相談
があり、行政や地域・関係機関の調整を行いながら、たらい回しにしない出前主義に市民
からの高い評価を受けている。
2011 年度には、増加する複雑・困難化した相談に対応できるよう体制変更を行い、処遇
困難な事例や介護事業者との連携などについては、統括支援センターのある区役所に集約し
た「地域包括支援センター」で対応し、24 箇所の「地域包括支援センター」では直接相談者
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と向き合う相談窓口に特化した取り組みを行うこととした。体制変更の結果、市民サービス
の提供方法に変わりはないが、困難事例等をはじめ市民への対応をより一層強化することが
でき、また、区役所に集約した地域包括支援センターには相談に来所する市民が増加した。
認知症高齢者対策については、
「ものわすれ外来」の新規受診者は、2009 年度以降、2,000
人を超えており、認知症の早期発見・早期対応に成果をあげている。また、「認知症コー
ルセンター」の相談件数も予想を上回って増加している（表 3）。また、「認知症サポータ
ー」の養成講座では、大人だけでなく、中学生や高校生などの若い世代への普及・促進に
も力を入れて取り組み、実績をあげている。
③住み慣れた地域での生活支援
介護保険の在宅サービス利用者数はほぼ見込みどおりに推移しており（表 4）、利用者の
8 割がサービスに満足し、9 割近くがサービス利用による生活改善の効果を感じている。
特別養護老人ホームや認知症グループホームについては、市が公募により選定した民間
事業者による整備が計画どおりに進捗し、2009～2011 年度に定員は約 2 割増加した（表 5）。
また、介護を要する高齢者などが居住している住宅のバリアフリー化などを支援する「す
こやか住宅改造助成事業」は、2011 年度の利用者が前年度に比べて大きく増加し（表 6）、
制度の周知とともに、リフォームへの関心が高まっていることがうかがわれる。
女性消防団員が一人暮らしの高齢者宅を訪問し、防火・防災指導やホームヘルプ的サー
ビスを行う「いきいき安心訪問」について、2011 年度の目標達成度は 100％を超えた（表
7）。また「緊急通報システム」の利用世帯も増加しており（表 8）、通報による緊急事態
回避や被害軽減などの奏功事例も多く、高齢者や重度身体障害者がいる世帯をはじめ、地
域生活支援事業としての有効性は高い。
(2)障害のある人の自立支援
①生涯を通じ一貫した支援体制の構築
障害者自立支援法の施行を受けて、新たなサービス体系への移行とともに「北九州市障
害者支援計画」の見直し、検討を進めた。
障害福祉サービスについては、サービス提供事業者の増加などに伴い、訪問系サービス
事業の利用時間数や生活介護事業の利用者数は増加している（表 9・表 10）。
相談・支援体制については、障害者地域生活支援センター及び区役所高齢者･障害者相談
コーナーの相談件数が増加している（表 11）。障害者自立支援法の施行に伴うサービス体
系の見直しが相談件数の増加につながったと思われる。また、専門的な内容に応じた多く
の相談支援機関はあるが（3）「窓口がわかりにくい」といった声に応えて区役所相談窓口の
名称変更（保健福祉相談→高齢者・障害者相談）などを行ったことも、相談件数の増加に
つながったと思われる。
また、NPO 法人が開設した「一丁目の元気」に対する運営・支援を行い、市内の様々な
障害福祉サービス事業所等の活動や製品等を紹介・販売していくことで、障害者の自立に
向けた活動に対する市民の理解は進んでいると思われる。
②地域で自立して生活できる基盤整備
障害者の住まいの整備について、民間事業者への支援を通じてグループホーム及びケア
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ホームの整備を促進したことにより、設置箇所数及び利用者数は計画を上回って増加し（表
12）、障害者施設から地域での生活に移行する人の数も増加している（表 13）。
就労支援について、障害者しごとサポートセンターにおいて、職場開拓や職場実習、就
職活動に関する指導、さらに職場適応援助者（ジョブコーチ）による職場定着支援などに
力を入れたことにより、就職件数は厳しい経済情勢のなかで当初目標を上回り、東日本大
震災の影響により厳しさを増した 2011 年度も、前年度と同程度の実績をあげることができ
た（表 14）。さらに、2011 年度に障害者雇用アドバイザーの企業派遣を開始し、自立対策
の充実が進んでいる。
③社会参加の促進
障害者の社会参加支援事業や、支援者となる NPO、ボランティアなどの活動を促進する
ことによって、社会参加しやすい環境づくりが進みつつある。
情報提供やコミュニケーション支援については、手話通訳や要約筆記奉仕員の養成・派
遣、パソコンサポーターの派遣、点字図書の利用などが順調に推移している（表 15）。
外出の支援については、「移動支援事業」の利用者が増加しており、NPO や社会福祉法
人などの参入促進や事業の周知などの取り組みの効果が現れている。
活動の場の提供については、東部・西部障害者福祉会館の利用者数や社会参加推進セン
ターの講座参加者数が増加している（表 15）。また、2012 年 4 月にオープンした障害者ス
ポーツセンター(4)は、旧施設の約 3 倍の規模となり、屋内プールやトレーニング室など機能
も充実したものとなっている。
(3)健康づくり
①市民主体の健康づくりの推進
市民センターを拠点とした健康づくり事業（地域でＧＯ！ＧＯ！健康づくり）を実施し
ている市民センター数は、2011 年度までに 97 団体に拡がっている（表 16）。まちづくり
協議会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、健康づくり推進員、食生活改善推進員、保健師
などの協力によって、地域ごとに健康づくりや生活習慣病予防の課題が明らかになり、市
民主体の健康づくりの促進に役立つ取り組みとなっている。
2009 年度から開始した健康マイレージ事業は、市民センターを中心に PR を実施し、各
種団体･企業にも浸透を図った結果、参加者数は増加しつつあり、2011 年度までに 9,440
人となった（表 17）。しかし、依然として参加者の多くが高齢者であり、40 歳～64 歳の
参加が少ない状況にある（第三次北九州市高齢者支援計画の目標は 20,000 人）。
②こころの健康づくりの推進
「自殺予防こころの相談電話」など心の健康に関する相談対応や市民・関係機関などへ
の広報・啓発活動、また、うつ状態にある人や自殺の危険性の高い人の早期発見・早期治
療・早期対応などを担うゲートキーパーの養成数は計画を上回った（表 18）。
人口 10 万人あたりの自殺者数（自殺者率）は 2011 年度は 24 人であり（表 19）、2009
年度の 27 人に比べれば改善しているが、依然として自殺率は全国水準よりも高い。
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③生活習慣病・がんの予防の推進
生活習慣病やがんの予防のための健康診査については、受診率を上げる取り組みとして、
企業や NPO と連携したがん検診の普及啓発や受診勧奨などを実施した結果、各検診の受診
率が向上した（表 20、表 21）。
国民健康保険における特定健診受診率についてみると、他の政令市が伸び悩む中で確実
に増加している。
市が実施するがん検診については、2009 年度から、特定の年齢の女性を対象に、子宮頸
がん検診、乳がん検診の無料クーポン券を配布したことにより、がん検診の受診者数は前
年度を約 27％上回った。また、2011 年度からは「大腸がん検診無料クーポン券」を働く世
代に配布したことなどによってがん検診受診者数は、さらに前年度を約 8％上回った。ただ
し、目標値と比べると、特定健診もがん検診も受診率は低い水準にとどまっている。
④介護予防の推進
一次予防事業では、「百万人の介護予防事業」の普及活動を行う地域リーダーの養成数
が目標を上回っていることから（表 22）、普及活動は着実に拡がりつつあるといえる。
二次予防事業では、運動や栄養改善・口腔機能向上などの通所型の事業への参加者数は
計画の約 7 割程度で普及に遅れがみられるが、参加後の生活機能評価（5）で「維持・改善」
した人の割合は 9 割を超えており、参加者に提供される教室のプログラム内容などが介護
予防に有効であったといえる。
⑤食育及び歯と口の健康づくりの推進
従来、保健福祉、農林水産業、教育などの分野で別々に取り組んでいた「食」に関する
施策を「食育」という観点から総合的に推進するようになった。「地域食育講座」をはじ
めとした講座等の開催数は年々増加し（表 23）、参加者アンケート結果によると、講座に
参加したことで食習慣の改善意欲が高まったという回答が 8 割を超え好評を得ている。
また、歯と口の健康づくりについては、歯周疾患検診の受診者数が増えており（表 21）、
虫歯のある乳幼児の減少や自分の歯を残す高齢者の増加など、歯と口の健康状態は改善さ
れつつある（表 24）。
以上のように、食育や歯と口の健康づくりの進展がみられ、普及啓発などの取り組みの
成果が認められる。

４

今後の課題

(1)高齢者の支援
①生涯現役型社会の環境づくりの推進
高齢者自身が超高齢社会を支えるマンパワーの一員であるという意識を醸成し、経済活
動や社会貢献活動の担い手として活躍できる環境づくりを進めることは、これからの大き
な課題である。そのためには、年長者研修大学校や生涯現役夢追塾をはじめ、高齢者の参
加しやすい学びや活動の機会・場の提供や情報提供のための取り組みを強化していく必要
がある。様々な取り組みの中から高齢者の能力を活かせる機会や場を見出し、参加を促し
ていくことが重要である。
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②総合的な地域ケアの充実
高齢者や家族介護者が抱える問題や支援ニーズの複雑・多様化に対応するため、「地域
包括支援センター」の機能強化を引き続き図るとともに、同センターを中心に保健・医療・
福祉・地域の連携を進めるなど、より一層の相談・支援体制の充実が課題である。
また、認知症の増加に対し、予防から早期発見・早期対応・ケアまでの一貫した対策が
必要であり、若年性認知症への対応も含めて総合的な認知症ケアの充実・強化が課題である。
③住み慣れた地域での生活支援
介護や支援を必要とする高齢者が増加するなかで、介護保険サービスや在宅福祉サービ
スの充実とともに、必要なサービスを円滑に選択・利用できるような情報提供の充実が課
題である。また、ケアに携わる人材の確保が大きな課題となっている。
また、安全な住まいを確保するため、高齢者に配慮した住宅の普及や住み替え、住宅の
バリアフリー化などへの支援が課題である。また、在宅生活が困難になった人のための入
居施設の確保も引き続き重要な課題である。
さらに暮らしの安全対策として、緊急通報システムの普及や地域と協力した訪問活動など
による見守り体制の強化が課題である。
(2)障害のある人の自立支援
①生涯を通じ一貫した支援体制の構築
2013 年 4 月から施行される「障害者総合支援法（改正障害者自立支援法）」に対応し、
“制度の谷間”のない各種サービス事業を推進していくために、障害者基幹相談支援セン
ターと区役所の窓口との連携を強化し、適切なサービスにつなげていくことが課題である。
福祉サービスの提供主体となりうる意欲と能力を備えた民間事業者が増加していることか
ら、これらの多種多様で小規模な活動の支援が必要である。
また、障害者の就業による自立を支援する施設や事業所などの経営安定・改善に向けて、
助成、指導、助言などの充実が課題である。
②地域で自立して生活できる基盤整備
施設入所者の地域生活への移行を促進するために、グループホームの整備促進が課題で
ある。また、法改正に対応してグループホームとケアホームの一元化が必要となっている。
また、個々人の能力活用に向けて就労支援の強化が課題であり、特に企業の障害者雇用
への理解を一層深めることが重要である。障害者しごとサポートセンターにおける支援体
制や取り組みの充実を図りながら企業、福祉、教育、労働機関などの連携の強化が課題で
ある。一般企業への就労が困難な人のためには、引き続き福祉的就労の充実が必要である。
③社会参加の促進
情報提供やコミュニケーション支援については、高度情報社会化に対応し、障害の有無
にかかわらず情報を共有できるようにしていく必要があり、障害の態様や程度に応じて、
様々な情報を迅速に提供できる手段や体制の充実が課題である。
外出支援については、利用者が増加している移動支援事業をはじめ、より利用しやすい
サービスの提供を図っていくことが課題である。
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活動の場の提供については、スポーツ、レクリエーション、芸術・文化・余暇活動、生
涯学習などを行える環境づくりが必要であり、障害者福祉会館や障害者スポーツセンター
の利用促進とともに、一般の市民活動施設やスポーツ施設を障害者が気軽に利用できるよ
うにしていくことも必要である。
(3)健康づくり
①市民主体の健康づくりの推進
市民センターを拠点とする健康づくり事業や健康マイレージ事業は、市民の健康意識や
健康診査受診率の向上、ひいては社会活力の維持や介護費・医療費の負担増の抑制につな
がる重要な事業であることから、全市的な展開を目指して取り組みを推進していく必要が
ある。また、生涯を通じた健康づくりを推進するためには、若い世代が参加しやすい取り
組みの実施が課題である。
②こころの健康づくりの推進
厳しい経済・雇用情勢が続くなかで、こころの問題を抱える人が増えており、全国的に
若い世代の自殺率が高まるという深刻な状況にある。一人でも多くの人を悩みや不安から
救うため、相談体制の充実やゲートキーパーなどの自殺予防人材の育成、こころの問題や
自殺対策、メンタルヘルスケアなどに関する広報・啓発をさらに強化していく必要がある。
③生活習慣病・がんの予防の推進
市民一人ひとりが健康でいきいきとした生活を送るために、また、政令市の中でも高い
水準にある一人あたりの医療費の適正化のために、生活習慣病・がんの予防の必要性が高
く、健康診査、健康教育、健康相談などの強化・充実とともに各種検診の受診率向上を図
っていくことが課題である。さらに、受診後の適切なフォロー体制を充実させ、生活習慣
病・がんの予防及び重症化予防を図っていくことが必要である。
④介護予防の推進
高齢者が介護を必要とする状態になることを予防するとともに、たとえ介護が必要な状
態となってもそれ以上悪化しないよう、介護予防の重要性について普及啓発を行うととも
に、運動や栄養改善・口腔機能向上などの各種介護予防事業の充実と参加促進を図ってい
くことが課題である。
⑤食育及び歯と口の健康づくりの推進
おいしく楽しく食べることによって心身ともに健康に暮らせるように、健全な食生活の
重要性や知識・技術などの普及啓発や、生涯を通じた歯科保健対策などを進めていく必要
がある。食育については、主に地域食育講座での普及啓発や若い世代をはじめとした無関
心層への働きかけが課題であり、歯と口の健康づくりについては、引き続き歯科保健事業
の推進と歯科健診の受診者の拡大が課題である。
【補注】
(1)「認知症疾患医療センター」は、都道府県や政令市が指定する病院に設置するもので、認知症疾患における鑑
別診断、地域における医療機関等の紹介、問題行動への対応についての相談の受付などを行う専門医療機関
である。北九州市では 2008 年に医療法人蒲生病院（小倉南区）に設置された。
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(2)「グループホーム」は就労している人や障害福祉サービス事業所などに通う人のため、また「ケアホーム」は
介護などの支援が必要な人のための共同生活住居である。「障害者総合支援法（改正障害者自立支援法）」
によって 2014 年度以降は「グループホーム」に一元化されることになった。
(3) 総合療育センター地域支援室や障害者しごとサポートセンター、障害者地域生活支援センター、福祉・労働・
教育・医療関係機関など
(4) 新しい障害者スポーツセンターは、旧民間スポーツクラブの施設を市が取得し、改修・整備を行った。
(5)「生活機能評価は」、介護保険法に基づき要介護となるおそれの高い高齢者（二次予防事業対象者）を把握す
るために行うもので、健康状態や生活に関するの基本チェックリストと介護予防健診から成る。

【参考資料】
1）北九州市「北九州市の地域福祉 2011～2020」（2010）
2）北九州市「第三次北九州市高齢者支援計画」（2012）
3）北九州市「北九州市障害者支援計画」（2012）
4）北九州市「健康福祉北九州総合計画・健康づくり部門（改訂版）」（2009）
5）北九州市「北九州市食育推進計画」（2009）
6）北九州市「北九州市保健福祉レポート 2011」（2012）
7）北九州市「北九州市高齢者等実態調査」（2010）
8）北九州市「北九州市地域福祉に関する市民意識調査」（2010）
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図 2 前期高齢者及び後期高齢者の推移及び推計
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表 1 年長者研修大学校の延参加人数
年度
2008
合計
86,608 人
周望学舎
37,317 人
穴生学舎
49,291 人
資料：議会事務局「調査」

2009
79,464 人
35,059 人
44,405 人

2010
77,289 人
34,003 人
43,286 人

2011
73,211 人
31,733 人
41,478 人

表 2 生涯現役夢追塾の延参加人数
年度
2009
2010
実績
1,363 人
1,383 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
1,512 人

表 3 認知症予防対策に関する取り組みの状況
年度
2010
認知症予防の話と脳の健康度テスト参加者数
162 人
認知症サポーター養成講座受講者数（累計）
26,522 人
認知症コールセンター相談件数
419 件
「ものわすれ外来」協力医療機関数
44
認知症疾患医療センター専門医療相談件数
665 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
209 人
31,189 人
482 件
43
594 件

2014 （目標）
500 人
40,000 人
420 件
43～45 医療機関を維持
750 件

表 4 介護保険サービス利用者数
年度
2009
合計
37,217 人
在宅サービス
26,534 人
施設・居住系サービス
10,683 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
38,640 人
27,725 人
10,915 人

2011
39,983 人
29,070 人
10,913 人

2014 （見込み）
44,141 人
31,018 人
13,123 人

2011 末
5,996 人
4,159 人
1,837 人

2014 （目標）
7,230 人
5,033 人
2,197 人

表 5 特別養護老人ホームと認知症グループホームの定員
年度
2009 末
合計
5,534 人
特別養護老人ホーム
3,975 人
認知症グループホーム
1,559 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010 末
5,960 人
4,159 人
1,801 人

表 6 すこやか住宅改造助成事業の利用者数
年度
2008
2009
実績
237 件
223 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
240 件

2011
304 件

2014 （目標）
350 件

2010
2,480 世帯

2011
2,562 世帯

2014 （目標）
2,464 世帯

2010
3,841 世帯

2011
3,883 世帯

2014 （目標）
4,221 世帯

2010
30,573 時間

2011
35,337 時間

2014 （目標）
41,051 時間

2010
1,441 人

2011
2,234 人

2014 （目標）
2,570 人

表 7 いきいき安心訪問の実施状況
年度
2008
2009
実績
2,464 世帯
2,430 世帯
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 8 緊急通報システム設置世帯
年度
2008
2009
実績
3,578 世帯
3,701 世帯
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 9 訪問系サービスの月利用時間数
年度
2008
2009
実績
25,531 時間
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 10 生活介護事業の利用者数
年度
2008
2009
実績
618 人
1,098 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 11 障害者相談窓口の相談件数
年度
障害者地域生活支援センター
区役所 高齢者・障害者相談コーナー
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
12,188 件
112,470 件

2011
15,294 件
130,682 件

2014 （目標）
25,272 件
-

表 12 障害者グループホーム・ケアホームの設置数箇所数及び利用者数
年度
2010
2011
2012
2014 （目標）
設置箇所数（累計）
69
72
85
利用者数
496 人
561 人
602 人
710 人
※：各年 4 月 1 日現在 資料：議会事務局「資料」、北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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表 13 障害者入所施設から地域生活への移行者数
年度
2009
2010
2011
2014（目標）
実績
180 人
187 人
234 人
330 人
※：2005 年 10 月 1 日時点の施設入所者のうち、グループホーム・ケアホームや単身生活などに移行した人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 14 障害者しごとサポートセンター利用者の就職件数
年度
2007
2009
実績
80 件
71 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 15

2010
81 件

2011
79 件

2017（目標）
支援 90 件

障害者の社会参加や支援の状況

2010
173 人
点字図書館の延利用者数（録音図書・点字図書）
58,607 巻・冊
パソコンサポーター登録者の派遣件数
330 件
移動支援事業利用者時間数
87,236 時間
東部・西部障害者福祉会館利用者数
49,124 人
障害者社会参加推進センターの運営講座の参加者数
2,159 人
資料：議会事務局「資料」、北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
年度

手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記奉仕員養成講座修了者数

2011
301 人
76，823 巻・冊
518 件
94,322 時間
51,340 人
2,197 人

表 16 「地域でＧＯ！ＧＯ！健康づくり」の実施団体数
年度
2008
2009
2010
実績
61 団体
85 団体
85 団体
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
97 団体

2014（目標）
136 団体

表 17 健康マイレージ事業参加者数
年度
2009
2010
2011
実績
4,590 人
7,040 人
9,440 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2014 （目標）
20,000 人

表 18 ゲートキーパーの養成数
年度
2010
2011
2016 （目標）
実績
2,000 人
1,613 人
1,000 人以上
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 19 人口 10 万人あたりの自殺者数
年度
2005
2009
2010
実績
25 人
27 人
24 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
24 人

2016（目標）
19.7 人（国の目標に準じる）

2011
31.1%

2012（目標）
65％以上

表 20 国民健康保険における特定健診の受診率
年度
2008
2009
2010
実績
22%
25.6%
28.6%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 21 健康診査の受診者数（職域を除く）
年度
2008
2009
2010
2011
2012（目標）
がん
59,039 人
75,091 人
78,932 人
85,268 人
各種がん 全て 50％以上 ※
歯周疾患
1,068 人
2,020 人
2,117 人
2,422 人
※：各種がんの受診者の合計。2011 年度の受診率は、最高が子宮頸がん（22.9％）、最低が胃がん（2.1％）
資料：議会事務局「資料」、北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 22 介護予防事業の普及員登録数及び事業参加後の効果
年度
2010
2011
一次予防事業の普及員の登録数
103 人
234 人
二次予防事業参加者の維持・改善率 ※
94.7%
94.2%
※：参加後の生活機能評価で「維持・改善」と評価された人の割合
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2014（目標）
94.7%

表 23 地域食育講座等開催数
年度
2009
2010
2011
2013（目標）
実績
160 回
213 回
215 回
179 回 ※
※：地域食育講座、ふれあい昼食交流会、食生活改善推進員養成教室、食生活改善大会の合計
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 24 幼児と高齢者の歯の健康状態
年度
むし歯のある 3 歳児
自分の歯が 20 本以上の 80 歳（75～84 歳）
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2008
34.1%
29.8%
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2011
30.3%
37.8%

2012（目標）
20%以下
35%以上

Ⅱ-３
１

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

施策の背景と重点課題

①施策の背景
わが国の人権行政は長く同和問題対策が中心的であったが、1988 年の「地域改善対策特
別措置法」の期限終了とともに、人権問題の全般的な解決に向けた取り組みを進めるよう
になった。一方、国連においてあらゆる「人権教育のための国連 10 年（1995～2004）」
が採択されるなど、人権の普遍性を追求しようとする国際的な気運が高まった。
北九州市においても 1998 年に「人権教育のための国連 10 年北九州市行動計画」を策定
し、また 2002 年には「北九州市人権・同和行政の基本方針」において、「創造的、発展的
な見地に立って人権を尊重したまちづくりを目指す」という方針を明らかにした。
さらに、2005 年に「人権文化のまちづくり」をテーマとする「北九州市人権行政指針」
を策定した。高齢者、障害者、子ども、女性、外国人、ホームレスなどの権利擁護や男女
共同参画のための施策は、それぞれの分野の法令や計画などに基づいて進められてきたが、
それらの課題を“人権”という本質からとらえ総合的に施策を推進することをめざし、全
庁的組織として「北九州市人権施策推進本部」を設置した。
人権問題は社会の中に様々な形で存在し、社会情勢や個人の価値観の変化とともに、プ
ライバシー権、環境権、肖像権の侵害やインターネットによる人権侵害なども問題となり、
そのように多様化、複雑化する人権問題に社会全体で取り組む必要性が高まった。
②重点課題
「人権文化のまちづくり」に向けて、様々な人権問題の根底を見据えた総合的な人権教
育・人権啓発の構築や人権尊重の気運を醸成する市民運動の必要性が高まっていた。
人権侵害の問題としては、子どもや高齢者への虐待や認知症高齢者の増加といった問題
への対応が緊急性の高い課題となった。
また、全ての人が自分らしく暮らせるためには、同和問題や性別や国籍などによる差別
の解消を図るとともに、社会参加や相互理解の促進、安心して暮らせる環境づくりなども
人権を守るための大きな課題となった。
さらに、戦争体験者が減少するなかで、全ての人々の基本的人権を守るための根底的、
世界的な課題として、平和への取り組みを持続させていくことが重要な課題となった。

２

主要施策の実施概要

(1)人権の尊重
①すべての市民の人権の尊重
「北九州市人権行政指針（2005）」に基づいて、あらゆる人権問題の解決と市民の人権
意識の高揚に向けた取り組みを行っている。
市民への広報活動（人権啓発ＣＭの制作・放映）、人権週間にともなう人権啓発行事（記
念講演会・ふれあいフェスタ・人権週間標語等の募集・街頭啓発等）、啓発資料の作成・
提供（人権啓発冊子作成、人権作文募集）、人権問題視聴覚教材の整備（人権啓発映画制
作、ラジオ番組「明日への伝言板」制作）など、様々な方法による啓発活動を行っている。
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「地域研修」では、市民センターを中心に人権問題市民講座を実施しており、インター
ネットやＤＶの問題などの新たな人権侵害に関する講座の開設などを行い、「人権学習講
座」では市民の多様な学習ニーズに応え、指導者にとっても参考となるような講座を実施
している。
「企業研修」では、企業に対し人権問題についての正しい理解と認識を深め適正な採用
選考システムの確立が図られるよう研修を行っている。
また、人権尊重につながる身近なテーマを約束事として掲げて、それを守るという人権
の約束事運動「ほっとハート北九州」への参加登録を、地域や事業者・施設・団体などに
働きかけている。
②高齢者の人権の尊重
判断力の低下した高齢者の健康や財産を守るために、地域包括支援センターを中心とし、
各専門機関と連携した権利擁護システムの構築に取り組んでいる。
地域包括支援センター職員を対象とする高齢者虐待防止や権利擁護に関する研修や、市
民を対象とする認知症を正しく理解するための講座などを実施している。
また、認知症などで判断能力が不十分で、法的な保護が必要な高齢者の増加が見込まれ
るため、後見の担い手となる市民後見人を養成するなど、成年後見制度の利用を推進して
いる。
③障害のある人の人権の尊重
障害のある人や障害に対する正しい理解を深めるための市民啓発とともに、権利擁護の
ための取り組みを行っている。
市内 4 箇所の「障害者地域活動センター」のうち、2008 年度から門司で、2011 年度か
ら戸畑で、施設利用者（障害者）と地域住民が交流する啓発イベントを実施している。
障害や障害のある人に対する、市民、企業、行政機関における正しい理解や知識を深め
るために、「何が障害のある人の差別にあたるのか、何が権利の侵害にあたるのか」など
について具体的な事例を紹介した「障害のある人の人権啓発冊子（心つながる人と街）」
を作成した。作成にあたっては、他県・市の取り組み内容の研究や関係団体の意見集約を
行うとともに、幅広い分野の構成員からなる作業部会を設置し、冊子の作成に向けた研究・
検討を行った。
また、障害のある人の権利を擁護するために、市民後見人養成研修などを通じて、成年
後見制度の利用を推進している。
さらに、2012 年 10 月に、障害者虐待防止法に基づき、障害者虐待防止センターを設置
した。
④子どもの人権の尊重
児童虐待やいじめなどの発生予防と早期発見・早期対応を確実にするために、地域での
見守り体制づくりや関連施設、相談体制の充実・強化に取り組んでいる。
区役所の「子ども・家庭相談コーナー」では、子どもと家庭に関するあらゆる相談に応
じ、母子家庭の自立支援、ＤＶ被害者対応、児童虐待対応等、それぞれの相談に応じた支
援・対応を行うとともに、必要に応じて他の機関のサービス・支援へとつないでいる。
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また、子どもの健やかな育成のために、生後 4 か月までの乳児家庭全戸訪問事業を実施
し、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけている。
児童虐待の早期発見・早期対応を行うために、2009 年度に改訂した「児童虐待対応連携
マニュアル」に基づき、区役所や関係機関との連携・対応を図っている。
虐待等が疑われる子どもやその保護者に対応する保育所を訪問し、保育指導や相談機能
の強化や家庭保育力の向上を図るための支援を行う｢保育カウンセラー事業｣を 2010 年度よ
り開始した。
また、保育所、小中学校等の職員を対象に児童虐待対応リーダー養成研修を実施したほ
か、児童虐待問題連続講座や市政だより等による市民啓発、関係機関と連携した要保護児
童対策地域協議会の開催など、児童虐待防止に向けて取り組みを行った。
(2)男女共同参画社会の形成
①政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
市役所における女性職員の積極的な登用、市の付属機関等における女性の参画拡充、地
域活動における意思決定の場への女性の参画促進などに取り組んでいる。
市役所における女性職員の意欲、能力の向上を図るため、「女性活躍推進アクションプ
ラン（2008～2018 年）」に基づき、女性職員対象のキャリアアップ研修やメンター制度（自
己成長研修）を実施するとともに、人員配置における女性の職域拡大を実施している。
市の審議会等への女性委員の参画拡大については、2013 年度までに参画率を 40％とする
ことを目標として進めてきた。そして、2012 年 6 月 1 日現在で 40.7％となり、目標年度よ
り 1 年早く達成した。
また、性別による固定的役割分担意識解消のための広報・啓発事業として、男女共同参
画センター・ムーブや勤労婦人センター・レディスにおける講座や講演、北九州市女性団
体連絡会議や NPO などとの協働による「男女共同参画フォーラム in 北九州」の開催、市
民センターなどにおける広報・啓発事業などに取り組んでいる。
②ワーク・ライフ・バランスの推進
子育てや介護などと仕事の両立が可能な就業環境の実現に向けて、企業や行政など、地
域ぐるみで働き方を見直し、改善するための取り組みを進めている。
企業、働く人、市民、行政で構成された「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議
会（2008 年 12 月設立）」を中心に、「ワーク・ライフ・バランス推進月間（11 月）」で
の集中的なキャンペーンをはじめ、市民や企業等に対する広報啓発を行った。また、ワー
ク・ライフ・バランスに積極的に取り組む企業・個人等を表彰し、事例集などで紹介する
とともに、企業向け講演会を開催するなど、企業等における取り組みを支援している。
また、「北九州市職員の次世代支援プログラム・第二期（2010～2014 年）」を策定し、
それに基づき、職員の意識改革のための「ワーク・ライフ・バランス研修」や子育て期の
男性職員を対象とした「男性職員パパぢから研修」、ワーク・ライフ・バランス推進月間、
時間外勤務の削減など、全庁的な取り組みを進めている。
③性別による人権侵害行為の根絶
配偶者等からの暴力やセクシャルハラスメントなどの根絶に関する広報・啓発を進める
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とともに、相談体制の充実に取り組んでいる。
NPO などと連携して、高校・大学などにおいて出前講演を開催するなど、ＤＶやデート
ＤＶ防止のための広報啓発事業を実施している。
また、各相談機関や警察、法務局、検察庁、医師会、弁護士会などの 30 機関からなる｢北
九州市ＤＶ対策関係機関連絡会議｣を設置し、関係機関との連携の強化を図っている。
(3)多文化共生の推進
①多文化共生社会の実現に向けた体制の構築
国籍や民族が異なり多様な文化的背景を持つ人々が地域で共に生きていくための仕組み
づくりに取り組んでいる。
外国人市民意見交換会や市の住民施策に関わる担当部局による国際戦略会議（多文化共
生グループ）を開催するなど、外国人市民のニーズや課題について把握し、多文化共生に
関するプランを盛り込んだ「北九州市国際政策推進大綱 2011 」を策定した。
さらに、外国人市民が抱える生活上の諸問題や課題を把握し、取り組むべき多文化共生
施策の課題などについて意見を求める目的で、「北九州市外国人市民懇話会」を 2011 年度
に設置した。
②外国人市民の生活環境の充実
外国人も地域社会の一員として暮らしやすい生活環境の形成に向けて、多言語による生
活情報や日本語教室の充実とともに、外国人市民への相談体制の強化や交流事業に取り組
んでいる。
外国人市民の生活支援事業として、相談事業、子育て支援も行う日本語教室の開催、多
言語による生活情報の提供、行政手続などの補助を行う通訳者の派遣などを実施している。
外国人市民の日本語習得を支援するため、日本語指導者（ボランティア）の養成や日本
語教室の設立・運営、ボランティア間のネットワーク構築などに対する支援を行っている。
また、災害時において外国人市民に必要な情報を確実に伝達できるように、外国人のた
めの防災ハンドブックの作成や災害通訳ボランティアの養成に取り組んでいる。
③市民の国際理解の促進
市民の国際理解を深めるために、市民レベルでの国際交流や多文化共生に関する啓発事
業に取り組んでいる。
2008 年度までは北九州国際交流協会と北九州国際交流団体ネットワークで実施していた
秋の交流イベント（多文化共生フェスタ）を、2009 年度から 2011 年度まで地域の大学や
民間団体など多くの団体との協働による「国際秋祭り」として実施した。
(4)平和への取り組みの推進
①平和の尊さへの理解の促進
すべての市民が平和の尊さを理解し共有していくための啓発、教育などの取り組みを進
めている。
2010 年 2 月には、核兵器の廃絶と恒久平和の実現に向け、前進する決意を示す「北九州
市非核平和都市宣言」を行い、宣言を周知するため、勝山公園に宣言記念碑を設置し、本
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庁舎に「宣言文銘板」、区役所及び全ての市民センターに「宣言文パネル」を掲示した。
また、7 月を全市一斉に平和に関する指導月間と定め、小学校などにおける平和に関する指
導を行っている。さらに、小学校において、平和への願いが込められた「嘉代子桜・親子
桜」の植樹を進めている。
また、市民寄贈の戦時資料をもとに 2004 年に開設した「戦時資料展示コーナー（市立埋
蔵文化財センター）」の見学者の増加に向けて、市立小学校の 6 年生の全児童に指導資料
「戦時資料展示コーナーをより詳しく知ってもらうために」を配布するなど、広報活動を
強化している。
さらに、戦没者の追悼式の開催に加えて、原爆犠牲者慰霊平和祈念式典を実施するなど、
戦没者等への追悼・慰霊事業を行っている。
②国際協力・交流の推進
都市間・市民レベルでの様々な国際協力・国際交流活動の充実によって、アジアの諸都
市の発展に寄与するとともに相互理解を深め国際平和に貢献するための取り組みを進めて
いる。
環境分野では、北九州市の環境保全や資源循環等の取り組みを活かして、（公財）北九
州国際技術協力協会（KITA）と共同で、アジア人をはじめとした開発途上国からの研修員
の受け入れを行っている。また、現地に専門家を派遣し、タイ・インドネシア・マレーシ
アでの廃棄物管理事業や中国での環境教育事業などアジア地域を中心とした環境国際協力
事業を実施している。
また、ESD 推進の地域拠点であるＲＣＥ（Regional Center of Expertise）北九州の活動
を支援し、世界のＲＣＥ関係者と情報共有・発信を行っている。
上下水道分野では、カンボジア、ベトナム・ハイフォン市や、中国・大連市をはじめ主
にアジア諸都市を対象として、北九州市が有する上下水道技術・事業運営のノウハウを活
用しながら、研修員受け入れや現地技術指導など幅広い技術交流を進めている。
消防分野では、JICA「消火技術」コースなどの研修員を受け入れた。

