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Ⅰ 実施計画について 

1 基本方針 

 
公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム（以下「フォーラム」という。）

を取り巻く社会の状況、フォーラム実施計画（平成 25 年度～平成 29 年度）（以

下「第１期実施計画」という。）の取り組み実績や課題を踏まえ、フォーラムのミ

ッションである日本及び他のアジア地域の女性の地位向上、男女共同参画社会の

形成の推進に、より一層取り組んでいく。 
具体的には、事業の目指すべき方向である「市の政策課題を踏まえた調査研究

及び研究成果の市民への還元」、「国際的先見性のある議論の場の提供と市民のジ

ェンダー問題に対する理解の促進」、「就業をはじめあらゆる分野での女性のエン

パワーメント」などに基づき、各種事業を実施していく。 
 

2 計画期間 

 
  平成 29 年 11 月に北九州市から示された「公益財団法人アジア女性交流・研究

フォーラム（KFAW）のあり方について」（以下「当財団のあり方」という。）を

踏まえ、今後事業の見直しを行う必要があるため、現在の指定管理受託期間（平

成 28 年度～平成 32 年度）の残存期間である平成 30 年度から平成 32 年度までの

3 年間とする。 
 

3 計画の範囲 

   
この計画は、フォーラムのほか、フォーラムが指定管理を受託している北九州

市立男女共同参画センター（以下「ムーブ」という。）、北九州市立東部勤労婦人

センター及び北九州市立西部勤労婦人センター（以下「両レディス」という。）を

含めた計画とする。 
 

4 計画の位置づけ 

 
この計画は、第１期実施計画を引き継ぐ計画とする。 
 

5 各年度の実施事業について 

 
この計画及び「フォーラム・ムーブ・両レディス事業の重点実施計画（平成 30

年度～平成 32 年度）」を踏まえ、年度ごとに理事会の承認を受けた事業計画に基

づき、事業を実施する。 
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Ⅱ 計画策定の背景 

1 フォーラムのこれまでの歩み 

 
フォーラムは、平成元年、北九州市の「ふるさと創生事業」として選定され、

平成 2 年 10 月に設立された。 
平成 5 年 10 月に厚生労働省（旧労働省）認可の財団法人となり、アジア地域

の女性の地位向上と連帯・発展を目指して、「まなびあう」「ふれあう」「たすけ

あう」をテーマに、これまで国内外で積極的に事業を展開してきた。こうした

フォーラムの取り組みに対して、平成 12 年、自治大臣表彰「世界に開かれたま

ちづくり」を受賞、平成 14 年には九州で初めて国連経済社会理事会の NGO 協

議資格を取得、また同年、国際協力機構（JICA 旧国際協力事業団）から国際

協力功労者表彰を受賞するなど国内外から評価を受けてきた。 
また、平成 7 年 7 月から新設されたムーブの管理運営業務を受託し、平成 18

年度からは指定管理者として管理運営を行っている。さらに、平成 23 年度から

は両レディスの指定管理業務も加えて、ムーブ、両レディスの 3 館の管理運営

を行っている。 
平成 25 年 4 月には、内閣府から認定を受け公益財団法人へ移行し、日本及び

他のアジア地域の女性の地位向上と男女共同参画社会の実現に向けて様々な活

動を展開している。 
 
2 フォーラムを取り巻く社会の状況  

～一層の男女共同参画社会の形成のための取り組みの必要性～ 

 
（１）国際的に遅れた我が国の男女共同参画の状況 

国は、平成 11 年に男女共同参画社会基本法を制定し、男女共同参画社会の実

現を 21 世紀の日本社会を決定する最重要課題と位置付けた。さらに同法に基づ

き、男女共同参画基本計画を策定し、現在は第 4 次男女共同参画基本計画に基

づき、様々な取り組みを行っている。 
しかし、様々な取り組みにもかかわらず、人々の固定的性別役割分担意識は

いまだに根強い。また、近年改善傾向にはあるものの、出産・育児等により就

業を中断する女性が多いなど、依然として多くの課題が解決できていない。 
また、各国の社会参加などにおける男女格差を示す指標で、世界経済フォー

ラムが毎年公表しているジェンダー・ギャップ指数（GGI）において、日本は

世界 144 カ国中 114 位（2017 年）となっている。その理由として「健康と生存」

の項目については評価が高いが、「経済活動の参加と機会」と「政治への関与」

の項目の評価がきわめて低いことがあげられ、いまだに指導的地位に就く女性

が少ない。 
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同指数において多くのアジア諸国では、日本より上位で、フィリピンの 10 位

