
平成28年度　課の事業一覧

組
織
名

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 6 人

1 ○

2

3 －

4 ○

必要とされる子育てに関
する情報が市民に届くよ
う、情報提供のあり方を
見直すとともに、内容を
充実させることが必要

5
｢元気発進！子どもプ
ラン（第２次計画）」の
推進及び周知

｢元気発進！子どもプラ
ン（第２次計画）」の実態
を把握するため、適切な
規模のアンケートの実施
が必要

「元気発進！子どもプラン（第
２次計画）」推進事業【次世代
育成行動計画分】

｢元気発進！子どもプラン（第２次計画）」の次世代育成行
動計画分に係る点検・評価や調査・審議等を行う。
あわせて、「元気発進！子どもプラン（第２次計画）」の周
知を行う。

｢元気発進！子どもプラン（第２次計画）」の
点検・評価に係るアンケート調査の規模及
び方法の検討を行う。

子どもの館・子育てふれあい
交流プラザの運営

子どもの豊かな感性や創造力を育み、子育て中の保護者
が持つ負担や不安感を解消するための総合的な子育て支
援拠点施設として、「子どもの館」、「子育てふれあい交流
プラザ」の運営を行う。（両施設ともに、「指定管理者」が運
営）

－

子育てに関する情報提供・Ｐ
Ｒ

子育て中の人が、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、情報誌「北九州市こそだ
て情報」や「子ども家庭レポート」を発行し、子育てに関す
る情報の提供を行う。

子育て中の人が、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、情報誌の内容や情報提供方法の充
実を、引き続き図っていく。

総務企画課
・地方創生の推進
・｢元気発進！子どもプラン（第２次計画）」の推進および子ども・子育て支援新制度等の周知
・次期子どもプランに基づく、子育ての悩みや不安に対応する事業の実施

事業費

目安の金額

76,500

課題解決に向けた強化・見直し内容

課
長
名

吉峯　禎利
コ
ス
ト 千円

課題

子ども家庭局

28年度当初予算額

5,276,853
人件費

千円

赤ちゃんの駅登録事業
官民が協力して、乳幼児を持つ保護者が外出した際、授
乳やオムツ換えができる施設を「赤ちゃんの駅」として登録
し、子育て中の親が安心して外出できる環境づくりを行う。

子育ての悩みや不安
への対応

子育ての悩みや不安を
緩和するよう、身近な地
域で親子を支える仕組
みをつくるとともに、子育
てを地域で支えるという
意識を市民に啓発するこ
とが必要

事業名 事業概要 業務目的

民間活力の導入など、経済的・効率的な登
録施設数増や利用促進に努める。

No. 主要

地域における子育て支援へ
の啓発事業

本市や企業、支援団体による子育て支援の取組みについ
て、幅広く周知・ＰＲを行い利用促進を図るとともに、地域
社会全体で子育てを支えるという意識を市民に啓発する。

子育て支援拠点施設での各種事業との協
働により、地域社会全体で子育て支援する
環境づくりの啓発を行う。



課題解決に向けた強化・見直し内容課題事業名 事業概要 業務目的No. 主要

6
「子ども・子育て支援
事業計画」の進捗管
理

「子ども・子育て支援事
業計画」の進捗を把握す
るため、アンケートの実
施が必要

7
少子化対策の前向き
な機運の醸成

結婚・妊娠・出産・育児へ
の悩みや不安の軽減が
必要

8
子育ての悩みや不安
の軽減が必要

子育ての悩みや不安の
解消

9
両施設の経年劣化に伴
い改修が必要

10
コムシティ内の設備機器
の耐用年数経過に伴い
改修更新が必要

施設の安全性の確保

両施設の経年劣化に伴う改修更新等を行
うことで、施設の安全性の確保を図る。

新・コムシティ館内修繕工事

新・子どもの未来応援推進事
業

コムシティ内の設備機器類は建設当初より改修更新を
行っておらず、耐用年数が近づいているため、必要な修繕
及び更新等を行う。

コムシティ内の設備機器類の必要な修繕
及び更新等を行うことで、施設の安全性の
確保を図る。

貧困等様々な状況にある子供や家庭について、その状況
や支援ニーズを把握するため、子どもの生活状況に関す
る実態調査（アンケート調査）を実施するもの。

少子化対策強化事業

結婚、妊娠から子育てに至る各段階の負担・悩み・不安を
切れ目なく解消するため、地域における様々な出会いの
機会の提供など結婚に向けた取組や、結婚、妊娠・出産、
乳幼児期を中心とする子育てに温かい社会づくり・機運の
醸成等に取り組む。

結婚・妊娠・出産・育児への悩みや不安を
軽減を図るため、当事者だけでなく、赤ちゃ
んふれあい授業や地域みんなで結婚から
育児まで見守り応援事業等、引き続き、地
域全体での子育て力の向上を図る。

新・子育て支援施設改修工
事

子どもの館・子育てふれあい交流プラザの両施設は、開館
当初より１０年以上経過をしている中で、経年劣化に伴う
改修更新等ができていない部分があるため、必要な改修
を行う。

貧困等様々な状況にある子供やその家庭
の悩みや不安を解消するため、課題や支
援ニーズの把握に努める。

新・「元気発進!子どもプラン
（第2次計画）」推進事業【子
ども・子育て支援事業計画
分】

｢元気発進！子どもプラン（第２次計画）」に新たに包含した
「子ども・子育て支援事業計画」分の進捗管理・点検等を
行う。

子ども・子育て支援法基本指針に基づき、｢
北九州市子ども・子育て支援事業計画」の
進捗管理を行う。



課題解決に向けた強化・見直し内容課題事業名 事業概要 業務目的No. 主要

11

12

13

14 子ども家庭職員費 子ども家庭局の職員費

その他 － －

研究集会等参加事業 人権研修等各種研修参加に要する経費

草刈事業
当局が所管している空き地等に繁茂した雑草を除去する
ことにより、害虫などの発生を予防し、景観の維持及び生
活環境の保全等に寄与する。

総務企画課一般 一般事務費



平成28年度　課の事業一覧

組
織
名

重
点
項
目

課長 2 人

係長 7 人

職員 17 人

1

2

3

4

5 ○

6 ○

7
放課後児童クラブ等に、スポーツ、文化等の指導員を派
遣し、体験活動の充実のための支援を行う。

子育て支援課

子どもの健全育成と子育て支援を推進する。
　・放課後児童クラブの充実
　・児童館の充実
　・母子保健の推進
　・母子医療等の助成
　・子育ての悩みや不安への対応
　・地域における子育ての支援の環境づくり
　・社会的養護が必要な子どもへの支援
　・ひとり親家庭への支援