Ⅱ きずなを結ぶ～健康で安全・安心な暮らしの実現
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
方針

主要施策

担当局

主な個別事業

す べ て の 市 民 の 人 権 の 尊 重 に 向 けて 、 市 民
一人ひ と りが 日 常 生 活 の中で 人 権を 尊 重す る
こ と が 当た り 前 の 行 動 と し て 自 然 に 表 す こ と
が で き るま ち を め ざ し 、 「 人 権 文 化 の ま ち づ
くり」を推進します。

（１）人権の尊重

①すべての市 ・人権教育・人権啓発の推進 教育委 ・企業研修
員会 ・人権学習講座
民の人権の
保健福 ・人権教育・人権啓発の推進
尊重
祉局 ・人権の約束事運動の推進
・認知症啓発・対策推進事業
②高齢者の人 ・成年後見制度を活用できる
環境の整備
保健福 ・高齢者の虐待防止事業（地域支援事業）
権の尊重
・認知症に対する啓発運動や 祉局 ・権利擁護・市民後見促進事業
見守り体制の構築
・認知症高齢者地域ケア推進事業
・障害者地域啓発事業
③障害のある ・障害のある人や障害に対す
保健福 ・「障害のある人の人権啓発冊子」の作成
人の人権の る正しい理解
・成年後見制度の利用促進
祉局 ・権利擁護・市民後見促進事業
尊重
・相談体制の充実
・子ども・家庭相談コーナーの運営
④子どもの人 ・児童虐待の発生予防と早期
・生後 4 か月までの乳児家庭全戸訪問事業
発見・早期対応
権の尊重
の充実
・いじめの発生予防と早期発
子ども
・保育カウンセラー事業
見・早期対応
家庭局
・虐待の早期発見・迅速かつ適切な対応及
・地域での見守り体制の構築
び児童への支援のための連携強化
・関連施設や相談体制の充
実・強化
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Ⅱ きずなを結ぶ～健康で安全・安心な暮らしの実現
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
方針
性 別 に よ る 人権 侵 害が な い 社会 を 基本 にし
て、ワーク・ライフ・バランスを推進するとも
に、男女が社会の対等な構成員として、自らの
意 思 によ っ て あ らゆ る分 野 の 活 動 に 参画 す る
機会を拡充していきます。

（２）男女共同参画社会の形成

あらゆる市民が国籍を超
えて 互いの文化を認め合
い、対等な立場で相互理解
を深め る関係を築きなが
ら、地域の構成員として共
に生きていくことのできる
社会をめざします。
市民に平和の尊さを理解して も
らうとともに、これを後世に伝えて
いくことに努めます。また、都市
間・市民レベルでの国際協力や国際
交流活動の充実を図り、平和への貢
献につなげていきます。

（３）多文化共生の推進 （４）平和への取り組みの推進

３

主要施策

担当局

主な個別事業

・男女共同参画基本計画推進事業（市の付
①政策・方針 ・市における女性職員の積極
属機関等における女性の参画拡充の促
決定過程へ 的な登用
の男女共同 ・意思決定の場への女性の参 子ども 進）
・拠点施設における固定的役割分担意識解
画の拡充
参画の推進
家庭局
消のための広報・啓発
・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
総務企 ・「女性活躍推進アクションプラン」実施
画局
事業
②ワーク・ラ ・子育てや介護と仕事の両立 子ども ・地域ぐるみで働き方を見直す体制の推進
・企業等におけるワーク・ライフ・バラン
イフ・バラ の実現に向けた環境整備
家庭局
ス推進の支援
ンスの推進
総務企 ・市役所におけるワーク・ライフ・バラン
スの推進
画局
・配偶者等からの暴力対策事業
③性別による ・配偶者等からの暴力やセク
人権侵害行 シャルハラスメントの根 子ども
絶に関する広報・啓発
為の根絶
家庭局
・人権侵害行為に対する相談
体制の整備
・多文化共生推進事業
①多文化共生 ・国籍や民族が異なり、多様
社会の実現 な 文 化 的 な 背 景 を 持 つ 総務企 ・外国人市民の生活支援事業
に向けた体 人々が、地域で共に生きて 画局 ・外国人住民への日本語支援事業
・多文化共生の地域づくり
いくための仕組みづくり
制の構築
・外国人市民の生活支援事業
②外国人市民 ・外国人市民への相談体制の
総務企 ・外国人住民への日本語支援事業
の生活環境 強化や交流事業の推進
画局
の充実
③市民の国際 ・市民レベルでの国際交流 総務企 ・多文化共生の地域づくり
理解の促進 ・多文化共生に関する啓発事 画局
業主要施策
①平和の尊さ ・すべての市民による平和の 教育委 ・人権教育推進事業（資料等を活用した人
員会
権教育の実践）
への理解の 尊さの理解と共有
・平和に関する指導の推進 市民文 ・戦時資料展示コーナー管理運営事業
促進
化スポ
ーツ局
総務企 ・北九州市非核平和都市宣言推進事業
画局
保健福 ・戦没者等慰霊事業
祉局
・ESD 推進事業
②国際協力・ ・都市間・市民レベルでの
様々な国際協力・国際交流 環境局 ・環境国際協力のさらなる推進
交流の推進
活動の充実による国際平
・アジアの環境人材育成拠点形成事業
和への貢献
消防局 ・アジアの消防リーダーとしての国際協力
上下水 ・水道技術の国際貢献
道局 ・下水道分野における国際技術協力の推進

施策の成果、効果等に関する評価

(1)人権の尊重
○人権尊重に関する市民意識
「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」の 2012 年度調査によると、「すべて
の市民がお互いを尊重し、安心して暮らすことができるまちだと感じますか」という問に
対し「ほとんど感じていない（5.2％）」、「あまり感じていない（22.2％）」という否定
層の割合は 2009 年調査に比べて 2.0 ポイント減少した。また、そのように『感じていない』
理由の第１位である「年齢や性別、身体能力、国籍等にかかわらず、全ての市民がお互い
を正しく理解し尊重し合う意識が不十分（48.0％）」の割合も 3.5 ポイント減少した。
一方、「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」によると、「人権の尊重
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と男女共同参画の推進」について、2009 年度以降、評価順位は低下し、2012 年度は 34 項
目中 30 位とかなり低位となっている。
人権尊重に関する不満は減少傾向にあるが、それとともに人権問題への関心も、他のこ
とがらへの関心に比べ、後退しつつあることがうかがわれる。
ただし、2010 年度の「人権問題に関する意識調査(1)」によると、約 7 割が人権問題に関
心があり、2005 年度と比較して、高齢者の関心が低下する一方で若い世代の関心が高まっ
ており、また、人権啓発事業との接触頻度が高いほど関心も高いという結果となっている
（同調査報告書）。
高齢者と若い世代では人権問題に関する認識や意識に差があり、今日的な人権問題に対
する若い世代の関心は高まっており、人権啓発事業の効果があったと思われる。
①すべての市民の人権の尊重
人権講演・研修などは、参加者の募集や企画立案の難しさによって予定どおり開催でき
なかった市民センターがあったことなどから、参加人数は減少から伸び悩みという状況に
ある（表 1）。しかし、人権問題市民講座を実施した市民センターでは、インターネットや
ＤＶによる人権侵害に関する新たな講座の開設、視聴覚教材の活用など、受講者の関心や
理解を高めるための取り組みを行い、実施後の参加者アンケートにおける市民の満足度は
94％と高く、人権尊重の意識の醸成に効果的なものとなっている。
また、学校における人権授業、市民カレッジ事業、企業人によるディスカッションなど、
人権問題が多様化するなかで参加者が主体的に考えることができる取り組みが増えている。
さらに、「人権の約束事運動」の登録団体数も着実に増加している（表 1）。
②高齢者の人権の尊重
「人権問題に関する意識調査(1)」によると、基本的人権に関わる問題として市民の関心が
最も高いのは高齢者の人権問題である（図 1）。高齢者の人権保護の重点課題は認知症高齢
者に関するものであるが、「認知症サポーター」の養成講座では、大人だけでなく中学生
や高校生などの若い世代への普及・促進にも力を入れて取り組み、実績をあげている（表 2）。
「認知症コールセンター」の相談件数も予想を上回って増加している（表 2）。
また、「市民後見人」の研修修了者数は 2011 年度までに累計 69 人であり、北九州市社
会福祉協議会が運営する「権利擁護・市民後見センター」のスタッフとして後見業務に携
わる人も増えている。ただし、協議会の後見受任件数は 2011 年度に 42 件であり、活躍で
きる機会はさほど多くない。成人後見人制度は、全国的にみても普及が進んでおらず、北
九州市においても成人後見人に関する 2011 年度の相談件数は前年を下回っている（表 2）。
しかし、後見を必要とする認知症の高齢者は増加しており、後見人の育成は急務といえる。
③障害のある人の人権の尊重
「人権問題に関する意識調査(1)」によると、基本的人権に関わる問題として高齢者と同様
に障害者の人権問題に関心をもつ人が多く（図 1）、問題として「人々の障害者に対する理
解が足りないこと」という回答が最も多い（同調査報告書）。一方、「北九州市障害児・
者等実態調査（2）」によると、障害を理由とした差別や人権侵害などを受けた経験がある人
の割合は、精神障害のある人 37.0%、障害のある子ども 38.0%、知的障害のある人 35.0%、
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身体障害のある人 20.3%となっており、その内容としては、「じろじろ見られたり、指を
指されたりした」「いじめや暴行を受けた」「陰口をたたかれた」などが多くあげられて
いる（同調査報告書）。
以上の調査結果からも明らかなように、障害のある人や障害に対する正しい理解を深め
るための市民啓発が大きな課題であるが、新たに「障害のある人の人権啓発冊子」を作成
するにあたって、障害のある人の視点から「何が障害のある人の差別に当たるのか、何が
権利の侵害に当たるのか」などについて、多方面から多くの意見集約や事例収集を行った
ことが、有用性の高い成果となったといえる。
④子どもの人権の尊重
子どもの人権侵害のうち最も深刻な問題は虐待であるが、全国的に児童虐待が増加する
なかで、北九州市における対応件数は 2006 年度以降減少傾向にあり（表 3）、子育て支援
対策とともに推進してきた児童虐待防止対策の効果が認められる。
近年は、子どもや家庭に関する総合相談窓口として区役所の「子ども・家庭相談コーナ
ー」の相談体制を強化したことや、生後 4 か月までの乳児家庭の全戸訪問事業を推進した
ことによって、子どもの人権侵害、特に虐待の予防や早期発見・早期対応が図りやすくな
ったといえる。また、「保育カウンセラー事業」は、2011 年度には 99 件の対象児童につ
いてケアや保護者対応、指導などを行い、虐待への早期対応に着実な成果をあげている。
ただし、2011 年度の虐待対応件数が増加していることから（表 3）、今後も児童虐待の
早期発見・早期対応を行うため、関係機関と十分な連携を図る必要がある。
(2)男女共同参画社会の形成
①政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
市役所の役職者に占める女性比率は 2011 年度には 13.2％となったが、
目標の 20％（2018
年度）との乖離は依然として大きく（表 4）、政令市の中では低位の状況が続いている。
一方、市の審議会などの委員への女性の参画率は、2012 年度には 40.7％となり、目標の
40％（2013 年度）を達成している（表 4）。
また、「男女共同参画社会に関する調査」の 2011 年度調査結果によると、「夫は外で働
き、妻は家庭を守る」という考え方に肯定的な人の割合は、2005 年調査に比べて大きく低
下し、全国調査（2009 年）と比べてもかなり低い結果となっており（表 5）、性別による
固定的役割分担意識は薄れてきている。ただし、この結果には、厳しさを増す家計を維持
するために女性も外で働かざるを得ないという意識がかなり反映されてると思われる。
②ワーク・ライフ・バランスの推進
「北九州市男女共同参画社会に関する調査(3)」によると、「ワーク・ライフ・バランス」
について「言葉も内容も知っている」という人は 34.2％を占め、この数値は類似の全国調
査の結果をかなり上回っている（表 6）。北九州市では 2008 年に全国に先駆けて官民一体
となった「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を設立し、市民や企業などへ
の働きかけや様々な広報啓発事業を行ってきた。そのような取り組みを通じて「ワーク・
ライフ・バランス」の認知は広まったと思われる。
しかし、「元気発進！子どもプラン」の点検・評価のための市民アンケートによると、
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「仕事と生活の両立が図られている」と感じる人の割合が低下しており（表 7）、実践に結
びついていない状況にあるといえる。
③性別による人権侵害行為の根絶
市のＤＶ相談窓口（各区役所子ども・家庭相談コーナー、男女共同参画センター、配偶
者暴力相談支援センター）でのＤＶ相談件数は、2011 年度 3,329 件で年々増加しており（表
8）、ＤＶに関する認識が高まっていることがうかがわれる。
さらに、学生などの若年層を対象に、NPO などと連携して地域や大学、高校での啓発事
業を強化しており、ＤＶ・デートＤＶの予防啓発に関する出前講演などの参加者数は、2011
年度は前年度を大きく上回った（表 8）。
(3)多文化共生の推進
①多文化共生社会の実現に向けた体制の構築
2012 年 7 月に外国人登録制度が廃止され外国人住民も住民基本台帳の適用対象になり、
外国人住民施策を「市民施策」として取り組むことが今まで以上に重要となっているが、
「北九州市国際政策推進大綱 2011」では、“多文化共生の推進”が施策の大きな柱として
盛り込まれ、それまで各部署や関係機関が必要に応じて個々に対応、実施してきた外国人
市民施策を総合的に進めることになった。
2012 年度の「市民意識調査<仕事見直しのための状況調査>（参考資料 4）」によると、
“多文化共生”という言葉を、聞いたことが『ある』という人が 57.7％を占め、2010 年度
調査の 26.0％に比べて大きく増加している（表 9）。ただし、「聞いたことはあるが、取
り組み内容は知らない」という人が多数派（約 7 割）であり、言葉の認知度は高まってい
るが“多文化共生”の意味や意義が広く理解されるには至っていない。
②外国人市民の生活環境の充実
近年、増加している留学生、研修・実習生、日本人配偶者などのいわゆる“ニューカマ
ー”の中には、日本語や日本の生活習慣の知識が十分でない外国人市民も多いため、まず、
生活に必要な情報を入手できるよう、多言語による情報提供、日本語習得支援、相談体制
の充実などを図ってきたが、「子育て相談と日本語教室」の参加者は目標を上回って増加
し、無料相談窓口の相談件数は 2010 年度には目標をほぼ達成した。無料の日本語教室もほ
ぼ予定どおり増設されている（表 10）。
また、「北九州市外国人市民懇話会」では、防災や医療について、課題を明らかにする
ことができた。
③市民の国際理解の促進
2010 年度の「市民意識調査<多文化共生について>」によると、日本人市民と外国人市民
が共に暮らしやすいまちづくりを進めるためには交流の場が必要と考える人が半数近く
（43.7％）を占めている。しかし、現在「まったくつきあいがない（52.8％）」という人が
多く、今後も「まったくつきあわない（5.2％）」、あるいは「わからない（41.7％）」と
いう交流に消極的な人が多い（同調査報告書）。
以上のように、市民全体からみて国際理解が進んでいるとは言い難い状況にあるが、先
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にみたように、“多文化共生”という言葉の認知度は急速に高まっており、啓発事業の効
果は現れているといえる。また、「国際秋祭り」の参加者は増加しており（表 10）、外国
人市民にとって市民とふれあうことができる大切な機会となっている。
(4)平和への取り組みの推進
①平和の尊さへの理解の促進
2012 年度の「市民意識調査（参考資料 4）」によると、「北九州市の平和への取り組み
は充実していると感じますか」という問に対して、「そう感じる（7.4％）」と「どちらか
といえばそう感じる（28.1％）」を合わせて肯定層が 35.5％を占め、
「そう感じない（19.1％）」
という否定層を上回っている。しかし、「どちらともいえない（33.6％）」や「分からない
（11.5％）」といった、肯定も否定もできないという回答も多く、平和のための取り組みに
関する市民の実感は、他の取り組みに関してよりも弱いという結果となっている。主に学
校教育のなかで実施し、一般市民を対象とする取り組みが少ないためと考えられる。
非核平和都市宣言後に実施した事業については順調に推移しており、「戦時資料展示コ
ーナー」の見学者が増加するなどの成果が現れている（表 11）。
②国際協力・交流の推進
アジアを中心に海外から継続的な研修員の受け入れを進めており、発展途上国の技術向
上や国際的な相互理解、さらに北九州市のイメージアップにも寄与しているといえる。2011
年度は、東日本大震災の影響によって受け入れ実績が前年度を下回ったが、水道分野以外
では各年度目標を超えた（表 12）。

４

今後の課題

(1)人権の尊重
①すべての市民の人権の尊重
人権問題の実態を踏まえた間断のない取り組みが必要であり、「人権の約束事運動」な
ど、「人権文化のまちづくり」に社会全体で取り組む気運を高めていくことが課題である。
すべての施策は人権にかかわる施策であり、各部局が策定する事業計画やその見直しを
行う場合に、「北九州市人権行政指針」の理念や基本的な視点を尊重していく必要がある。
②高齢者の人権の尊重
認知症の高齢者の人権を保護するための対策の必要性が高く、認知症に対する正しい理
解のための啓発をはじめ、地域包括支援センターを中心としたネットワークによる相談や
見守り、認知症サポーターの養成・活用、さらに専門的な能力を備えた市民後見人の養成・
活用などを進めていくことが課題である。
③障害のある人の人権の尊重
障害のある人や障害に関する正しい理解を深めるための市民啓発とともに、成年後見制
度の利用促進や相談体制の充実が課題である。また、新設した障害者虐待防止センターを
中心に、虐待防止のための体制整備が課題である。
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④子どもの人権の尊重
子どもの基本的人権を尊重し、児童虐待やいじめなどの発生予防、早期発見・早期対応
のための体制強化が必要である。専門的な対応や立ち入り調査などができる、子ども総合
センターと地域に根ざした支援を行う区役所が連携し、地域との協力や、保育、教育、医
療など関係機関との協力によって、個別に援助できる体制の強化が課題である。
(2)男女共同参画社会の形成
①政策・方針決定過程への男女共同参画の推進
市の審議会などの委員への女性の参画率は、2012 年度には 40.7％となり、目標の 40％
（2013 年度）を達成したが、政策・方針決定過程への男女共同参画については、今後もさ
らに推進していく必要がある。また、地域における意思決定の場への女性の参画や、企業
における管理職などへの女性登用を促進するために、性別による固定的役割分担意識解消
に向けた啓発手法の工夫や対象者の拡大を図っていくことが課題である。
②ワーク・ライフ・バランスの推進
ワーク・ライフ・バランスという言葉や内容への認知度は高まりつつあるが、働き方の
見直しなど実践に結びついていないのが実状である。「北九州市ワーク・ライフ・バラン
ス推進協議会」を中心に、今後も継続的な広報啓発が必要であるが、仕事と、子育て、介
護、地域活動や自己啓発など仕事以外の生活との調和を図るには職場の理解と協力が不可
欠であり、企業などへの働きかけを強化していくことが特に重要である。
③性別による人権侵害行為の根絶
配偶者等からの暴力に対して、今後も関係機関との連携をさらに強化して被害者支援に
取り組むとともに、ＤＶ相談窓口の周知やデートＤＶ予防教室の実施など、継続的に広報
啓発の取り組みを進めていくことが重要である。
(3)多文化共生の推進
①多文化共生社会の実現に向けた体制の構築
「アジアにおける多文化共生先進都市」をめざして、国籍、文化、言葉などの違いに関
わらず安心、快適に滞在・生活できる環境整備が必要である。「北九州市外国人市民懇話
会」などによるニーズや課題の的確な把握や、国際戦略会議（多文化共生グループ）によ
る全庁的な取り組みの充実などが課題である。
②外国人市民の生活環境の充実
地域社会の一員として外国人市民も暮らしやすい生活環境の形成が求められている。多
言語による生活情報提供や日本語教室の充実、相談体制の強化が引き続き重要であり、さ
らに、医療・福祉、住居、就労、社会参加、教育など、社会に適応し自立した生活を送れ
るような支援を図っていく必要がある。
③市民の国際理解の促進
外国人と接する機会が少ない市民啓発に力を入れ、北九州国際交流協会と連携して行う
国際理解事業ともに、民間団体が行う交流活動への支援の充実が課題である。また、多文
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化共生の地域づくりの担い手となるボランティアの育成や活動団体への支援が課題である。
さらに、外国人市民への効果的な支援や日本人市民との交流を促進するため、利便性の
高い都心・副都心における多文化拠点の整備を図っていく必要がある。
(4)平和への取り組みの推進
①平和の尊さへの理解の促進
すべての市民が平和の尊さを理解し共有できるように、北九州市非核平和都市宣言の周
知、戦没者等慰霊事業、学校での平和に関する指導などを推進していくことが課題である。
次世代を担う児童生徒が学校とともに家庭や地域においても命と平和の尊さを学ぶことが
できるように、また、一般市民も身近で具体的な取り組みを通じて平和の大事さを実感で
きるような啓発事業の充実が課題である。
②国際協力・交流の推進
国際平和の実現には、国境や人種を越えた交流や相互理解が重要な役割を果たすことか
ら、北九州市の環境保全や資源循環などの取り組みを活かしてアジアを中心に海外研修員
の受け入れを進めていくことが課題である。
【補注】
(1)「北九州市人権問題に関する意識調査」は 1976 年以降 5 年おきに実施しており、1995 年までは同和問題を中
心に、2000 年以降は人権全般について調査している。（郵送配布数 4,500、有効票 3,477、回収率 77.3％）
(2) 「北九州市障害児・者等実態調査」は、2011 年に、市内に居住する障害児・者を対象に、生活実態やサービ
ス利用状況等について調査している。（調査票発送数 4,240、回収数 2,429、回収率 57.3％）
(3)「北九州市男女共同参画社会に関する調査」は、2000 年、2005 年及び 2011 年に実施している。（郵送配布
数 4,000、有効票 1,688、回収率 42.2％）

【参考資料】
1）北九州市「北九州市人権行政指針」（2005）
2）北九州市「第三次北九州市高齢者支援計画」（2012）
3）北九州市「北九州市障害者支援計画」（2012）
4）北九州市「北九州市男女共同参画基本計画 第二次」（2009）
5）北九州市「北九州市国際化推進大綱 2011」（2011）
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資料：「北九州市人権問題に関する意識調査」報告書

図 1 関心のある人権問題
表 1 すべての人の人権尊重に関する取り組みの状況
年度
2009
人権講演・研修等参加人数
52,257 人
人権の約束事運動参加登録団体数
73 団体
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
42,973 人
118 団体

2011
44,324 人
208 団体

2013 （目標）
50,000 人
800 団体

2010
26,522 人
419 件
59 人
615 人

2011
31,189 人
482 件
69 人
532 人

2014 （目標）
40,000 人
420 件
130 人
-

2010
308 人

2011
322 人

2014 （目標）
減少

表 2 認知症高齢者等の人権尊重に関する取り組みの状況
年度
認知症サポーター養成講座受講者数（累計）
認知症コールセンター相談件数
市民後見人養成数（累計）
成年後見制度相談件数
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 3 児童虐待対応件数
年度
2008
2009
実績
374 人
316 人
※：過去最大は 2006 年度の 456 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 4 政策・方針決定過程への男女共同参画に関する取り組みの状況
年度
市職員の役職者（係長級以上）のうち女性比率
市の審議会等委員への女性の参画率

2009
12.1%
34.1%

2010
12.2％
33.1%

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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2011
12.6％
36.1%

2012
13.2%
40.7%

2013 （目標）
20.0%
40.0%
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表 5 性別による固定的役割分担意識に肯定的な人の割合
年度
2005
2011
実績
57.5%
38.7%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

-

表 6 「ワーク・ライフ・バランス」の認知度
北九州市
全国
言葉も内容も知っている
34.2%
20.8%
言葉は聞いたことがあるが、内容までは知らない
29.8%
34.4%
言葉も内容も知らない
32.5%
44.7%
全国： 内閣府「仕事と生活の調和の実現に影響を与える生活環境に関する意識調査」（2011 年 2 月調査）
北九州市：北九州市「男女共同参画社会に関する調査報告書」（2011 年 9 月調査）

表 7 子育て中の労働者で仕事と生活の両立が図られていると感じる人の割合
年度
2008
2010
2011
2012
実績
27.8%
34.3%
32.9%
30.3%
資料：北九州市子ども家庭局「2011 年度『元気発進！子どもプラン』に関する点検・評価 報告書」

表 8 性別による人権侵害防止に関する取り組みの状況
年度
市のＤＶ相談窓口（各区役所子ども・家庭相談コーナー、男女共同
参画センター、配偶者暴力相談支援センター）でのＤＶ相談件数 ※1
ＤＶ・デートＤＶの予防啓発に関する出前講演等の参加者数 ※2
※1 資料：第 2 次北九州市男女共同参画基本計画実施状況報告書
※2 資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2009

2010

2011

2,790 件

3,032 件

3,329 件

1,035 人

1,988 人

5,904 人

表 9 「多文化共生」の認知度
年度
2010
実績
26.0%
資料：北九州市総務企画局「市民意識調査」

2011
57.7%

2015 年度以降
50%以上

表 10 多文化共生に関する取り組みの状況
年度
2009
日本語教室（無料）の開設数
13 箇所
日本語と子育て教室の参加者数
367 人
外国人向け無料相談件数
187 件
「国際秋祭り」の参加者
800 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
14 箇所
459 人
292 件
1,000 人

2011
15 箇所
509 人
242 件
1,000 人

2015 年度以降（目標）
17 箇所以上
400 人以上
300 件以上
-

表 11 戦時資料展示コーナー見学者数
年度
2008
2009
実績
3,271 人
3,285 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
3,647 人

2011
4,208 人

2013（目標）
4,000 人

2010
389 人
348 人
69 人
15 人

2011
431 人
270 人
45 人
9人

各年（目標）
400 人
200 人
80 人
6人

表 12 国際協力研修員の受入数
年度
環境分野
下水道分野（環境分野と一部重複）
水道分野
消防分野
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2007
494 人
232 人
81 人
5人
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Ⅲ-１
１

快適に暮らせる身近な生活空間づくり

施策の背景と重点課題

①施策の背景
北九州市は、大都市のなかでは住宅の取得費や家賃が安く、また交通基盤が充実し生活
利便性が高い市街地が形成されていることから、総合的にみて住みやすい都市といえる。
良好な住宅・住環境の形成を通じて人口定着を図ることを目的に、1980 年代から住宅行
政の重点プロジェクトとして住宅市街地整備事業を推進してきたが、高齢化や空き家の増
加などの問題を抱える市街地が増えていくなかで、市民の参画や協力による対策がこれま
で以上に重要となった。
また、うるおいのある質の高い生活環境を形成するために、北九州市の特性を活かした
公園・緑地や水辺の整備を進めてきた。
公園や緑地の整備水準は、大都市のなかでは最も高い整備水準に達しており（1）、住区基
幹公園とともに、自然とのふれあいをはじめ多様な目的で利用できる公園や特色のある公
園がある 。しかし、"緑"を取り巻く情勢は大きく変化し、地球環境問題、超高齢・少子化、
防災などの面からも"緑"の機能が十分発揮できるような対策が求められるようになった。
水辺の整備については、門司港や都心で水辺と一体的に周辺市街地の整備を行う再開発
プロジェクトを推進し、また、全国有数の長い海岸線を活かして市民にも市外からの来訪
者にも魅力的な水際線づくりに向けて整備を進めてきた。河川事業においても防災機能と
ともに動植物の生息環境や親水空間の整備を進めてきた。
景観形成については、都心部や門司港レトロ地区などの重点地区における景観整備とと
もに、「北九州市都市景観条例（1984 年）」や「関門景観条例（2001 年）」に基づく届出・
協議、景観アドバイザーの活用などによる景観誘導を図ってきた。さらに、2004 年に制定
された「景観法」を受け、北九州らしい景観づくりと効果的な景観施策のあり方について
見直しを行い、2008 年に「北九州市景観づくりマスタープラン」及び「景観法」に基づく
「北九州市景観計画」を策定した。
以上のような、快適で魅力あるまちづくりの実現には、その基盤となるインフラ機能の
確保が必要である。北九州市は、上下水道や道路などの整備水準は高いが、それらの機能
を更新・維持していくための財政負担も大きい。上水道は水源確保と安定供給を実現し、
大都市のなかでは比較的安価な料金を維持してきた。しかし、水需要は少子高齢化、節水
機器の普及、大口需要者の減少などを背景に減少傾向が続き、効率的な水道システムの再
構築の必要性が高まった。道路は、他の大都市と比較して幹線道路の整備水準や走行性は
高いが（2）、経年劣化する路面や歩道の再整備需要が大きな負担となっている。今後も高齢
化率の高い本市において、主要駅周辺のバリアフリー対策を進めていく必要がある。
②主要課題
誰もが安心して暮らせる快適な住環境を実現するために、道路不足や災害の危険性など
問題が大きい地区の環境改善が引き続き課題であった。さらに、住環境の守り手は住民自
身であるという意識を高め、自主的な計画やルールづくり、美化活動、マナーアップ運動
などへの参画を促進していくことが大きな課題となった。また、空き家の増加による住環
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境悪化を防ぐための対策を講じていく必要が高まった。
また、"緑"の多面的な役割に応じた機能強化が必要であり、そのためには行政による公園
や緑地の整備・管理とともに、市民や企業が行う花や緑に関する取り組みを一体的に進め
ていくことが課題であった。
水辺については、利用促進に向けてそれぞれの場所の特性やポテンシャルに応じた整備や
多様な魅力づくり、情報発信、水辺利用のモラル向上などを図っていくことが課題であった。
景観行政については、北九州市の特性を活かし都市のイメージアップにつながるような
景観形成が課題であった。
生活基盤のうち、水道については、経年劣化した施設の更新、危機管理への体制強化、
さらに恵まれた水資源や水道事業の実績を活かした新たな水ビジネスの展開などが課題で
あり、また、道路については、高齢者の増加に対応したバリアフリー対策や通学路などの
安全対策とともに自転車の利用促進に向けた対策も重要な課題となった。さらに、情報通
信基盤については、行政サービスだけでなく、医療・福祉、教育・文化、防災などの幅広
い分野で活用できるようなシステム構築と高齢者の利用促進に向けた対策が課題であった。