を最高に、バングラデシュが 47 位、モンゴル 53 位、ラオス 64 位、シンガポー

ル 65 位、ベトナム 69 位、タイ 75 位などが上中位に属しているが、韓国は 118
位で日本と同様に極めて低い順位にある。 
 

（２）女性の活躍と男女共同参画社会実現に向けた取り組み 

平成 27 年 9 月、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（いわゆる

女性活躍推進法）が公布及び施行された。全ての女性がその生き方に自信と誇

りを持ち、自らの意思によりその個性と能力を十分に発揮することにより、職

場・家庭・地域等あらゆる場面において活躍できることが重要である。また、

固定的な性別役割分担意識が根強く残っている状況の中、女性の活躍を推進し

ていくことは、男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる多

様性に富んだ豊かで活力ある男女共同参画社会づくりに必要不可欠である。 
一方、北九州市が実施している「男女共同参画社会に関する意識調査」（以下

「市民意識調査」という。）によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」とい

う固定的役割分担の考え方については、肯定的な考え方を持つ人の割合は減少

傾向にあるものの、約 4 人に 1 人（男性は約 3 人に 1 人）が肯定派である。ま

た、女性が職業を持つことについては、「子どもができたら職業を中断し、子ど

もに手がかからなくなって再び持つ方がよい」という「再就職型」が 5 割以上

を占めており、これらのことからも北九州市においても性別による固定的役割

分担意識がいまだに根強く残っている状況である。 
 
（３）見過ごせない配偶者等からの暴力被害等の状況 

 平成 27 年 3 月に内閣府が公表した「男女間における暴力に関する調査報告」

によると、配偶者からの暴力被害の経験がある人は約 5 人に 1 人（女性は約 4
人に 1 人）となっている。 
本市においても、市民意識調査によると、配偶者や恋人などからの精神的暴

力は約 3 人に 1 人、身体的暴力については約 5 人に 1 人に被害経験がある。ま

た、暴力被害にあった時の相談先として、約半数の人がどこにも相談していな

い状況である。 
  
 
 このような社会の状況を鑑みると、より一層、女性の地位向上や男女共同参

画社会の実現に向けた取り組みを進めていく必要がある。 
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3 第１期実施計画の取り組み 

  
フォーラムは平成 25 年 4 月、平成 25 年度から 29 年度を計画期間とする第１

期実施計画を策定した。 
この計画は、公益財団法人への移行にあわせ、公益性の高い不特定多数の利

益の増進に寄与する公益目的事業に計画的に取り組んでいくため策定したもの

である。 
 第１期実施計画の主な取り組み実績は次のとおりである。 
 
（１） 事業活動における主な取り組み実績 

①調査・研究事業 
KFAW 研究員及び客員研究員によって、ジェンダーや男女共同参画に関

する調査研究を行うとともに、研究報告会の開催や研究誌の刊行によって研

究成果を発信した。 
また、北九州市及び近郊の大学等に所属する主としてジェンダー問題を研

究する研究者が、相互に研究活動の報告、意見交換、助言等を行う KFAW
アジア研究者ネットワーク活動を行った。合わせて、その研究成果を市民に

紹介する市民向けセミナーを開催したほか、大学生・高校生のためのキャリ

ア形成プログラムや製造業における女性活躍推進プログラムの開発を行っ

た。 
 
②交流・研修事業 

    日本とアジア地域の女性たちが抱える問題をともに考え、相互理解と国際

協力を通じて女性のエンパワーメントを図るため、国内外から専門家を迎え

「アジア女性会議―北九州」を開催したほか、在日海外領事館の領事等によ

る国際理解セミナーを開催した。 
    また、海外のジェンダー関連組織に共通する課題の解決や女性の地位向上、

恒常的なネットワークの形成を目指して、韓国・仁川広域市やベトナム・ハ

ノイの女性団体等と交流を深めるとともに、地域のリーダー育成等を目的と

してスタディーツアーを実施した。 
     

③情報収集・発信事業 
    情報誌『Asian Breeze』の発行、海外通信員、ホームページ、Facebook

などを活用しながら、女性に関する情報やフォーラムの活動についての情報

を収集・発信した。 
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④国際研修事業 
   開発途上国における女性のエンパワーメントの向上や男女共同参画社会