事業費

目安の金額

220,500

利用児童の増加に対応
するため、児童の生活ス
ペース等必要な環境の
整備

放課後児童クラブの
運営基盤の強化

放課後児童クラブの
魅力向上

人件費

No. 主要 事業名 事業概要

千円

放課後児童クラブ管理費(債
務）

放課後児童クラブ等活動支
援事業

課
長
名

西尾　典弘
コ
ス
ト 千円

子ども家庭局

28年度当初予算額

32,792,259

業務目的

待機児童を出さないように、増設工事や建
物リースにより、施設の増設整備を行う。

課題解決に向けた強化・見直し内容課題

新・放課後児童クラブ整備費
（児童館内クラブ移設）

放課後児童クラブ運営費

留守家庭以外の児童も受け入れ、希望するすべての子ど
もたちの放課後の居場所づくりを進めるため、放課後児童
クラブの施設整備を行う。

新：放課後児童クラブ整備費
（債務）

放課後児童クラブ管理費

放課後児童クラブ整備費

・障害児を含め利用児童
増加に対応するための
指導員の資質向上等

・保育所では１９時まで
の延長保育に取り組ん
でおり、クラブの開設時
間との間に差、「小1の
壁」が生じている

・児童への対応を充実するため、児童おお
むね４０人に対して、指導員２人を配置し、
うち１名は有資格者とする。

・指導員を対象とした研修の拡充や、臨床
心理士等による訪問指導等に引き続き取
り組む。

・利用者ニーズに対応するため、１９時まで
の開設延長に取り組む。

・地域の特色を活かした魅力あるクラブづく
りを推進する。



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

8 ○

9

10

11

12 ○

13 ○

14

15 ○

16

17 ○

18

新・ペリネイタルビジット事業

・妊娠・出産、育児期を
通しての切れ目のない
母子支援

・子育ての孤立化の防止

・児童虐待の防止

母子保健に関する総合的な調査・研究を実施する。

地域でつくる子育て応援事業

妊産婦の不安軽減や養育支援が必要な家庭の支援等に
つなげるため、ペリネイタルビジット（産科医が妊産婦に小
児科医を紹介）の利用促進を図る。

母子健康診査

養育支援の必要な家
庭に対する支援の充
実

児童館の管理・運営費（指
管）

のびのび赤ちゃん訪問事業
生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子
育て情報の提供を行うともに、支援が必要な家庭に対して
適切な指導や支援、サービスの提供に結びつける。

母子保健調査研究事業

児童館を拠点として児童健全育成活動をしている「みらい
子育てネット（旧母親クラブ）」の活動に対する補助。

児童館（旧センター除く３３館）の運営委託経費

区役所を子育て世代包括支援センターと位置づけ、妊娠
期から子育て期までワンストップで支援する機能を強化す
る。特に、産前･産後の不安を解消するための支援の充実
を図る。

すくすく子育て支援事業
安心して生み育てることができる環境づくりを推進するた
め、妊娠・出産・育児期における保健事業を実施する。

旧児童センター（９館）の運営委託経費

児童館運営費

同協議会（旧母親クラブ連絡協議会）の活動（総会、研
修、行政機関への各種協力等）に対する補助。

・妊婦健診の確実な受診

・妊娠、出産に関する情
報の提供

・発達障害の早期発見、
早期支援

・妊婦健診、乳幼児健診について、これま
での公費助成制度を維持する。また乳幼
児健診未受診者への対策を実施する。

・関係機関との連携などにより、発達の気
になる子どもの早期発見・早期支援の強化
を図る。

・母子の健康支援や養育リスクを妊娠期、
出産、子育て期と切れ目なく把握し支援す
る。

・子育ての孤立化を防ぎ、乳児の健全な育
成の確保を図るため、生後４か月までの乳
児がいるすべての家庭を訪問し、適切な指
導や支援につなげる。

児童育成活動について、引き続き支援す
る。

妊婦や乳幼児の健康の保持増進を図るとともに、妊娠・出
産・育児における経済的負担の軽減を図るため、妊婦や
乳幼児健診について公費助成を行う。 安全に安心して妊

娠・出産できる環境
づくり

発達の気になる子ど
もの早期発見、早期
支援体制の強化

区の推進協議会やまちづくり協議会等と連携し、子育てに
間するボランティア活動や地域特性を生かした子育て支
援活動等を支援する。

青少年の健全育成
（児童館の充実）

未就学児や中高生の利
用促進

新・妊娠・出産・子育て期の
切れ目ない支援事業

児童健全育成ボランティア
（みらい子育てネット）推進事
業

北九州市地域活動連絡協議
会運営補助

指定管理の提案内容で、実施可能なもの
から実施する。

児童育成活動の充実



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

19

20

21
適切な思春期保健の
推進

思春期保健・健康教育
の推進

22
不妊治療に関する支
援の充実および市民
の理解促進

23

24

25 ○
乳幼児等医療費支給事
業の継続、拡充

母子公費負担医療費助成

妊娠期や乳幼児期から
のの食育の推進

乳幼児等医療費支給事業
乳幼児等の保険診療にかかる医療費の自己負担額を助
成する。

新生児聴覚検査事業
聴覚障害を早期発見し、早期療育に繋げるため、新生児
に対する聴覚検査費用の一部を助成し、関係機関と連携
を取り支援を行う。

母子保健法等に基づき、障害の予防、医療費負担の軽減
等のため、医療費の公費負担を行う。

特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）に要する費用の
一部を助成し、専門の相談窓口を設置し相談に応じる。

思春期保健連絡会
思春期保健に関し、医療･学校･地域･行政等の関係者に
よる連絡会を開催し、協議された内容について、啓発及び
保健指導等を実施する。

基本的生活習慣の
定着や食育の推進

食を通じた乳幼児等の健康
づくり事業

妊産婦や乳幼児の食に関する悩みや不安を解消するた
め、離乳食教室、健康料理教室を開催する。また、乳幼児
の食事、妊娠中の食事についてのリーフレットを作成･配
布する。

幼稚園や保育所等において、乳幼児の保護者を対象に、
食育について、栄養士の講話や調理実演などの教室を開
催する。

親子ですすめる食育推進事
業

現在「未就学児まで」となっている通院医
療費の助成対象を、平成２８年１０月に「小
学校６年生まで」拡充する。

・食育の取り組みとして、妊娠期、乳幼児
期の食に関する教室を開催し、悩み解消
のためのきめ細かい指導を行う。また、各
段階の食生活について、食育の啓発を行
う。

・思春期保健連絡会を開催し、小中学校で
の健康教育に加えて、保護者や地域ととも
に思春期の課題に取組めるよう、効率的に
実施する。

・特定不妊治療の助成を拡充する。

・母子公費負担医療費の助成を引き続き
実施する。

・小児慢性特定疾患の助成対象疾病の拡
充及び疾病時の自立のための自立支援員
を配置し、相談支援事業を実施する。母子医療等の助成

・不妊治療に対する支援
や啓発

・母子医療費等の経済
的負担の軽減



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

26 ○

27 ○

28 ○

29 ○

30

31 ○
市民が相談しやすい
相談体制

子育てに関する相談窓
口の利用推進と充実

32

33

34

35

36 ＤＶ被害者への支援
ＤＶ被害者に対する保護
施設の整備

ＤＶ被害者の保護支援活動を行っている民間団体に対す
る補助金。

地域における子育て
支援の環境づくり

少子化への対応や
多様化・複雑化した
悩みへの支援

助産施設措置費

交通遺児、災害遺児を養育する人に手当を支給する。

児童手当支給に要する事務費。

民間ＤＶシェルター活動支援

児童手当事務費

児童福祉法に基づき、助産施設へ、経済的な理由などに
より入院助産を受けることができない妊産婦の助産に要
する経費を支弁する。

子育ての援助を行いたい「提供会員」と、援助を受けたい
「依頼会員」とでボランティア組織をつくり、相互支援活動
を行う。

災害遺児手当

子ども・家庭相談コーナー運
営事業

児童手当
児童手当法に基づき、中学校終了前までにある児童を監
護し生計を維持する人に手当を支給する。

子どもと家庭に関する総合相談窓口として、各区に設置さ
れている子ども・家庭相談コーナーの運営経費。

親子ふれあいルーム運営委
託 親子が気軽に集い、交流、情報交換、育児相談等ができ

る親子ふれあいルームの運営委託経費

保護者等の疾病等の事由により、家庭における養育が一
時的に困難となった場合に、児童養護施設等において短
期的に養育する。

親子短期支援事業

みんなの子育て・親育ち支援
事業

・手当を支給することにより、子どもの育ち
を支援する。

・経済的な理由により、入院助産を受けら
れない妊産婦を支援する。

・ニーズにあった研修を実施し、運営スタッ
フの質の向上を図る。
・連絡会議を開催し情報交換を行うことで、
各ルーム間の連携や活動の充実を目指
す。
・市民センターをはじめ、子育て支援団体、
育児サークル等とのネットワーク化を図る
など、地域との連携の促進に取り組む。