２

主要施策の実施概要

(1)彩りのあるまちづくり
①快適な住環境の形成
市街地整備事業としては、丸山大谷、長浜、西折尾の住環境整備事業地区において、2012
年度の完了に向けて老朽住宅の除却、道路整備、コミュニティ住宅建設などを行っている。
また、緊急時の消火活動や救急活動の支障となる狭い道路を拡幅するために、2010 年度
から、建て替えなどをする際の壁面後退用地を土地所有者から市に寄付してもらい道路と
して整備する「狭あい道路拡幅整備事業」を実施している。
老朽廃屋の問題については、全市的な調査を行うとともに家屋所有者に対して適正な管
理が行われるよう指導を行っている。さらに 2011 年度から、接道条件が悪く除却費が割高
な老朽家屋等に対して除却費用の一部を助成する「老朽家屋等除却促進事業」や、危険家
屋について所有者による改善措置が期待できない場合に行政代執行などを行う「危険家屋
災害防止等緊急対策事業」を実施している。
また、地元住民や関係者によるまちづくり計画の作成や良好な街並み形成のためのルー
ルづくりを支援するために、アドバイザーとして専門家を派遣する「地区計画等策定市民
支援事業」を実施している。
②定住促進や地域活性化のための環境づくり
市内に転入し住宅を購入・建設しようとする人を応援するため、多様なニーズに応じた
住情報の提供や良質な住まいの取得・改善などの環境づくりに取り組んでいる。
市外から転入し、良質な住宅の建設又は購入を行う方へ、市と民間住宅事業者が協働し
て、費用の一部を助成する「北九州市定住促進支援事業」を 2010 年度より実施している。
③まち美化活動の拡充
市民や企業、学校など、全市的なまち美化への気運を高め、地域や職場、学校などの様々
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な単位で、道路や公園、空港、主要駅周辺、繁華街、河川などにおけるまち美化活動を広
げるための取り組みを進めている。
「北九州市空き缶等の散乱の防止に関する条例（まち美化条例）（1994 年）」に基づき、
ポイ捨てのない清潔で美しいまちづくりを推進するために、市民や企業、ボランティア団
体などと連携して「“クリーン北九州”まち美化キャンペーン（春）」、「市民いっせい
まち美化の日（秋）」などの清掃活動に取り組む「まち美化啓発事業」を実施している。
また、道路サポーター、公園愛護会、河川愛護団体などのボランティア活動を行ってい
る団体を対象に、様々な活動支援を行っている。また、団体相互の情報交換や活動の共有
化（ネットワーク）を促進している。
④市民のモラル・マナーの向上
路上喫煙や落書き、ごみのポイ捨て、飼い犬のふんの放置などの迷惑行為を防止すると
ともに、市民のモラル・マナーの向上に向けた広報・啓発活動に取り組んでいる。
「モラル・マナーアップ関連条例（2008 年）」に基づき、「迷惑行為防止重点地区」と
して小倉都心地区と黒崎副都心地区を指定し、罰則（過料 1000 円）の適用を開始した。
また、「迷惑行為防止活動推進地区」として、門司港レトロ地区、若松南海岸地区、下
曽根駅南側大通り地区、八幡駅前地区、及び戸畑駅前浅生地区を指定し、自主的に迷惑行
為防止のための活動を行う地域団体などに対して物品などの支援を行っている。
(2)うるおいのある空間づくり
①魅力ある生活空間づくり
1992 年に策定した「北九州市緑の基本計画」を、「環境首都の魅力」「健康・生きがい」
「安全」及び「協働」の 4 つの視点から見直し、2011 年度に改定を行った。
「地域に役立つ公園づくり事業」として、小学校区ごとに、住民とのワークショップに
よってつくられたプランに沿った公園整備を進めている（毎年 4 校区程度）。また、2011
年度からは「健康づくりを支援する公園整備事業」として、医学・運動学の観点から新た
な健康遊具を開発するとともに、効果的な遊具配置を行うことで、高齢者が日常的に健康
づくりを行える公園の整備を行っている。
また、「花やみどり」による彩りと潤いのあるまちづくりに向けて「花咲く街かどづく
り事業」を進めており、公共花壇の管理や、市民花壇を管理するボランティア団体への花
苗の配布などの助成を行っている。
さらに、2012 年度からは、未利用市有地や公園の一部を苗木の育成や花壇・菜園などに
活用するために無償で地域の自治組織に貸出す「ふれあい花壇・菜園」や、市街地の駅前、
観光地、イベント開催地などの周辺を花で彩りクリーンアップも重点的に実施する「美し
い街なか景観創出事業」を開始した。
②風格のある都市景観づくり
2009 年度から景観法に基づく届出制度を開始し、さらに 2011 年度から「関門景観形成
地域」についても景観法に基づく届出制度を開始した。
景観上重要な地区（景観重点整備地区など）における民間事業者からの建築等の届出に
対して、「北九州市景観計画」に定められた景観形成基準に適合するよう協議を行ってい
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る。基準に適合する場合においても、さらなる景観向上や地域特性に応じた景観形成に向
けた協議を行っている。
また、公共事業や民間事業の計画策定・事業実施時等への指導・助言や、地域における
市民の景観づくりへの取り組みを支援するために、景観に関する様々な分野の専門家であ
る「景観アドバイザー制度」の活用を進めている。
③市民に親しまれる水際線・農山村風景づくり
多くの人々が訪れる魅力ある海辺の整備を進めており、2009 年度以降は、新門司東緑地、
響灘北緑地などを整備した。ひびき海の公園（マリンパーク）の東側部分では、水産振興
と海洋レクリエーションの拠点づくりに向けた脇田漁港フィッシャリーナの整備を行った。
さらに多くの人に利用され親しまれる海辺づくりを目指し、2011 年度に「新・海辺のマス
タープラン」を策定した。
また、河川事業を行う際に、生物の生息・生育環境の保全を図りながら市民の憩いの場
や河川愛護活動の場として親しまれるような護岸の整備を進めている。
農村の生産基盤整備事業としては、小倉南区高野地区におけるほ場整備事業や、農家か
らの要望に基づく農業用施設の改良工事などを行っている。
(3)生活基盤の充実
①安全で安定しておいしく飲める水道の整備
水源から蛇口に至る一体的な水質管理を行い、将来にわたって良質な水を安定的に確保
していくことができるような水道事業の構築に取り組んでいる。
2012 年 9 月、若松区と戸畑区を結ぶ新たな送水管「新若戸道路水道連絡管」が完成し、戸
畑区側から若松東部地区への送水が可能となった。これにより、井手浦、穴生及び本城浄水
場の３つの基幹浄水場が相互に連絡され、浄水場間のバックアップ機能が強化される「水道
トライアングル」も完成した。万一の事故・災害などによって、水の供給ができなくなって
も、他の浄水場から応援給水をすることで影響範囲を少なくすることができるようになった。
また、老朽化した配水管の更新事業は、当初計画を 1 年前倒しして 2011 年度に終了し、
2012 年度からは、さらにスピードアップした新たな更新計画に着手している。
②安心して通行できる身近な道路の整備
歩行者や自転車走行空間の確保、街路灯の整備、通学路の安全対策、道路のバリアフリ
ー化などの取り組みを進めている。
主要駅の周辺において、交通事業者などと連携しながら、駅と公共施設や病院などを結
ぶ主要な経路のバリアフリー化を行っている。
また、通学路における児童の安全を確保するために、危険箇所を把握する点検活動「あ
んしん道事業」を小学校、地域、警察、行政などの関係機関が合同で実施した。2006 年度
から着手した当事業は 2010 年度で全小学校区での点検が終わり完了した。すぐに改善でき
るものは対策を実施しており、その他、時間がかかるものや実施が困難なものについては、
安全マップに危険箇所を記載することで関係者で情報や認識を共有できるようにしている。
③快適で良質な生活環境をつくる下水道の整備
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分流式下水道区域の拡大や先進的な処理方式の導入など、良好な水環境の創造に向けた
取り組みを進めている。合流式下水道の改善については、下水道法施行令で定められた期
限である 35 年度までに、改善目標の達成を目指している。
④高度情報社会への対応
行財政改革の視点から、市役所業務全体をそのあり方から見直した上で、行政情報シス
テムの大規模再編を行った。ホストコンピュータに代わる新たなシステム基盤を整備し、
住民情報系システムなどの基幹系システムをはじめ内部事務系システムなど様々なシステ
ムについて再構築を行い、2011 年度に現行のシステムに移行した。
また、住民サービスの向上と行政手続の効率化に向けて電子申請システムの利用を促進
するために、携帯電話による申請の簡易化や申請可能な手続数の増加など、機能面の充実
や利便性の向上に取り組んでいる。
Ⅲ 暮らしを彩る～快適な生活空間の創出と文化・スポーツの振興
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

年齢や性別、障害の有無、国籍にかかわ
らず誰もが快適に、地域に愛着を持って生
活できる質の高い住環境づくりを、幅広い
市民の参画により進めます。

方針

主要施策

担当局

①快適な住環 ・良好な住宅整備の推進
境の形成
・快適な住環境実現のための計
画・ルールづくり・まちづく
り支援の推進
・斜面住宅地等での住環境保全
②定住促進や ・多様なニーズに応じた情報提供
地域活性化 ・良質な住まいの取得・改善な
のための環 どの環境づくり
境づくり
③まち美化活 ・全市的なまち美化への機運向
動の拡充
上と活動の拡大
④市民のモラ ・モラル・マナーアップ関連条
ル・マナーの 例に基づく迷惑行為の防止
向上
・広報・啓発活動の推進

主な個別事業

建築都 ・地区計画等策定市民支援事業
市局 ・狭あい道路拡幅整備事業
・住環境整備事業
・老朽家屋等除却促進事業
建築都 ・北九州市定住促進支援事業
市局

（３）生活基盤の充実

市民が日常的に憩い、活動し、
交流する公園を整備し、花と緑が
あふれる空間づくりを進めると
生活に必要不可欠な水道や下水道、身近な道
ともに、風格のある都市景観づく 路などの基盤の質を高め、安心して快適に生活
り、水際線づくりや農山村風景づ できる環境を整えます。
くりなどを進め、暮らしにうるお
いを与える空間をつくります。

（２）うるおいのある空間づく
り

環境局 ・まち美化等啓発事業
建設局 ・ボランティアネットワークの推進（道路
サポーター、公園愛護会、河川愛護団体）
市民文 ・落書き消去活動支援事業
化スポ ・モラル・マナーアップ関連条例地域活動
ーツ局 支援事業
・モラル・マナーアップ関連条例推進事業
・迷惑行為防止基本計画推進事業
建設局 ・「花やみどり」による彩りと潤いのある
まちづくり
・地域に役立つ公園づくり事業
建築都 ・魅力ある街並み形成
市局

①魅力ある生 ・地域のニーズに応じた魅力あ
活空間づく る公園づくり
り
・花や緑のある生活空間づくり
②風格のある ・建築物や屋外広告物の規制や
都市景観づ デザイン協議による都市景観
くり
の向上
③市民に親し ・親水空間を楽しめる水際線づ 建設局 ・暮らしにうるおいを与える河川整備事業
まれる水際 くり
港湾空 ・新・海辺のマスタープラン推進事業
線・農山村風 ・心やすらぐ農山村風景づくり 港局 ・市民参加による魅力的な水際線づくり事業
景づくり
・市民参加による洞海湾の環境修復検討事業
・小型船・作業船船だまりの整備
産業経 ・土地改良事業
済局 ・フィッシャリーナ関係の整備事業
①安全で安定 ・安定的に良質な水を確保する 上下水 ・水道トライアングル（基幹浄水場間の送
道局
水系統のループ化）
しておいし 水道の構築
・小規模貯水槽水道の適正管理に関する指導
く飲める水
・アクアフレッシュ事業（学校の直結式給
道の整備
水の推進）
・配水管更新事業
建設局 ・バリアフリーのまちづくり
②安心して通 ・歩行者や自転車空間の確保
・通学路の安全対策
行できる身 ・街路灯の整備
近な道路の ・通学路の安全対策
・道路のバリアフリー化
整備
上下水 ・合流式下水道改善事業
③快適で良質 ・分流式下水道区域の拡大
道局
な生活環境 ・先進的な処理方式の導入
をつくる下
水道の整備
④④高度情報 ・電子申請システムの利用促進 総務企 ・情報システムの再構築事業
画局 ・電子申請システムの利用促進
社会への対 ・地域ポータルの整備
応
・情報通信機器を使いこなせな
い高齢者などへの配慮
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３

施策の成果、効果等に関する評価

○生活空間について市民満足度は高まっているか
2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」によると、「あなたは、
北九州市は住みやすい、住み続けたいと思えるような生活環境を有するまちだと感じます
か。」という質問に対し、
「とても感じている（13.4％）」と「ある程度感じている（48.9％）」
を合わせて 6 割以上が肯定層であり、他の項目と比較して肯定層の割合が大きく、生活環
境に対する市民の評価は高いといえる。また、2009 年度調査結果と比較して「とても感じ
ている」という人の割合が増加し、評価は高まっていることがわかる。
ただし、『感じていない』という否定層のうち、その理由として「安心して通行できる
生活道路が整っていない」、「地域ぐるみでまち美化を進める機運が低い」といった問題
を指摘する人が多い。
(1)彩りのあるまちづくり
①快適な住環境の形成
「住環境整備事業」は、これまで約 20 年にわたって計 4 地区で実施してきたが、2012
年度までに完了する予定である。この事業は費用と時間がかかるうえ、地元の合意形成が
難しいことなどから全国的に減少の傾向にあり、北九州市においても、現時点では、他の
地区で実施することは現実的でなくなっている。また、不良住宅や老朽住宅等が著しく密
集した緊急に改善すべき地区については概ね解消できたが、狭あいな道路に接した住宅地
や老朽住宅などの問題もあることから、今後は、面的な整備よりも個別的な問題の解決が
必要とされている。新たに着手した「狭あい道路拡幅整備事業」、「老朽家屋等除却促進
事業」及び「危険家屋災害防止等緊急対策事業」は、住環境が抱える問題解決に向けた重
要な取り組みであり、制度活用の必要性は高い。
「土地区画整理事業」は、市施行で北九州学術研究都市（2 期）及び折尾、また、ＵＲ施
行で城野の、計 3 地区で施行中であり、それぞれの地区にふさわしい良好な住環境形成を
図っている。
また、地区計画を活用した良好な住環境の形成・保全を図っており、計画決定地区は 2009
年度以降 7 地区増加し、累計 89 地区となった。
以上のような取り組みを通じて住環境の改善や良好な住環境の形成は進みつつあるが、
一方で空き家が増加しつつあり、放置された空き家が住環境の悪化を招くという懸念が強
まっている。
②定住促進や地域活性化のための環境づくり
転入者の住宅建設または購入を支援する「北九州市定住促進支援事業」は 2011 年度に目
標とする 100 世帯の認定を達成した。広く PR を行い、また、募集回数を増やすなどの工
夫を行った結果、定住促進に寄与したといえる。
③まち美化活動の拡充
代表的な清掃活動イベントである「“クリーン北九州”まち美化キャンペーン（春）」
及び「市民いっせいまち美化の日（秋）」への参加者数は天候に左右され、2011 年度も一
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部が雨天中止となったことから目標をやや下回ったが、過去最高であった 2009 年度の 9 割
超の参加があった（表 1）。全市的な清掃活動イベントは、市の施策（環境未来都市、モラ
ルマナーアップ等）の PR の場としても効果的であり、また、企業などの地域貢献活動にも
このイベントは利用されており、また、誰もが参加しやすく達成感もあることから、行政、
市民、企業の協働のシンボル的な行事となっている。
また、道路サポーターと公園愛護会の団体数は増加し、河川愛護団体数はほぼ現状維持
である（表 2～表 4）。しかし、構成員の高齢化などの理由で活動を維持することが困難と
なる団体も出てきている。
④市民のモラル・マナーの向上
「モラル・マナーアップ関連条例」に基づく重点地区（小倉都心地区及び黒崎副都心地
区）の過料適用件数は着実に減少しており、取り組みの周知が進み違反者が減少している
ことがわかる。先行して適用を開始した小倉地区では、2009 年～2011 年度の適用件数は約
6 割に減少し、路上喫煙率も大幅に減少している。
(2)うるおいのある空間づくり
①魅力ある生活空間づくり
北九州市の都市公園の数や面積は他都市と比較しても既に充実した状態にあるが、整備
時期が旧い公園が多く、地域のニーズに合致した更新が求められている。
「子育てに配慮した公園事業」は、市民センターや児童館などに隣接する公園で実施し
たことによって、育児サークルなどによって活用され、利用者から好評を得ている。
「地域に役立つ公園づくり事業」は、公園を身近に感じ積極的に活用してもらうために、
ワークショップなどの手法を用いて住民ニーズに応える整備を進めており、身近な魅力あ
る生活空間づくりに寄与していると考えられる。
「花咲く街かどづくり事業」については、花壇面積の増加は目標をやや下回っているが
（表 5）、「市民花壇(3)」を管理するボランティア団体間での交流が進み、小・中学校や特
別支援学校などでの指導箇所も増加した。また、「公共花壇」では、「勝山公園うぇるっ
ちゃ！花壇」の活動が、2011 年度の「全国花のまちづくりコンクール(4)」で入選し、ボラ
ンティア団体の意欲向上につながったと考えられる。
「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」によると、以前に比べて「かな
り良くなっている」という評価において「公園の整備など、緑のまちづくりの推進」の順
位は、調査開始以来常に上位であるが、2012 年度も 34 項目中 2 位であり、公園や花・緑
のある生活空間づくりについて、市民の高い評価が維持されていることがわかる。
②風格のある都市景観づくり
1984 年に「北九州市都市景観条例」を制定して以来、独自の景観政策を推進し、都市景
観の向上に取り組んできた。2004 年に「景観法」が制定された後、2008 年度に景観づくり
の指針となる「北九州市景観づくりマスタープラン」及び「景観法」に基づく「北九州市
景観計画」を策定し、法の諸制度の活用が可能となった。また、特に良好な景観形成を図
る地域・地区(5)においては、きめ細やかな景観形成基準を設けおり、それらの基準に適合す
るよう事業者からの建築等の届出に対して協議を行い、個性豊かな都市景観の形成を通じ
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て“北九州らしい”また“風格のある”景観形成に向けた取り組みを進めている。
また、「景観アドバイザー制度」の活用範囲も拡がっており、景観アドバイザー会議で
の協議は景観誘導策として効果が高く、着実に実績をあげている。
「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」によると、以前に比べて「かな
り良くなっている」という評価において「都市景観の整備（まち並みづくりと歴史的建造
物の活用など）」の順位は、2012 年度に 34 項目中 6 位となり、前年度を上回り、景観行
政に対する市民の評価が高いことがうかがえる。
③市民に親しまれる水際線・農山村風景づくり
1994 年以来進めてきた海辺の整備は、29 の計画箇所のうち 2009 年度までに 19 箇所を
整備し、2012 年には「脇田漁港フィッシャリーナ」関係の整備事業も計画通り完了した。
しかし、整備済みでもあまり利用されないところがあり、また整備予定箇所の中に民間企
業や関係機関などとの調整が必要なところもあり、また、モラルを欠いた利用行動が港湾・
漁業活動を妨げるといった問題も生じるようになった。それらを考慮した上で、2011 年度
に改定した「新・海辺のマスタープラン」では整備内容や実施時期について見直しを行い、
利用できる海辺を増やすだけでなく、親しまれる度合いを高めることや環境への配慮をこ
れまで以上に重視するようになった。
2012 年の「市民意識調査（参考資料 4）」によると、海辺や港の整備に対して、「非常
に満足」と「概ね満足」を合わせた『満足』は 35.6％であり、「やや不満」と「非常に不
満」を合わせた『不満』の 14.8％を上回っている。しかし、「どちらともいえない」と「行
ったことがない」が合わせて 5 割近くを占めており、多くの人々に親しまれる状況にはな
っていない。
また、暮らしにうるおいを与える河川整備事業として市民の憩いの場や河川愛護活動の
場として整備した護岸の延長は目標を上回った（表 6）。
さらに、農山村風景の維持につながる「土地改良事業」について、「高野ほ場整備」は
2013 年の工事着手に向けて作業は順調であり、その他の土地改良も、2011 年度の実施箇所
数は年度目標を上回り、農山村の風景の維持に寄与したといえる。
(3)生活基盤の充実
①安全で安定しておいしく飲める水道の整備
上水道については、水源確保によって高い給水能力を維持しており、さらに、水質改善
によって「水の安全性」や「水のおいしさ」に関する評価も高まっている(6)。また、老朽化
した配水管の更新事業は、当初計画を 1 年前倒しして 2011 年度に終了し、2012 年度から
は、さらにスピードアップした新たな更新計画に着手している。「水道トライアングル」
も 2012 年度に完了し、事故・災害時の安定供給能力は向上した。
2012 年度からは、水道局と建設局の下水道部門を統合して上下水道局を新設したが、そ
れによって、窓口の一元化による市民サービスの向上、一体的な危機管理体制の構築、効
率的な事業運営、さらに海外事業の戦略的な推進が図りやすくなった。
②安心して通行できる身近な道路の整備
歩行者や自転車空間の確保、歩道のバリアフリー化、街路灯の整備、通学路の安全対策
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などの取り組みを進めており（表 8）、
「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」
によると、「身近な生活道路の整備」の評価順位は、2012 年度は 34 項目中 9 位と比較的
上位である。
しかし、先述のように、北九州市の生活環境を評価しない人が、その理由として最も多
く挙げているのは「安心して通行できる生活道路が整っていない」ことであり、不満を持
つ人は少なくない。
道路整備水準は地域によって差が大きく、道路の狭さや急勾配などの理由で整備が難し
い地区ではソフト面の安全対策が必要であり、そのような対策を講じていく上で、全小学
校区で実施した「あんしん道事業」で得られた情報の有用性は高いといえる。
③快適で良質な生活環境をつくる下水道の整備
下水道については、下水道法施行令で定められた期限である 2023 年度の完了を目指して
合流式下水道の改善を進めているが、浸水対策や河川整備などの他事業とも緊密な連携を
図りながら、ほぼ予定どおりに進捗している（表 7）。
④高度情報社会への対応
行政情報システム再構築事業は 2010 年度に完了し、円滑に現行システムに移行できた。
「区役所窓口ワンストップサービス」は、2011 年 10 月に全区で開始し、引越しや出生
などによる住所変更や戸籍の届出の際に、国民健康保険や介護保険などの保健福祉の手続
が市民課で行えるようになった。
電子申請システムも、2011 年度に市民や職員が利用しやすいシステムに更新し、住民サ
ービスの向上と行政手続の効率化につながった。利用件数は年々増加し、2011 年度には年
間 10 万件を超えた（表 9）。

４

今後の課題

(1)彩りのあるまちづくり
①快適な住環境の形成
狭い道路しかない地区において、緊急時の消火活動や救急活動の支障となる狭い道路を
拡幅し、防災性に優れた安全な市街地の形成と居住環境の向上を図るため、建て替えなど
をする際に敷地の一部を市に寄付してもらうことで道路を拡幅整備する「狭あい道路拡幅
整備事業」の一層の活用を図ることが課題である。
さらに、増加する空き家などへの対策として、所有者に適正な管理が行われるよう指導
を行うとともに、地域による取り組みの拡大や空き家等の有効利用なども必要である。
②定住促進や地域活性化のための環境づくり
住宅の購入・建設を応援することによって、市外からの転入者の定住を促進するために、
今後も、官民協働で「北九州市定住促進支援事業」に取り組み、住宅事業者への周知や、
ホームページなどによる市内外への PR の充実を図っていくことが課題である。
③まち美化活動の拡充
まち美化活動への市民や企業による参加の気運を高めるとともに、積極的な活動を行え
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るよう支援や啓発、情報発信を継続していくことが課題である。
道路サポーター、公園愛護会、河川愛護団体などの活動を維持するため、団塊の世代や
若い世代の参加を促進するとともに、団体相互の情報交換や活動の共有化（ネットワーク）
を促進し、意欲のある人が地域を超えて活動できるような仕組みづくりが課題である。
④市民のモラル・マナーの向上
迷惑行為の防止には、市民一人ひとりがモラル・マナーの大切さを自覚し、迷惑行為を
なくそうとする意識を深めていくことが重要となるため、重点地区における巡回指導、過
料徴収、広報活動に加え、マナーアップ教育や市民啓発に継続的に取り組むことが課題で
ある。
また、地域住民による迷惑行為防止活動が市内全域に広がるよう、支援制度の周知、広
報の強化などにより、活動の促進を図ることが課題である。
(2)うるおいのある空間づくり
①魅力ある生活空間づくり
既存公園を活用しながら地域のコミュニティづくりにつながる公園づくりを進めていく
必要があり、子育てや、高齢者の健康増進・生きがいづくりなどの地域ニーズに対応した
公園の整備や、公園づくりのワークショップや公園の活用、管理などへの市民の参画を促
進していくことが課題である。
また、市民、企業、行政が連携し、互いに楽しみながら続けることができるような「花
や緑のまちづくり」を進めていくことが課題である。
②風格のある都市景観づくり
公共施設などの整備に当たって景観協議実施の徹底を図り、また、民間建築については
届出・協議に当たって「北九州市景観計画」の基準に適合するだけでなく、より望ましい
景観の形成に向けた協議を図っていくことが課題である。
また、住民や事業者などによる自主的な景観ルールづくり（景観協定の締結や地区計画
の策定、景観計画への提案、景観地区指定の検討など）への支援が課題である。
以上のような取り組みにおいて、景観アドバイザー制度を積極的に活用し、さらに不足
している景観人材の育成を図っていくことが課題である。
③市民に親しまれる水際線・農山村風景づくり
市民に親しまれる水際線づくりについては、利用者ニーズに応じた既存整備箇所の改良
など、利用促進に重点を置いた取り組みが課題である。また、にぎわいづくり、あるいは
自然環境の保全など、地区の特性にふさわしい整備が課題である。
また、農山村の風景を維持していくためには、農業の生産性を高め農地の荒廃を防止す
る「土地改良事業」を進めていく必要がある。また、荒廃が進みつつある里山の保全活動
への支援が課題である（Ⅵ-4）。
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(3)生活基盤の充実
①安全で安定しておいしく飲める水道の整備
上水道については、老朽化した配水管の更新や「安全で安定しておいしく飲める水道の
整備」に向け、水源から蛇口に至る一体的な水質管理を継続していく必要がある。
また、下水道工事との同時施工などによる工事の効率化やコスト削減など、上下水道の
一体的な事業計画の策定及び実施が課題である。
②安心して通行できる身近な道路の整備
道路は消防、救急、避難等の緊急時における迅速対応やバリアフリー環境形成にきわめ
て重要であり、歩行者、自転車、及び自動車が利用しやすく安全な道路環境の効率的な整
備を図っていく必要がある。
主要駅周辺地区の道路のバリアフリーの実現に向けて、引き続き障害者団体との意見交
換や現地点検を実施しながら整備を進めていくことが課題である。
また、通勤・通学、買い物など日常的に利用されている道路の安全点検を行うことで危
険区間や危険箇所を見出し、歩道の拡幅、舗装補修、照明灯の整備などの安全対策を講じ
ていくことが課題である。
③快適で良質な生活環境をつくる下水道の整備
下水道については、合流式下水道改善を着実に進めていく必要がある。
また、水道工事との同時施工などによる工事の効率化やコスト削減など、上下水道の一
体的な事業計画の策定及び実施が課題である。
④高度情報社会への対応
市民の利便性向上や市役所内部の効率化を実現するため、コストを勘案しながら情報シ
ステム・サービスの継続的な見直しを行っていくことが必要である。
電子申請が可能な行政手続の数を増やすとともに、市民への周知を進めて利用促進を図
っていくことが課題である。
【補注】
(1) 住区基幹公園（自然公園や広域公園などを除く）について政令市を比較すると、人口比でみた箇所数及び面
積は、それぞれ 1 位と 3 位（1 位神戸、2 位岡山）である。
(2) 市街化区域内における整備済み幹線道路の距離を人口比で見ると、大都市の中で北九州市は札幌市に次いで
第 2 位であり、幹線道路の整備水準は高い（都市計画年報）。また、道路交通センサスの調査地点の平均旅
行速度を比較すると、道路混雑時において、市全域の平均でみると北九州市は大都市の中では中位であるが、
自動車交通量が多い人口集中地区では札幌市に次いで第 2 位であり、混雑度が高い地区での走行性は大都市
の中では高いといえる。
(3)「公共花壇」は市が設置し、ボランティアと協力して管理するもの、「パートナー花壇」は市が設置し、管理
は全てボランティアや企業などが行うもの、また、「市民花壇」は「花咲く街かどづくり推進協議会」の会
員が設置・管理するものである。
(4)「全国花のまちづくりコンクール」は、「公益財団法人日本花の会（1962 年設立）」によって、全国各地の
優秀な活動を顕彰し、広く紹介するために、大阪花博開催の翌年（1991 年）から実施されている。
(5)「北九州市景観計画」では、北九州市全域を「景観計画区域」とし、さらに、「景観重点整備地区」を 8 地区
（門司港、小倉都心、若松、国際通り、東田、黒崎副都心、木屋瀬、戸畑）、「景観形成誘導地域」を 2 地
域（臨海部、北九州空港周辺）、及び「関門景観形成地域」を定め、良好な景観の形成のための行為の制限
に関する事項を定めている。
(6)「水道モニター事業」による 2011 年度の調査の結果によると、「水の安全性」に関して 85％、「水のおいし
さ」に関しては 73％の人が満足しており、満足度は高まっている。
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【参考資料】
1）北九州市建築都市局「北九州市住生活基本計画」（2009）
2）北九州市建設局「北九州市緑の基本計画」（2012）
3）北九州市建築都市局「北九州市景観づくりマスタープラン」（2010）
4）北九州市建築都市局「北九州市景観計画」（2010）
5）北九州市港湾空港局「新・海辺のマスタープラン」（2011）
6）北九州市水道局「北九州市水道事業中期経営計画」（2011）
7）北九州市建設局「北九州市道路整備中長期計画」（2010）

表 1 まち美化ボランティア清掃参加者数
年度
実績

2008
124,295 人

2009
127,952 人

2010
100,804 人

2011
119,049 人

2013 （目標）
125,000 人

2011
179 団体

2013 （目標）
220 団体

2011
1,159 団体

2013 （目標）
1,160 団体

2011
69 団体

2013 （目標）
84 団体

2010
44,789 ㎡

2011
44,829 ㎡

2013 （目標）
45,987 ㎡

2010
31,500m

2011
32,700m

2013 （目標）
31,400m

2010
21.7%

2011
26.1%

2014 （目標）
35.0%

2009
645.1km
27.0m
10,577 灯

2010
649.5km
27.3km
10,769 灯

2011
653.5km
27.3km
10,939 灯

2012
655.6 km
27.3km
11,329 灯

2009
77,040 件

2010
93,954 件

2011
100,890 件

2013 （目標）
140,000 件

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 2 道路サポーター加入団体数
年度
実績

2009
135 団体

2010
164 団体

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 3 公園愛護会団体数
年度
実績

2009
1,140 団体

2010
1,145 団体

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 4 河川愛護団体数
年度
実績

2009
68 団体

2010
69 団体

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 5 公共花壇及び市民花壇の面積
年度
実績

2008
42,229 ㎡

2009
44,587 ㎡

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 6 環境に配慮した河川護岸の整備延長
年度
実績

2008
30,379 m

2009
30,600m

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 7 下水道合流改善率
年度
実績

2008
13.6%

2009
19.1%

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 8 交通安全施設の整備状況
年度
歩 道
自転車歩行者専用道路
街路灯・生活街路灯
※：各年 4 月 1 日現在
資料：議会事務局「調査」

表 9 電子申請の年間利用件数
年度
実績

2008
63,566 件

資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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Ⅲ-２
１

生活に根づき、誇れる文化・スポーツの振興

施策の背景と重点課題

①施策の背景
文化・スポーツは、市民が地域を愛し、心豊かに暮らすことができ、地域の人的ネット
ワークを強化し、また国内外の地域との交流を促進すること等に大きな効果を発揮するこ
とが期待される。
国においても 2001 年には文化芸術振興基本法、2011 年にはスポーツ基本法、2012 年に
は劇場、音楽堂等の活性化に関する法律を制定し、心豊かで健やかで活力ある社会の形成
に取り組んでいるところである。
北九州市は、文化・スポーツに関し豊かな土壌を有している。例えば、市内各地には、
伝統的な祭りや食文化などの豊かな地域文化が残っているほか、近代化遺産などが点在し
ている。また、芸術・文化の分野において国内外で活躍する多くの人材を輩出してきてお
り、現在も様々な活動が活発に行われている。さらにスポーツに関しても多数の日本を代
表するスポーツ選手・チームを生み出してきており、2010 年には北九州市初のプロスポー
ツクラブであるギラヴァンツ北九州がサッカーのＪリーグへ加盟し、活動している。
文化・スポーツの振興に関しては、関連する施設等の整備も必要となる。市内には高い
水準を持つ文化芸術関連施設が整備されており、スポーツに関しても多くの施設等が整備
されている。これらの適切な整備及び運営についても、財政面での制約等のある中、指定
管理者制度の導入などにより効果的・効率的な取り組みを進めている。
②重点課題
文化に関しては、まず、地域に存在する多様な文化的資源について、いかに市民共有の
財産として、守り、後世に伝えていくか、また、まちづくりと関連づけて地域活力の向上
に資するものとしていくかが課題となっている。さらに、市民が芸術・文化にふれ、芸術・
文化活動を担う機会を増やすことにより、教育面での効果や、人材育成、地域活性化を進
めていくことが引き続き重要である。その際、既存施設をより有効に機能するよう取り組
んでいくことや、高度で専門的な内容に触れることのできる機会の提供を増やすことは、
公共施設の有効活用やまちづくりの観点からも重要となっている。また、市民による日常
的な文化活動の活性化についても、市民主体での取り組みを支援していくことが課題と言
えよう。
スポーツに関しては、「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「支えるスポーツ」の観
点をそれぞれ充足していくことが課題となっている。まず、「するスポーツ」としては、
体力や健康づくりの観点から、児童生徒の体力向上の取り組みや、あらゆる世代が日常的
に体を動かしスポーツに親しめる環境をつくるための取り組みが重要な課題となっている。
また、「みるスポーツ」の観点からは、スポーツのすばらしさや選手達の頑張りなどを通
じて市民に感動や学びの機会を提供したり、スポーツをまちづくりの重要な資源ととらえ
にぎわいの創出等に活用したりすることが課題となっている。「支えるスポーツ」の観点
からは、スポーツや健康づくりに関わる人材の育成や、施設整備も含めたスポーツをしや
すい環境の整備が課題となっている。
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２