の実現に向けたジェンダー主流化の政策立案、推進が可能な行政官を育成

するため JICA 九州からの受託事業として、国際研修を実施した。従来は年

1 回の実施であったが、研修要望国が増えたため、平成 28 年度からは年 2
回の実施に増やした。 

 
⑤指定管理事業（ムーブ、両レディス） 
男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画講座、就業支援講座、生

活技術講座など男女共同参画事業、市民活動支援連携事業、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツ事業を実施するともに、ムーブフェスタを開催した。 
心の問題や生き方、性別による人権侵害等について、相談員がジェンダー

の視点に立って相談に応じたほか、図書・資料等の収集及び提供や、情報誌

『ムービング』、書誌情報誌『カティング・エッジ』の発行などを行った。 
また、「ムーブ・レディス事業企画委員会」を設置し、拠点施設 3 館を有

機的に連携させながら、男女共同参画に資する講座や講演会など各種事業を

実施した。 
 
（２）法人経営における主な取り組み実績 

①理事会・評議員会の開催 
 理事会及び評議員会等を開催し、事業計画や決算等の承認、理事長及び専

務理事の職務執行状況の報告並びに理事、評議員の選任など、公益財団法人

の運営の根幹となる重要事項の決議等を行った。 
 
  ②成果指標や評価体制の確立 

外部委員で構成する評価委員会を設置し、主要事業について PDCA サイ

クルによる評価を実施した。 
 

③経営安定化に向けた取り組みの推進 
   基本財産を運用リスクの低い国債、地方債で運用するとともに、JICA か

らの国際研修事業を継続的に受託し自主財源の確保に努めた。また、多く

の方々とのネットワーク拡大や財政基盤の強化を図るため、賛助会員の加

入促進に努めた。 
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Ⅲ 主な課題 

  これまで様々な取り組みを行ってきたが、現時点では次のような課題があ

げられる。 
 
1 より一層の市民への還元 

 
フォーラムは、幅広い国際的なネットワークや蓄積を活かし、国際的な最新情

報と動向、研究成果を情報提供することで地域や市民に還元してきた。特に、男

女共同参画に関する課題については、北九州市や国内の視点では見えていなかっ

たものを、国際的な広い視点から見ることによって課題を明らかにすることがで

きる。また、デート DV 予防啓発のためのプログラム開発やキャリア形成のため

のプログラム開発などによって、その成果を若い世代に還元することができる。 
一方、フォーラムの設立目的や公益財団法人として、またその財源の多くが市

からの補助金等であることから、今後とも調査研究などの事業を通じて、本市の

男女共同参画を促進し、より一層市民への還元を図っていく必要がある。 
 
2 市民参加の視点からの国際交流事業の充実 

 
JICA 研修生、海外通信員など幅広い国際的なネットワークに加え、ジェンダ

ー関連機関と交流協定等を締結し、恒常的なネットワーク構築に努めるとともに、

国際的な視点からジェンダー問題の理解を促進するため、国際理解促進事業を展

開してきた。今後は、市民参加をより意識し、直接的に「まなびあう」「ふれあう」

「たすけあう」機会を提供できるよう国際交流事業を充実する必要がある。 
 
3  働く女性のエンパワーメント 

 
これまで、ムーブ、両レディスで、働く女性のために、就業支援や次世代リー

ダー養成を行ってきた。減少する生産年齢人口を補うとともに、新しい発想によ

るイノベーションを図るためには、潜在力の最たるものである「女性」の活躍の

促進が鍵となる。そのため、働く女性のエンパワーメントを行う事業の一層の充

実に努める必要がある。 
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4  次世代育成と男性の意識改革 

 
フォーラム、ムーブ、両レディスの事業を行うにあたっては、これまで若い世

代や男性の参加を促すためのさまざまな工夫を行ってきた。今後はこれまで以上

に、次代を担う若い世代が若い頃から男女共同参画を理解することができるよう

な事業や、男性にとっての男女共同参画の理解を深めることができるような事業

の展開が重要である。 
 
5  DV防止等に向けた取り組みの実施 

 
本市の市民意識調査では、DV の被害者は、被害を受けても約半数の人がどこ

にも相談していないという状況であり、今後、DV 予防に向けた啓発及び相談窓

口の周知が必要である。 
 
6  効率的・効果的な事業の実施 

 
市の行財政改革に伴って、これまで以上に市からの派遣職員や補助金等の削減

が求められている。また、平成 29 年 11 月には、市が「当財団のあり方」を示し

ており、事業の選択と集中や、効率的・効果的な運営のための実施事業や管理運

営手法などの見直しが求められている。 
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Ⅳ 事業の目指すべき方向 