保護者の育児疲れにより児童の養育が困
難となる家庭が利用可能なサービスを提
供できるよう、引き続き事業を実施する。

・区レベルの子育て支援
の拠点としての親子ふれ
あいルームの充実

・地域で子育てを支える
取り組みの推進

地域全体の育児力を高め、親の社会的成長を促すため、
身近な地域における子育て支援及び子育てにかかわる団
体への活動支援を行う。

児童の養育が困難とな
る家庭に対し、児童を短
期であずかることが可能
なサービスが少ない。

子育ての経済的負担の
軽減

ほっと子育てふれあい事業

親子ふれあいルーム運営事
業

相談が増加、複雑化しているため、計画的
な研修を通じて、相談員の資質の向上を
図り、あらゆる相談にきめ細かく対応する。

ＤＶ被害者を保護するため、民間団体の
シェルターの運営を引き続き支援する。



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

37 ○

38 ○

39

40

41

42

43

44

45

46

47 ○ 児童虐待への対応
児童虐待の発生予防・
早期発見・早期対応

児童虐待防止医療ネットワー
ク事業

老朽改築等施設整備を行った社会福祉法人（児童養護施
設、乳児院）を対象に、借入金償還の元金及び利子につ
いて補助を行う。

新：児童養護施設新築工事
補助

民間の児童養護施設新築に対する補助

民間児童養護施設等運営補
助

民間の児童養護施設及び乳児院に対し、運営費の不足を
補い、施設運営の円滑化並びに入所児童及び職員の処
遇の向上を図るための補助を行う。

児童養護施設等入所児童自
立生活支援事業

地域児童健全育成推進事業
児童養護施設等職員の研修事業委託経費及び児童養護
施設等入所児童の交流事業経費。

児童養護施設等措置費（拡
充） 児童福祉法に基づき、児童入所施設に対し、入所措置等

による児童の養育又は保護に要する費用を支弁する。
児童養護施設等措置費

・子どもに合った養育環
境の調査提供と体制の
整備

・退所を控えた児童に対
する自立の支援

・児童の精神の安定、自立のために、児童
の自立を支援する制度の充実、発達障害
児等への手厚いケアを行う等児童の養育
環境の充実、改善に努め、児童一人ひとり
に合った環境を模索しながら、児童にとっ
てよりよい養育環境を提供する。

・就職時に有利な資格となる運転免許取得
費や資格取得費の一部を助成するなど、
安定した自立開始するための支援を行う。

児童養護施設等処遇改善事
業

児童養護施設に入所している発達障害児などの処遇困難
児への必要なケアと他児の処遇の質を確保するための職
員加配費用。

児童養護施設を退所する児童に対し、安定した自立生活
を開始するための支援のため、一人暮らし助成、大学進
学の助成を行う。

元利補給補助（児童養護施
設等）

社会的養護が必要な
子どもへの支援

児童養護施設におけ
る生活環境整備等の
促進

児童家庭支援センター運営

児童福祉施設総合支援事業
児童養護施設の入所者の保証人を確保しやすくするため
損害賠償保険料及び児童養護施設職員の指導員養成研
修経費。

拠点病院に児童虐待専従コーディネーターを配置し、地域
の医療機関から児童虐待に関する相談への助言、研修
等を行う。

児童虐待等、児童・家庭・地域住民からの相談に応じ、児
童相談所との連携・連絡調整等を総合的に行う児童家庭
支援センターの運営経費。

医療機関を中心としたネットワークを構築
し、児童虐待対応の向上を図る。



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

48 ○

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

・ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図
るため、医療費の助成、手当を支給、貸付
金制度の利用の促進について、引き続き
実施する。

・経済的な理由等により、児童の福祉に欠
けるひとり親に対し、母子寮への入所や生
活の支援を実施する。

ひとり親家庭の生活の
安定につながる経済的
支援、生活支援

ひとり親家庭等の生
活の安定と向上

・ひとり親家庭等への支援を総合的に行う
母子・父子福祉センターの認知度が低いこ
とから、様々な機会を通じてＰＲし、また、
就業支援の講座を見直すなど、利用者の
増加を目指し、ひとり家庭等の自立促進を
図る。

・ひとり親が収入面等で安定した仕事に就
けるよう、就職に有利な資格を取得するた
めの給付金を拡充する。

ひとり親家庭等医療費支給
事業

ひとり親及びひとり親家庭の児童並びに父母のない児童
の保険診療にかかる医療費の自己負担額を助成する。

貸付事業総務費 母子寡婦福祉資金貸付に要する事務費。

ひとり親家庭の自立応援事
業

児童扶養手当

ひとり親家庭のための北九
州市合同就職説明会

就職が困難なひとり親家庭の父母の就業と自立を支援す
るため、ひとり親家庭への理解を示す複数の企業との面
談の場を提供する。

ひとり親家庭の父母に対し、就職に有利な資格を取得す
るための自立支援給付金を支給する。

ひとり親家庭の父母に対し、就職に有利な資格を取得す
るために支給している自立支援給付金の給付額を増加等
するなど、経済的な自立を支援する。

新：ひとり親家庭自立支援給
付金事業（拡充）

ひとり親家庭自立支援給付
金事業

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金
配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対し、
経済的自立、児童の福祉等のための資金を貸し付ける。

児童扶養手当事務費

児童扶養手当法に基づき、１８歳までの児童を監護又は
養育する、ひとり親家庭の親等に対し手当を支給する。

・ひとり親家庭の生活の
安定につながる就業支
援

・ひとり親家庭の支援を
する窓口や事業の周知

児童扶養手当支給に要する事務費。

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し、
経済的自立、児童の福祉等のための資金を貸し付ける。

母子・父子福祉センター運営
事業

母子家庭、父子家庭、寡婦の福祉を総合的に推進する拠
点である母子・父子福祉センターの事業運営に係る経費。



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

59

60

61

62

63

64

65 ○

子どもの貧困対策

ひとり親家庭の生活の
安定につながる経済的
支援、生活支援

・ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図
るため、医療費の助成、手当を支給、貸付
金制度の利用の促進について、引き続き
実施する。