主要施策の実施概要

(1)地域文化の保存・継承
近代化遺産も含め、文化財や伝統的な祭り、地域に伝わる食文化などについて、地域を
構成する多様な主体が協力して保存・継承し、まちづくりに活かす 2 施策に取り組んでい
る。
①近代化遺産などの文化財の保存・継承
「九州・山口の近代化産業遺産群」として世界遺産暫定一覧表に登載された八幡製鐵所
の関連施設について、世界遺産登録に向けた取り組みを関係自治体と連携しながら推進し
ている。
指定・登録文化財について、関係者の協力のもと適切な保存修理や普及啓発に努めると
ともに、新たな指定等に取り組んでいる。また、公開している市所有文化財施設について、
集客増に向けた取り組みを推進している。
②地域における伝統文化の発掘・継承
地域に根ざした固有の食文化や祭り、伝統芸能などの伝統文化を発掘し、子どもたちに
伝えるなど後世に継承することを目的とし、無形民俗文化財の保存活動に取り組んでいる
団体に対する補助事業を実施している。
(2)芸術・文化の振興
市民による芸術・文化活動の振興や、多様な芸術・文化に市民が接する機会の拡大等に
関する 5 施策に取り組んでいる。
①発信力の高い芸術・文化の振興
音楽、美術、演劇、文学、漫画などの幅広い分野で、地域の芸術・文化のけん引力とな
る発信力の高い芸術・文化の振興を図るため、北九州芸術劇場及び響ホール等の利活用に
係る諸事業や、北九州市自分史文学賞の実施、北九州市漫画ミュージアム、現代美術セン
ターＣＣＡ北九州の運営を実施している。
②市民の芸術・文化活動の促進
引き続き芸術・文化に関する市民の自主的な活動を支援するとともに、幅広い市民が芸
術・文化に接する機会を提供するため、北九州市文化振興基金に関する事業や各種負担金・
補助金事業に取り組んでいる。
③市民が芸術・文化に接する機会の拡大
北九州市立美術館や松本清張記念館、北九州市立文学館における展示活動やイベントの
開催等を通じ、市民が日常生活の中で多様な芸術・文化に接し、芸術・文化活動を通じた
交流を行う機会の拡大に取り組んでいる。
④芸術・文化の担い手の育成
子どもたちが身近に伝統文化や芸術・文化にふれる機会を充実させるとともに、芸術家
や、コーディネーター、鑑賞者など、幅広い芸術・文化の担い手を育成することを目指し
ており、全国的にも珍しいノンフィクション分野の子ども向け文学賞を 2009 年度に創設す
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るなどの取り組みを進めている。
また、北九州市少年少女合唱団、北九州市ジュニアオーケストラの活動を通じて、合唱
技術や演奏能力の向上並びに団員相互の親睦を深め、情緒豊かな青少年を育てるとともに、
市民文化の高揚を図る取り組みを進めている。
⑤芸術・文化によるまちづくり
芸術・文化の持つ力を活かした創造的なまちづくりの推進に向け、北九州市文化振興計
画の策定（2010 年 12 月）、黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業（2012 年 7 月オ
ープン）、北九州市漫画ミュージアム関連事業（2012 年 8 月オープン）に取り組んでいる。
(3)スポーツの振興
誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づくりを進めるとともに、全国・国際規模の大会
の開催や、市民が一丸となれるシンボルチームの支援などにより、まちのにぎわいを創出
するための 3 施策に取り組んでいる。
①誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づくり
北九州市スポーツ振興計画を策定し（2011 年 9 月）、市民参加型のスポーツイベント・
大会の開催、障害者スポーツなどの振興、子どもの体力向上、総合型地域スポーツクラブ
の育成などに取り組んでいる。
②スポーツを通したにぎわいづくり
2010 年からサッカーＪ２リーグに加盟したギラヴァンツ北九州について、市民の誇りや
愛着につながるシンボルチームへと成長するよう市民一体となって応援するための事業を
行っている。さらに、各種スポーツの国際大会・全国大会等の開催・誘致活動に取り組ん
でいる。特に市制 50 周年の記念事業として、全国高等学校総合体育大会（2013 年 7 月～8
月）、日本スポーツマスターズ 2013 北九州大会（2013 年 9 月）、（仮称）北九州シティ
マラソン（2014 年 2 月）の開催準備を進めている。
③スポーツ施設の整備
新球技場について、市民に夢と感動を与え、豊かで活力ある北九州市の創出につながる
施設の実現を目指し、小倉駅新幹線口地区を建設候補地とした基本方針を 2010 年 11 月に
策定し、現在、事業計画の策定に取り組んでいる。さらに、老朽化が進んでいた障害者ス
ポーツセンターについて、2012 年 4 月小倉北区三郎丸に新たな障害者スポーツセンターが
移転・オープンした。また、スポーツ施設集約化のモデルとして、戸畑 D 街区スポーツ施
設整備事業に取り組んでいる。
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Ⅲ 暮らしを彩る～快適な生活空間の創出と文化・スポーツの振興
２ 生活に根づき、誇れる文化・スポーツの振興
近代化遺産などの文化財
や伝統的な祭り、地域に伝
わる食文化などについて、
市民、企業、行政などが力
を合わせて保存・継承し、
まちづくりに活かします。

（１）地域文化の保存・
継承

方針

主要施策

担当局

主な個別事業

①近代化遺産な ・市民、企業、行政などの連携 総務 ・世界遺産登録の推進
どの文化財の による有形文化財の保存・継 企画局
保存・継承
承
市民文 ・文化財の保存及び活用事業
化スポ
ーツ局
②地域における ・地域における伝統文化の発 市民文 ・無形民俗文化財の保存・継承
伝統文化の発 掘・継承
化スポ
掘・継承
ーツ局

（２）芸術・文化の振興

発信力が高い芸術・文化の振興を図るとともに、市民が芸術・文化に接する機会
を拡大し、市民による芸術文化活動を支援するなど、文化振興を市民が一体となっ
て進めます。今後、芸術・文化の振興を推進するための施策を計画的に行っていき
ます。

（３）スポーツの振興

誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づくりを進めるとと
もに、全国・国際規模の大会の開催や、市民が一丸となれる
シンボルチームの支援などにより、まちのにぎわいを創出し
ます。

①発信力の高い ・発信力の高い芸術・文化の振 市民文 ・芸術文化活性化事業（劇場・創造事業、
芸術・文化の振 興
化スポ 響ホール事業・響ホールフェスティバ
興
ーツ局 ル）
・北九州市自分史文学賞
・現代美術センターＣＣＡ北九州事業
・「知の融合」に向けた文化創造都市づ
くり事業
・北九州市漫画ミュージアム関連事業
②市民の芸術・文 ・生活に根ざした文化の振興
市民文 ・北九州市文化振興基金
化活動の促進
化スポ ・芸術文化育成負担金・補助金
ーツ局
③市民が芸術・文 ・多様な芸術・文化に接する機 市民文 ・芸術文化活性化事業（劇場・公演事業、
化に接する機 会の拡大
化スポ 響ホール事業）
会の拡大
・芸術・文化活動をしている人 ーツ局 ・北九州国際音楽祭
たちと交流できる機会の拡大
・北九州市漫画ミュージアム関連事業
・漫画の魅力を幅広い世代に伝
・「松永文庫」運営事業
える施設の整備
・文化情報提供事業
・美術館・博物館、文学館、松本清張記
念館の企画展・特別展充実事業
消防局 ・消防音楽隊による文化活動
④芸術・文化の担 ・子どもたちが身近に伝統文化 市民文 ・芸術文化活性化事業（劇場・学芸事業、
い手の育成
や芸術・文化にふれる機会の 化スポ 響ホール事業）
充実
ーツ局 ・芸術文化振興財団委託事業
・幅広い芸術・文化の担い手の
・芸術文化体験事業
育成
・現代美術センター ＣＣＡ北九州事業
・北九州市子どもノンフィクション文学
賞
⑤芸術・文化によ ・芸術・文化を担う市民やアー 市民文 ・北九州市漫画ミュージアム関連事業
るまちづくり
ティスト・クリエーターが集 化スポ ・文化振興計画策定事業
まる環境の整備
ーツ局 ・黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整
備事業
①誰もが気軽に ・市民参加型のスポーツイベン 市民文 ・北九っ子！パワーアップ大作戦事業
スポーツに親 ト・大会の開催
化スポ ・レディーススポーツフェステイバル
しめる環境づ ・総合型地域スポーツクラブの ーツ局 ・市民体育祭
育成
・地域スポーツ振興事業
くり
・高齢者スポーツや障害者スポ
・総合型地域スポーツクラブ育成・支援
ーツなどの振興
事業
保健 ・障害者スポーツ振興事業
福祉局
②スポーツを通 ・市民が一丸となれるシンボル 市民文 ・国際大会・全国大会等スポーツ開催
したにぎわい チームの支援
化スポ ・ギラヴァンツ北九州支援事業
づくり
・国際、全国規模の大会など競 ーツ局 ・ホームタウン推進事業
技レベルの高い大会の開催
総務 ・全国高等学校総合体育大会
企画局 ・日本スポーツマスターズ 2013 北九州
大会
・（仮称）北九州シティマラソン
③スポーツ施設 ・身近なスポーツ施設の充実・ 市民文 ・新球技場整備事業
の整備
集積
化スポ ・戸畑 D 街区スポーツ施設整備事業
・国際規模の大会やプロスポー ーツ局
ツの開催が可能な高規格施設
保健 ・障害者スポーツセンター整備事業
の整備の検討
・障害者スポーツセンターの再 福祉局
整備の検討
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３

施策の成果、効果等に関する評価

2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」を見ると、「芸術・文化・
スポーツなどに親しめるまちであることに対する満足感」については、47.2％が「とても感
じている」「ある程度感じている」と回答しており、2009 年度と比較すると微増（2 ポイ
ント増）となっている。本施策に基づく取り組みについては、全般的に概ね順調に進んで
いると評価できよう。一方、満足感の低い理由についての設問を見ると、「興味あるイベ
ントが少ない」が 2009 年度と同様に最も多く（57.4％）、市民ニーズを踏まえたイベント
等の実施が課題である点が改めて浮き彫りになっているとともに、「イベントについての
情報が少ない」についても、48.8％が理由にあげており、これらについては引き続き大きな
課題と言える。
(1)地域文化の保存・継承
①近代化遺産などの文化財の保存・継承
「九州・山口の近代化産業遺産群」の世界遺産登録に向けて、関係自治体で構成された
世界遺産登録推進協議会との連携、候補資産の所有者である新日鐵住金株式会社との協議
等を行うとともに、関係省庁に対する稼働中の産業遺産を世界遺産に登録するための新し
い法的枠組み創設についての要望を行い、その結果、新しい枠組みが閣議決定されるなど、
概ね順調に取り組みを進めている。
指定・登録文化財の登録件数については、概ね目標どおりの形で順調に進んでいる（表 1）。
一方で文化財公開施設入場者数は年々減少しており（表 2）、市民や観光客に対する認知度
の向上については必ずしも十分とは言えない状況にある。
②地域における伝統文化の発掘・継承
指定無形民俗文化財の保存団体に対する補助件数は目標をわずかに下回っているものの
（表 3）、各団体の活動状況・成果については概ね順調と考えられる。
(2)芸術・文化の振興
①発信力の高い芸術・文化の振興
北九州市芸術劇場及び響ホール等の利活用に係る諸事業については、入場率等も含め概
ね目標どおりの成果をあげており（表 4、表 5）、その他の事業も含め、概ね順調に事業が
進捗していると評価できる。
②市民の芸術・文化活動の促進
北九州市文化振興基金に関する助成制度については目標どおりの成果をあげている（表
6）。その他、各種文化イベントの実施については様々な取り組みが各地域、各施設等で行
われており、市民が芸術・文化活動に親しむことに一定の成果をあげていると思われる。
今後とも、本市の文化水準の向上や個性を持った地域文化の振興のため、市民の行う芸
術・文化活動や市民が芸術・文化に接する機会を提供する事業、人材を育成する事業、国
際的な芸術・文化交流事業、研究調査活動など様々な事業に助成を行い、さらに、市民が
自主的に実施する芸術・文化活動を活発にさせることが求められている。
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③市民が芸術・文化に接する機会の拡大
様々な取り組みを行っており、1 年間に外出して芸術・文化を鑑賞した市民の割合も
80.4%（2011 年度）に上っているが（表 7）、美術館等文化施設の入館者数については約
62 万人（2011 年度）であり（表 8）目標値の 72 万人を下回っている点は大きな課題と言
えよう。多様な機会を設けることに加え、広報のあり方、関係団体等との連携のあり方な
どに検討の余地がある。
なお、消防音楽隊の出演回数については年間約 150 回（2011 年度）にも上っており（表
9）、市民が音楽に触れる機会の拡大に貢献しているものと評価できる。
④芸術・文化の担い手の育成
北九州市芸術劇場及び響ホールが実施している芸術文化活性化事業への参加者数が目標
を上回る水準となっており（表 10）、また北九州市子どもノンフィクション文学賞への市
内からの応募は増えており、目標どおりの水準に達している（表 11）。また、北九州市少
年少女合唱団、北九州市ジュニアオーケストラの２団体とも定期演奏会に加えて、市内イ
ベント等に出演し市民に音楽を楽しむ機会を提供するなど活発に活動しており、地域文化
の振興はもとより、情緒豊かな青少年の育成、地域の音楽文化を担う演奏家の育成を行っ
ている。その他の事業も含め、概ね順調に事業が進捗していると評価できる。
⑤芸術・文化によるまちづくり
2010 年 12 月に北九州市文化振興計画を策定し、2012 年 7 月には「黒崎ひびしんホール」
（黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業の中心となる施設）がオープン、2012 年 8
月には小倉駅新幹線口に北九州市漫画ミュージアムがオープンし、順調に計画は進捗して
いる。黒崎ひびしんホール、北九州市漫画ミュージアムともオープンから 1 年経過してお
らず入場者数や満足度などを踏まえた評価は現時点では困難であるが、これまでのところ
は様々な話題を提供しつつ順調に運営されているものと考えられる。
(3)スポーツの振興
①誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づくり
市立スポーツ施設の利用者数（表 12）、主な市民参加型スポーツイベントの参加者数（表
13）、総合型地域スポーツクラブにかかわる人数（表 14）などの指標は、2011 年度時点で
は概ね目標どおりの水準に達しており、順調に事業を進めているものと評価できる。障害
者スポーツについては、大会参加者数等は天候に左右されるため評価に用いることが難し
いものの、障害者スポーツ教室については 1 回あたりの参加者数は前年度を上回る形で推
移しており、全般に順調とまで評価するには材料が少ないものの、充実した取り組みに向
けた努力が行われていることは認められよう。
2011 年 9 月に策定したスポーツ振興計画に掲げている、市民（成人）が週１回以上スポ
ーツ・運動を行う「スポーツ実施率 65%（週 3 日以上の実施率 35%）以上」については、
現状約 4 割にとどまっており、目標としている 2020 年度までの達成を目指して、今後更な
る取り組みが必要な状況にある。
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②スポーツを通したにぎわいづくり
2011 年度における国際大会・全国大会規模の大会の開催数（表 15）、スポーツ観戦率（表
16）、Ｊリーグ・ギラヴァンツ北九州の主催試合平均入場者数（表 17）の各指標について
は目標をやや下回る状況にあり、様々な取り組みが結実していない状況にあり、「みるス
ポーツ」の環境整備は現時点では十分ではないと言えよう。また、スポーツ観戦者が市内
で経済活動等を行うことによるまちのにぎわいの創出については、ギラヴァンツ北九州の
スタジアム観戦者による一定の経済効果があることはＪリーグスタジアム観戦者調査等で
明らかになっているものの（図 1）、実感として多くの市民が感じられるような、より大き
なにぎわいづくりに向けては課題が残されている状況にある。
③スポーツ施設の整備
公共スポーツ施設に対する満足度については目標をやや下回っており（表 18）、今後の
新規施設の整備や、既存施設の適正な維持補修、計画的な更新など利用満足度向上に向け
た取り組みが求められる状況にある。なお、新規施設となる新球技場整備事業、既存施設
を集約整備する戸畑 D 街区スポーツ施設整備事業については、必要な手順を踏まえつつ、
概ね順調に事業を進めていると言えよう。
障害者スポーツセンターについては、2012 年 4 月、小倉北区三郎丸に新たな障害者スポ
ーツセンターが移転・オープンし、順調に運営を行っており高く評価できよう。

４

今後の課題

文化・スポーツの振興については、その欠乏が喫緊の課題として多くの市民に実感され
にくい性格を有する施策分野であるため、「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資
料 3）」においては相対的に優先順位が高い形では現れないものの、市民の生活に精神的な
潤いをもたらし、地域への愛着や誇りを醸成していく上では市として必要不可欠な分野で
ある。
これまでも市民、企業、各種団体等、行政が連携して多様な取り組みを進めてきている
ところであり、市の施策も成果を上げてきているが、まだ多くの課題が残されている状況
にある。
(1)地域文化の保存・継承
世界遺産登録については、内閣官房に設置（2012 年 7 月）された「稼働資産を含む産業
遺産に関する有識者会議」において八幡製鐵所を含む議論が行われているなど、新しいプ
ロセスの構築や、文化財保護法以外の法令等による新しい保全方策について引き続き関係
省庁等と協議を行っていくこと、ならびに資産の所有者からの同意に向けた調整の推進が
最重要課題と言える。諸状況を見極めた戦略的な取り組みが必要となっている。
指定・登録文化財については、市内に所在する文化財の把握、及び、国や県とも連携し
た適切な保護が進められており、指定文化財の適切な保存活用のための支援もなされてい
る状況にある。引き続き、注意深い物件の調査や限られた予算の中での文化財の登録・保
存・活用が課題であると言えよう。また、指定無形民俗文化財の保存団体に対しては、限
られた予算の中での文化財の保存・継承が課題ではあるものの、現時点では、適切な支援
が継続されていると言えよう。
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(2)芸術・文化の振興
芸術・文化の振興については、北九州芸術劇場や響ホール、市立美術館などの既存施設
の活性化に取り組みつつ、黒崎ひびしんホール及び北九州市漫画ミュージアムのオープン
といった新たな施設整備などに積極的に取り組んできた点は高く評価できよう。
特に、北九州芸術劇場においては、西日本を代表する劇場というステータスを向上させ
ることができており、文化庁の「優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業」における「重
点支援劇場・音楽堂」の 5 年採択施設に、全国 10 箇所の一つとして選ばれる（中四国以西
で唯一）など、本市からの情報発信にも大きく寄与していると言えよう。
今後は、各施設やソフト事業の質を維持しつつ、効果的・効率的な運営や、来場者数増
に向けた魅力的な仕掛けや PR の充実、周辺への経済波及効果の導出につながる取り組みな
どをより一層推進することが必要である。
芸術・文化の担い手の育成やファンの拡大に関する施策については、北九州芸術劇場に
おけるワークショップ、講座等を通じて、演劇、ダンスを様々な形で体験し、演劇・ダン
スならではの面白さ、表現する喜びを提供し、人材の育成を図るとともに、演劇ファン層
の拡大を図ることができている。また、響ホールから学校へ生の音楽を届ける「響ホール
アウトリーチ事業」では、実施先の小学校担当者、市民センター来場者のアンケートでも
高い評価を得ていることから、クラシック音楽の裾野拡大に寄与したと判断でき、その他
の事業も含め、概ね順調に事業が進捗していると評価できる。
(3)スポーツの振興
誰もが気軽にスポーツに親しめる環境づくりについては、特にスポーツ実施率の低い世
代や女性がスポーツ・運動に参加しやすいきっかけ・機会づくりに取り組んでいくことが
必要である。その際、北九州市体育協会などの関係団体との連携により、スポーツ・運動
に消極的な人や初心者にも気軽に参加できる魅力的なプログラムの提供、開発を進めると
ともに、総合型地域スポーツクラブが主体となった活動がより一層拡がるような仕組みづ
くりが課題と考えられる。また、障害者スポーツについても、より多くに市民が参加でき
るようなスポーツ教室の開催や、各種大会の開催などに継続的に取り組んでいくことが必
要である。
スポーツを通じたにぎわいづくりについては、様々な国際大会・全国大会規模の大会の
誘致や継続的開催を進めることにより、市民や北九州都市圏の住民がスポーツに親しむ機
会を提供するとともに、大会関係者や来場者による消費活動等によりにぎわいと経済効果
をもたらすことを実現していくことが重要な課題である。また、北九州市唯一のプロスポ
ーツクラブであるギラヴァンツ北九州は、北九州市に大きな社会的・経済的効果をもたら
す可能性を持つ存在であり、その効果をより一層発揮できるよう、クラブが市民に親しま
れる存在となること等への支援を進め、主催試合入場者数の増加や経営基盤の強化につな
げていくことが喫緊の課題となっている。
スポーツ施設の整備については、市内には全国大会やプロスポーツの開催に対応した高
規格・大規模な施設が、質・量ともに不足している状況にある(1)とともに、例えば市立本城
陸上競技場におけるＪリーグの試合開催に伴い、陸上競技はじめ他のスポーツ、大会での
利用が制限されるなどの課題も発生している。また、施設の老朽化が進む中で、安全性確
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保や機能維持のための計画的な改修・補修、コスト縮減に向けた取り組みが重要である。
さらに「選択と集中」の観点から、施設の建て替えや新設を行う際には、既に集積がある
地区へ統廃合を進めていく必要がある。現在着手している新球技場整備や戸畑 D 街区にお
けるスポーツ施設の集約に向けた取り組みについて、市民の理解を得ながら確実に推進し
ていくことが重要である。
【補注】
(1) 例えば、Ｊリーグが 2013 年から導入するＪリーグクラブライセンス制度において、ギラヴァンツ北九州は
2013 年においてはＪ１参加が可能なライセンスが交付されないこととなった（2012 年 9 月 28 日）。その理
由は、本拠地である北九州市立本城陸上競技場の入場可能数がＪ１の基準（15,000 人以上）を下回っている
ためであり、これが解消されなくては、たとえＪ２でギラヴァンツ北九州が優勝したとしてもＪ１には昇格
できない。なお、このことに付随し、ギラヴァンツ北九州の戦績を 2011～2012 年で大きく立て直す功績を
挙げた三浦泰年監督が、「Ｊ１クラブライセンスを交付されないため、モチベーションを維持できない」こ
とを理由に 2012 年をもって退任する事態も起きている。

【参考資料】
1）文部科学省「スポーツ基本計画」（2012）
2）文化庁「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第 3 次基本方針）」（2011）
3）北九州市「北九州市スポーツ振興計画」（2011）
4）北九州市「北九州市文化振興計画」（2010）

表 1 指定・登録文化財の登録件数
年度
2009
2010
実績
143 件
143 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
144 件

2013（目標）
147 件

2011
29,533 人

2013（目標）
37,000 人

2011
16 団体

2013（目標）
17 団体

表 2 文化財公開施設の入館者数
年度
2009
2010
実績
33,635 人
30,820 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 3 指定無形民俗文化財保存団体への活動支援
年度
2009
2010
実績
15 団体
16 団体
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 4 北九州芸術劇場・自主事業入場率
年度
2008
2009
実績
83%
95%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
93%

2011
87%

2013（目標）
80%

2010
78%

2011
68%

2013（目標）
65%

表 5 響ホール事業・響ホールフェスティバル入場率
年度
2008
2009
実績
68%
56%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 6 北九州市文化振興基金奨励事業の採用件数
年度
2009
2010
実績
27 件
24 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
28 件

2013（目標）
25 件

表 7 1 年間に外出して芸術･文化を鑑賞した市民の割合
年度
2011
2013（目標）
実績
80.4%
80.0%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 8 美術館等文化施設の入館者数
年度
2009
2010
実績
779,480 人
871,450 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
620,095 人
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2013（目標）
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表 9 防火・防災普及啓発消防音楽隊出演回数
年度
2008
2009
実績
150 回
155 回
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
172 回

2011
147 回

2013（目標）
150 回

表 10 芸術文化活性化事業（劇場：学芸事業、響ホール：音楽アウトリーチ事業）参加者数
年度
2009
2010
実績
4,242 人
4,645 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
5,113 人

2013（目標）
4,200 人

表 11 北九州市子どもノンフィクション文学賞への市内からの応募数
年度
2010
2011
実績
858 編
916 編
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2013（目標）
900 編

表 12 市立スポーツ施設の利用者数
年度
2008
2009
実績
283 万人
281 万人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
289 万人

2011
284 万人

2013（目標）
300 万人

2011
60,167 人

2013（目標）
67,000 人

表 13 主な市民参加型スポーツイベントの参加者数
年度
2009
2010
実績
59,875 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 14 総合型地域スポーツクラブにかかわる人数（会員・指導者等）
年度
2009
2010
実績
1,380 人
1,940 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
2,059 人

2020（目標）
4,000 人

2011
17 回

2013（目標）
21 回

表 15 国際大会・全国大会規模の大会の開催数
年度
2009
2010
実績
19 回
19 回
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 16 市民が 1 年間に、実際に競技場でスポーツの試合（プロや実業団）をみる「スポーツ観戦率」
年度
2008
2011
実績
28.6%
21.3%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2020（目標）
40%以上

表 17 ギラヴァンツ北九州主催試合の平均入場者数
年度
2009
2010
実績
3,408 人
4,189 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
4,051 人

2016（目標）
6,500 人以上

表 18 公共スポーツ施設の充実・満足度
年度
2011
2020（目標）
実績
52.7%
75%以上
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
0%
ギラヴァンツ応援者 (n=332)

他クラブ応援者 (n=85)

応援クラブなし等 (n=36)

行った・行う予定がある

10%

20%

30%

35.2%

40%

50%

22.9%

41.2%

23.5%

30.6%

22.2%

わからない

60%

70%

80%

27.7%

24.7%

41.7%

行っていない・行う予定はない

90%

100%

14.2%

10.6%

5.6%

無回答

資料：南博「2011 年におけるギラヴァンツ北九州のスタジアム観戦者像」、北九州市立大学都市政策研究所『都市政策
研究所紀要』Vol.6（2012）

図１ ギラヴァンツ北九州の試合観戦前後における北九州市内での経済活動の有無
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Ⅲ-３
１

活発な市民活動を促進する環境づくり

施策の背景と重点課題

①施策の背景
少子・高齢化の進行、市民ニーズの多様化・複雑化などの社会背景が大きく変化する中、
公共サービスに対する市民のニーズもまた、多様化・複雑化するとともに、拡大している。
また、戦後から続いてきた右肩上がりの経済成長は終焉し、生産年齢人口も減少し、低
成長時代に入っている。
そのため、厳しい財政事情や限られた資源の中で、拡大する公共サービスの需要に行政
のみで対応することが困難になっている。
そのような状況の中、北九州市では、地域住民が主体となって地域の課題解決に取り組
む、住民主体の地域づくりを促進するため、小学校区単位を基本に、活動拠点として市民
センターを整備するとともに、活動主体であるまちづくり協議会の設置を促進している。
一方で、課題解決に向けた取り組みを進める地域団体に加え、専門性や先駆性を発揮し
て、行政サービスだけでは十分に対応できない課題へ取り組む活動を行う NPO 法人やボラ
ンティア団体が増加している。
今後、さらに、社会状況の変化に対応して、住民が課題を解決しながら地域の特性を生
かしたまちづくりを進めるためには、まちづくりの主体となる地域団体や NPO 法人、ボラ
ンティア団体の活動や活性化の支援を進める必要がある。
また、複雑・多様化する地域課題の解決に向けては、地域の実情に詳しい地域団体と NPO
法人、ボランティア団体等と行政とがともに力を合わせ、「協働」による、まちづくりを
推進することが重要となっている。
一方、行財政改革の観点からは、これまでの都市基盤整備に伴う公債費の増加、高齢社
会の進展に伴う福祉・医療費の増加等歳出の増大や、国のいわゆる三位一体の改革を契機
とした地方交付税等の大幅削減等による歳入の減少によって、財政運営は非常に厳しい状
況に直面しており、増大する行政需要に対応していくためには、持続可能で安定した財政
を確立することが求められている。
②重点課題
地域の課題解決に向けて、様々な地域活動の担い手（市民、地域団体、NPO、企業や各
種団体等）が取り組む住民主体のまちづくりを促進するため、地域の課題を地域で解決で
きる仕組みの充実の支援、市民センター等の施設の効果的な活用などの地域コミュニティ
活動を支援する施策や、様々な分野で活動する NPO・ボランティアの活動を支援・促進す
る仕組みづくりが重要な課題となっている。
また、NPO 法人やボランティア団体の活動支援や活動しやすい環境づくりに取り組むと
ともに、様々な地域活動の担い手による「協働による住みよいまちづくり」に向けた仕組
みづくりを図る必要がある。
さらには、厳しい財政状況の中、聖域を設けずに行財政改革を断行し、効果的かつ効率
的な行政運営を行うとともに、質の高い行政サービスの提供を進めることが喫緊の課題と
なっている。その際、選択と集中による公共投資の重点化やアセットマネジメントの推進
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なども求められる。また、市民との対話重視や更なる情報公開により行政の透明性の確保
に努め、市民生活をより重視する方向に向け、市役所内部の新しい組織文化や価値観を創
造していくことも必要となる。

２

主要施策の実施概要

(1)地域活動の促進
地域のことはまず地域で考え、解決するという地域の主体的な活動を促進し、その活動
を区や市レベルで支える仕組みをつくることをめざし、2 施策に取り組んでいる。
①市民主体の地域づくりの促進
住民主体の地域づくりを促進するため、まちづくり協議会への「地域総括補助金」の導
入を図り、各地域団体の連携・協力した様々な取り組みを進めるほか、「校区まちづくり
支援事業」により、地域計画等の策定や課題解決に向けた活動を支援する。
また、自治会・町内会の加入促進活動事例集や新たな自治会設立のためのマニュアルの
作成・配布により、自治会・町内会の加入促進や活性化の取り組みを支援している。
②地域コミュニティ施設の活用・運営
市民センターなどのさらなる活用を図るため、ホームページなどの内容の充実に努め積
極的な情報発信を行うとともに、施設機能の向上や耐震化・バリアフリー化等に取り組ん
でいる。
(2)ＮＰＯ・ボランティア活動の促進
まちづくりの重要な担い手である NPO 法人やボランティア団体などの活動を促進する
ための 2 施策に取り組んでいる。
①ＮＰＯ・ボランティア活動の支援
市民活動サポートセンターにおいて、相談の受付や情報の提供、研修事業、各種支援事
業等を展開し、NPO 法人やボランティア団体などの市民活動を促進している。
地域や区の枠を越えて活動している NPO 団体などに対する助成や、地域に密着した市民
活動団体に対する支援に取り組んでいる。また、地域課題に取り組む団体の継続的な活動
のため、団体運営へマネジメント概念の導入を図る支援も実施している。
②ＮＰＯ、企業、研究機関などとの連携の構築
市民活動サポートセンターにおいて、他団体や協働事業を募集する企業等の情報提供を
行うことで、団体同士の連携に向けた支援を行った。
(3)多様な地域主体と行政との協働促進
市民や地域団体、NPO、企業、研究機関などの多様な地域主体と行政が、協働してまち
づくりを進めるための仕組みを整えるための 4 施策に取り組んでいる。
①市民参画と協働のための仕組みづくり
市民が主役のまちづくりを進めていくための基本ルールとなる北九州市自治基本条例を
2010 年 10 月 1 日に施行した。また、地域のことはまず地域で考え解決するため、様々な
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地域活動の担い手が一体となって地域の課題に積極的に対応していく協働による住みよい
まちづくりを促進することに資する「協働のあり方に関する基本指針」を 2012 年 11 月に
公表した。
様々な政策課題について市民と直接対話し、市民と市の協働を進めるためのタウンミー
ティング、地域ふれあいトーク等を開催している。
②市民との協働を推進できる市役所づくり
2008 年度より、市政の透明性の一層の向上と市民の予算編成への参画を進めるため、予
算編成過程の公開を実施している。
市民と協働してまちづくりを進めるため、市民生活に密接に関係ある情報などについて
は各種媒体を通じ積極的に提供・公表を行っている。また、市民からの要望に応じ市職員
が地域で行う「出前講演」を多数実施している。
市民との協働を促進するため、市職員への協働理念の更なる浸透や、市民活動団体など
と市職員が直接交流する機会や相互理解を深める機会づくりに取り組んでいる。
また、全庁的な体制整備のため、「NPO 窓口庁内連絡会議」を活用し、協働に関する情
報の共有化と組織間の連携を図っている。
③企業の地域活動への参画促進
企業などの地域活動への参画を促進するため、従業員の地域・ボランティア活動への参
加促進にもつながるワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいる。ワーク・ライフ・
バランスに優れた実績を持つ企業を表彰・PR するとともに、企業・働く人・市民・行政で
構成する「北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会」を中心として企業などの取組
支援や広報啓発事業を実施している。
子育て支援や男女共同参画、障害者雇用促進、環境配慮など、一定の条件を満たす地元
企業に対し、市の業者登録や公共工事入札の一部において、評価加点制度を導入している。
④行政経営改革の推進
より分かりやすく便利な窓口をめざして、全区役所で窓口ワンストップサービスを実施
している。
「北九州市経営プラン」（2008 年 12 月策定）に基づき、職員数の削減など人件費総額
の抑制、事務事業の見直しや投資的経費の抑制などの歳出見直し等に取り組み、収支改善
を進めている。また評価システムの推進に取り組んでいる。
さらに、都市の活力を生み出す成長戦略に取り組むことと併せ、中長期的な視点で、政
策実現の基盤となる行財政運営全般にわたる見直しを行うため、有識者の意見を踏まえ、
市が有する経営資源を最大限に活用して行政サービスの質を高めるとともに、簡素で効果
的かつ効率的な行財政運営を進める検討に取り組んでいる。
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Ⅲ 暮らしを彩る～快適な生活空間の創出と文化・スポーツの振興
３ 活発な市民活動を促進する環境づくり
方針