1 市の政策課題を踏まえた調査研究及び研究成果の市民への還元 

   
市の政策課題である「北九州市男女共同参画基本計画」の重点取り組みも踏ま

えた調査研究を行うことができるよう、テーマの設定方法について工夫していく。

また、外部の研究者を積極的に活用して、調査研究のより一層の充実を図るとと

もに、研究報告会などにおいて、研究成果をわかりやすく市民へ発信し、幅広い

参加者に高い満足度を得ることができるよう努めていく。 
 
2 国際的先見性のある議論の場の提供と市民のジェンダー問題に対する理解

の促進 

   
平成 28 年に開催した「第 27 回アジア女性会議―北九州」では、前年の国連サ

ミットで採択された SDGsという国際的先見性のあるタイムリーなテーマを市民

に提供することができた。今後もアジアを中心に世界のジェンダー問題について、

時代にマッチしたタイムリーなテーマを選定して、国際的、先駆的議論の場を提

供していくとともに、市民のジェンダー問題に対する理解を促進していく。 
 
3 就業をはじめあらゆる分野での女性のエンパワーメント 

 
 女性の地位向上や男女共同参画の推進を目指し、働く女性をはじめあらゆる分

野での女性のエンパワーメントを推進する事業を積極的に実施する。 
 特に北九州市では、人口減少や少子化で労働力が減少しており、女性を活用す

ることにより経済社会の活性化につなげていくためには、就労支援事業やキャリ

アアップ支援事業に重点的に取り組む必要がある。また、事業実施にあたっては、

拠点施設であるムーブ・両レディスの有機的連携や、女性の“はたらく”をワン

ストップでサポートする「ウーマンワークカフェ北九州」との連携を図っていく。 
 

4 次世代育成及び男性の視点からの男女共同参画の推進 

 
 「男女共同参画の推進は誰もが暮らしやすい社会の実現につながる」という意

義を広く啓発することが重要である。 
 その上で、次代を担う若い世代が男女共同参画を理解し、将来を見通して自己

形成ができるよう、若い世代の男女共同参画事業等への参画を促進するとともに、

男性に対しては、男性自身の固定的性別役割分担意識の解消を図り、地域活動や

家庭生活への参画を促進するための各種事業を積極的に展開する。 
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5 DV予防・啓発等の強化 

 
DV 等の女性に対する暴力を許さない社会をつくるため、DV 等の予防・啓発事

業の実施、相談窓口の周知、関係機関の緊密な連携などの強化を図っていく。 
 

6 効率的・効果的な事業の実施 

 
市が示した「当財団のあり方」を基本として、事業の実施方法及び予算の見直

しの検討を行う。また、今後、フォーラムとムーブ、両レディスが一体となった

事業を展開していくため、公益事業 1 と公益事業 2 の統合に向けた検討を進める。 
 
 
 
Ⅴ フォーラム、ムーブ、両レディス事業の重点実施計画 

  （平成 30年度～平成 32 年度） 

基本方針及び事業の目指すべき方向性を踏まえて、フォーラム、ムーブ、両レ

ディスが今後重点的に取り組むべき事業の実施計画を別紙のとおり定める。 



Ⅴ 【別紙】フォーラム・ムーブ・両レディス事業の重点実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

項目 取り組み実績 現状と課題 今後の取り組み 

フォーラム調

査・研究事業 
調査・研究基盤を強化するために、フォーラムの研究

員や客員研究員による調査・研究のほかに、平成 21 年

度に KFAW アジア研究者ネットワークを立ち上げ、

KFAW 研究者のネットワークの拡大を図った。 
 
 
 
 

 
 
 
本市の男女共同参画を推進するために、デート DV 予

防教育のプログラム、大学生・高校生を対象としたキャ

リア形成プログラム及び製造業における女性活躍推進

プログラムを開発し、出前講演を行った。 
 

 平成 29 年度から主席研究員が不在となった。

今後も限られたフォーラムの研究スタッフ体制

により、研究体制を確保するためには、客員研

究員研究の継続やKFAWアジア研究者ネットワ

ークの運営により、フォーラムが連携・協働で

きる研究者のネットワークを充実していくこと

が必要である。                                        
 
 
 