・経済的な理由等により、児童の福祉に欠
けるひとり親に対し、母子寮への入所や生
活の支援を実施する。

・ひとり親の子どもが、一人きりで過ごすこ
とがないよう、その居場所づくりを行う。

・子どもの将来がその生まれ育った環境に
左右されることのないよう、学習支援や必
要な生育環境の整備、支援を行う。

ひとり親家庭等の生
活の安定と向上

離婚等に伴い離れ離れになった親子の面会交流につい
て、別居親又は同居親からの申請に応じ、事前相談や面
会の際の付き添い援助等の支援を行う。

寡婦福祉資金貸付金

北九州市母子寡婦福祉大会
補助金

北九州市母子寡婦福祉研修大会の運営経費に対する補
助金。

母子生活支援施設措置費

ひとり親家庭の子どもに対し、親が帰宅するまでの間、学
習支援や食事の提供（「子ども食堂」）等を行うことができ
る居場所づくりを進める。

新・ひとり親家庭の子どもの
居場所づくり事業

新：ひとり親家庭面会交流支
援事業

児童福祉法に基づき、母子生活支援施設に対し、児童の
福祉に欠ける母子家庭を入所措置等させ、保護すること
に伴う費用を支弁する。

寡婦に対し、経済的自立、扶養している子の福祉等のた
めの資金を貸し付ける。

新・ひとり親家庭等実態調査
ひとり親家庭等の生活実態及び福祉施策の利用状況を
把握するため、５年毎に実態調査を行う。

ひとり親家庭等生活支援事
業

母子家庭等への育児や食事の世話などの手伝いをする
家庭生活支援員の派遣委託料、交流会委託料及び指定
宿泊所に対する利用補助。



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

その他 － －

放課後児童クラブ改修 放課後児童クラブの施設・設備の修繕、補修経費

児童手当及び児童扶養手当
システム開発

現行システムの保守サポート終了及びマイナンバー法施
行に伴うシステム開発経費

母子寡婦福祉資金システム
改修

マイナンバー法施行に伴う母子寡婦福祉システム改修経
費。

現行システム等の解体に伴う新システム整備及びマイナ
ンバー法施行に伴うシステム開発経費

母子保健システム開発

児童館改修
市内３３館の児童館のうち、老朽化に伴う補習や設備の
更新が必要な箇所について工事を行う。

新・児童館ＡＥＤ消耗品整備

児童館整備 老朽化の進む施設の修繕、補修等を行う。

新・児童館耐震改修

児童館に設置するＡＥＤパッドカートリッジ等消耗品の使用
期限満了に伴う入替え経費。

児童館の管理・運営（法令） 児童館（旧児童センター）の改修工事経費。

児童館の管理・運営（法令）
児童館（旧児童センター）の施設修繕、備品購入のための
経費。

研究集会等参加（児童セン
ター）

児童館職員（旧児童センター）の各種研修参加に要する
経費。

課の一般事務費。

施設の耐震改修工事経費。

母子生活支援施設運営費
（施設整備）

母子生活支援施設の修繕等、維持経費。

子育て支援課一般



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題解決に向けた強化・見直し内容課題

79

80

81

82

その他 ― ―

母子寡婦福祉資金特別会計
繰出金（配分）

繰出金（一般会計）
母子寡婦福祉資金特別会計剰余金を一般会計に繰り入
れるための繰出金。

母子寡婦福祉資金特別会計
繰出金（臨時）

繰出金（公債償還）
母子寡婦福祉資金特別会計剰余金を国に償還するため
の繰出金。

母子寡婦福祉資金貸付に要する事務費について、一般会
計から母子寡婦福祉資金特別会計への繰出金



平成28年度　課の事業一覧

組
織
名

重
点
項
目

課長 5 人

係長 6 人

職員 11 人

1

2

3

4

5

6

7

認可外保育施設の指導監督の強化のため、認可保育所
の所長経験者を保育課に配置し、きめ細かな指導を行う。

認可外保育施設の保育従事者の資質向上及び入所児童
の処遇向上を目的として、認可外保育施設の保育従事者
に研修への参加を促進させるため、代替職員を雇用した
場合の経費の一部補助を行う。

認可外保育施設に従事する職員の感染症などへの罹患
を未然に防止することにより、施設を利用する児童の衛生
及び安全を確保するため、北九州市内に所在する認可外
保育施設に勤務する職員の健康診断に要する経費の一
部補助を行う。

課
長
名

黒岩　亮

民間保育所運営補助

福祉サービスの第三者評価
事業

福祉サービスの質の向上と利用者への事業者選択情報
の提供を目的として、事業者の提供する福祉サービスの
質の第三者評価を行う。

児童虐待の早期対応・防止等のため、保育カウンセラーと
保育アドバイザーが市内認可保育所を訪問し、児童処遇
に関する相談、児童のケアや保護者対応を指導、助言し
ながら、保育所を支援する。
また、緊急事件等発生時において、迅速に児童、保護者、
保育士等のカウンセリングを行い、対象者の心のケアに努
める。

認可外保育施設衛生・安全
対策事業（児童分）

コ
ス
ト

認可外保育施設衛生･安全
対策事業（職員分）

事業概要No. 主要

認可外保育施設研修代替職
員費補助

保育カウンセラー事業

事業名

21,756,171 千円

保育の質の向上

・多様化する課題への対
応

・保育士の専門性の向
上、および保育業務を支
える体制の強化

保育所に求められる役割の多様化を踏ま
え、体系的な研修等を通じて保育士等の専
門性の向上に取り組むとともに、保育所に
対する専門的な支援体制を強化し、保育の
質のさらなる向上を図る。

乳幼児の衛生及び安全を確保し、その健全育成に資する
ため、認可外保育施設を利用する児童の健康診断に要す
る経費の一部補助を行う。

児童の処遇向上及び公私格差是正のため、民間保育所
に対し運営費の補助を行う。

業務目的

子ども家庭局
・待機児童対策と子ども・子育て支援新制度への対応
・保育士の確保対策の強化
・保育ニーズを踏まえた多様な保育サービスの実施

事業費

保育課

目安の金額

200,000
人件費

千円

28年度当初予算額

課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

保育指導専門員の配置



事業概要No. 主要 事業名 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

8

9

10

11

12

13 ○

14

15

16 ○

17

18

19

直営保育所のより良い保育環境を整えるため、施設修繕
等を行う。

家庭支援推進保育所の乳幼児の健全な発達を図るため、
保護者に対して育児知識、育児技術の啓発を行う。

保育の質の向上

保育推進（家庭に対する啓発
事業の推進）

保育推進（保育に関する研
修）

職員の家庭支援推進保育に対する認識を深めるため、家
庭支援推進保育に関する日常の研究や実践活動の交流
を行う。

研究集会等参加（保育） 人権研修等各種研修参加に要する経費。

公立保育所改良事業
直営保育所の施設の長寿命化・延命化を図るために、施
設の大規模改修等を実施する。

公立保育所運営費（配分）

元気な子どもの育成を目的とし、入所児童が保育所園庭
で跳んだりはねたりできるよう、保育所園庭の芝生化を行
う。

保育事務の円滑化を図るため、各保育所の補助金の受付
や交付事務等を行う北九州市保育所連盟に対して、運営
費の補助を行う。

第三者評価事業フォローアッ
プ研修会

施設連盟団体補助金
本市の保育事業の振興を図るため、市内全保育所の職員
を対象とし、毎年開催する「北九州市保育研修大会」等に
要する経費の補助を行う。

北九州市児童福祉施設等第三者評価基準の理解を更に
促進し、保育の質の向上を図るため、研修会を行う。

給食献立伝達研修

保育所連盟運営費補助

保育所給食業務遂行上必要な基礎知識・技能の習得及び
献立内容の伝達のための研修を行う。

元利補給補助（保育所）

保育所に求められる役割の多様化を踏ま
え、体系的な研修等を通じて保育士等の専
門性の向上に取り組むとともに、保育所に
対する専門的な支援体制を強化し、保育の
質のさらなる向上を図る。

保育士資格活用研修事業
保育所待機児童の解消を図るため、保育士資格を持って
いて、現在、保育所の職に就いていない人を対象に研修
や見学実習を行う。

保育所園庭芝生化事業

社会福祉法人等が施設整備のため、独立行政法人福祉
医療機構及び北九州市社会福祉協議会から借り入れた
資金の元金及び利子の一部補助を行う。

・多様化する課題への対
応

・保育士の専門性の向
上、および保育業務を支
える体制の強化
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20