主要施策

（１）地域活動の促進

地域 の こ と は ま ず 地域
で考え、解決するという地
域の主体的な活動を促進
し、その活動を区や市レベ
ルで支える仕組みをつく
ります。

（２）ＮＰＯ・ボランテ
ィア活動の促進

まちづくりの重要な担
い手であるＮＰＯやボラ
ンティアなどの活動を促
進します。

（３）多様な地域主体と行政との協働促進

市民や地域団体、ＮＰＯ、企業、研究機関などの多様な地域主体と
行政が、協働してまちづくりを進めるための仕組みを整えます。

３

担当局

①市民主体の地域 ・区・市レベルで支える地域づく
りの促進
づくりの促進
・自治会・町内会への加入率向上
や自治会・町内会単位での支え
合い活動の支援
②地域コミュニテ ・市民センターの機能強化
ィ施設の活用・ ・年長者いこいの家、つどいの
家といった地域コミュニティ
運営
施設との連携

主な個別事業

市民文 ・自治会・町内会活性化事業
化スポ ・地域総括補助金
ーツ局 ・コミュニティ活動促進事業
・地域カルテづくり事業
・区の新たな魅力づくり事業
市民文 ・市民センター管理運営事業
化スポ ・市民センター整備事業
ーツ局 ・大里柳市民センター整備事業
・つどいの家設置等補助事業

①ＮＰＯ・ボラン ・NPO やボランティア活動につ 市民文
ティア活動の支 いての情報提供や相談窓口の 化スポ
ーツ局
充実
援
・NPO が NPO を支える仕組
みづくりや市民による財政支
援の仕組みづくりの検討
②ＮＰＯ、企業、 ・他の NPO や地域団体、企業、市民文
研究機関などと 研究機関などと交流し、連携す 化スポ
るための場づくり
ーツ局
の連携の構築

・NPO・ボランティア活動促進事業
・NPO 公益活動支援事業
・コミュニティビジネス推進事業
・まちづくりステップアップ事業
・NPO ・ボランティア活動促進事業

広報室 ・タウンミーティング開催事業
①市民参画と協働 ・自治基本条例の制定
のための仕組み ・地域団体やＮＰＯ、企業など
がまちづくりへ参画するため 総務企 ・北九州市自治基本条例策定・推進事業
づくり
画局
の制度や協議の場の整備
市民文 ・NPO ・ボランティア活動促進事業
化スポ
ーツ局
②市民との協働を ・組織横断的なまちづくりを進 市民文 ・出前講演事業
化スポ ・NPO ・ボランティア活動促進事業
推進できる市役 めるための情報公開の推進
・地域と積極的に協働できる仕 ーツ局 ・NPO との協働によるまちづくり人材育
所づくり
成事業
組みの検討
③企業の地域活動 ・ワーク・ライフ・バランスに優
れた実績を持つ企業の表彰・
への参画促進
PR
・企業の社会的責任・社会貢献
を考慮した入札・契約制度の
導入
④行政経営改革の ・区役所のワンストップサービ
ス化の導入
推進
・行財政改革の推進

子ども ・企業等におけるワーク・ライフ・バラン
家庭局 ス推進の支援
契約室

技術監 ・公共事業コスト構造改善
理室 ・技術系職員の育成
総務企 ・公民連携（PPP）推進事業
画局 ・外郭団体の経営改革
・公共事業評価の推進
市民文 ・区役所窓口ワンストップサービス推進事
化スポ 業
ーツ局

施策の成果、効果等に関する評価

2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」を見ると、「町内会や市
民活動に参加しやすい環境にあることへの満足感」については、肯定的・否定的・どちら
とも言えないという 3 区分がほぼ同程度の回答となっている。2009 年度調査との比較を見
ると、
「どちらとも言えない」という意見が微増、肯定的意見（満足感があるという意見）、
否定的意見とも微減となっている。なお、満足度の低い理由については「地域とのつき合
いが少ない」が 43.4%と最も多い。
同じく市政満足度等調査における「市民の意見が市政に反映されていることへの満足感」
については、肯定的意見は 17.4%にとどまり、どちらとも言えないが 46.3%、否定的意見
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が 33.6%に上っており、厳しい評価を受けていると言えよう。しかしながら 2009 年度調査
との比較を見ると、否定的意見が 8.5 ポイントと大きく減少し、肯定的意見が 2.0 ポイント
微増している。このことは「元気発進！北九州プラン」に基づく施策により、市民意見の
市政への反映に関する、総合的な市民の満足度が向上しつつあることを表しており、高く
評価できる。以下に、それぞれの施策について評価を行う。
(1)地域活動の促進
①市民主体の地域づくりの促進
地域総括補助金を導入したまちづくり協議会の割合は 88.2%となっており（表 1）、2013
年度に 100%を達成する目標に向け概ね順調に増加してきている。地域づくり活動への参加
者の割合についても概ね目標に近い水準となっており（表 2）、その他の施策の実施状況を
見ても順調に取り組みが行われているものと評価できる。
また、2010 年度に終了した「区の新たな魅力づくり事業」に代わり、2011 年度以降は新
たに区独自予算「区行政推進事業」を創設し、地域の課題解決に向けて区役所がその機能
を最大限に発揮して住民主体のまちづくりの推進に大きく貢献するものであり、高く評価
できる。
なお、各区が実施している事業の内容や量に差が出ている可能性があるが、各区の特性
を重視する以上はある程度の違いが出ることは必然であり、現段階では、各区の特色ある
事業を評価するだけの材料が得られていないため、この点の評価は今後の課題とする。
②地域コミュニティ施設の活用・運営
市民センター等のハード面の整備については順調に進んでいると評価できる。ソフト面
については、市民センター1 館あたり利用者数は 4 万人／年（2011 年度）で目標どおりで
あり（表 3）、市民センターにおけるコミュニティ活動の参加延人数も約 170 万人（2011
年度）と概ね目標どおり（表 4）となっていること等から、概ね順調に活動は行われている
ものと評価できる。
(2)ＮＰＯ・ボランティア活動の促進
①ＮＰＯ・ボランティア活動の支援
NPO 法人数については 293 法人（2011 年度）となっており（表 5）、順調に増加してき
ている。北九州市市民活動サポートセンターの利用者数は年間 2 万人を超え目標どおり増
加しているが（表 6）、センターへの団体登録数は、増加してきているものの目標は下回る
水準となっている（表 7）。市民活動サポートセンターの相談機能や情報提供機能、連携促
進等については、充実した内容で取り組みを進めている。
地域や区の枠を越えて活動している NPO 法人等に対する助成や、地域に密着した市民活
動団体に対する支援にも継続的に取り組んでおり、NPO 法人やボランティア団体の活動支
援という点では、概ね順調な取り組みを行っているものと評価できる。
②ＮＰＯ、企業、研究機関などとの連携の構築
NPO 法人等との関連事業数については増加してきており（表 8）、概ね順調な取り組み
を行っているものと評価できる。
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地域団体、NPO 法人・ボランティア団体、企業・公益的法人、大学等の多様な主体同士
が相互に理解しあうことや、地域の課題や取り組み事例に関する情報を共有する仕組みが
必要である。
(3)多様な地域主体と行政との協働促進
①市民参画と協働のための仕組みづくり
市民が主役の自治の確立に向けて北九州市自治基本条例を施行し、庁内での研修及び市
民に対する周知活動等に取り組んでいる点は評価できる。条例に基づく取り組みが市にい
かに定着していくかについては成果が中長期的に現れるものであると考えられるため現時
点での評価は困難であるが、必ずしも自治基本条例の認知度が高まってはいない可能性が
あり、さらなる周知の取り組みが必要な状況にあると言えよう。
協働による住みよいまちづくり促進のための「協働のあり方に関する基本指針」を、2012
年 11 月に策定した。段階的かつ順調に取り組みが進められていると評価できる。
市民の意思の把握及び市民の市政への参画意識の向上については、前述のとおり 2012 年
度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」では、肯定的意見は 17.4%、どちら
とも言えないが 46.3%、否定的意見が 33.6%となっており厳しい評価を受けているが、経
年変化を見ると否定的意見は大きく減少してきており、タウンミーティングの開催などの
施策の効果が出てきているものと評価でき、概ね順調に推移していると評価できよう。
②市民との協働を推進できる市役所づくり
予算編成過程の公開が継続的に行われている点は高く評価できる。
出前講演については、目標を大幅に上回り年間 543 件（2011 年度）に上っており（表 9）、
市民に対する説明責任を果たし、市民の声を直接聞く取り組みが積極的に行われている点
も高く評価できる。
市職員を対象とした市民活動への理解促進を図る研修への参加者についても目標を上回
る人数となっており（表 10）、順調であると評価できる。
また、全庁的な体制整備のため、協働に関する情報の共有化と組織間の連携を図ってい
る点は評価できる。
③企業の地域活動への参画促進
ワーク・ライフ・バランスを推進することにより従業員の地域・ボランティア活動及び
企業等の地域活動への参画促進を目指すとの観点であるが、活動が多岐にわたることから、
企業などの地域活動への参画状況を測定することは難しく、本施策への評価は困難である。
今後も、従業員の働き方を見直し、企業や従業員の地域活動への参画を促進するためには、
ワーク・ライフ・バランスの意義や必要性を積極的にＰＲしていく必要があると言える。
契約室で実施している、子育て支援・男女共同参画、障害者雇用、環境配慮、防災活動
の分野で社会的責任や社会貢献度の評価対象となった企業は、建設工事業者を中心に増加
しており、地元企業の育成に効果が現れている制度となっている点は評価できる。
④行政経営改革の推進
区役所窓口業務のワンストップサービス化は、2010 年度に小倉北区役所で実施、2011
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年度には全区役所での実施を実現し、
「市民意識調査<市政評価と市政要望>（参考資料 3）」
においても、「市役所の窓口サービスの向上」は「かなりよくなっている」という評価が
33 施策中 7 位と高評価を受けている。この取り組みについては高く評価できる。
総合的な行財政改革については、「北九州市経営プラン」における収支改善の集中取組
期間と位置づけた 2009～2010 年度において、未利用資産の処分や広告事業などによる収入
の確保、投資的経費の抑制や事務事業の見直しなどによる歳出の削減により、目標額であ
る 200 億円を上回る 210 億円の収支改善を達成しており、2011 年度も収支改善 38 億円の
目標に対し 39 億円を達成したところである。また、2010 年度には行政評価システムを取
り入れ、事業等について成果の視点などで検証し、その結果を次の計画に活用する、いわ
ゆるＰＤＣＡマネジメントサイクルの確立を図っており、さらに、付属機関である「北九
州市行財政改革調査会」を設置するなど、行財政改革の見直しに係る不断の取り組みにつ
いては評価できる。

４

今後の課題

活発な市民活動を促進する環境づくりについては、今後は一層、地域コミュニティ、NPO
法人・ボランティア団体、各種団体、行政が連携し、市民に地域コミュニティの必要性の
理解と市民活動への参画を求めていくことが、各施策に共通する当面の課題と言えよう。
(1)地域活動の促進
市民主体の地域づくりの促進については、市民自ら地域課題の解決に向けた活動に取り
組みやすくなるよう、市は、市民が地域活動をしやすい環境づくりや情報提供、コーディ
ネートなどの機能を引き続き発揮していくことが重要となる。そのためには、地域の様々
な課題を最前線で受け止めている区役所も含め複数の課に跨る地域課題も多いため、庁内
での連携・調整も十分行いつつ、市民の創意工夫を凝らした多様な地域活動の促進に向け
た取り組みを総合的に進めていく必要がある。
また、地域づくりの課題が複雑化している点を踏まえ、様々なニーズに応えることがで
きるよう、アドバイザーとして派遣する専門家の多様化を図ることや、市民センター館長
等のコーディネート能力向上等に努めていくことが課題と言えよう。
一方で、多くの市民が、地域づくり活動に参加しているものの、まだ過半数の市民にと
って市民センター等は身近な存在とはなっていないとも考えられるため、情報発信の充実
などにも引き続き力を入れて取り組んでいくことが求められる。
(2)ＮＰＯ・ボランティア活動の促進
NPO・ボランティア活動の支援については、2012 年度の「市民意識調査<市政評価と市
政要望>（参考資料 3）」における市政要望を見ると、現時点では相対的に優先順位が高い
施策と認識されていないものの、地域課題の複雑化・多様化する中で、地域のことは地域
で考える必要性が高まっており、より一層の充実が求められる施策である。市民活動サポ
ートセンターを中心として、各種市民活動団体がより一層充実した活動を自立的に行いや
すくなるよう、行政として適切な支援を行っていくことが課題である。特に、市民活動団
体の持続可能な活動に際しては、事業収益の確保等に係るマネジメント力や、活動を効果
的に広報・PR できる能力の養成が必要であると考えられるため、これらの支援の充実を図
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っていくことが求められる。
市内で活動する NPO、企業、研究機関等との連携の構築については、情報共有を進める
と共に意見交換をより一層活発に行うことができるような仕組みを設け、団体間・メンバ
ー間の協働に対する認識の共有や相互理解の促進を図ることにより、より効果的な連携を
拡大していくことが必要と考えられる。
(3)多様な地域主体と行政との協働促進
市民の参画と協働のための仕組みづくりについては、「協働のあり方に関する基本指針」
に基づき、市民活動団体等と、市役所が共通認識を持って協働に取り組んでいくための総
合的な取り組みが必要となる。各主体と十分な意見交換を行いながら、対等の立場で様々
な取り組みを進めるとともに、市民に対してはより一層、市民自治の重要性、市民活動・
地域活動への参加促進等を図っていくことが必要である。
市民との協働を推進できる市役所づくりについても、「協働のあり方に関する基本指針」
に基づき、制度面でも職員一人ひとりの意識の上でも、対等な立場で協働に取り組んでい
くことが肝要となる。その際、引き続き市役所と市民活動団体等との相互理解を促進する
等の環境づくりを行い、段階的に無理なく協働に取り組んでいくことが必要である。さら
には、市役所もコーディネート機能を発揮し、市民活動団体間や、市民活動団体と地域コ
ミュニティ間の連携を促進するなど、市民みんなの力でまちづくりに取り組むことが求め
られる。
企業等の地域活動への参加促進については、ワーク・ライフ・バランスを推進すること
により従業員の地域・ボランティア活動及び企業等の地域活動への参画促進を目指すとの
観点から、引き続きワーク・ライフ・バランスの推進に向けた啓発活動に取り組むととも
に、ワーク・ライフ・バランス推進及び直接的な地域貢献活動に取り組む企業に対する支
援等の充実を図ることが考えられる。
行政経営改革の推進については、これまでも経営プランに沿った取り組みを行ってきた
ところであるが、今後も、歳入が伸び悩む中で高齢社会進展に伴う福祉・医療費の増大が
見込まれる一方、大規模改修や建て替えを必要とする公共施設が多数発生するなど、本市
を取り巻く財政状況は非常に厳しくなることが予測される。さらに、都市の活力を生み出
す成長戦略に取り組むためには、より一層の「選択と集中」を進めていくことも必要とな
る。
これらの諸課題に取り組むため、2011 年度には「北九州市行財政改革有識者会議」を、
2012 年度には条例設置による付属機関である「北九州市行財政改革調査会」を設置し、『官
民の役割分担と持続的な仕事の見直しの仕組み』、『公共施設のマネジメント』、『外郭
団体改革』、『簡素で活力ある市役所の構築』の 4 つの事項について諮問を行っており、
順次、行財政改革に係る取り組みの方向性について答申を受けているところであるが、こ
の厳しい財政状況の中、限られた資源を最大限に活用して着実に必要な政策を実現してい
くためには、引き続き厳しい姿勢で、抜本的な見直しに取り組んでいく必要がある。
今後も、北九州市行財政改革調査会からの答申等を踏まえ、研究を進めてあらゆる有効
な手法の導入を検討し、不断の取り組みを進めることが求められる。
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表１ 地域総括補助金を導入したまちづくり協議会の割合
年度

2008

2009

2010

2011

2013（目標）

85.0%

88.2%

100.0%

2010

2011

40,000 人

40,000 人

2013（目標）
41,000 人

実績
72.6%
80.9%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表２ 地域づくり活動への参加者の割合
年度

2011

2013（目標）

実績
40.5%
43.0%
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表３ 市民センター1 館当たりの利用者数
年度

2008

2009

実績
38,000 人
39,000 人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表４ 市民センターにおけるコミュニティ活動の参加人数（延人数）
年度

2008

2009

実績
157 万人
169 万人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010

2011

176 万人

170 万人

2013（目標）
177 万人

表５ ＮＰＯ法人数（累計）
年度

2008

2009

実績
240 法人
251 法人
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010

2011

263 法人

293 法人

2013（目標）
330 法人

表６ 北九州市市民活動サポートセンター利用者数
年度

2008

2009

18,362 人
19,271 人
実績
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010

2011

19,318 人

20,428 人

2013（目標）
21,000 人

表７ 市民活動サポートセンターの団体登録数（累計）
年度

2008

2009

308 団体
321 団体
実績
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010

2011

384 団体

348 団体

2013（目標）
480 団体

表８ ＮＰＯ法人との関連事業（委託・助成等）数
年度

2008

2009

2010

103 件
99 件
実績
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

133 件

2011
148 件

2013（目標）
160 件

表９ 出前講演件数
年度

2008

2009

495 件
425 件
実績
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010

2011

394 件

543 件

2013（目標）
500 件

表 10 市職員を対象とした市民活動への理解促進を図る研修への参加者数（累計）
年度

2010

2011

2013（目標）
400 人

203 人
297 人
実績
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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Ⅳ－１
１

高付加価値産業の創出

施策の背景と重点課題

①施策の背景
北九州市には、鉄鋼や化学等の素材産業、金属や機械等の加工組立産業を中心に、もの
づくり産業の厚い集積が形成されており、運輸・倉庫、プラント設計、メンテナンス等の
関連産業も集積している。最近では、自動車、半導体、新素材等の関連企業の立地が進み、
製造業の厚みを増している。また、港湾や空港等の交通・物流基盤、北九州学術研究都市
を始めとする知的基盤、さらには地域産業を牽引する中堅・大企業の存在など、充実した
産業基盤が形成されている。
しかしながら、経済のグローバル化やアジア諸国の経済の台頭など、北九州市を取り巻
く状況は大きく変化している。日本企業は 1980 年代半ばから、低コストでの生産と現地市
場の開拓を主目的としてアジア諸国・地域に進出してきた。こうした動きは産業空洞化を
引き起こしうる側面を持っており、単に生産工場を誘致しても、将来的にはコストの低い
開発途上国へ工場自体が移転してしまう危険性が常に伴う。また、アジア企業の成長に伴
い地元企業との競合も生じている。こうした状況に対応するためには、海外に流出するお
それの少ない研究開発機能や高付加価値製品の製造拠点、さらには競争力のあるサービス
業を誘致、育成しなければならない。また、国際競争力のある新技術・新事業を戦略的に
創出していくことが不可欠となっている。
そこで北九州市では、地場企業の持つ産業技術と北九州学術研究都市の持つ研究機能を
結びつけることで、新産業の創出や既存産業の高度化を目指してきた。また、北九州学術
研究都市では産学官による共同研究を推進するため、半導体等の試作を行う製造装置やシ
ステムＬＳＩの設計ツールなどが備わった産学連携施設を整備し、半導体分野を中心とす
る企業立地を進めてきた。さらに、企業・研究機関の進出と学研都市発のベンチャーを支
援する目的で事業化支援センターを整備し、知的基盤の充実を図ってきた。
②重点課題
北九州市の充実した産業基盤を活用し、産学連携による成長産業の育成強化をはじめ、
立地インセンティブの拡充などによる関連企業の誘致、さらには北九州市の雇用を支える
中小企業の支援、今後高い成長が見込まれる知識サービス産業の振興などを図りながら、
北九州市のものづくり産業の高付加価値化をさらに促進する必要がある。
北九州学術研究都市や地域の大学が生み出す研究成果を活用した産学共同研究プロジェ
クトの推進などにより、今後成長が見込める産業分野の育成を図ることや、既存産業分野
に活力と刺激を与えるベンチャー企業の成長支援を行うことが課題とされた。
また、今後の成長が期待でき、地域企業への大きな波及効果が見込める自動車、半導体、
素材・部材、情報通信、物流等の重点産業分野の企業立地を促進し、新たな産業活力を取
り込んでいくことが課題とされた。
さらに、ものづくり産業の一層の高付加価値化を促進するため、設計・デザイン、ソフト・
システム開発、コンテンツ制作、試作・研究開発、特許・経営コンサルティング、エンジニ
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アリングなど、ビジネス関連サービス産業の振興を図り、中小企業を支援することが課題と
された。

２

主要施策の実施概要

(1)知的基盤の充実と成長産業の育成
①研究開発機能・人材育成機能の強化

（海外大学との共同研究の推進）
アジアの中核的な技術発信拠点の形成へ向け、アジア地域等の海外大学と北九州学術研
究都市等の大学が行う共同研究及び連携プロジェクトに対して、実施主体である FAIS を通
じて共同研究費用の一部を支援している。

（学術研究都市の知的基盤としての機能の拡充）
北九州学術研究都市の産学連携施設や会議場等の施設、環境エネルギーセンター等の付
帯施設について指定管理者制度を導入し、維持管理や運営だけでなく、大学施設等特有の
図書室の運営業務、情報通信基盤の運営などを実施し、サービスの向上及び施設の利用促
進を図っている。
また、FAIS が行う大学間連携事業のほか、産学連携フェアやひびきのサロン等の様々な
産学連携事業を実施し、研究者や進出企業の連携を支援することにより、知的基盤の充実
を図っている。

（大学の高度化・活性化）
北九州市立大学において、副専攻の導入や環境技術研究所の設置により、高度人材の育
成や研究開発機能の充実を図るとともに、高度なマネジメント能力を備えたリーダーを養
成するため、ビジネススクールにおける教育研究を促進している。
また、市内大学等の教員や研究員等が行う調査・研究等に対しての助成と、市内の大学
等が連携して実施する学生の教育などの取り組みに対しての助成を行い、本市の大学等に
おける学術・研究の振興を図っている。
さらに、市全体の若年層人口の増加によるまちのにぎわいづくり、教育研究機関の集積、
活性化を図る観点から、市内 4 年制大学を掲載したタブロイド版の発行や、市内高等教育
機関及び学研都市についての広告掲出等を行っている。

（新たな大学等の誘致）
市内での大学等の集積及び教育研究機能の強化を促進するとともに、若年層の人口増加
を図るため、市内において、大学等または学部等を新設、または収容定員を増加する学校
法人等に対して、その経費の一部を補助金として交付している。

（知的クラスターの推進）
文部科学省の「知的クラスター創成事業」（2007～2011 年度）を活用して、FAIS に補
助金を交付し、FAIS が管理運営することにより、半導体設計技術やセンサ技術等を基盤に、
次世代の自動車、ロボット、バイオ産業等に応用できる研究開発を推進した。

（産学官連携の推進）
北九州学術研究都市を中心とした産学連携機能を強化するため、FAIS に補助金を交付し、
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研究者、企業、行政等の関係者が特定の研究テーマについてディスカッションできる「産
学交流サロン」を開催するほか、学研都市の PR については、大規模展示会への出展等の取
り組みを実施している。
また、地域経済の活性化に寄与する新産業の創出・育成を図る観点から、FAIS に補助金
を交付し、FAIS において、北九州学術研究都市などの大学等対象と市内企業対象の 2 種の
研究開発助成を行っている。
②先端・成長産業群の育成

（重点産業の振興）
「カーエレクトロニクス」､「ロボット・メカトロニクス」､「半導体」､「環境・エネル
ギー」の分野を先端・成長産業と位置づけ、産学連携の推進、研究開発の支援、人材育成
に取り組んでいる。また、福岡県を始めとする自治体等との連携により、研究開発の促進
や人材育成、情報収集・発信等を行うことで、産業分野の活動を支援している。カーエレ
クトロニクス分野では、2009 年度に北九州学術研究都市連携大学院カーエレクトロニクス
コースを開設し、カーエレクトロニクス分野における高度専門人材の育成を行っている。

（新産業の創出に向けた研究開発の強化）
技術開発支援による新産業の創出・育成とアジアの研究開発拠点の形成を目指し、産学
交流の促進、研究会の企画運営、プロジェクトの創出支援、国等の外部資金の獲得など、
研究開発段階に応じたコーディネートを実施している。

（低炭素化技術の拠点形成）
低炭素化技術の拠点形成を図るため、2010 年度に策定した「先導的低炭素化技術研究戦
略指針」に基づき、指針に沿って立案したプロジェクトを中心に、調査から実証研究まで
技術開発の実現化に向けた取り組みを行っている。

（情報産業の振興）
北九州 e-PORT 構想を推進するとともに、総務省委託事業を活用して、地元情報関連企
業と連携して低炭素社会の実現に向けたスマートコミュニティ創造事業に参画するなど、
市内情報通信産業の振興を図っている。また、ヒューマンメディア財団と連携し、高度な
ICT 人材を育成するなどＩＣＴ産業の振興に寄与するための施策を実施している。

（環境エレクトロニクス拠点化の推進）
国際東アジア研究センターに環境エレクトロニクス部門を設置し、先進パワーデバイス
とその応用技術に関する研究体制を整備している。国際東アジア研究センターでは、外部
資金を獲得して研究を行い、その成果を論文・学会等で発表するとともに、国内の著名な
研究者や大手メーカーの研究者とのネットワーク構築を図り、共同研究も行っている。ま
た、企業誘致の際に本市の研究開発拠点化への取り組みを強みとして PR し、企業立地の促
進を図っている。
③ベンチャー企業の創出・育成

（ベンチャー企業のインキュベーション）
北九州テレワークセンターを指定管理業務として運営し、ベンチャー企業のビジネス展
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開の拠点として良好なオフィス環境を提供している。
また、インキュベーションマネジャーを配置し、市内 5 箇所のインキュベーション施設
の入居企業に対して、マーケティングや補助金など各種支援施策により、創業から事業拡
大期までの一貫した経営支援を行っている。

（中心市街地都市型ビジネスの振興）
小倉都心地区において都市型ビジネスの集積を促進するため、地区内の特色を活かした
都市型ビジネス振興のコンセプトや具体的な空きオフィス等の活用策について検討を行い、
「小倉家守構想(1)」を策定した。また、地域のキーマンとして活躍する人材の発掘・育成の
ための講座を開催している。
(2)戦略的な企業誘致による新たな成長産業の集積
①成長性、経済波及効果の高い産業の重点的誘致
企業誘致を促進するため、「企業立地促進補助金」等の優遇制度を活用して、自動車、
半導体、素材・部材、情報通信、物流、環境エネルギー関連企業を主なターゲットとして
誘致活動を実施している。また、これまで力を入れて取り組んできた「環境・エネルギー
産業」の誘致を強化しつつ、次の成長産業として期待されている「航空機産業」や内需拡
大型産業をターゲットとして戦略的な誘致活動を行っている
②効果的な優遇制度、産業基盤などの充実
「企業立地促進補助金」、「環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金」など各種
優遇制度により、市内における企業立地の促進を図っている。
また、自動車メーカー（トヨタ自動車九州・日産自動車・日産車体九州・ダイハツ九州）
が集積するエリアに近く、北九州空港、東九州自動車道のインターにも近接している小倉
南区に、「北九州臨空産業団地」、「北九州空港跡地産業団地」を整備し、自動車産業な
どの企業誘致を進めている。
③人材供給、住環境整備などの立地支援
市外から転入し、良質な住宅の建設又は購入を行う方へ、市と民間住宅事業者が協働し
て、費用の一部を助成することにより、市内への定住を促進している。
(3)ものづくりを支える地域企業の競争力強化
①中小企業の技術力・販売力などの向上

（中小企業のための総合窓口〔中小企業支援センター〕の運営）
FAIS が運営する中小企業支援センターにおいて、市内中小企業のための窓口相談や専門
家派遣を実施するほか、機関誌（毎月）やメールマガジンにより各種支援施策等の情報提
供を行うなど、総合的なサービスを提供している。

（「オンリーワン企業」の認定）
北九州発の独創的な技術や製品を提供する優れた中小企業を「オンリーワン企業」とし
て認定し、本市の看板企業として国内外への情報発信や販路開拓などの支援を行っている。
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（新技術・新製品開発への支援）
中小企業の技術開発力の向上と高付加価値企業への転換を促進するため、新技術や新製
品の開発に取り組む中小企業に対し、開発経費の一部を助成し、製品化・実用化に向けた
支援を行っている。
また、技術開発助成制度等を活用して開発した優れた新商品を市がトライアル発注の対
象商品として認定し、その新商品を市が随意契約で購入することにより、市の使用実績を
中小企業の販路拡大に役立ててもらっている。

（経営革新に向けた支援）
課題解決のため社内にプロジェクトチームをつくるなど、全社をあげて企業体質の変革
や経営革新に取り組もうとしている中小企業に対して、長期間の専門家派遣やセミナー等
を行っている。
また、厳しい経営環境にある中小建設業の経営革新や新分野進出等の取り組みを支援す
るため、セミナーの開催、専門家の派遣、新分野進出の助成などの支援を行っている。
さらに、企業の経営革新に大きな役割を担う中核人材の創出･育成を図るため、テーマ別、
階層別の専門講座を企画・実施している。

（販路開拓に向けた支援）
地元中小企業の受注拡大・販路開拓の取り組みを支援するため、販路開拓支援プロジェ
クト、受注拡大商談会、大規模展示会等出展支援、巡回指導・マッチングコーディネート
などを実施している。
また、大都市圏で開催される展示商談会へ共同出展等を行い、広域的な技術連携や販路
拡大等、市内中小企業のビジネスマッチングを支援している。

（資金繰りに係る支援）
融資相談窓口において、国の資金繰り対策である「セーフティネット保証」の認定や、
市の融資制度の相談などを行っている。
②自動車産業参入など新展開の促進
自動車産業への新規参入・取引拡大を図るため、セミナーの開催や、設備投資・技術力
向上・販路拡大に係る費用の一部助成などを行っているほか、ビジネスマッチングに向け
て部品メーカーの訪問調査などを行っている。また、自動車産業アドバイザーによるビジ
ネスマッチングや技術情報等の提供・地元企業の PR などを実施している。
③地域企業の国際ビジネス展開の促進
海外とのビジネスチャンス拡大を図るため、海外ミッション派遣及び海外からの視察
団・ビジネスミッション団受入れなどに取り組んでいる。また、北九州市、ジェトロ北九
州、北九州貿易協会の３機関で設置している「北九州貿易・投資ワンストップサービスセ
ンター」（KTI センター）の機能を活かし、地域企業からの国際ビジネスに係る個別相談
に対応している。
④知識サービス産業の振興
地域企業のデザイン力の強化を図るため、福岡県産業デザイン協議会との共同によるデ
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ザイン勉強会や、デザインをテーマとしたシンポジウムを開催している。また、グッドデ
ザイン賞受賞発表会に出展する企業に対する助成を行っている。
Ⅳ いきいきと働く～競争力のある産業振興と豊かな雇用創出
１ 高付加価値産業の創出
北九州学術研究都市や地域の大学が生み出す研究成
果を活用した産学共同研究プロジェクトの推進などに
より、今後成長が見込める産業分野の育成を図るとと
もに、既存産業分野に活力と刺激を与えるベンチャー
企業の成長支援を行います。

（１）知的基盤の充実と成長産業の育成

方針

主要施策

担当局

主な個別事業

本市のものづくり産業の一層の高付加価値化を促進
今後の成長が期待でき、地域企業への大きな波及
するため、設計・デザイン、ソフト・システム開発、コ
効果が見込める自動車、半導体、素材・部材、情報
ンテンツ製作、試作・研究開発、特許・経営コンサルテ
通信、物流などの重点産業分野の企業立地を促進し、
ィング、エンジニアリングなどビジネス関連サービス産
新たな産業活力を取り込んでいきます。
業の振興を図り、中小企業を支援します。

（２）戦略的な企業誘致による新たな成長産業の
（３）ものづくりを支える地域企業の競争力強化
集積

① 研 究 開 発 機 ・北九州学術研究都市や地域の大 産業経 ・海外連携プロジェクト助成事業
能・人材育成 学における研究開発機能・人材 済局 ・学術研究都市管理運営事業
育成機能の強化
・学術・研究振興事業
機能の強化
・学術研究拠点推進事業
・高等教育機能充実事業
・産学官連携研究開発推進事業
・大学等誘致・整備促進助成事業
・知的クラスター（第Ⅱ期）推進事業
・北九州市立大学運営事業
②先端・成長産 ・成長産業分野（カーエレクトロ 産業経 ・重点産業振興事業
ニクス、ロボット・メカトロニ 済局 ・新産業創出研究開発強化事業
業群の育成
・先導的低炭素化技術拠点形成事業
クス、半導体、情報通信、素材・
・情報産業振興事業
部材、環境・エネルギー）の技
・環境エレクトロニクス拠点化推進事業
術開発機能の強化
・低炭素社会にも貢献する産業群
の集積
③ベンチャー企 ・ベンチャー企業が生まれる環境 産業経 ・ベンチャー総合支援事業
済局 ・中心市街地都市型ビジネス振興事業
業の創出・育 を整備
・北九州テレワークセンター管理運営事業
成
・北九州ベンチャーイノベーションクラブ
運営事業
①成長性、経済 ・自動車、半導体、素材・部材、 港湾空 ・企業誘致活動事業
波及効果の高 情報通信、物流を重点誘致産業 港局 ・響灘地区への企業立地推進事業
・グリーンエネルギーポートひびき立地促
い産業の重点 として、民間活力の導入などに
進事業
より、誘致体制を拡充
的誘致
・アジア貨物等物流拠点化効果促進事業
産業経 ・次世代重点誘致産業集積促進事業
済局 ・企業立地促進事業
・首都圏企業誘致推進事業
・中京・関西圏企業誘致推進事業
産業経 ・環境・エネルギー技術革新企業集積特別
②効果的な優遇 ・優遇制度の充実
助成金
制度、産業基 ・企業立地のための新たな受け皿 済局
・企業立地促進資金融資
盤などの充実 の確保
・企業立地促進補助金
・空洞化対策特別交付金
・国際物流特区企業集積特別助成金
・北九州空港跡地産業団地整備事業
・北九州臨空産業団地整備事業
③人材供給、住 ・企業ニーズに対応できる人材供 建築都 ・北九州市定住促進支援事業
市局
環境整備など 給の仕組みを整備
の立地支援 ・進出企業社員の市内定住の促進
①中小企業の技 ・中小企業支援センターにおける 産業経 ・オンリーワン企業創出事業
術力・販売力 各種支援サービスのワンスト 済局 ・ビジネスチャンス拡大支援事業
・ビズマッチ推進事業
ップ提供
などの向上
・経営リーダー育成支援事業
・中小建設業の経営革新や新分野
・建設業総合対策事業
進出への支援
・戦略的経営支援事業
・中小企業技術開発振興助成金
・中小企業支援センター特定支援事業
・中小企業資金繰り総合対策事業
・中小企業融資
・北九州発！新商品創出事業
②自動車産業参 ・地域企業の自動車産業への参入
入など新展開 促進・事業拡大への支援強化
の促進
③地域企業の国 ・地域企業のニーズを踏まえた国
際ビジネス展 際ビジネスの機会提供
開の促進
④知識サービス ・地域企業のデザイン力の強化
産業の振興 ・デザイン関係者の取引拡大
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産業経 ・自動車産業新規参入・取引拡大支援事業
済局
産業経 ・国際競争力強化事業
済局
産業経 ・サービス産業振興事業
済局