21

22

23

24

25 ○

26 ○

27

28

29

30

31

民間保育所における保育を行うため、必要な経費を給付
する。

公立保育所運営費（義務）

託児施設援護事業

直営保育所保育環境整備工
事

保育所の管理（施設整備・施
設改良）

家庭支援推進保育所のより良い保育環境を整えるため、
施設修繕等を行う。

直営保育所のよりよい保育環境を整えるため、必要な保
育及び整備を行う。

保育の質の向上を図るため、家庭支援推進保育所に対
し、保育士の加配を行う。

保育推進（加配保育士の配
置等）

保育推進（保育内容の充実・
公立）

家庭支援推進保育所のより良い保育環境を整えるため、
保育内容の充実を図る。

入所している乳幼児の処遇向上を図るため、昭和59年4月
1日以前に施設開設の届出があった認可外保育施設に対
して、援護費の支給を行う。

緑地保育センター運営委託
第１、第２緑地保育センターの管理・運営を指定管理者制
度を活用し、委任する。

年度の前半に配置に必要な保育士数を超えて正規保育
士を雇用した場合に、人件費を助成することで、保育士確
保、待機児童解消の課題である上半期における予備保育
士の雇用を図る。

保育所等に入所する子どものうち、低所得で生計が困難
である世帯に対し、保護者が支払うべき日用品、文房具等
の購入に要する費用または行事への参加に要する費用
（実費徴収額）の一部を補助する。

新・（仮）実費徴収に係る補足
給付事業（民間保育所等）

保育の質の向上

保育所等に入所する子どものうち、低所得で生計が困難
である世帯に対し、保護者が支払うべき日用品、文房具等
の購入に要する費用または行事への参加に要する費用
（実費徴収額）の一部を補助する。

公立保育所運営委託(指管)
指定管理保育所８所と藍島保育所（へき地保育所）の管
理・運営を指定管理者制度を活用し、委任する。

建物の延命化を図るため、築３０年以上が経過し施設の
老朽化が著しい直営保育所について、内部改修を行うこと
によって、保育環境を整備する。

施設型給付（保育所）

予備保育士雇用費補助

新・（仮）実費徴収に係る補足
給付事業（直営保育所）

・多様化する課題への対
応

・保育士の専門性の向
上、および保育業務を支
える体制の強化

保育所に求められる役割の多様化を踏ま
え、体系的な研修等を通じて保育士等の専
門性の向上に取り組むとともに、保育所に
対する専門的な支援体制を強化し、保育の
質のさらなる向上を図る。



事業概要No. 主要 事業名 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

32 ○ 保育の質の向上

・多様化する課題への対
応

・保育士の専門性の向
上、および保育業務を支
える体制の強化

33 ○

34 ○

35

36 ○

37 ○

38 ○

待機児童対策の一環として，保育士の専門性向上と質の
高い人材を安定的に確保する等の観点から、「保育士・保
育所支援センター」を設置し，潜在保育士の就職や保育所
の潜在保育士活用支援等を行う。

特別保育事業補助（重点）

保育士・保育所支援センター
事業

特別保育事業補助
多様な保育ニーズに対応するため、民間保育所の延長保
育、一時保育、障害児保育等の特別保育事業を実施す
る。

施設型給付（休日保育加算）
保護者の就労形態の多様化により、休日に就業する保護
者等を支援するため、休日に保育所を開所し、保育を必要
とする児童の保育を行う。

多様な保育ニーズに対応するため、家庭での保育が困難
な病気中・病気の回復期にある児童を一時的に預かる病
児・病後児保育を実施する。

多様な保育ニーズに対応するため、民間保育所の延長保
育、一時保育、障害児保育等の特別保育事業を実施す
る。

病児・病後児保育事業

多様な保育ニーズに対応するため、直営保育所の延長保
育、一時保育、障害児保育等の特別保育事業を実施す
る。

病児・病後児保育事業（重
点）

多様な保育ニーズに対応するため、家庭での保育が困難
な病気中・病気の回復期にある児童を一時的に預かる病
児・病後児保育を新設する。

公立保育所特別保育事業

多様なニーズに対応
した特別保育及び障
害児保育の充実

・家庭における子育てと仕事の調和や、子
どもの生活リズムに十分配慮しながら、延
長保育や病児保育など、多様なニーズに
対応した保育サービスの充実を図る。

・Ｈ28年度は、民間保育所での午後7時ま
での延長保育を1箇所拡充するとともに、
家庭での保育が一時的に困難になった場
合の一時保育を行う施設を1箇所増やす。

・ニーズの高い地域において、病児保育室
を新設する。

・障害のある子どもの福祉の向上及び保護
者の仕事と子育ての両立支援を図るため、
関係機関と連携を深めながら、障害児保育
の充実に取り組む。

・特別保育の充実

・子どもが病気の際に仕
事を休める体制及び、病
気の子どもを預かる仕組
みの確立

・障害のある子どもの保
育所での受け入れの拡
充

・特別な支援を要する子
どもに対する発達に応じ
た適切な保育の実施

・保育所に求められる役割の多様化を踏ま
え、体系的な研修等を通じて保育士等の専
門性の向上に取り組むとともに、保育所に
対する専門的な支援体制を強化し、保育の
質のさらなる向上を図る。

・平成28年度に開設予定の「（仮称）女性活
躍推進センター」へ保育士・保育所支援セ
ンターを集約し、女性の就業・子育て両立
支援体制の整備を図る。



事業概要No. 主要 事業名 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

39

40

41

42 ○

43 ○

44 ○

45

46

47

48

地域型保育給付（小規模保
育）

地域型保育給付（家庭的保
育）

地域型保育給付（小規模保
育・拡充）

地域型保育給付（事業所内
保育）

地域型保育給付（事業所内
保育・拡充）

｢元気発進！子どもプラン｣（第2次計画）に基づき、年度中
途の入所が困難となっている3歳未満児の保育ニーズに
対応するため、自社従業員だけでなく、地域の子どもを受
入れる事業所内保育の事業者に対し、運営費を助成す
る。

保護者の保育ニーズに対応するため、保育を必要とする
生後57日目から満3歳までの児童に対し、自宅等を開放し
て家庭的な保育を行う。

地域型保育給付（小規模保
育　改修費）

保護者の保育ニーズに対応するため、保育を必要とする
生後57日目から満3歳までの児童に対し、自宅等を開放し
て家庭的な保育を行う。

家庭的保育事業運営費補助

「元気発進！子どもプラン」（第2次計画）に基づき、年度中
途の入所が困難となっている３歳未満児の保育ニーズに
対応するため、小規模保育を実施する事業者に対して、運
営費を助成する。

「元気発進！子どもプラン」（第2次計画）に基づき、年度中
途の入所が困難となっている３歳未満児の保育ニーズに
対応するため、小規模保育を実施する事業者に対して、運
営費を助成する。

「元気発進！子どもプラン」（第2次計画）に基づき、年度中
途の入所が困難となっている３歳未満児の保育ニーズに
対応するため、小規模保育を実施する事業者に対して、運
営費を助成する。

｢元気発進！子どもプラン｣（第2次計画）に基づき、保育所
が特に不足する地域において、民間保育所の新規開設や
増改築等の整備を行い、保育の量の確保を図る。

民間保育所整備補助
老朽化及び耐震診断の結果、整備が必要と判断された民
間保育所について、保育環境を改善し、入所児童等の安
全性を確保するため、改築や大規模修繕等を行う。

｢元気発進！子どもプラン｣（第2次計画）に基づき、年度中
途の入所が困難となっている3歳未満児の保育ニーズに
対応するため、自社従業員だけでなく、地域の子どもを受
入れる事業所内保育の事業者に対し、運営費を助成す
る。

「元気発進！子どもプラン」（第2次計画）に基づき、年度中
途の入所が困難となっている３歳未満児の保育ニーズに
対応するため、小規模保育を実施する事業者に対し、事
業所開所の際の改修経費を助成する。

小規模保育事業運営補助

保育所の適正配置（建設・整
備）

保育サービスの基盤
整備（適正配置の推
進）

・就学前児童数の動向や
保護者の就労希望の動
向を踏まえた入所定員
の見直し

・入所希望に対応できる
よう、地区ごとの保育所
配置の現状や児童数の
動向を踏まえた適正配
置の推進

・本市の保育所配置の現状や、保護者の
就労状況、地区ごとの児童数の動向などを
踏まえながら、保育所の適正配置に取り組
む。

・年間を通じた待機児童の解消を図るた
め、年度途中の入所が困難な3歳未満児
の保育ニーズに対応することを目的に、地
域型保育事業を実施する。

・待機児童対策の一環として、保育士の資
格を持っているが、保育士として就労して
いない｢潜在保育士｣の就職や活用支援等
を行うとともに、保育士養成校卒業予定の
学生等を対象に、就職説明会を実施する
等、保育所へのスムーズな就職を支援し、
保育士確保を図る。

・保育所、幼稚園や地域の子育て支援事
業等の利用について、各区役所に１名ずつ
保育サービスコンシェルジュを配置し、保
護者からの相談に応じる。

・平成28年度に開設予定の「（仮称）女性活
躍推進センター」へ新たに１名の保育サー
ビスコンシェルジュを配置し、女性の就業・
子育て両立支援体制の整備を図る。
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49

50

51 ○

52 ○

53 ○

保育サービスコンシェルジュ
事業

年間を通じた待機児童の解消を図るため、認可保育所へ
の移行を希望し、認可基準を満たす見込みのある認可外
保育施設に対し、運営費等を助成する。

保育士就職支援事業

認可を目指す認可外保育施
設への支援事業（運営費）

保育サービスの基盤
整備（適正配置の推
進）

保育所、幼稚園や地域の子育て支援の事業等の利用に
ついて、情報の収集と提供を行うとともに、利用にあたり、
子どもや保護者からの相談に応じるため、各区役所に１名
ずつ保育サービスコンシェルジュを配置する。

認可を目指す認可外保育施
設への支援事業（改修費）

年間を通じた待機児童の解消を図るため、認可保育所へ
の移行を希望し、認可基準を満たす見込みのある認可外
保育施設に対し、施設整備（改修費）を助成する。

待機児童対策の一環として、保育士養成校卒業予定の学
生等を対象に、就職説明会を実施する等、保育所へのス
ムーズな就職を支援し、保育士確保を図る。

新・保育サービスコンシェル
ジュ事業（拡充）

平成28年度に開設予定の｢（仮称）女性活躍推進センター｣
における女性の就業・子育ての両立支援の一環として、就
労を希望される方への保育サービスに関する情報提供等
を行うため、同センターに保育サービスコンシェルジュを新
たに1名配置する。

・就学前児童数の動向や
保護者の就労希望の動
向を踏まえた入所定員
の見直し

・入所希望に対応できる
よう、地区ごとの保育所
配置の現状や児童数の
動向を踏まえた適正配
置の推進

・本市の保育所配置の現状や、保護者の
就労状況、地区ごとの児童数の動向などを
踏まえながら、保育所の適正配置に取り組
む。

・年間を通じた待機児童の解消を図るた
め、年度途中の入所が困難な3歳未満児
の保育ニーズに対応することを目的に、地
域型保育事業を実施する。

・待機児童対策の一環として、保育士の資
格を持っているが、保育士として就労して
いない｢潜在保育士｣の就職や活用支援等
を行うとともに、保育士養成校卒業予定の
学生等を対象に、就職説明会を実施する
等、保育所へのスムーズな就職を支援し、
保育士確保を図る。

・保育所、幼稚園や地域の子育て支援事
業等の利用について、各区役所に１名ずつ
保育サービスコンシェルジュを配置し、保
護者からの相談に応じる。

・平成28年度に開設予定の「（仮称）女性活
躍推進センター」へ新たに１名の保育サー
ビスコンシェルジュを配置し、女性の就業・
子育て両立支援体制の整備を図る。
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54 ○

55

56

57 ○

58

59 その他 －

直営保育所の再編と
機能強化

地域子育て支援センター事
業

保育課一般

親子通園事業

子育て支援総合コーディネー
ター事業

直営保育所について、保育所運営の効率
化を図る。あわせて、直営保育所の施設と
人材を活用し、支援の必要な子どもと家庭
への継続した支援や、区役所の相談・コー
ディネート機能の強化を図る。

「子育て支援サロンぴあちぇーれ」に子育て支援総合コー
ディネーターを配置し、面接、電話、インターネット（メール）
による子育てに関する相談への対応を行うとともに利用者
に必要な関係機関との連絡・調整を行う。

家庭における子育てを支援するため、育児
相談や情報提供、親子遊び、地域交流、一
時保育など、保育所の機能を活かした取り
組みを一層充実する。あわせて、支援の必
要な子どもと家庭への対応を強化するた
め、直営保育所の機能を活かした子育て
支援の充実を図る。
Ｈ28年度は、4箇所ある地域子育て支援セ
ンターのうち1箇所を廃止予定とする。

保育所等の有するノウハウを活用して、子育て支援家庭
支援活動の企画、調整等を担当する職員を指定保育所等
に配置し、拠点として地域子育て支援センターの運営を行
う。

－

保育所における子育
て支援の充実

・保育所を拠点とした子
育て支援の充実

・直営保育所の機能を生
かした発達の気になる子
どもへの対応強化

直営保育所で「親子通園クラス」を運営し、発達の気にな
る子どもを保護者とともに受け入れ保育所での遊びや体
験、相談を通じて継続して支援する。
また、保健・医療・福祉・教育の関係機関と連携しながら、
児童の保育所、幼稚園などへの移行を含めた伴走型支援
を行う。

公立直営保育所給食調理業
務の民間委託

直営保育所給食調理業務の民間委託継続にかかる経
費。

・直営保育所運営の効率
化

・今後の役割や必要な機
能などを明確にしたうえ
での、直営保育所の将
来に向けた施設の再編

・直営保育所の機能や人
材を活かした取り組みの
強化

保育課の一般事務に必要な経費。

公立直営保育所給食調理業
務の民間委託（新規）

直営保育所給食調理業務の民間委託化にかかる経費。



平成28年度　課の事業一覧

組
織
名

重
点
項
目

課長 2 人

係長 5 人

職員 6 人

1

2

3 〇

4

5

6

7

8

9

10

自然体験活動などを通じて「生きる力」を育む野外活動等
推進事業に加え、夜宮青少年センターを拠点に中高生の
居場所づくり、ボランティアの養成などに取り組むもの。

南九州市・北九州市交流協定に基づき、それぞれの市の
子どもたちが相互交流する事業を通じて、両市の青少年
の健全育成を図るもの。

区ごとに子ども会、青少年育成団体や自治会等を構成員
とする実行委員会を設け、関係団体の協力のもと、子ども
たちが楽しく過ごせるイベントを実施するもの。

地域における子どもの活動が全体的に低迷している状況
にあるため、地域で子どもたちが活動し成長する環境づく
りや、そのような活動に携わる市民への支援を行う。

子ども会をはじめとした青少年育成団体などの活動の活
性化を図るため、他の団体・グループ活動の参考になる事
業に対し支援を行うもの。

チャレンジ１００キロ

地域社会等における体
験活動等の機会の増加
が必要

心身ともにたくましい子どもたちの育成を目的として、約８
０名の子どもたちが、市内の青少年施設に連泊しながら市
内の山々など約１００キロの行程を踏破するもの。

子ども会等地域活動推進事
業

成人式

子どもまつり

No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

課
長
名

東田　重樹
コ
ス
ト

青少年課

子どもや若者の健やかな成長や自立を支える環境づくりのため
　・青少年体験活動等活性化事業
　・「北九州市『青少年の非行を生まない地域づくり』推進本部」の運営
　・若者のための応援環境づくり推進事業　　　　　　　　などに取り組む