３

施策の成果、効果等に関する評価

(1)知的基盤の充実と成長産業の育成
①研究開発機能・人材育成機能の強化
FAIS が運営する北九州 TLO では、地域の大学等の研究者が生み出した研究成果を特許
化し、それらを民間企業へライセンス契約等によって技術移転している。北九州 TLO の特
許出願数（累計）は、2008 年度の 271 件から 2011 年度の 321 件へと着実に増加し、ライ
センス契約件数（累計）も、2008 年度の 131 件から 2011 年度には 180 件に達している（表
1）。これらは、学研都市を中心とした研究開発の成果が製品化・実用化に貢献しているこ
とを表していると考えられる。
中小企業から出される共同研究の申請件数は、2011 年度は 25 件と目標の 30 件には届い
ていないものの、前年度（13 件）からは大幅に増加している。また、共同研究により製品
化・実用化に成功したテーマ数（累計）は、2011 年度で 36 件に上り、目標の 37 件をやや
下回っているものの、中小企業の研究開発機能の補完に一定の効果をあげていると評価で
きる。今後、製品化・実用化の実績を向上させるとともに、共同研究を行う企業の裾野を
さらに広げていくことが課題となっている。
文部科学省の採択を受けた知的クラスター創生事業（第Ⅱ期）の研究開発から生み出され
た新商品数は、2009 年度が 4 件、2010 年度が 14 件、2011 年度が 18 件と増加し、目標（年
間 5 件）を大幅に上回っており、技術移転、事業化が進んでいる様子がうかがえる（表 2）。
人材育成機能の強化に関する成果として特に注目されるのが、2009 年度に北九州学術研
究都市連携大学院カーエレクトロニクスコースが開講したことである。これは、学研都市
の３大学院（北九州市立大学・九州工業大学・早稲田大学）と、自動車業界、北九州市、
FAIS が一体となった産学官連携の成果であり、自動車メーカーの北部九州へのシフトが強
まる中、カーエレクトロニクス分野の専門人材を育成する教育プログラムを整備したこと
の意義は大きいと言えよう。
②先端・成長産業群の育成
上記の連携大学院カーエレクトロニクスコースによる専門人材輩出数は、2010 年度が 74
人、2011 年度が 106 人と目標である 60 人を大きく上回り、自動車メーカーや電装部品メ
ーカー等に多くの人材を輩出している。このような専門人材の供給は、当地域の自動車産
業の集積に寄与するものとして評価できる。
e-PORT 関連（データセンター、情報倉庫など）の売上高は、2009 年度が 19.2 億円、2010
年度が 20.3 億円、2011 年度が 20.9 億円と増加傾向にあり、目標（2014 年 3 月に 25 億円）
に向け順調に推移している（表 3）。
環境・エネルギー分野については、2011 年 1 月に「先導的低炭素化技術研究戦略指針」
を策定し、これまでに 4 件の重要プロジェクトを実施している。また、産業技術総合研究
所・九州工業大学・北九州市で連携協定を締結し、三者が協力して環境エレクトロニクス
の研究を進める体制を構築したことの意義は大きいと考えられ、三者の有する技術や情報
を活かした今後の事業展開が期待される。
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③ベンチャー企業の創出・育成
市内インキュベーション施設の卒業企業数（累計）は、2009 年度が 65 社、2010 年度が
78 社、2011 年度が 85 社と最終目標（2013 年度に 86 社）に迫っており、順調に推移して
いる（表 4）。また、北九州テレワークセンターの支援対象企業の売上高増加率は、2010
年度の 11.4％から 2011 年度は 15.4％に上昇しており、目標の 30％には達していないもの
の、インキュベーションマネージャーによる経営支援の効果が現れていると考えられる。
(2)戦略的な企業誘致による新たな成長産業の集積
誘致件数については、2008 年度から 2011 年度までの累計で 151 件と最終目標（2008～
2012 年度の 5 年間で 174 件）の 87％に達しており、比較的順調に推移している。しかし、
企業誘致による雇用創出数は、2008 年度から 2011 年度までの累計で 2,663 人となってお
り、最終目標（2008～2012 年度の 5 年間で 4,000 人）の 67％と進捗に遅れが生じている
（表 5）。円高等により企業の生産拠点の海外シフトが進む中、全国の地方自治体が企業誘
致に奔走しており、企業の新規立地を獲得することは容易ではない。引き続き、各種の優
遇制度を活用しながら、情報収集・提供による地道な誘致活動を行うことが重要であろう。
(3)ものづくりを支える地域企業の競争力強化
①中小企業の技術力・販売力などの向上
中小企業支援センターの相談件数は、2011 年度で 1,172 件と目標（1,000 件）を上回っ
ている。専門家派遣件数は、2011 年度で 149 件と目標（200 件）に達していないものの、
いずれも利用者の満足度は 9 割を超えており、地元企業の総合窓口としての役割を適切に
果たしていると言えよう（表 6）。
「オンリーワン企業」については、2009 年度から 2011 年度までに 8 社が認定されてい
る。独創的な技術や製品を提供する優れた企業であっても、認知度・信頼度の向上や販路
の拡大は大きな課題であり、同事業は認定企業の営業活動に大きく貢献する取り組みとし
て評価できる。
なお、「企業における市政満足度等調査（参考資料 2）」の 2009 年度と 2012 年度の結
果を比べると、中小企業への支援体制が充実していると感じている企業の割合（「とても
感じている」と「ある程度感じている」の合計）は、33.5％から 33.0％へと 0.5 ポイント
低下しており、市内企業の満足度には大きな変化はみられない。
②自動車産業参入など新展開の促進
地元企業の自動車産業への新規参入・取引拡大については、地元企業等の取引状況を把
握するための訪問調査件数は年間約 140 件に上り、地道な情報収集活動を継続している。
また、地元企業の自動車産業への新規参入・取引拡大を目的として発足したパーツネット
北九州の会員数が 2011 年度で 67 社と前年度より 3 社増加しており、目標（2016 年度で
91 社）に向け順調に推移している。
北部九州に進出している自動車メーカーは、物流コスト削減の観点から部品の地元調達
率の向上を志向しており、地元企業にとっては新規参入・取引拡大のチャンスと考えられ
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るが、一方で自動車メーカーは部品をアジアから輸入することも視野に入れているため、
地元企業の品質面・コスト面での競争力向上が課題と言えよう。
③地域企業の国際ビジネス展開の促進
地域企業と外国企業との商談件数は、2009 年度は 1,761 件と目標の 1,500 件を上回って
いたが、2010 年度以降は減少傾向となり 2 年連続で目標を下回っている。それに応じて、
商談の成約件数も 2009 年度の 28 件から 2011 年度には 17 件へと減少し、目標の 20 件を
下回っている（表 7）。近年の円高の進行や、東日本大震災による原発事故を契機とした日
本製品の敬遠傾向などが影響している可能性もあり、今後の反転が期待される。
④知識サービス産業の振興
生産性向上セミナーは、予想を大きく上回る 225 人が参加している。また、デザインの
振興について、グッドデザイン賞の二次審査に出展する企業に対する助成金制度を活用し
た市内企業の 2 社（3 件）が、グッドデザイン賞を受賞し、順調な成果を上げている。

４

今後の課題

●研究成果の実用化・事業化の推進
北九州市においては、学研都市を中心に多様な研究開発に取り組んでいるが、研究資金
の確保が大きな課題の一つとなっている。また近年では、研究の成果が実用化・事業化に
結びつくことが求められる傾向が強まっており、優れた研究成果であっても、いかにして
事業としての成果をあげるかが問われている。大学等が持つシーズと企業のニーズは必ず
しも一致するものではないため、事業化は容易なことではなく、シーズとニーズのマッチ
ングが重要な課題である。
また、研究者側にとっては事業化する企業が必ずしも地元企業である必要はないため、
学研都市等の大学と地元企業を結びつけ、これを地域の活性化につなげるためのさらなる
工夫が必要であろう。
●リスク分散を検討する企業をターゲットとした企業誘致
2011 年 3 月の東日本大震災の発生を契機として、企業の自然災害への関心が高まり、リ
スクを分散する観点から生産拠点等の移転を検討する気運が高まっている。北九州市は地
震等の自然災害が少ないことに加え、製造業が集積しており産業インフラも充実している
など、その受け皿となるポテンシャルを有している。このような強みを活かして、自然災
害のリスクを分散する観点から生産拠点等の移転を検討する企業をターゲットとした戦略
的な企業誘致を行うことが重要である。
地域に立地する企業の撤退・移転等のリスクを想定すると、大規模事業所の存在は地域経
済にとって大きな不安定要素とも言える。このようなリスクを分散する観点からは、特定の
業種や大型案件に偏ることなく、多様な分野の企業を多数誘致するという視点も重要である。
●中小企業の海外展開力の強化
今後しばらくはアジアの成長が持続し、わが国にとって重要なマーケットであり続けると
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思われる。しかし、多くの中小企業においては、海外業務向け人材、現地でのコネクション、
海外マーケティングノウハウ等が不足していると考えられる。地域企業の海外業務向け人材
の確保・育成を支援するためには、留学生への日本語教育や地域企業とのマッチングに一層
力を入れるなどして、留学生の地域企業への就職を推進することが重要と考えられる。また、
地域企業の海外マーケティング力の養成に向けた支援を強化することも重要であろう。
●アジア企業との差別化
アジア諸国の成長は商機であると同時に、アジア企業が競争力をつけることにより地元
企業との競合をもたらす可能性が高い。地元の中小企業がアジア企業に対抗していくため
には、単なる価格競争に陥ることなく、商品企画力や品質等の面での差別化を図ることが
きわめて重要である。今後、アジア企業との差別化に一層の重点を置いた支援を行うこと
が重要な課題になると考えられる。
●中小企業の事業承継
地域の高齢化率が上昇を続け、生産年齢人口が減少する中、中小企業経営者の高齢化が
進んでおり、後継者不在の中小企業が増加することが懸念される。地域経済を支えている
のは多数の中小企業であり、後継者の不在等を理由に廃業する中小企業が増加すれば、地
域の経済や雇用に及ぼす影響は大きい。今後、事業の存続や従業員の雇用の維持を目的と
した M&A 等が事業承継対策としてますます重要な課題となろう。
【補注】
(1)家守：行政・地域住民等と連携し、空室等の管理や入居者の支援などにより、総合的な地域づくりを行う者。

【参考資料】
1）北九州産業学術推進機構「FAIS 2011 年度 事業報告書」（2012）
2) 中小企業庁「中小企業白書 2011」（2011）

表 1 北九州 TLO の特許出願件数及びライセンス
契約件数（累計）

表 2 知的クラスター創生事業(第Ⅱ期)の研
究開発から生み出された新商品数

年度
2008
2009
特許出願件数
271
293
ライセンス契約件数
131
143
資料：FAIS「2011 年度事業報告書」

年度
2009
2010
2011
実績
4
14
18
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
306
167

2011
321
180

表 3 e-PORT 関連(データセンター、情報倉庫など)
の売上高

表 4 市内インキュベーション施設の卒業企
業数（累計）

年度
2009
2010
2011
実績
19.2 億円
20.3 億円
20.9 億円
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

年度
2009
2010
2011
実績
65 社
78 社
85 社
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 5 企業誘致件数及び新たな雇用創出数
年度
2008
企業誘致件数
57 件
新たな雇用創出数
869 人
資料：北九州市議会事務局「調査」

2009
36 件
535 人

2010
29 件
933 人

2011
29 件
326 人

累計
151 件
2,663 人

表 6 中小企業支援センターの相談件数及び
専門家派遣件数

表 7 地域企業と外国企業との商談及び成約件数

年度
2009
2010
2011
相談件数
943 件
1,125 件
1,172 件
専門家派遣件数
193 件
151 件
149 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

年度
2009
2010
2011
外国企業との商談件数 1,761 件
1,456 件
1,341 件
外国企業との成約件数
28 件
22 件
17 件
資料：北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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施策の背景と重点課題

①施策の背景
北九州市の年間商品販売額は、小売業、卸売業ともに 1997 年をピークに大きく減少して
いる。また、小売業の年間商品販売額を立地環境別にみると、商業集積地区のうち、「ロ
ードサイド型」では増加する一方で、「駅周辺型」、「市街地型」、「住宅地背景型」で
は減少している。郊外の新興住宅地への人口流出やモータリゼーションの進展による大型
店の郊外立地などの要因により、中心市街地における商業の低迷が続いている。商業（小
売・卸売業）は市内総生産の約 1 割、従業者数で約 2 割を占める産業であり、市民の豊か
な生活と雇用を支え、まちのにぎわいを生み出す重要な役割を担っている。そのため、地
域商業の活性化が急務となっており、中心市街地への商業集積の充実や地域コミュニティ
の拠点である商店街の活性化などに取り組むことが求められている。
北九州市においても着実に経済のサービス化が進展しているものの、市内総生産に占め
るサービス産業の割合は他の大都市に比べて低く、1998 年～2008 年の 10 年間における増
加率も相対的に低かった。福祉や教育・文化などの生活関連サービス産業は、市民の暮ら
しの多様化に応えるとともに、多種多様な就業機会を創出する重要な産業である。経済の
サービス化は今後も着実に進展するとみられ、物質的な豊かさについて一定水準を達成し
たわが国において、精神的な豊かさの充足という点でも生活充実型のサービス業に対する
需要は伸びると考えられる。したがって、経済成長を牽引する一つの柱としてサービス業
が位置づけられ、なかでも個人の生活に密着した多様なサービス産業の発展が期待される。
そのため、市民生活に関連する幅広い分野におけるビジネス創出を支援しながら、暮らし
の向上に貢献する産業として振興を図る必要がある。
北九州市では、他の大都市と同様に、若者の農林水産業離れや宅地化等により、農家数
や農地は減少傾向にある。農林水産業は安全・安心で美味な食材を供給する産業としての
役割に加え、魅力的な景観を保全・活用する役割も果たす。さらに、体験型農園などのレ
クリエーション・健康増進の場としても重要であり、市民の生活を豊かにする生活関連産
業として、今後、振興を図っていく必要がある。
②重点課題
商業については、広域から集客できる商業地として中心市街地の魅力アップを図ること、
その他の地域商店街では市民生活を支える商業機能の再生を進めることが課題とされた。
生活関連サービス産業については、生活者の多様なニーズに応え、市民の豊かな暮らし
を支えるとともに、多種多様な就業機会を生み出す福祉、教育・文化、住宅などの生活関
連サービス産業の振興を図ることが課題とされた。
農林水産業については、農林水産業が抱えている課題に対応し、農林水産業をビジネス
として魅力あるものにしていくため、担い手の育成、地産地消、海外市場を見据えたブラ
ンド化の推進、都市と農山漁村との交流・協働などの施策を推進することが課題とされた。
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２

主要施策の実施概要

(1)地域の個性を活かした商業の振興
①中心市街地の商業振興
小倉地区及び黒崎地区の「北九州市中心市街地活性化基本計画」の着実な推進のため、
両地区で多様な関係者が参画する中心市街地活性化協議会や幹事会、専門部会等の運営を
支援している。また、「北九州市中心市街地活性化基本計画」に位置づける商業活性化に
資する事業について、経費の一部補助などを行うほか、事業効果を計るフォローアップ調
査等を実施している。
②がんばる商店街への支援
アーケード等の共同施設を設置する商店街組合に対し、事業に必要な経費の一部を補助
している。
商店街の活性化に向けた勉強会等に講師として専門家を無料で派遣するほか、商店街組
合が行うにぎわいづくりのソフト事業に対し、立ち上げ時の経費の一部を補助している。
③次代を担う新しい商業者の創出・育成

（空き店舗への出店の促進）
商店街の賑わい再生や新たな商業人材を創出するため、商店街の空き店舗への出店につ
いて、賃借料の一部を補助している。

（商業・サービス業の経営支援）
市内の商業・サービス業の経営者等を対象に、経営改善のノウハウ等を学ぶセミナー（実
践あきない塾）を実施するほか、交流会等を開催している。

（黒崎地区中心市街地の商業活性化）
黒崎商店街内での新規開業を目指す、商業分野（小売・飲食・サービス業）における優
れたビジネスプランを有する起業者に対して、家賃補助や経営指導などを行う事業に対し
て支援を実施している。
また、黒崎地区の商店街の空き店舗を活用して若手起業家の育成拠点となるチャレンジ
ショップを整備し、出店者の独立開業に向けた経営指導や技術指導、販促支援を行ってい
る。（いずれも北九州商工会議所が事業主体となり、国・県・市が事業に必要な経費の一
部を助成。）
(2)市民が豊かさを感じる生活関連サービス産業の振興
①生活関連サービス産業の振興
健康生活支援サービスについて、新たなサービスの市民への普及促進のためのセミナ
ー・イベントを開催するほか、ビジネスセミナーの開催等により、情報交換やビジネスマ
ッチングの場を提供している。また、優れたアイデアの事業化を支援するため、事業化に
必要な費用の一部を助成している。
また、社会的問題をビジネスとして解決するソーシャルビジネスの振興を図るため、ソ
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ーシャルビジネスの見本市（ソーシャルビジネスメッセ）を開催し、事業者間の連携促進
や情報交換、市民への啓発等を行っている。
②コミュニティビジネス創出の支援
ビジネス的な手法を取り入れながら地域課題の解決を図ろうとする市民活動団体等や地
域密着型ビジネスを考えている市民に対して、コミュニティビジネスセミナー等を開催し、
支援している。
(3)農林水産業の振興
①足腰の強い農林水産業の振興

（農業・林業の基盤整備）
国・県の補助事業の対象とならない小規模な農業用施設について、緊急性や必要性に応
じて市単独予算で土地改良工事等を行っている。
また、一定規模以上ある農業用施設の改良工事等を県の補助を受けて実施している。
林道は、森林の適正な管理や将来における木材の搬出などに必要となる生産基盤であり、
計画に沿って林道の整備を進めている。

（水産業の基盤整備）
漁業活動の安全性及び効率性を高めるため、防波堤や浮桟橋、臨港道路など漁港施設の
整備を行っている。
また、市内産水産物の漁獲量の安定を図るため、脇田地区や脇之浦地区などにおける藻
場の造成や、藻場の食害生物の駆除活動に対する補助を行うほか、アワビ、アカウニ、ガ
ザミ等の直接放流や中間育成後の放流事業に対しても補助を行っている。

（地産地消の推進）
地産地消に関心のある生産者、消費者、販売者等を地産地消サポーターとして登録し、
ホームページによる情報提供、地産地消サポーターニュースの発行、産地見学会の開催等
を行っている。また、直売所や朝市の来客・販売額の増加を図るため、直売所・朝市を紹
介するパンフレットを市民に配布している。
また、学校給食で使用する市内産野菜の供給拡大に向け、学校給食協会や流通・生産者
団体等との協議を進めている。

（北九州の「食」の魅力のＰＲ）
北九州の「食」の魅力を多くの人々知ってもらう機会を増やすため、PR イベントを行う
ほか、情報誌を活用して情報を発信している。また、地元食材の新たなブランド化につい
ての検討を進めている。
②農林水産業の担い手の育成
農業分野における新たな担い手の育成・確保を図るため、関係機関と協力して認定農業
者への誘導を行っており、認定農業者数は 2012 年 11 月末現在で 163 人となっている。ま
た、農業に関心のある市民を対象に、農業生産に関する研修（新規就農者育成研修、農業
経営実践研修）を実施している。
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③農林水産業と市民との交流
次代を担う子どもたちに作物を育てる体験等を通じて、食の大切さなどを学んでもらう「食
農教育」として、小学生を対象に農作業体験等を行う「わくわく農業体験」を実施している。
また、漁村と都市住民とのふれあいを促進し、漁村地域の活性化を図る観点から、プレ
ジャーボートを係留する施設「脇田漁港フィッシャリーナ」が 2012 年 11 月に開業した。
Ⅳ いきいきと働く～競争力のある産業振興と豊かな雇用創出
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

商業振興を軸としたにぎわい
のある街づくりを目標に、中心
市街地では、広域から集客でき
る商業 地と して の魅 力ア ッ プ
を、その他の地域商店街では、
市民生活を支える商業機能の再
生を進め、市の商業全体を活性
化していきます。

（２）市民が豊かさを感
じる生活関連サー
ビス産業の振興

生活者の多様なニーズに
応え、市民の豊かな暮らしを
支えるとともに、多種多様な
就業機会を生み出す福祉、教
育・文化、住宅などの生活関
連サービス産業の振興を図
ります。

（３）農林水産業の振興

農林水産業が抱えている課題に対応し、本
市の農林水産業をビジネスとして魅力ある
ものにしていくため、担い手の育成、地産地
消、海外市場を見据えたブランド化の推進、
都市と農漁村との交流・協働などの施策を推
進します。

方針

３

主要施策

担当局

主な個別事業

①中心市街地の商 ・中心市街地活性化基本計画 産業経 ・中心市街地商業活性化推進事業
の推進
済局
業振興
②がんばる商店街 ・地域コミュニティの核であ 産業経 ・中小企業団体共同施設等設置補助事
る商店街の活性化に向け 済局
業
への支援
た取り組みを支援
・商店街活性化計画づくり支援事業
・商店街賑わいづくりスタート支援事
業
産業経 ・黒崎地区商業ベンチャー育成事業
③次代を担う新し ・商業ベンチャーの支援
い 商 業 者 の 創 ・意欲ある商業者の活動の支 済局 ・黒崎地区中心市街地賑わい再生事業
援
・空き店舗賃借料補助事業
出・育成
・商業人材育成事業
①生活関連サービ ・都市生活の質を高め、にぎ 産業経 ・いきいき健康生活応援！新サー
わいを生み出す商業・サー 済局
ビス創出事業
ス産業の振興
ビス産業の振興
②コミュニティビ ・コミュニティビジネスの創 市民文 ・コミュニティビジネス推進事業
化スポ
ジネス創出の支 出支援
ーツ局
援

①足腰の強い農林 ・安全・安心な農作物の安定 産業経 ・里海づくり推進事業
済局 ・水産物供給基盤整備事業
供給
水産業の振興
・地産地消・学校給食推進事業
・地産地消の推進
・土地改良事業
・ブランド化
・農村環境整備事業
・林道の整備
・北九州の「食」魅力発信事業
・地産食材ブランド力強化事業
・林道整備事業
・農地利用集積円滑化事業
②農林水産業の担 ・農林水産業に関心を持つ市 産業経 ・人づくり担い手育成対策事業
民の積極的な活用
済局
い手の育成
・経営基盤の強化
③農林水産業と市 ・周辺地域を含めた地産地消 産業経 ・フィッシャリーナ関係の整備事業
済局 ・地産地消・学校給食推進事業
・ブランド化
民との交流
・農業や漁業に触れ合う機会
や場を提供

施策の成果、効果等に関する評価

(1)地域の個性を活かした商業の振興
①中心市街地の商業振興

（小倉地区）
小倉地区については、商店街エリアを中心とした歩行者通行量が 2007 年度の 146,958 人
/日から 2011 年度には 150,658 人/日と 2.5％増加しており（表 1）、中心市街地のにぎわい
が向上している様子がうかがえる。しかし、既存の主要大型商業施設の年間来店者数につ
いては、2006 年度の 48,695,683 人/年から 2010 年度の 46,191,876 人/年へと 5.1％減少し
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ており（表 2）、楽観はできない状況にある。
ここで、2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」の調査結果をみ
ると、小倉都心ににぎわいを「感じる」と回答した割合は 45.5％と 2009 年度の調査結果
（44.3％）に比べ 1.2 ポイント上昇しており、小倉都心のにぎわいに関する市民の印象は向
上している。
小倉地区では、小倉駅北側において 2010 年 12 月に小倉記念病院が新築移転したほか、
2012 年 4 月に「あるあるＣｉｔｙ」がオープンし、同年 8 月には北九州市漫画ミュージア
ムが開館するなどの大きな動きがあった。また、小倉駅南側には 2012 年 10 月に「北九州
屋台街十三区」がオープンした。これらは小倉駅周辺に新たな人の流れを生み出したとい
う点で大きな意義があったと言えよう。

（黒崎地区）
黒崎地区の中心市街地における歩行者通行量については、2007 年度の 20,164 人/日から
2011 年度には 18,513 人/日へと 8.2％減少しており、改善の兆しはみられない。一方で、中
心市街地の居住人口は 2007 年の 5,689 人から 2011 年には 6,370 人へと 12.0％増加してい
るほか、中心商店街ゾーンの空き店舗率は 2007 年の 21％から 2011 年には 16.9％へと 4.1
ポイント低下するなど、改善がみられる面もある（表 3）。
2012 年度の「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」の調査結果をみると、黒
崎副都心ににぎわいを「感じる」と回答した割合は 5.1％と 2009 年度の調査結果（4.2％）
から 0.9 ポイント上昇しており、小倉都心と同様に黒崎副都心のにぎわいに関する市民の印
象はわずかながら向上している。
黒崎地区においては、2012 年 7 月に黒崎ひびしんホールや八幡西図書館がオープンした。
また、2013 年度にはコムシティの再生によって、商業機能に加え八幡西区役所などの行政
サービス機能を有する施設となる予定である。これらによって黒崎駅周辺に新たな集客施
設が生まれることから、にぎわい向上の大きな契機となることが期待される。
②がんばる商店街への支援
商店街への支援メニュー（商店街活性化計画づくり支援事業、商店街賑わいづくりスタ
ート支援事業、中小企業団体共同施設等設置補助事業）の活用件数をみると、2009 年度が
36 件、2010 年度が 13 件。2011 年度は 29 件と前年度に比べ増加している（表 4）。
商店街活性化計画づくり支援事業は専門家の派遣などを行う事業、商店街賑わいづくり
スタート支援事業はにぎわいづくりのためのソフト事業に対する補助事業、中小企業団体
共同施設等設置補助事業はアーケード等の共同施設に対する補助事業である。事業ごとの
2011 年度の制度活用件数はいずれも目標の 7 割程度と目標を下回っているものの、前年度
に比べるといずれも増加している。郊外型の大型商業施設が増加するなか、商店街が競争
力を維持・向上させるためにはハード、ソフト両面の改善が必要であり、これらの制度が
一定の役割を果たしていると考えられる
③次世代を担う新しい商業者の創出・育成
空き店舗への出店に対する賃借料補助制度の活用件数は、2009 年度が 9 件、2010 年度
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が 10 件、2011 年度が 17 件と増加傾向にあり、2011 年度は目標の 11 件を大幅に上回って
いる。また、経営改善のノウハウ等を学ぶセミナー（実践あきない塾）の参加企業数は、
2009 年度が 48 社、2010 年度が 35 社、2011 年度が 31 社と減少傾向にあり、2011 年度は
目標の 40 社を下回っている（表 5）。
黒崎商店街における黒崎地区商業ベンチャー育成事業については、2009 年度に 1 名、2010
年度に 5 名、計 6 名が新規開業を果たし、2011 年度はこの 6 店舗に対して専門家による経
営指導等を行っている。また、黒崎商店街のチャレンジショップについても、2009 年度に
入居した 6 名のうち 5 名が独立開業しており、いずれも一定の効果がみられる
(2)市民が豊かさを感じる生活関連サービス産業の振興
①生活関連サービス産業の振興
ソーシャルビジネスの見本市（ソーシャルビジネスメッセ）の参加人数は、2011 年度は
700 人と前年度の 280 人から大幅に増加し目標の 500 人を大幅に上回っている。ソーシャ
ルビジネスは、様々な社会的課題（高齢化問題、環境問題、次世代育成など）を市場とし
てとらえ、その課題をビジネスとして解決するものであるが、これまで一般的にはビジネ
スの対象と捉えられなかった領域であることから、その認知度や信頼性の向上が課題であ
る。ソーシャルビジネスメッセは、事業者間の連携・情報交換の促進のほか、市民の認知
度向上の面で一定の効果があったと考えられる。
健康生活支援サービス分野でのプロジェクト件数（新たなサービスの事業化を支援する
市の助成事業への応募件数、及び国の支援メニューを活用したプロジェクトへの応募件数）
は、2010 年度が 1 件であったのに対し 2011 年度は 16 件と大幅に増加し、目標の 15 件を
上回っている。具体的には、2011 年度は前年度に引き続き地域企業等のコンソーシアムの
「ＩＴを活用した糖尿病の第三次予防サービスに関するプロジェクト」が経済産業省の公
募プロジェクトに採択されるなどの成果がみられる。
また、育児支援サービス産業については、2009 年度に利用ニーズ等に関する調査を実施
し、2010 年度に育児支援サービスの振興策を検討する検討会を開催して、子育て世帯や事
業主のニーズの分析やビジネスモデルの検討を行っている。
②コミュニティビジネス創出の支援
コミュニティビジネスの担い手となる NPO を主な対象として、コミュニティビジネスの
啓発・普及を推進するためのセミナーを開催している。同セミナーの参加者数は、2009 年
度が 24 人、2010 年度が 46 人、2011 年度が 27 人となっており、毎年目標を上回っている。
同セミナーの開催により、コミュニティビジネスの裾野を広げる効果があったと考えられ
る。
(3)農林水産業の振興
①足腰の強い農林水産業の振興
単位農地面積当たりの農業産出額は、2010 年度の 185 万円/ha から 2011 年度は 222 万
円/ha と 20％増加しており、土地改良や農業用施設の改良など農業基盤整備の効果が現れ
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ていると考えられる。
林道密度（森林面積に対する林道の整備割合）は 2011 年度で 21m/ha となっており目標
の 24 m/ha をやや下回っているものの、計画に基づいて着実に林道整備を進めている。
市内水産物の年間漁獲量は、2008 年度が 4,097t、2009 年度が 4,677t、2010 年度が 4,252t
となっており、2010 年度は前年度からは減少したものの、2008 年度に比べ 3.8％増加して
いる（表 6）。
近年、地域で生産された農林水産物をその地域内で消費する地産地消の取り組みが全国
的に広がっている。北九州市においても地産地消に積極的に取り組んでおり、2009 年 4 月
には産業経済局内に「地産地消推進課」を新設している。「地産地消サポーター」の数は、
2009 年度の 266 人から 2012 年 11 月末には 750 人へと増加しており、市内農林水産業の
ファンづくりの効果が現れている。また、直売所の販売額は、2009 年度の 13 億円から 2011
年度には 14 億円へと増加しており、直売所の PR などの効果がうかがえる（表 7）。
②農林水産業の担い手の育成
農業従事者の高齢化や後継者不足が進む中、北九州市の農家数は減少を続けており（表 8）、
新たな担い手を確保することが重要な課題となっている。新規就農研修参加者数は、2010
年度が 11 名、2011 年度が 10 名となっており、2011 年度は目標である 10 名に達している。
また、市内で新規に就農した者の数は、2010 年度の 4 人から 2011 年度は 5 人と増加して
目標数に達しており、取り組みの成果が現れていると言えよう。
③農林水産業と市民との交流
小学生の農業体験参加者数は、2010 年度が 1,081 人、2011 年度が 976 人、2012 年度が
1,100 人となっている（表 9）。
水産業については、「脇田漁港フィッシャリーナ」が 2012 年 11 月に供用開始され、漁
業活動と海洋レジャーとのトラブル防止や、漁村と都市住民との交流促進などの効果が期
待される。