事業費

目安の金額

人件費
千円 118,000 千円

青少年体験活動活性化事業
青少年育成事業情報を発信し、体験活動の場を紹介する
とともに、青年リーダーの養成などを通じて、更なる青少年
の健全育成環境づくりを図るもの。

青少年に豊富な社会体験活動等の機会や
場を提供する。

青少年の健全育成
（体験活動の推進）

青少年団体育成補助金

野外教育等推進事業

青少年の健全育成や非行防止活動を推進するため、青少
年団体の運営や活動に対して補助金を交付し支援するも
の。

北九州市・南九州市子ども交
流事業

子ども家庭局

28年度当初予算額

542,246

成人に達した青年を祝い励ますとともに、成人としての自
覚を促すため、市民・民間・行政が一体となって、成人式を
実施するもの。

青少年が行うボランティア体験活動を支援・促進するも
の。

遊びの広場促進事業

青少年ボランティアステーショ
ン推進事業



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

11 〇

12

13

14

15

16

17

18

19

20 〇

青少年の健全育成
（有害環境浄化、非
行少年等に対する立
ち直り支援）

非行者率や再犯者率が
全国平均よりも高い状態
にあることを改善するこ
とが必要

児童文化施設の老朽化に対応し、安全か
つ快適に利用できるよう運営を行う。

青少年を取り巻く有害環境（ネットや危険ド
ラッグ等を含む）を浄化するとともに、非行
防止教室等の充実により、非行を未然に
防止する取り組みを進める。
あわせて、非行歴のある少年の就労支援
等、地域で非行からの立ち直りを支えるた
めの取り組みを進める。

児童文化施設管理運営費 児童文化科学館及びこども文化会館の管理運営経費。

児童文化施設管理運営費
（デジタル式プロジェクター運
営）

施設・設備の老朽化、
耐震強度不足等への対
応が必要

各種非行対策に対して、より実効性のある取り組みを検討
し、実施していくことで、『青少年の非行を生まない地域』の
実現を図るもの。

児童文化施設各種事業
児童文化科学館及びこども文化会館の各種事業に要する
経費。

「北九州市『青少年の非行を
生まない地域づくり』推進本
部」運営事業

新・青少年施設外壁等改修

指定管理制度以外の青少年の家４施設及び、青少年キャ
ンプ場６施設の管理運営費。

プラネタリウムの番組について、簡易デジタル投影機を使
用する。

青少年施設について耐震診断を行う。

「もじ少年自然の家」「玄海青年の家」「かぐめよし少年自
然の家」「ユースステーション」について指定管理者による
運営管理を行うもの。

青少年施設運営管理事業
（指定管理）

市有建築物の法定点検の義務化に基づき、建築物の定
期点検を行うもの。

子ども達がより安全にかつ身近に、快適に利用できるよう
に青少年施設の外壁補修工事を行う。

青少年施設建築物等定期点
検調査

青少年の健全育成
（体験活動の推進）

青少年施設耐震診断事業

建物・設備等の老朽化へ
の対応が必要

青少年施設の老朽化に対応し、安全かつ
快適に利用できるよう、改修工事や環境整
備に取り組む。

青少年施設環境整備事業
より安全かつ身近に、快適に利用できるように、青少年施
設の環境整備を行うもの。

青少年施設管理運営費



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

21 〇

22 〇

23 〇

24

25
少子化対策の前向き
な機運の醸成

結婚への悩みや不安の
軽減が必要。

26 その他 ―

若者の自立支援

子ども・若者を支援する
ためのネットワークづくり
が必要

若者の自立に向けた意
識啓発、生活訓練等の
機会を確保することが必
要

新・不登校等の困難を抱える
子どもたちへのアウトリーチ
事業

新・婚活に係る出会いの機会
の創出補助事業

結婚を希望する若者に、少しでも多くの出会いの場を提供
するため、出会いの機会を創出する団体（NPO法人）に開
設・運営等の補助を行うもの。

結婚を希望する人に出会いの機会を創出
する民間団体に対し、活動拠点の開設費
等の一部を補助する。

ネットワークの充実・強化と併せ、相談者の
状況に応じた自立支援プログラムの検討と
実施を行っていくとともに、各相談機関の
周知を行う。

青少年課管理運営経費 青少年課の管理運営経費。

子ども・若者応援センター
「YELL」運営費

若者向けＨＰや「北九州市子ども・若者支援地域協議会」
の運営、ユースアドバイザー養成講習会の開催など、若者
を総合的にサポートする環境づくりを推進するもの。

子ども・若者応援センター
「YELL」管理費

―

若者のための応援環境づくり
推進事業

学校への復帰を目的に訪問支援（アウトリーチ）等を行い、
学校、教育委員会とは異なるアプローチにより、「不登校
等の困難を抱える子どもたちへのアウトリーチ事業（モデ
ル事業）」を実施するもの。

子ども・若者応援センター「ＹＥＬＬ」を拠点とし、社会生活を
円滑に営む上で困難を抱えている子どもや若者の自立を
応援・支援するもの。



平成28年度　課の事業一覧

組
織
名

重
点
項
目

課長 1 人

係長 2 人

職員 5 人

1

2 ○

3

4 ○

5 ○

6 ○

7

8

平成27年４月施行の子ども・子育て支援制度で定められ
た業務を行う。その他、制度を円滑に実施するために必要
な各種事務・事業を行う。

保育料徴収業務

人件費
千円

幼稚園預かり保育運営支援
事業

認定こども園整備事業

長時間預かり保育等を行う私立幼稚園に対し、運営に要
する費用を助成する。

幼稚園等が主に園児を対象に行う「一時預かり事業（幼稚
園型）」及び広く在籍園児以外の子どもを対象とする「一時
預かり事業（一般型）」に要する費用の一部を助成する。

コ
ス
ト

幼児期の学校教育・
保育の充実

認定こども園等運営事業補
助

認定こども園へ移行する私立幼稚園に対し、施設整備に
要する費用を助成する。

子ども家庭局

新制度の幼稚園や認定こども園に対し、施設型給付等を
支給する。

施設型給付（幼稚園・認定こ
ども園）

28年度当初予算額

3,257,302

幼稚園・こども園課
・子ども・子育て支援新制度等の実施体制の整備及び周知
・幼児教育の振興と質の向上
・幼稚園等における保育サービスの充実

事業費

目安の金額

69,000

課
長
名

坂田　春樹

No. 主要 事業名 事業概要

千円

業務目的

一時預かり事業

子ども・子育て支援制度認定
給付等事業

幼稚園や認定こども園の質の向上を図る
ための支援を行うとともに、教育・保育の需
要を踏まえたうえで、必要な保育サービス
の強化に取り組む。

認定こども園に対し、運営費の一部等を補助する。

保育料の徴収に関する業務。

質の高い教育・保育を提
供するとともに、保育の
量の拡充により年間を通
じた待機児童の解消を
図ることが必要

幼稚園教諭免許状を有する
者の保育士資格取得支援等
事業

幼稚園免許状を有する者の保育士資格習得の支援や幼
稚園教諭の確保により、子ども・子育て支援新制度の円滑
な実施を図る。

課題 課題解決に向けた強化・見直し内容



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

9 ○

10 ○

11 ○

12

13

14

15

16 ○
保育所、幼稚園から
小学校への円滑な接
続

管理職や連携担当者な
ど関係者の連携に対す
る意識の違いで、連携の
内容や頻度にばらつき
が見られることから、保
育所・幼稚園・小学校の
連携を組織的・体系的に
進めることが必要。

私学助成（幼稚園）
私立幼稚園での幼児教育環境の充実などのための助成
を行う。また、職員給与１％相当の処遇改善を行うため所
要額を助成する。

私立幼稚園における
幼児教育振興や子育
て支援機能の充実

本市の幼稚園児の９８％
は私立幼稚園に通って
いることから、私立幼稚
園における幼児教育振
興などを積極的に進める
ことが必要。

本市の幼児教育および子育て支援におい
て私立幼稚園は大きな役割を果たしてい
る。今後も、私立幼稚園での幼児教育の振
興および子育て支援の充実のため、助成
制度を継続するが、私立幼稚園の認定こ
ども園への移行など「子ども・子育て支援
新制度」による国の動きに沿って見直しを
行う必要がある。

新・私学助成（幼稚園事業を
拡充）

新制度への移行支援等や学校関係者評価の推進のため
の助成を行う。

私立幼稚園が行う預かり保育や子育て相談、体験保育な
どの子育て支援機能の充実のための助成を行う。

私立幼稚園貸付金

私立幼稚園の施設整備を促進することにより、私立幼稚
園の充実を図るため、一般社団法人北九州市私立幼稚園
連盟が各私立幼稚園に貸付を行うために必要な資金を融
資する。

連携担当者名簿や保幼小連携啓発パンフ
レットの更なる活用を促し、連携事業の一
層の推進を図る。

次世代育成子育て支援事業

私立幼稚園連盟が一般社団法人化された
ことに伴い、私立幼稚園連盟が新たに貸付
を行うには貸金業の登録が必要。そのため
平成26年度以降の私立幼稚園連盟からの
新規貸付は行わず、貸付中の1園について
も早期の償還に向けて協議中。

私立幼稚園就園助成
（Ａ～Ｄランク）

幼稚園教育の振興を図るとともに、私立幼稚園に就園させ
ている保護者の経済的負担の軽減を目的として市民税所
得割額に応じて助成を行う。

保護者の経済的負担が
大きく負担の軽減を図る
ことが必要。

保護者の経済的負担の軽減を目的に世帯
の所得状況に応じて就園奨励費助成を行
う。なお、国の基準見直しを考慮したうえ
で、市の独自基準の充実を図る。

国の基準を上回る所得層に対し市独自の市民税所得割
額の基準を設けて助成を行う。

就園奨励費事務 就園奨励費補助業務にかかる一般経費。

保幼小連携推進事業

保幼小の代表者で構成する「保幼小連携推進連絡協議
会」を設置し、保・幼・小の各施設に設置した連携担当者
の名簿や保幼小連携啓発パンフレットの活用、研修会など
を行う。

幼稚園教育の振興
私立幼稚園就園助成
（財源配分）



No. 主要 事業名 事業概要 業務目的 課題 課題解決に向けた強化・見直し内容

17

18

19

－
子ども・子育て支援制度シス
テム保守・改修

子ども・子育て支援制度にかかる情報システムを安定かつ
効率的に稼動させるために保守・改修を行う。
併せて、社会保障・税に関わる番号制度（マイナンバー制
度）の導入に伴う改修を行う。

新・ＩＣＴインフラ更新に伴うシ
ステム改修

情報政策室が行うＩＣＴインフラの更新に対応するための就
学援助システム（就園奨励システム）の改修。

その他 －

新・幼稚園・こども園課一般 幼稚園・こども園課の一般事務に必要な経費。



平成28年度　課の事業一覧

組
織
名

重
点
項
目

課長 3 人

係長 11 人

職員 35 人

1 ○

2 ○

3

4
社会的養護が必要な
子どもへの支援

里親制度の促進が必要

5

6

7

8
子育ての悩みや不安
への対応

相談内容に応じた適切
な対応が必要。

子ども総合センター
・児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応を行うとともに、再発防止を図る。
・里親制度を促進し、社会的養護が必要な子どもへの支援を図る。
・不登校や非行等の児童や保護者等に対する支援を行い、青少年の健全な育成を図る。

事業費

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応及び適切な支
援を行う。

児童虐待への対応

ひきこもり等児童等宿泊等指
導事業

不登校やひきこもり等の児童に対し、体験型教室を実施
し、社会適応力や対人関係能力等の向上を図る。

少年支援室を中心に様々な事業に積極的
に取り組むことにより、不登校児童生徒等
の学校や社会への復帰をさらに推進する。

課
長
名

山田　貴広

非行少年の立ち直り支援と
体制強化事業

学校、警察、地域等と連携して、非行少年及びその家庭へ
の積極的な支援を行う。

少年支援室運営費

里親促進事業
里親制度の普及啓発、里親のための研修・相談・援助な
ど、里親の支援を総合的に実施する。

千円

課題

児童虐待防止（子どもの人権
擁護）推進事業

児童虐待の早期発見、早期対応、また発
生予防に努め、迅速かつ適切に対応する
ことは元より、子どもの心のケアに重点を
置いた取組みを強化する。

家族のためのペアレントト
レーニング事業

青少年の健全育成
不登校や非行等の児童
の、学校や社会への復
帰支援が必要

新・虐待を受けた子どもの心
のケア等推進事業

虐待を受けた子どもの心のケアに重点を置いた取組みを
実施する。

児童虐待の発生予防、
早期発見・早期対応及び
虐待を受けた子どもの心
のケアや虐待行った保
護者等への再発防止の
対応が必要

子ども家庭局

虐待を行った保護者や養育不安のある保護者に対し、カ
ウンセリングや養育訓練を行い、児童虐待の再発防止、
発生予防等を図る。

児童・保護者の様々な悩みや児童虐待の緊急対応等、24
時間365日体制で電話相談に応じる。

コ
ス
ト

不登校や非行等の児童に対し、学校や社会への復帰支援
を行う少年支援室の運営費。

さらに適切な対応が行えるよう、研修等を
充実する。

２４時間子ども相談ホットライ
ン事業

28年度当初予算額

165,231

課題解決に向けた強化・見直し内容

407,000
人件費

里親制度の普及啓発等を充実し、里親委
託をさらに推進する。

目安の金額

千円

No. 主要 事業名 事業概要 業務目的



課題 課題解決に向けた強化・見直し内容No. 主要 事業名 事業概要 業務目的

9

10

11

12

その他

子ども相談情報システム社会
保障・税番号制度対応事業

一時保護所給食調理業務の
民間委託

－ －

子ども総合センター運営費

一時保護所における給食調理業務を民間に委託し、安全
な給食を継続的に提供するもの。

子ども総合センター事務費。

公用車リース経費（子ども総
合センター）

公用車のリースにかかる経費。

社会保障・税番号制度の導入に伴う子ども相談情報シス
テムの改修にかかる経費。