４

今後の課題

●商店街の活性化の推進
買物の場のみならず、地域のコミュニティの核として市民生活を支える商店街の活性化
を図っていくことが、今後とも課題である。
活性化については、地域特性に応じた地域ニーズ把握や事業の組立てが重要であり、商
店街と連携を強めながら、商店街が取り組む活性化の計画づくりから事業の実施までを積
極的に支援する必要がある。
●都心部の老朽化した建物の更新
都心部は老朽化したビルを多く抱えており、その更新が進んでいない。業務機能の強化
のみならず、都市のイメージアップや安全性の観点からも、都心部の老朽化した建物の建
て替え、リノベーション、コンバージョン等の促進が課題である。
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●サービス産業の振興による雇用の増加
製造業が生産技術の革新・機械化等によって、かつてほど多くの雇用を伴わなくなって
いることなどを踏まえると、雇用の増加につながりやすいサービス産業の振興は重要な課
題である。
例えば、今後の人口減少社会においては、これまで以上に女性の労働市場への進出が重
要であり、育児支援サービス産業の必要性は高いと考えられる。子育て支援サービスの充
実により女性が就労しやすくなり、そのサービスの供給にともなって雇用が創出されるな
らば、まさに一石二鳥と言える。2010 年度に育児支援サービス産業に係る検討を行ってい
るが、今後、新たな育児サービスの担い手や新しいサービスが具体化し、新サービスの創
出につながることが期待される。
同様に、介護サービス産業も期待される分野である。2006 年から 2009 年の間に最も従
業者が増加した業種は、社会保険・社会福祉・介護事業であった。今後、さらなる高齢化
の進展により地域における介護サービスの必要性がますます高まることを踏まえると、福
祉の観点のみならず産業振興の観点からも、介護サービス産業を雇用、所得の両面で地域
経済に大きく貢献する産業として検討していく必要がある。
●地産地消のさらなる推進
北九州市の農林水産業には、背後に大消費地を抱えているという強みがある。この強み
を最大限に活かし、地産地消をさらに推進することが重要である。引き続き市民の直売所
の利用を促進することが重要だが、消費者の利便性や相乗効果の観点から、農業と漁業が
連携した直売所が増加することが期待される。
【参考資料】
1）北九州市「北九州市経済産業レポート 2012」（2012）
2) 経済産業省「ソーシャルビジネス推進研究会 報告書」（2011）
3) 北九州市「北九州市農林水産事業概要」（2010）

表 1 商店街エリアを中心とした歩行者通行量（小倉地区）
年度
2007
2011
増減率
実績
146,958 人/日
150,658 人/日
2.5％
資料：北九州市「認定中心市街地活性化基本計画フォローアップ報告書」

表 2 既存の主要大型商業施設の年間来店者数（小倉地区）
年度
2006
2010
増減率
実績
48,695,683 人
46,191,876 人
▲5.1％
資料：北九州市「認定中心市街地活性化基本計画フォローアップ報告書」

表 3 黒崎地区の中心市街地の状況
年度
2007
2011
中心市街地における歩行者通行量
20,164 人/日
18,513 人/日
中心市街地の居住人口
5,689 人
6,370 人
中心商店街ゾーンの空き店舗率
21％
16.9％
資料：北九州市「認定中心市街地活性化基本計画フォローアップ報告書」
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増減率
▲8.2％
12.0％
4.1 ポイント改善

表 4 商店街への支援メニューの活用件数
年度
2009
商店街活性化計画づくり支援事業
4
商店街賑わいづくりスタート支援事業
25
中小企業団体共同施設等設置補助事業
7
合 計
36
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
1
8
4
13

2011
5
10
14
29

表 5 新しい商業者の創出・育成に係る支援メニューの活用状況
年度
2009
空き店舗賃借料補助件数
9件
「実践あきない塾」参加企業数
48 社
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
10 件
35 社

2011
17 件
31 社

表 6 市内水産物の漁獲量
年度
2008
2009
実績
4,097t
4,677t
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
4,252t

表 7 地産地消の取り組みに係る指標
年度
2009
地産地消サポーター数
266 人
直売所の販売額
13 億円
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
420 人
14 億円

2011
527 人
14 億円

表 8 北九州市の農家数
年
実績
資料： 農業センサス

1990
5,060

1995
4,247

2000
3,793

2005
3,269

2010
3,003

表 9 農業体験参加者数
年度
2009
2010
実績
1,092 人
1,081 人
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

事業所数

（件・人）

2011
976 人

従業員数

2012
1,100

年間商品販売額

（億円）

150,000

15,000
11,947

12,383

13,017

12,453
11,141

11,465

10,904

9,838
100,000

10,000
68,107

68,038

71,453

72,418

73,104

70,100

68,403

65,793

50,000

5,000
16,127

15,892

14,826

14,132

13,396

12,388

11,846

10,696

0

0
1988

1991

1664

1997

1999

2002

2004

資料）商業統計

図 1 小売業の事業所、従業者、年間商品販売額の推移
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（千万円）

800

753

145

その他
畜産
花き
果樹
野菜
米

748
94

644
69

600

540
504
57
48

400

319

351

428
55

402
57

335
278

49

275
200

189

176

200
234

379

243
169

151

129

134

134

132

2000

2005

2006

2007

2008

2009

0
1990

1995

注）その他には麦類、豆類等が含まれる
資料）2006 年までは福岡農林水産統計年報（九州農政局福岡統計・情報センター）
、2007 年から米以外は
北九州市調べ（2007 年から国の市町村別統計調査が廃止されたため、市独自の集計方法に変更）

図 2 農業産出額の推移
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施策の背景と重点課題

①施策の背景
経済のグローバル化や新興国の台頭など、地域産業を取り巻く環境は今後より一層厳し
くなることが予想されている。このような状況の中、本市においてはものづくりを産業の
基軸に経済発展を推し進めていく必要があり、そのためには産業技術の高度化や中小企業
の育成、成長産業の導入を図っていかなければならない。また、これら技術開発や企業経
営、新事業開拓などは、有能な人材によってなされるものであり、産学官が連携して、地
域産業の実状や企業のニーズに沿った多様な人材を育成及び確保していくことが求められ
ている。
特に技術開発については、2001 年に北九州学術研究都市が開設され、地元企業との共同
研究や受託研究はもとより、創造性豊かな人材の地元企業への輩出が期待されている。そ
の他、市内には九州工業大学や北九州市立大学(北方キャンパス)といった大学があり、学生
数は約 22,000 人に及んでいる(2007 年度)。また実業高校や専修学校も充実しており、人材
育成の環境は量的には概ね整っているといえる。ただし地元中小企業においては、大企業
に比べて給与や福利厚生などの雇用条件が劣ることや業務内容の問題などから、有能な人
材を慢性的に確保できない状況にある。北九州市内の大卒者の市内企業への就職率は
19%(2002～2004 年度の平均)に止まっており、6 割近くが県外で就職している。
一方、長引く不況や激しい国際競争は、企業にさらなるコストダウンを強いることにな
り、その結果、企業は人件費を削減するため、派遣社員やパートタイマーなどの非正規社
員の増加や中高年のリストラなどを進めた。特に若者においては就職することが困難とな
り、フリーターやニートが増加した。こういった状況下にあって、障害者においては就業
の機会がより一層狭まることはいうまでもない。
わが国においては、少子高齢化による労働力の減少が叫ばれて久しい中、本市の高齢化率
は 1995 年の 15.8%から 2005 年には 22.3%へ上昇し、
さらに 2020 年には 3 割を超える(31.3%)
ことが予測されている。また出生率は 1.30（2005 年）と全国の他都市に比べてやや高いもの
の、1975 年の 1.84 から大きく減少しており、労働力人口の減少は今後とも否めない。こう
いった状況の中にあって、特に高齢化が政令市の中で最も進んでいる本市においては、全体
的に事業所数が減少する中、医療･福祉分野の事業所数は増加しており、今後成長可能な産業
分野として期待されている。当該産業分野は労働集約的であることから、雇用創出効果は大
きく、産業として自立させることが重要であり、そのためには有能な人材の育成と確保が不
可欠である。また当該分野への中高年齢者や女性などの就業が期待される。
②重点課題
本市が発展していくためには、研究開発機能や高付加価値製品の製造拠点、さらには競
争力のあるサービス業を誘致するとともに、地元企業の技術革新や経営革新、新分野進出
を促進していかなければならない。特に後者において、事業所数の大半を占める地元中小
企業の役割は大きいが、地元中小企業においては、前述のとおり、人材を十分に確保でき

148

Ⅳ いきいきと働く
Ⅳ-3 多様なニーズに対応した人材育成と就業支援の推進

ずにいた。また事業拡大や経営革新などを目指す地元企業においても、ニーズに沿った高
度な技術や経験を有した即戦力となる人材を確保できずにいた。なお有能な地元(中小)企業
や人材の存在が、企業誘致において有効な誘引になることはいうまでもない。
超高齢社会に向け、福祉などの分野が今後さらに重要になり、成長が期待できるが、人
材の発掘や育成が十分にできず、機会を十分に活かすことができない状況であった。
また長引く不況の中、若者や女性、中高年齢者、障害者の雇用確保に向け、若者ワーク
プラザ北九州や高年齢者就業支援センターを設置して就業支援を行い、一定の成果を生み
出すものの、失業率(7.7%、2005 年度)は依然高く、十分とはいえなかった。そこで、若者
に対しては、ニートやフリーターの抑制や域外への流出の歯止めが必要であり、女性に対
しては、働く意欲のある、もしくは働かざるを得ない女性の働く環境づくりを企業と一体
となって推し進める必要があった。また中高年齢者や障害者に対しては、再就職のための
能力開発など、多様かつきめ細かい支援が求められた。

２

主要施策の実施概要

(1)多様な人材の育成と確保
①中小企業の人材不足への対応
中小企業の人材(特に若年者)の採用力を高めるために、若者の採用を予定している企業に
対して、人材の確保、定着･育成に関するアドバイザーの派遣や、新卒採用啓発セミナーの
開催などを行っている。
また、市内高校生に中小企業に興味を持ってもらい、地元企業への就職を誘発するため
に、卒業生に占める就職者の割合が高い公立･私立の高校の 1～2 年生を対象に、地元の製
造業や介護施設の働く現場を訪問する高校生企業見学バスツアーを実施している。
②地域企業のニーズに沿った人材育成･確保の促進
企業ニーズに沿った人材を育成し、求職者の早期就職を支援するためスキルアップ事業
を実施している。具体的には、資格取得を目的とした講座の実施や、労働市場から離れて
いる層に対して、スキルアップや就職活動支援を行う講座を実施している。
また、事業拡大などを目指す地元企業に対して、高度な技術や経験を有した即戦力とな
る人材の確保をＵ･Ｉターン就職の促進により支援している。具体的には、Ｕ・Ｉターン就
職希望者や市内登録企業への情報提供、Ｕ･Ｉターン相談コーナーの開催(年 2 回)、民間事
業者を活用した職業紹介を実施している。
③福祉などの分野における人材育成の支援
介護サービス従事者を対象に、離職率の低減と介護サービスの質の向上及びスキルアップを
図るため、ホームヘルパーやケアマネジャーなどの職種別の研修や、全てのサービス事業者に
必要な知識･技能を取得するための基礎的な研修など、多様なテーマの研修を実施している。
また、介護の人材不足に対応するために、資格を有しながら就労していない潜在的有資
格者の掘り起こしを行い、マナー講座から実践介護技術に至るまで多様な研修や、介護施
設への派遣などを実施して再就職を支援している。
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(2)若者･女性･中高年齢者などの就業支援
①若者の地元就職支援
若者の地元企業への就職を促進するために、若者ワークプラザ北九州を小倉と黒崎に設
置し、概ね 40 歳までの若年求職者を対象に、就業相談や職業紹介、各種就職関連情報の提
供、就職支援セミナー等を行うことによって、求職者と企業のニーズに沿ったマッチング
に努め、ミスマッチの解消を図っている。
若者ワークプラザ北九州における職業紹介に供する求人を確保するため、企業訪問によ
り求人の開拓を行っている。なお実施にあたっては、市、求人開拓員、カウンセラーによ
る連絡会議を定期的に開催して求職者のニーズに合う求人の確保に努めている。
また、北九州の大学等で学んだ市内外の学生の地元企業への就職を支援し、定住を図る
ために、キタキュー就職ナビの運営や就職イベント(合同会社説明会)の開催など、地元企業
情報やマッチング機会の提供を行っている。なお就職ナビ掲載企業数は着実に増えている。
②女性･中高年齢者などの雇用環境づくり
働きたい女性の就業環境をつくり出すために、「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、先進事例の紹介、セミナーや講演会の開催、アドバイザーの派遣
などによって、企業等のワーク･ライフ･バランスへの取り組みを支援している。また男女
共同参画センター･ムーブ及び東部・西部勤労婦人センター･レディスにおいて就業支援講
座等を開催し、就職や再就職を目指すあらゆる世代の女性のキャリアアップ・キャリア形
成を図り、働く場における女性の活躍を支援している。
中高年齢者に対しては、ウェルとばたの高年齢者就業支援センターを拠点に、カウンセ
リング、能力開発、民間ネットワークを活用した再就職支援のほか、併設の関係機関と連
携を図りながら、ワンストップ方式で就業相談や求人情報提供等を行っている。
障害者に対しては、障害者しごとサポートセンターを拠点として、指導や助言、職業訓
練や職場実習の調整･斡旋などを行うとともに、職場適応援助者（ジョブコーチ）を配置し
て、職場への定着を図っている。
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Ⅳ いきいきと働く～競争力のある産業振興と豊かな雇用創出
３ 多様なニーズに対応した人材育成と就業支援の推進
中小企業の人材不足への対
応を図るとともに、本市の将
来を担うものづくり人材な
ど、企業のニーズに沿った人
材の育成・確保に取り組みま
す。また、超高齢社会に対応
した福祉などの分野における
人材の育成を支援します。
若者、女性、中高年齢者などに対して、きめ細
かな就業支援や企業への働きかけを行い、すべて
の人がいきいきと働くことができる環境づくりに
取り組みます。

（１）多様な人材の育成と （２）若者・女性・中高年齢者などの就業支
確保
援

３

方針

主要施策

担当局

主な個別事業

①中小企業の人材 ・中小企業の人材の育成・確 産業 ・若年人材採用アドバイス
保
経済局 （集まれ若者！キタキュー就職促
不足への対応
進事業）
・高校生企業見学バスツアー
②地域企業のニー ・事業拡大や経営革新を目指 産業 ・求職者を対象としたスキルアップ
事業
ズに沿った人材 す地域企業のニーズに沿っ 経済局
・U・I ターン促進事業
育成・確保の促 た人材の育成・確保
進
③福祉などの分野 ・福祉などの分野に携わる人 保健 ・介護サービス従事者等への研修の
福祉局
実施
における人材育 材の育成支援
・介護人材の確保
成の支援
①若者の地元就職 ・若者の地元企業への就職を 産業 ・若者ワークプラザ北九州運営
経済局
事業（若年者就業促進事業）
支援
支援
・若者ワークプラザ北九州運営事業
・フリーターなどの就業支援
（北九州市黒崎しごとセンター
を強化
運営事業）
・（仮称）西部地区就業支援センタ
ー運営事業
・若年者求人開拓事業（若年者
就業促進事業）
・集まれ若者！キタキュー就職
促進事業
②女性・中高年齢 ・幅広い分野で女性が働きや 産業 ・高年齢者雇用環境づくり事業
経済局 ・再就職トータルサポート事業
者などの雇用環 すい環境を整備
・産業政策推進事業（ワークライフ
・中高年齢者や障害のある人
境づくり
バランス推進事業）
等に対する職業紹介や就業
相談、能力開発講座等の就 子ども ・女性のキャリアアップ・キャリア
業支援の充実
家庭局
形成等への支援
保健 ・障害者に対する就労支援事業
福祉局

施策の成果、効果等に関する評価

(1)多様な人材の育成と確保
①中小企業の人材不足への対応
人材確保に向けた企業向けのセミナーや相談指導については、2008 年度以降、一貫して
70%の企業が満足していると回答しているものの、セミナーについては利用企業数が 2008
年度の 43 社をピークに減少し、2010 年度、2011 年度ともに目標 40 社に対して 31 社に止
まっている。また相談を求めた企業数も毎年度 2～3 社に止まり、目標の 10 社には及ばな
い。したがって、セミナー及び相談指導事業を中小企業の視点から、今一度見直す必要が
ある。このとき、概ねすべての中小企業に共通する事項と、業種や規模などに起因する事
項に分ける必要がある。また計画や実施にあたっては、中小企業振興部門（市、商工会議
所、FAIS 等）と連携し、人材確保だけを捉えるのではなく、経営全般を総合的に支援する
ことが重要である。利用企業の満足度については、毎年度 70%というのは、何某か形骸化
している可能性が考えられるため、設問の内容を成果や問題点が浮き出るようなかたちに
見直す必要があると思われる。
高校生の企業見学バスツアーについては、2009 年度に目標とする 5 校が参加したものの、
その後は 2010 年度、2011 年度ともに 3 校に止まっている。大学生に比べて高校生は地元
志向が強い 1)ことから、当事業は地元企業を知ってもらう絶好の機会を提供するものである。
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見学対象についても、製造業に加え、福祉施設を加えるなどの見直しを行っている。今後
は PR にこれまで以上に努めることと、高校側のニーズをより細かく捉え、適切な企業を選
定することが重要である。いずれにしても、企業においては優秀な地元の高校生の採用、
高校生においては成長が期待できる地元の企業への就職を望んでおり、相思相愛の関係に
結びつく環境は既にあり、これまで以上に注力することにより大きな成果が期待される。
なお、バスツアーの参加校数はあくまで手段であり、本来の指標は高校生の地元就職率
でなければならない。今、就職者数に占める北九州市内への就職率は、2008 年 3 月末時点
で 57.7％であったものが、2012 年 3 月末時点には 61.5%とわずかながら増加している。さ
らに本市の周辺地域（中間市、遠賀郡、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡）を含めるなら
ば、その値は 75.6%まで上り、就職者の 3/4 が地元に就職していることが分かる。
②地域企業のニーズに沿った人材育成・確保の促進
Ｕ･Ｉターンについては、2008 年度以降、登録者数及び就職者数ともに、着実に増加して
いる。ちなみに 2008 年度に比して 2011 年度は、登録者において 18%増加（2008 年度 862
人、2011 年度 1,013 人）、就職者においては 69%も増加（2008 年度 70 人、2011 年度 118
人）している。なお、企業においては高度な技術や経験を有する即戦力を求めていること
から、今後はもう一歩進めて、人材を確保した企業及び就職者の満足度や、一旦就職した
後の離職状況などについても調査する必要がある。
理工系の大学･大学院を卒業した者の多くは、地元企業に就職せず、関東や関西などに立
地する専門性を活かすことができる大企業へ就職する 1)。この傾向に歯止めをかけることは
難しく、本人の成長やわが国の発展を考えるならば、闇雲に阻止することはできない。た
だし、彼ら・彼女らの主として大企業で培った技術や経験は地域企業において大変貴重な
ものであり、今後、都会で生活しているＵ・Ｉターンに関心の高い 30 代から 40 代にター
ゲットを絞ったＵ･Ｉターン促進のための方策が期待される 2)。
③福祉などの分野における人材育成の支援
介護サービスを担う人材のスキルやモチベーションの向上を図るための研修については、
2009 年度以降、受講者数が 3,463 人、3,692 人、3,289 人と推移してきた。高齢化が進展し
ていく中で、介護従事者のスキルアップにより介護サービスの質の向上を図ることは重要
であり、多くの介護従事者に研修を受講してもらうことが必要である。このため、介護従
事者の研修への参加意欲を促すために、さらなる研修内容の充実を図るとともに、研修を
受講しやすい環境づくりについて、事業者や管理者へ働きかけを行うことが必要である。
潜在的有資格者の掘り起こしについては、研修参加者数及び派遣労働者数ともに、2010
年度に比して 2011 年度は減少しているところであるが（研修参加者数 70 人→67 人、派遣
労働者数 38 人→26 人）、これら事業の参加者の就職率は、両年度ともに概ね 35%であり、
目標値の 30%を達成している。本市において多くの産業分野で事業所数が減少する中にあ
って、福祉分野については高齢化の進行により、今後とも増加が期待できる分野である。
このため、北九州市福祉人材バンクの求人求職相談会や就職説明会などを通じ、研修への
積極的な参加について働きかけを行うとともに、あわせて介護事業所への就労意欲を育成
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するため、介護の仕事についてのイメージアップを図るなどの取り組みも必要である。
(2)若者・女性・中高年齢者などの就業支援
①若者の地元就職支援
小倉と黒崎に設置した若者ワークプラザ北九州の運営による若者の地元就職について、
カウンセリング利用者数は、小倉において 2008 年度から 2011 年度までの間、9,615 人、
8,556 人、6,807 人、7,765 人と推移し、同様に黒崎において 2009 年度から 2,568 人、4,383
人、3,923 人と推移している。また就職者数においても、2008 年度から 2011 年度までの間、
857 人、924 人、1,049 人、1,049 人と推移しており、全体的にやや頭打ちの感が否めない。
しかし長引く不況の中、若者の失業率は依然高く、当プラザへの期待は大きい。そのため、
課題解消に向けて、より大きな成果を得る必要があり、まずは当プラザの利用者の増加を
図ることが重要である。そのためには当プラザの利用の動機付けとなる就職者数（就職率）
の向上、魅力的な求人の確保（後述）に努める必要があり、また常駐するカウンセラーが
求職者のニーズを掘り起こし、的確な情報を提供し、そしてきめ細かな仲介ができるかど
うかにかかっている。またここでいう若者とは概ね 40 歳までの方であり、年齢にかなり幅
がある。さらに新卒未就職者なのか、ニート・フリーターなのか、リストラされた方なの
かなど、利用者は多様であると思われる。したがって、利用者や就職者を層別し、カテゴ
リー毎に傾向を把握して支援することが今後さらに求められる。なお前項(1)②で記したよ
うに、就職した後の離職状況や、人材を確保した企業や就職者の満足度などについても調
査することが重要である。
同じく若者ワークプラザ北九州における求人開拓については、年間 5,000 社を訪問し、
500 件を超える求人を確保している。求人開拓員を 4 人から 3 人に削減しているが、訪問
企業数及び求人件数ともに目標を上回っており、努力の跡がうかがえる。今後は求職者の
ニーズに合った求人をできるだけ多く確保できるように、市、求人開拓員、カウンセラー
による連絡会議をより充実したものにする必要がある。
北九州市内大学の卒業生の地元就職については、まずキタキュー就職ナビの掲載企業は
2008 年以降、着実に増加しており、3 年間に 2 倍近く増加している（2008 年度 59 社、2011
年度 112 社）が、量的にはまだまだ十分とはいえない。ただし学生のニーズがない企業を
掲載しても、企業に期待を持たせるだけで得策とはいえないため、量と質の双方を考えな
がら、充実させていかなければならない。次に就職イベント（合同会社説明会）について
も、参加企業数及び学生数ともに 2009 年度以降、着実に増加している（参加企業数 194→
244 社、参加学生数 1,968→2,645 人）。企業及び学生の双方にアンケートを行った結果、
双方ともに満足しているとのことである。就職氷河期が続く中、また優秀な学生を確保し
たい企業にとって、当事業は今後とも充実させていく必要がある。なお、以上は地元就職
を支援するための手段である。地元への就職率をみてみると、2008 年 3 月末時点で大学
18.5%、短大･高専 43.1%であったものが、2012 年 3 月末時点には大学 23.3％、短大･高専
45.7 と増加している。さらに本市の周辺地域（中間市、遠賀郡、行橋市、豊前市、京都郡、
築上郡）を含めるならば、その値は大学 25.4%、短大･高専 53.0%まで上り、大学卒業者の
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就職者の 1/4、短大･高専にいたっては過半数の学生が地元に就職していることが分かる。
②女性・中高年齢者などの雇用環境づくり
まず女性について、前述した就業支援講座の開催数は、2009 年度以降、132 講座から 157
講座に増え、それに伴って受講者数も 7,715 人から 8,319 人へ増加している。女性の就業
に関する希望は、キャリア志向から堅実志向まで非常に幅広く、かつ多様なものとなって
いる。今後とも、時代のトレンドや受講者のニーズを踏まえて、スクラップアンドビルド
をしながら、より充実した魅力的講座の開発にも努力していく必要がある。
ちなみに、「市民における市政満足度等調査（参考資料 1）」の結果によれば、“安心し
て子育てができるまちだと感じているかどうか”という問に対して、肯定的な意見が約半
数（48.6％）を占め、一方、否定的な意見は 2 割（18.2％）に止まっており、前回調査の
2009 年から大幅に改善している。なお否定的な意見の要因のうち最も多いものは“仕事と
子育てを両立できる職場環境が整っていない（51.7％）”というものであり、今後、企業等
におけるワーク・ライフ・バランスに向けた取組みを支援する必要がある。
次に中高年齢者について、高年齢者就業支援センターの利用者数、カウンセリングコー
ナー稼働率、能力開発講座受講者数、就職者数をみてみると、利用者数については 2008 年
度から 2011 年度までの間、着実に増加（2.2 倍、2008 年度 7,054 人、2011 年度 15,683 人）
しており、厳しい雇用環境が続く中、中高年齢者の就職支援の窓口として期待されている
ことが分かる。しかし一方、カウンセリングコーナーの稼働率は 2008 年度以降、2009 年
度に一度増加したものの、その後、減少している（2008 年度 66.1%、2009 年度 69.1%、
2010 年度 48.8%、2011 年度 48.6%）。また能力開発講座受講者数については 2008 年度以
降、減少している（2008 年度 545 人、2009 年度 521 人、2010 年度 399 人、2011 年度 364
人）。就職者数は 2008 年度から 2009 年度に大幅に増加し、2010 年度は維持したものの、
2011 年度大幅に減少している（2008 年度 314 人、2009 年度 385 人、2010 年度 380 人、
2011 年度 308 人）。
そこでまずは利用者や事業活用者を層別し、カテゴリー毎に意見を聴取して、課題を明
らかにする必要がある。前述したとおり、中高年齢者の再就職のニーズは今後とも確実に
増加すると思われるため、関連する機関と連携しながら、また適宜企業のニーズを聴取し
て、魅力ある能力開発講座を開発したり、就職のミスマッチが減少するように努めなけれ
ばならない。なお能力開発講座の開発やその他サービスを検討するにあたっては、全員が
満足するような基礎的なものを除けば、セグメンテーション(事業分類)を的確に行い、それ
ぞれのセグメントのニーズを把握し、優先順位の高いセグメントに対して、優先的に施策
を講じていかなければならない。
障害者については、北九州障害者しごとサポートセンターの新規相談者数、新規登録者
件数、職業準備訓練及び職場実習の斡旋件数、就職件数から見てみたい。まず新規の相談
者及び登録者ともに 2008 年度以降、一貫して減少している（2008 年度 445 人（相談者）･
189 人（登録者）、2009 年度 372 人･157 人、2010 年度 352 人･108 人、2011 年度 292 人･
89 人）。職業準備訓練及び職場実習の斡旋件数も同様に 2008 年度以降、一貫して減少し
ている（2008 年度 70 人、2009 年度 68 人、2010 年度 45 人、2011 年度 42 人）。一方、
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就職者数は概ね 70～80 人で推移している（2008 年度 80 人、2009 年度 71 人、2010 年度
81 人、2011 年度 79 人）。なお、実績は身体障害や知的障害といった障害種別に把握され
ており、趨勢に差異がある。また 2010 年度からこれまでその他に類していた発達障害を分
けて管理しており、カテゴリー毎により細かく状況を把握し、的確に処置を講じている。
また 2010 年度から職場適応援助者（ジョブコーチ）を配置して、職場定着を支援するなど、
障害者の就職に力を入れており、その結果、約 80 人の就職者を生み出している。
③まとめ
全体を通じて、若者、女性、中高年齢者、障害者に対して、それぞれ拠点を整備し、関
連機関と連携を図りながら、ワンストップでサービスを提供する仕組みができており、利
用者の利便性向上に配慮しているといえる。また運営を専門の機関に任せるなど、民間企
業及び団体のノウハウが活かされている。

４

今後の課題

①フォローアップの徹底と変化への迅速な対応
各指標の実績値については、その増減の理由を総括することはもちろん重要であるが、
それに止まらず、何らかの属性に応じてカテゴリーに分け、カテゴリー毎に分析する必要
がある。カテゴリーによっては、他と異なる特異な傾向を持つものがあると思われる。ま
たその際に、前項(2)②の障害者の雇用環境づくりにおいて、これまでその他で括っていた
発達障害を、その重要度を考慮して途中から分けて検討するようにしたように、状況に応
じて臨機応変に対応することが大切である。
特に就職者数については、究極の指標であることから、就職させて終わりではなく、そ
の後離職していないか、就職当事者及び雇用した企業は満足しているか、不満はないか、
改善案を持ち合わせていないかなどを一定期間追跡調査し、事業へ適宜フィードバックす
る仕組みをつくり、徹底しなければいけない。また、雇用のミスマッチについても、企業
ニーズ等の把握に努め、ミスマッチ解消に向けた支援に取り組むことが重要である。
就労のための様々な研修についても同様であり、単なる勉強に終わってしまったのか、
それとも着実に就職へ結びついたのかなど、追跡調査を行い、被研修者及び被研修者を雇
用する企業にとって魅力あるものに変容させることが重要である。
②関係機関の連携
雇用対策の当事者は「求職者」であり、前項に記したように数多くの事業が展開されて
いる。一方、その受け手となる「求人企業」に対しては、アドバイザーによる助言や採用
を啓発するセミナーに止まっている。企業が採用を増やすためには、何よりも業績を伸ば
す必要がある。この時、採用を担当する人事労務部門は、営業、開発、製造、購買、経理
などの部門のニーズを聞き、連携しながら業務を遂行していかなければならない。人事労
務はあくまで経営活動の一環であり、総合的な視点に立って支援することが求められる。
そのため、企業活動を支援する部門や機関、例えば、中小企業振興部門や誘致部門、商工
会議所、FAIS などと情報共有を図り、経営支援の観点から対策を講じる必要があると思わ
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れる。このことにより、求職者に対して希望する企業を紹介することができ、また企業に
対しては適材を供給することができ、双方にとってより良い結果をもたらすことができる。
③ＰＲの充実
市が取り組んでいる人材育成・就業支援の是非について、「市民における市政満足度等
調査（参考資料 1）」の結果をみてみると、肯定的な意見が 2 割（18.9％）、否定的な意見
が 4 割（39.1％）と大きく上回っている。ちなみに 2009 年の前回調査結果からは約 4 ポイ
ント改善している。この否定的な意見の要因の最大のものは“市による人材育成・就業支
援の内容を知らない（53.9％）”というものであり、今後 PR の充実を図っていかなければ
ならない。
④量から質への転換
長引く不況の中、まずは職に就くことが何よりも重要である。次にできるだけよい生活
を営むために、賃金が高く、安定した職に就くことが求められる。昨今、仮に職があった
としても、正規社員として採用されることは難しく、契約社員やパート・アルバイトとい
った不安定かつ低賃金での雇用が多くなっている。この状況を打開するためには、まず求
職者においては、時代のニーズに即した自分づくり、言い換えれば、自分自身のマーケテ
ィングを行い、研修を受講したり、資格を取得したりして自己研鑽に努めるしかない。求
人企業においては、特に大企業が地域企業の規範となるように、率先して正規社員の採用
に努め、社会的責任を果たす努力をしなければならない。行政においては、地域の雇用動
向を把握し、求職者に対し適切な研修を提供することを心掛ける必要がある。また、地域
企業を啓発し、業績が急激に悪化した企業に対しては雇用を維持するための資金的支援を
講じることも必要に応じて行わなければならない。
一方、21 世紀の知識情報社会においては、付加価値を生み出す創造性豊かな人材が求め
られている。都市学者であるリチャード･フロリダによれば、創造的人材（Creative Class）
が都市の経済成長を牽引するとし、これらの人材をいかに確保するかが、地域経済の発展
において重要であるといっている 3)。本市においては、2001 年 4 月に北九州学術研究都市
を開設し、創造性豊かな企業及び人材の誘致及び育成を推進してきたが決して十分ではな
い。開発機能を有した企業の誘致はもとより、こういった企業もしくは企業内の部署が他
地域へ流出しないようにしなければならない。なお、これらの人材は地元意識が希薄で、
自己実現が可能ならば、転職や転居を比較的容易に行う。また住みやすさ（Quality of Life）
を重視する 2)4)。幸福度といった視点から都市のあり方を抜本的に考える必要がある。
【参考図書】
1) 吉村英俊「北九州地域の大学院、大学、短大･高専、実業高校卒業者の就職地域」関門地域研究 Vol.19、2010、
pp51-58
2) 吉村英俊「イノベーションを担う人材が評価する都市の特性･機能」日本都市学会年報 2008Vol.42、2009、
pp59-65
3) Richard Florida, The rise of the Creative Class, 2002, Basic Books（井口典夫訳「クリエイティブ資本論」
2008、ダイヤモンド社）
4)吉村英俊「都市の成長を牽引する創造的人材の集積に関する研究」日本都市学会年報 2009Vol.43、2010、
pp18-24
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表 1 Ｕ･Ｉターン事業登録者・就職者数
年度
2008
登録者
862 人
求人企業数
269 社
求人数
1,112 人
就職者
70 人
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2009
919 人
318 社
1,080 人
104 人

2010
938 人
384 社
1,089 人
106 人

2011
1,013 人
456 社
1,350 人
118 人

2013（目標）
110 人

表 2 介護サービス人材確保研修受講者数
年度
2009
介護サービス従事者研修
3,463 人
潜在的有資格者就労支援研修
32 人
潜在的有資格者就労支援事業及び介護人材就労
サポート事業参加者の就職率
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
3,692 人
70 人

2011
3,289 人
67 人

2014（目標）
4,000 人
-

35%

37%

30%

表 3 若者ワークプラザ北九州利用者、就職決定者、求人開拓件数
年度
カウンセリング利用者
就職決定数
求人開拓件数

2008
9,615 人
857 人
-

2009
11,119 人
924 人
491 件

2010
11,190 人
1,049 人
493 件

2011
11,688 人
1,049 人
571 件

2013（目標）
1,100 人
500 件

資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 4 就職イベント（合同会社説明会）の参加企業及び参加人数
年度
2009
2010
参加企業数
194 社
217 社
参加人数
1,968 人
2,440 人
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
244 社
2,645 人

2013（目標）
150 社
1,500 人

表 5 男女共同参画センター及び勤労婦人センターでの就業支援講座受講者数
年度
2009
2010
2011
実績
7,715 人
6,978 人
8,319 人
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 6 高年齢者就業支援センターの利用者・再就職トータルサポート事業による就職者数
年度
利用者
就職者

2008
7,054 人
318 人

2009
9,907 人
385 人

2010
12,373 人
380 人

2011
15,683 人
308 人

2013（目標）
10,000 人

2011
79 件

2013（目標）
90 件

400 人

資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

表 7 障害者しごとサポートセンター利用者の就職件数
2008
2009
53 件
71 件
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
年度

実績

2010
81 件

表 8 北九州市の雇用形態
1992 年
雇用者総数
402,000
正規雇用者
294,000
非正規雇用者
108,000
男性雇用者
239,000
正規雇用者
198,000
非正規雇用者
41,000
女性雇用者
163,000
正規雇用者
96,000
非正規雇用者
67,000
※：雇用者には「会社などの役員」を含まない
資料：総務省「就業構造基本調査」

2007 年
100.0%
73.1%
26.9%
100.0%
82.8%
17.2%
100.0%
58.9%
41.1%

393,100
241,600
151,500
210,800
160,000
50,800
182,500
81,500
101,000

157

増減
100.0%
61.5%
38.5%
100.0%
75.9%
24.1%
100.0%
44.7%
55.3%

▲11.6

▲6.9

▲7.6

表 9 学校卒業者の地域別就職先調査（2012 年 3 月）
内

高 等 学 校

訳

計

卒

業 者 数
就 職 者
県
内
北九州地区
北九州市
中 間 市
遠 賀 郡
行 橋 市
豊 前 市
京 都 郡
築 上 郡
福 岡 市
その他市町村
県
外
就 職 地 未 決 定 者 数
就 職 未 決 定 者 数
進 学 者 数
そ の 他

10,068
2,063
1,745
1,560
1,269
27
32
78
36
95
23
96
89
291
27
121
7,097
787

高等専門学校・短期大学

男

女

5,026
1,259
1,000
893
738
10
11
37
20
68
9
58
49
238
21
53
3,241
473

5,042
804
745
667
531
17
21
41
16
27
14
38
40
53
6
68
3,856
314

計

男

女

888
634
428
336
290
5
15
14
3
5
4
34
58
206
0
77
130
47

158
95
29
16
15
0
0
0
0
0
1
7
6
66
0
1
60
2

730
539
399
320
275
5
15
14
3
5
3
27
52
140
0
76
70
45

大

学

計

男

女

5,152
3,391
1,516
861
790
8
23
18
7
11
4
461
194
1851
24
291
637
833

2,976
1,855
686
350
319
2
10
7
3
7
2
253
83
1158
11
145
518
458

2,176
1,536
830
511
471
6
13
11
4
4
2
208
111
693
13
146
119
375

資料：北九州市
（％）
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6.0

6.3

6.5

5.2

5.8

7.1
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32.3

37.7

27.5

35.2

37.4

39.9 39.7

33.3 32.0

33.2 31.8 32.9
40.5

70

30.9
38.6 38.0

36.4

33.5 33.7 32.5 35.1

60
50
40
30

61.0

67.2
55.3

59.9

55.3

53.8 53.7

60.6 62.7 61.2

60.7 62.6
52.7

63.1
55.8

55.1 55.5

61.3 60.5 60.4 59.1

20
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熊本市

図 1 正規・非正規雇用者構成比の政令市比較

福岡市

資料：経済センサス（2009 年）

広島市

（民営事業所のみ）

岡山市

正社員・正職員

神戸市

堺市

大阪市

京都市

正社員・正職員以外

名古屋市

浜松市

静岡市

新潟市

相模原市

臨時雇用者

川崎市

横浜市

東京都区部

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

北九州市
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（％）

20
学術研究、専門・技術サービス業
金融・保険業

18

情報通信業
5.3

16

14

電気・ガス・熱供給・水道事業

5.2
4.4

12

3.7

4.2
10

4.0

4.0

3.5

4.0

3.7

8

4.4

3.7
3.9
2.7

6

3.2

2.8

2.2
3.4

3.6

5.2

2.6

2.0
2.0

3.0

資料）国勢調査

図 2 給与水準が高い上位 4 業種の割合（政令指定都市）
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Ⅳ-４
１

にぎわいづくりの推進

施策の背景と重点課題

①施策の背景
北九州市では、門司港レトロ地区の整備をはじめ、集客型のまちづくりの推進によって
各種の観光施設、美術館、博物館、動物園などの文化施設、アミューズメント施設、医療
施設、教育施設、商業施設などの「集客資源」が充実し、多くの集客にも対応できるよう
になった。観光客数は 1988 年～2007 年に約 3.5 倍に拡大し、そのうち市外からの観光客
は 5.4 倍に増加した。
さらに、交流人口を増やし、ビジターズ・インダストリーの振興を図っていくために、
2006 年、新北九州空港開港を機に “にぎわいづくり”をテーマに掲げたまちづくりを開始
した。市民ひとりひとりが主役となって取り組めるように、民間組織として「北九州市に
ぎわいづくり懇話会」が設立され、市においても「にぎわいづくり推進本部」を設置し、
また「北九州市集客交流計画（にぎわいづくりプラン）」を策定し、市民や企業・団体な
どによる活動を下支えしながら、全庁的な取り組みを推進することとなった。
全国的にも、2006 年制定の「観光立国推進基本法」において観光は 21 世紀の政策の柱
に位置づけられ、社会経済発展の要としてビジターズ・インダストリーへの期待はますま
す高まった。
②重点課題
市民がまちに誇りや愛着を持ち、それが「市民が主役のまちづくり、にぎわいづくり」
の原動力となっていくような取り組みが求められていた。そのためには、北九州市の先進
的な環境技術、世界レベルのものづくり技術、特色ある文化、豊かな自然や食材などの地
域資源を都市ブランドとして磨き、育て、戦略的かつ効果的に国内外に PR していくことで、
本市のイメージや認知度の向上を図っていくことが課題であった。
また、観光やコンベンションはもとより、ビジネスなどで本市を訪れる人を増やし、ビ
ジターズ・インダストリーによる経済効果の発現につなげていくことが課題であった。

２

主要施策の実施概要

(1)北九州ブランドの創造
①北九州の魅力づくり
北九州ブランド構築に向けて、今後北九州市が取り組むべき方向性とプロモーションの
あり方を検討するために、2008 年度より「北九州市ブランド戦略会議」を開催し、議論を
重ねた。その結果、2010 年度には、北九州ブランドのコンセプトは、「美しいまち」とし、
北九州ブランドのポイントは、｢シビックプライドの醸成｣「都市の個性の効果的な見える
化」「官民一体となったブランド推進体制の構築」であるとの方向性が示された。それを
受けて、市民や NPO・企業・行政などの代表から成る「北九州市ブランド推進会議」の開
催を決定し、2011 年 2 月から 10 回にわたる会議を実施した。2012 年 3 月には中間報告を
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公表し、2012 年度は「北九州のいいところ」といったようなテーマのもと、会議メンバー
の所属する団体の中などで、定期的に「語り合いを重視したワークショップ」を開催し、
「このまちが好き」「このまちが誇り」「このまちと関わりたい」と思い、自らまちの魅
力を発信していく人の輪を広げ、北九州市への愛着・自信・誇りを高めていくことになっ
た。
さらに、北九州ブランドの浸透活動に向け、「北九州市ブランド推進会議」で必要な手
法の検討、コンセプトブックや映像等のツールの作成を行った。また、市民が本市の魅力
を再発見し、地域資源として情報発信する「北九州市

時と風の博物館」サイトを立ち上

げるなど、北九州の魅力づくりに向けて様々な取り組みを実施した。
②偉人・先人の顕彰
北九州市の文芸の振興に功績のあった松本清張や林芙美子、杉田久女など、本市ゆかり
の偉人・先人についての研究を進め、地域の魅力を掘り起こすとともに、企画展の開催な
ど、それを広く発信する事業へとつなげるための取り組みを行った。
松本清張の生誕 100 年にあたる 2009 年には、特別企画展や記念講演会をはじめとする各
種イベントを実施して、改めてその偉業を顕彰することで、生誕地としての本市の知名度
向上を図った。
また、文学館では、本市の文学の拠点として調査・研究活動を継続的に進めるとともに、
本市ゆかりの文学者や文芸活動に対する市民の関心を高めるために、橋本多佳子や杉田久
女などの企画展や関連イベントを開催してきた。2010 年度には、火野葦平や宗左近の貴重
な資料が寄託・寄贈され、目録を作成するなど資料整理を行った。
(2)シティプロモーションの展開
①戦略的なシティプロモーションの展開

（ディスカバー北九州キャンペーン事業）
「ディスカバー北九州」という合言葉のもと、地域再発見につながる事業や取り組みを
民間企業・団体と協働で実施することで、市民が本市の魅力を見つめ直すきっかけをつく
るとともに、消費の喚起による地域経済の活性化、集客力の高いイベントによる集客増加
を目指すキャンペーンを行った。

（北九州市ミュージアム構想推進事業）
まち全体を博物館に、市内各地の地域資源を展示物に見立てるフィールドミュージアム
の考え方に基づき、｢北九州市 時と風の博物館｣の取り組みを始めた。2012 年 2 月から、
市民が発掘・再発見した地域資源を登録・発信し、さらに、参加者相互で情報の追加や補
足を行い、磨き上げた情報を発信する専用サイトの運用を開始した。

（市制50周年記念事業）
2013 年 2 月 10 日に市制 50 周年を迎えることから、この節目を未来へとつなげる契機の
年とするため「市制 50 周年記念事業」に取り組んでいる。
2011 年 5 月に市民団体・経済団体の代表者や、イベント広報の専門家などをメンバーと
した「北九州市制 50 周年記念事業検討委員会」を立ち上げるとともに、2011 年 6 月に市
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長をトップとする全庁的な体制として「市制 50 周年記念事業推進本部」を設置した。2011
年 12 月には検討委員会の提案を受け記念事業の基本理念やコンセプト、テーマ、事業計画
等を市として取りまとめた「北九州市制 50 周年記念事業基本構想」を策定した。
また、2012 年 2 月には、官民が一体となった「北九州市制 50 周年記念事業実行委員会」
を新たに設立し、市民や企業、団体等が相互に連携した取り組みを進めている。
市制 50 周年を控えた「全国商工会議所女性会連合会北九州全国大会」、「日本青年会議
所全国会員大会北九州大会」、「B－１グランプリ in 北九州」、「茶道裏千家淡交会 九州
地区大会」といった全国規模のビッグイベントと連携し、市制 50 周年に向けた機運の醸成
を図った。
現在は、実行委員会主催事業や広報・PR に取り組むとともに、「全国高等学校総合体育
大会」、「日本スポーツマスターズ 2013 北九州大会」、「（仮称）北九州シティマラソン」
など、2013 年度に開催を予定している各種記念事業の準備を進めている。
②北九州を応援する人のネットワークによる情報発信
北九州市に対する誇りや愛着を持ち、それを発信していく人の輪を広げることで、北九
州市への誇り・自信・愛着を高めていくことを目的として、2008 年度には、北九州市を応
援したり、関心を持ってくださる方々が集う場として、北九州市応援団を発足させた。加
えて、応援団向けに特命大使や本市ゆかりの皆さんの活躍や北九州市の情報などをピック
アップした「北九州市応援団ニュース」を発行（毎月 1 回程度）している。また、2008 年
度から「北九州市応援団の集い」を東京で開催している。
また、2012 年 12 月 1 日現在、北九州市にゆかりのある各界の著名人の中から 76 人の方々
が「北九州市特命大使」に就任し、マスコミ等での効果的な情報発信を行っている。
③都市イメージの向上
都市イメージ向上のために、「情報発信・取材協力事業」「映像制作誘致強化事業」等
を実施してきた。
まず、本市の知名度と都市イメージの向上を図るべく、新聞・雑誌、テレビ番組などを
誘致するとともに、北九州フィルム・コミッションの活動を通じて、映画やテレビドラマ
等の大型作品のロケを誘致した。
そのほか、シティプロモーションの一環として、2006 年に創刊した情報誌「雲のうえ」
は、2012 年 10 月現在で第 17 号まで発行しており、スターフライヤー機内、市内や東京都
内等で配布している。
(3)ビジターズ・インダストリーの振興
①集客交流の促進
市民や民間団体、企業が主体となり、市外からの来訪者を増やし、来訪者の長時間滞在
時間や市内への宿泊を促すことで、本市の経済の活性化を推進している。
「市民全員が主役」となったビジターズ・インダストリーを展開するために、民間主体
イベントに対して支援を行った。
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また、本市への興味や関心を喚起するような情報を効果的に発信し、まちのにぎわいの
創出につなげていくために、話題性の高い情報誌として「雲のうえ」を継続的に発行した。
②国内外からの観光の推進

（観光客のニーズに対応するための広域連携の推進）
近隣都市との連携による広域連携推進協議会における共同 PR ツールの制作や共同 PR キ
ャンペーン等の共同事業を展開し、魅力あるエリアづくりに取り組んだ。さらに、新たな
都市間連携を検討すべく、別府市と連携した旅行商品造成への協議を行った。2010 年度に
は、関西・中国エリアからの旅行商品造成の働きかけを行うなど、新たな都市間連携によ
るセールスを実施した。2011 年度も別府市・大分市と連携した旅行商品造成を図るなど近
隣市・町との継続した連携を 28 事業を行い観光客誘客に努めた。
また、関門海峡観光推進協議会、東・中九州観光ルート協議会、北九州地区観光協議会、
西九州国際観光ルート協議会、シュガーロード連絡協議会などと連携して、観光客誘致及
び PR 事業を実施した。

（首都圏、東アジアからの集客促進）
北九州空港の利用促進のため、また市内宿泊事業者等の活力向上を含めた観光振興を図
るため、大規模な人口集積・情報発信力を持ち旅行会社の中枢部門も存在するうえ宿泊が
見込める旅行者も多い首都圏の旅行エージェントへ旅行商品造成の働きかけを中心とした
セールス活動を行った。
2009 年度には、首都圏観光素材説明会（5 月、10 月）に参加して、延べ 24 社へ資料提
供とプレゼンを実施し、修学旅行説明会（8 月）では、延べ 10 社へ資料提供とプレゼンを
実施した。そのほか、旅行会社への個別セールス 17 件、海外旅行エージェント等へのセー
ルス 8 回（延べ 184 社）、海外旅行エージェント等の招請 5 回（延べ 56 社）、国際観光展
への出展 3 回を実施した。
2010 年度には、首都圏説明会（5 月、10 月）に参加し、延べ 24 社へ資料提供とプレゼ
ンを実施し、修学旅行説明会（8 月）にて延べ 8 社への資料提供とプレゼンを行った。また、
旅行会社への個別セールス 14 件、海外旅行エージェント等へのセールス 8 回（延べ 270 社）、
国際観光展への出展 2 回を実施した。
2011 年度には、首都圏説明会（5 月、10 月）に参加し、延べ 24 社へ資料提供とプレゼ
ンを実施し、修学旅行説明会（8 月）にて延べ 13 社への資料提供とプレゼンを行った。ま
た、旅行会社への個別セールス 8 件、海外エージェント等へのセールス 7 回（延べ 169 社）、
国際観光展への出展を 3 回、観光説明会を 5 回行った。

（イベント・コンベンションの振興）
会議・学会・大会等の本市での開催を目指し、キーパーソン等への PR をはじめとする誘
致活動を展開した。また、誘致決定後は、主催者に対して業者等の紹介やパンフレット等
の提供などの支援を行った。
また、コンベンション開催助成金を用いて、コンベンション参加者数の増加を図った。

163

③集客ビジネスの振興
交流人口を増やしまちのにぎわいづくりをもたらすことで、小売、飲食、宿泊、サービ
ス、交通など、関連する産業の振興を図っていくために、「にぎわいづくり推進事業」と
して、民間主体のオリジナリティーあるビジネスやイベントに対する支援を行っている。
一般公募により民間主体の集客力のあるビジネスを募集し、認定されたビジネスが効果
的・効率的に新たな集客を生むビジネスやイベントに発展するように、助成金の交付や広
報 PR などへの支援を行っている。
④ホスピタリティの向上
ホスピタリティあふれる案内や、わかりやすい観光パンフレットの作成、さらに観光ボ
ランティアの育成や、まち歩き企画の充実など、観光客に対する「おもてなし」の充実を
図っている。
2009 年度には、これまで目的別に発行していた観光パンフレットを統合し、コンペ形式
によって新たな観光ガイドブックを制作した。さらに、2010 年度末の九州新幹線開業に向
け、小倉駅観光案内所のおもてなし機能の向上を図るべく、開所時間を試験的に 1 時間延
長するとともに、観光客向けの付加サービスについて JR 九州や西鉄バス北九州と具体的協
議を行い協定書の改定を行った。
2010 年度には、前年度に大幅なリニューアルを行った観光パンフレットが利用者に好評
だったことを踏まえ、基本的レイアウトはそのままにして、利用者の声や時点修正を反映
した改訂及び発行を行った。観光案内所については、引き続き開所時間を 1 時間延長し、
他県も含めたパンフレットの充実、ギラヴァンツコーナーの設置、レンタカーの案内チラ
シ作成など、サービス機能の充実を図った。また、ホスピタリティ向上のため、2009 年度
と 2011 年度には北九州観光市民大学の開催に対し、2010 年度と 2012 年度には観光案内ボ
ランティア制度の運営に対し補助金を支出した。
さらに、「にぎわいづくり推進事業」が支援している民間主体イベントにおいて、多く
の運営ボランティアが参加できるよう支援した。
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Ⅳ いきいきと働く～競争力のある産業振興と豊かな雇用創出
４ にぎわいづくりの推進
主要施策

担当局

主な個別事業

本市の優れた資源を
最大限に活用し、市民が
誇りに思い、共有できる
「北九州ブランド」を構
築 し 、 内 外 に発 信 し ま
す。

①北九州の魅力 ・本市の強みを活かした都市ブラン 総務企 ・ブランド創造・シティプロモーシ
画局
ョン事業
ドの構築
づくり
・北九州市ミュージアム構想推進事
・景観や山海の幸、伝統工芸など、
業
個別のブランド磨き

本市のイメージや認知度の向上、企業や
研究機関の誘致、観光客や交流人口の増加、
北九州産品の販売促進などを図っていくた
め、戦略的かつ効果的なシティプロモーシ
ョンを展開します。

（１）北九州ブランド
（２）シティプロモーションの展開
創造

①戦略的なシテ ・国内外に向けた戦略的かつ効果的 産業経 ・ディスカバー北九州キャンペーン
済局
事業
ィプロモーシ なシティプロモーション
総務企 ・ブランド創造・シティプロモーシ
ョンの展開
画局
ョン事業
・北九州市ミュージアム構想推進事
業
・市制 50 周年記念事業

観光やコンベンションはもとより、ビジネスな
どで本市を訪れる人を増やし、にぎわいあふれる
まちをつくります。来訪者の滞在時間の長時間化
を促し、本市の経済の活性化につなげ、関連する
産業の振興を図っていきます。

（３）ビジターズ・インダストリーの振興

３

方針

②偉人・先人の ・本市ゆかりの偉人・先人の顕彰
顕彰

②北九州を応援 ・本市出身者やゆかりのある人など
する人のネッ により、市外から北九州市を応援
トワークによ してもらう人的ネットワークの
構築
る情報発信
・著名人による情報発信
③都市イメージ ・各種マスメディアへの戦略的な情
報発信
の向上
・映画・テレビドラマ等のロケ誘
致・支援事業
①集客交流の推 ・市外からの来訪者の増加、及び長
時間滞在や市内への宿泊の促進
進

市民文 ・文学館普及研究事業
化スポ ・松本清張記念館研究センター・普
ーツ局 及事業
・松本清張生誕 100 年記念事業

総務企 ・ブランド創造・シティプロモーシ
画局
ョン事業

広報室 ・情報発信・取材協力事業
・映像製作誘致強化事業
産業経 ・にぎわいづくり推進事業
済局

②国内外からの ・東アジアを対象とした観光プロモ 産業経 ・イベント・コンベンションの振興
済局 ・観光客のニーズに対応するための
ーション活動の充実
観光の推進
広域連携の推進
・旅行会社に対する旅行商品造成の
・首都圏、東アジアからの集客促進
働きかけ
・イベントやコンベンションの推進
・国際フェリー・クルーズ船の誘致
活動の強化
③集客ビジネス ・小売、飲食、宿泊、サービス、交 産業経 ・にぎわいづくり推進事業
通など、関連する産業の振興
済局
の振興
④ホスピタリテ ・「市民全員が主役」となった取り 産業経 ・百万市民によるおもてなしの充実
組み
済局 ・にぎわいづくり推進事業
ィの向上
・ホスピタリティの向上

施策の成果、効果等に関する評価

(1)北九州ブランドの創造
①北九州の魅力づくり
2012 年度の「市民意識調査＜仕事の見直しのための状況調査＞（参考資料 4）」による
と、「本市への愛着があると答えた市民の割合」は 49.5％、「本市が好きだと答えた市民
の割合」は 43.0％と高くはない。（表 1）
また、「本市への誇りや自信があると答えた市民の割合」は 14.5％と低く、シビックプ
ライド（市民がまちへの自信と誇りを持ち、主体的にまちづくりに「直接携わってみたい」
「関与してみたい」と思う意識や意欲）の醸成が必要である。
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②偉人・先人の顕彰
様々な取り組みの結果、施策ごとの目標値に対する達成率は 8 割を超えるものや、ほぼ
100%に達しているものなど、最終目標に向け、概ね順調な推移であるといえる。
また、その効果という面では松本清張記念館、北九州市立文学館ともに企画展の内容が
入館者から高い評価を得ている。松本清張の生誕 100 年記念事業として、記念講演会、全
国巡回展、原作舞台劇などの記念事業を実施したほか、日本ウォーキング協会との共催で、
全国の清張作品ゆかりの地を歩くウォーキング大会の開催や生誕 100 年記念オリジナル切
手シートの発行などを行ったが、特に、松本清張記念館での特別展が好評で、2009 年度の
来館者数は全体で前年度比 35％増（うち、市外からの来館者約 80％）となった。2010 年
度には期間延長していた特別企画展「松本清張 最後の小説 神々の乱心—乱心の＜神々＞
はどちらにつくのか−」及び 2010 年度後期特別企画展「松本清張と東アジア」がともに好
評で、入場者数が 21,000 人を超えるなど、来館者の増加に貢献した。
(2)シティプロモーションの展開
①戦略的なシティプロモーションの展開
市民がまちに自信と誇りを持ち、市民のみならず訪れる人々も「住んでみたい、住み続
けたい」と思えるまちにしていくためには、地域の優れた資源や財産を見つめ直し、活用
するような、地域再発見の取り組みが重要となる。
ディスカバー北九州キャンペーン事業は、市民がまちに愛着と誇りを持ち、シティプロ
モーションの担い手となる状態を目指しているが、その有効手段として活用を図っている
「北九州市ふるさとかるた」出前講演の受講者数は増加し、普及しつつあるといえる。
また、北九州市ミュージアム構想推進事業として運営している「北九州市

時と風の博

物館」サイトは、市民が主役となる環境を整備したことにより、市民のまちに対する愛着
や誇りの醸成につながっているといえる。2012 年度は、主な対象者を市民として、市内に
軸足をおいた取り組みを展開し、また、参加者が実際に地域資源を訪れるように、季節毎
に工夫を凝らした情報発信を展開している。2012 年 12 月 1 日現在において、約 250 名の
参加者登録、約 650 点の地域資源登録がなされている。
市制 50 周年記念事業では、市、民間企業、各種団体などによって 2013 年度までに累計
400 件を超える事業の実施を予定しているが、この件数は、市制 45 周記念事業の事業数 360
件（民間 138 件、市 222 件）を上回っている。2012 年度においては、「全国商工会議所女
性会連合会北九州全国大会」、「日本青年会議所全国会員大会北九州大会」、「B－１グラ
ンプリ in 北九州」などの全国規模のビッグイベントを開催し、市制 50 周年に向けて大い
に弾みを付けるなど、官民が一体となった実行体制が成果をあげているといえる。
②北九州を応援する人のネットワークによる情報発信
北九州市の魅力を広く伝えていくための手段の一つである、応援団員の数は年々増加し
ており、目標数を上回ることができた（表 4）。
2012 年 12 月 1 日現在、
北九州市にゆかりのある各界の著名人の中から 76 人の方々が「北
九州市特命大使」に就任し、マスコミ等での効果的な情報発信を行っている。
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③都市イメージの向上
新聞・雑誌、テレビ番組などの誘致件数は増加し（2010 年度：新聞・雑誌 65 件、テレ
ビ 191 件、2011 年度：新聞・雑誌 65 件、テレビ 262 件）、多くの全国放送の番組誘致に
成功したことから、本市の特色あるグルメ・観光・自然等の情報を強力に発信できたとい
える。
また、北九州フィルム・コミッションの誘致件数も着実に増加し（2010 年度：映画 7 本、
ドラマ 7 本、2011 年度：映画 9 本、ドラマ 9 本）、それらの作品に多くの市民がエキスト
ラやスタッフとして参加した。そのことが、まちのにぎわいづくりや郷土愛の醸成につな
がっており、ロケ隊の滞在という直接的な経済効果という面でも一定の成果があったと考
えられる。
メディア関係者及びシンクタンク研究員を対象とする「北九州市の認知度」に関する調
査の 2011 年度調査結果によると、「北九州市を色にたとえたら」という設問では、「緑」
の伸び率が際立っており、一方「灰色」が 2000 年度調査時と比べると半減している（表 5）。
また、「将来性があると思う都市」という設問では、20 の大都市（東京都及び 19 政令指
定都市）のなかで本市の順位は大きく上昇し 2 位となった（表 5）。
以上のことから、都市イメージの向上を目指した各種取り組みの実績面では着実に成果
をあげてきたと考えることができる。また、その効果として、実際に他都市の人々が抱く
本市へのイメージが向上したかどうかという点については、メディア関係やシンクタンク
研究員という限られた属性の人々ではあるが、ある程度、その効果が見えはじめていると
いえる。
(3)ビジターズ・インダストリーの振興
①集客交流の促進
「にぎわいづくり推進事業」の最終目標は、市民、民間団体、企業、行政などが連携し
合い、「市民全員が主役」となったビジターズ・インダストリーを展開することである。
2009 年度には、本市内でにぎわいづくりに関心がある団体に対する意向調査を実施し、
360 団体からにぎわいづくりに参加したい旨の回答が届いた。それを受け、これらの参加団
体に対して、市のにぎわいづくりに関する情報提供を行うとともに、異業種同士のマッチ
ングを支援し、新たな事業の発展・展開を模索するなど、意識の向上に努めた。本事業が
支援している民間主体のイベント出演者、参加人数は年々増加しており、取り組みの成果
が現れている。
現時点では、行政主導の部分が大きいが、引き続き意識の醸成が必要である。
②国内外からの観光の推進
観光客数について、近年の動態をみると、ほぼ横ばいで推移している（表 6）。2010 年
は 1,163 万人で、過去最高であった 2003 年に比べ、5％減少している。このうち市民以外
は 54％を占める。また、外国人観光客は、東日本大震災の影響により減少しており（表 7）、
2011 年は 6.5 万人で、過去最高であった 2007 年の半分以下となっている。
2011 年について、観光客による観光消費額が北九州市の産業部門に与える経済波及効果
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について北九州市の産業連関表を用いて算出した結果、観光地点ベースでは 708.3 億円、
行祭事・イベントベースでは 411.4 億円、合計で 1,119.7 億円が認められた。
コンベンションについては、2009 年度には、姉妹都市環境シンポジウムや世界遺産シン
ポジウム、第 10 回介護保険推進全国サミット in 北九州など、九州規模以上の大規模コン
ベンションが開催され、その件数は 192 件、参加者数は 11.7 万人となり（表 8）、前年度
を上回った。2010 年度には、BAI（経営情報工学の国際会議）や 2010 年自動車技術会秋
季大会などが開催され、同件数 199 件、同参加者数は 13.1 万人となるなど、件数、参加人
数ともに前年度を上回った。2011 年度は、厳しい経済環境に加え、震災の影響もあったが
第 56 回九州ブロックＰＴＡ研究大会や日本水道協会第 80 回総会などのコンベンションが
開催され、大規模コンベンションの開催件数は前年度より減少したものの 166 件を開催し、
参加者数は昨年度より増加し 14.4 万人の参加があった。
③集客ビジネスの振興
「にぎわいづくり推進事業」では、集客ビジネスモデル認定事業の一般公募に対して、
2011 年度までに累計 21 団体を認定し、助成金の交付や広報 PR の支援を行った。
一般公募を行うことにより、新たな北九州市全体の人材資源、観光資源の再発掘にもつ
ながっている。
また、門司港地区で開催されている「門司港おさんぽマルシェ」や本市全域を舞台とす
る「サイクルツアー北九州」などといった民間主導の集客イベントも定着し、多くの参加
者を集めている。そのほか、2012 年度には、日本青年会議所の全国大会や B－1 グランプ
リ in 北九州、茶道裏千家淡交会九州地区大会なども本市で開催されるなど、徐々に集客ビ
ジネスの振興が図られているといえる。
④ホスピタリティの向上
観光パンフレットを統合した新しい観光ガイドブックの制作、観光市民大学開催への補
助金支出、小倉駅観光案内所の開業時間延長とサービス機能の充実など、受け皿としての
ツール面に関して少しずつ成果をあげつつある状況だといえる。なかでも、リニューアル
したパンフレットは好評を得ている。
また、We Love 小倉協議会と北九州市立大学地域創生学群によるおもてなし事業である
「まちなかコンシェルジュ事業」なども徐々にではあるが定着しつつあり、B1 グランプリ
の開催時には、1 日あたり約 150 名のボランティアスタッフが小倉のまちに訪れた方々の誘
導を行ったことで、来街者からも好評を得ており、ホスピタリティ向上に一役買っている
といえる。

４

今後の課題

●市制50周年記念事業
実行委員会の主催事業や広報・PR に取り組むとともに、2013 年度に開催を予定してい
る「全国高等学校総合体育大会」、「日本スポーツマスターズ 2013 北九州大会」、「（仮
称）北九州シティマラソン」といった大規模スポーツイベントの準備を進めており、それ
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らの事業を通じて、いかにしてシティプロモーションを推進し、今後のまちづくりにつな
げていくかが問われる。
●インターネットの効果的な活用
インターネット上での動きに目を向けてみると、例えば、FB 上で北九州を愛する人々の
コミュニティサイトとして「北九州をぐっと盛り上げる会」が立ち上げられているのだが、
現在では約 3,500 名が登録しており、この会が話題を呼び、各区版や他都市版も続々と登
場している。このような現状を積極的に捉え、効果的な活用方法についても検討すべきだ
といえる。
●ホスピタリティに関する啓発活動
ここで取り上げた成果の多くはイベントの実施をはじめとする集客の機会の提供である
が、その場合、本来の目的とは違ってイベント等を実施することだけが目的になりがちで
ある。また、総合的に考えると、集客に力を入れるだけでなく、受け入れた際のおもてな
し、つまりホスピタリティの部分が抜け落ちてしまっていると、たとえ多くの来街者を集
めたとしても結果的には逆効果になってしまう。したがって、実際に街に訪れてくださっ
た方々に満足してもらえるか否かが重要であり、そのためにも、関係者等に対するホスピ
タリティに関する啓発活動に力を入れていく必要があるといえる。

169

表 1 本市への愛着があると答えた市民の割合
年度
本市への愛着があると答えた市民の割合
本市が好きだと答えた市民の割合
本市への誇りや自信があると答えた市民の割合
資料：平成 24 年度市民意識調査＜仕事の見直しのための状況調査＞

2011
49.5%
43.0%
14.5%

2016 （目標）
75.0%
75.0%
50.0%

2011
10,741 人
49,731 人

2013（目標）
13,000 人
-

2011
949 人

2011（目標）
933 人

表 2 文学館・松本清張記念館の入館者数
年度
北九州市文学館
松本清張記念館
資料：議会事務局「調査」

2009
13,079 人
85,337 人

2010
8,890 人
58,187 人

表 3 松本清張記念館企画展入場者の満足度
年度
2010
実績
85%
資料：議会事務局「調査」

2011
84%

2013（目標）
90%

表 4 北九州市応援団員の数
年度
2008
2009
実績
381 人
765 人
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2010
868 人

表 5 メディア関係者などによる北九州市の認知度
年度

2000
2006
青
20.2％
32.0％
北九州市を色にたとえたら
緑
4.8％
8.0％
何色か
灰色
45.0％
28.9％
将来性がある都市と思うか （大都市順位）
19.7％（6）
22.7％（6）
資料：北九州市「北九州市の認知度に関するアンケート調査」結果の概要

2011
26.9％
26.0％
21.6％
30.5％（2）

表 6 観光客数
2011
2,242 万人
実績
1,175 万人
1,180 万人
1,163 万人
（974 万人）
※：2011 年から、国土交通省観光庁が定めた基準に準じて、調査を実施
（ ）は、観光地を訪れた観光客の実数
年

2008

2009

2010

2013（目標）
2,000 万人

表 7 外国人観光客数
年
2008
2009
2010
実績
12.6 万人
6.3 万人
11.0 万人
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」

2011
6.5 万人

2013（目標）
20.0 万人

2011
166 件
14.4 万人

2013（目標）
180 件
16.0 万人

表 8 大規模コンベンション開催状況（九州規模以上）
年度
2008
2009
2010
件数
183 件
192 件
199 件
参加者数
9.7 万人
11.7 万人
13.1 万人
資料： 北九州市総務企画局「行政評価の取組結果」
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