 
 プログラムの開発及び出前講演を通じて、本

市の企業や高校生・大学生を対象に男女共同参

画の浸透を図っている。 
 プログラム開発にあたっては、常に男女共同

参画に関する本市の現状と課題を認識しておく

ことが必要である。 
 

【研究体制の強化】 
①限られたフォーラムの研究スタッフ体制の中で、客員研究員制度の継続実施や KFAW アジア研究者

ネットワークの運営などにより、市民に還元できる研究活動を行う。                          
②客員研究員やアジア研究者とのネットワークは、「アジア女性会議－北九州」、情報誌の発行、JICA
研修などフォーラム主要事業の実施に不可欠であり、一層のネットワークの緊密化を図っていく。 
③客員研究員による研究にあたっては、本市の市民・企業を調査対象に加えるなど本市の男女共同参画

社会の実現に貢献できる内容とすることを目指す。                                                                                                                                                      
④国連をはじめとする国際的な最新情報と動向、調査研究や国際交流等の成果を、地域や市民にわかり

やすく発信し、本市の男女共同参画の推進に努める。 
 
【プログラム開発による男女共同参画の推進】 
⑤研究者のネットワークを活用して、男女共同参画を進めるためのプログラム開発などを行い、本市の

男女共同参画の推進に努める。 
⑥さまざまな分野での女性の活躍を念頭におきながら、男女共同参画に関する市政の課題に基づき、市

民に還元できるプログラムの開発を継続して行うとともに、既存プログラムの出前講演を行うことで、

男女共同参画の浸透を図る。 

フォーラム交

流・研修事業 
 「アジア女性会議―北九州」については、若い世代の

関心のあるテーマの設定として「女性の働き方」、「女性

の活躍推進」、「SDGs」のような課題を取り上げ、市民

へ問題提起を行った。 
 
 
 
 
 
 
 アジア諸国やアジアのジェンダー問題の理解のため、

国際理解促進事業として、ワールドリポートや領事館シ

リーズの開催、スタディツアーを実施した。 
 特に、ワールドリポートにおいては、大学生と協働し

てセミナーの企画・運営を行う等、若者の参加を促進す

る取組みを行った。 
 
 
 

  「アジア女性会議―北九州」はフォーラムの

主要事業であり、「ジェンダー」「アジア地域を

中心とした国際的視点」をキーワードに、一歩

進んだ、女性の地位向上、男女共同参画社会の

形成の推進に資する内容とする必要がある。そ

のため、常日頃から、情報収集に努め、内容の

ある会議にする必要がある。男性や若者が参加

しやすいテーマ提供やプロモーションを行う必

要がある。 
 
 国際的な視点からジェンダー問題の理解を促

進するため、これまでの国際理解促進事業に継

続して取り組む。 
 参加者の固定化が懸案されるため、若者や働

く男女などの新たな層を取り込むことが必要で

ある。 
 
 
 

【「アジア女性会議―北九州」の充実】 
①「アジア女性会議―北九州」については、フォーラムの国際的なネットワークと蓄積を活かし、アジ

ア地域を中心に世界のジェンダー問題について国際的、先駆的議論の場を提供し、女性の地位向上及び

男女共同参画社会の形成の推進に資する内容に取り組む。 
 
 
 
 
 
【国際理解の促進】 
②アジアやその他の国々のジェンダー問題の理解を促進するために、引き続きセミナーの開催やスタデ

ィツアーを実施し、市民学習・交流の場を提供する。 
③若者や働く男女などの新たな層を取り込むため、市民参加型の事業の展開、効果的な広報手段、他機

関との共同実施等様々な手法を検討する。 
 
 
 
 
 



Ⅴ 【別紙】フォーラム・ムーブ・両レディス事業の重点実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

項目 取り組み実績 現状と課題 今後の取り組み 

【韓国との交流】                                
平成 24 年に仁川女性団体・北九州市女性団体交流会

を開催、第 24 回アジア女性会議へ仁川女性家族財団政

策研究室長の招へい、平成 26 年に北九州市女性団体が

韓国訪問を行った。 
 
【ベトナムとの交流】                                

平成 25 年度からハノイ女性連盟と交流を続け、第 26
回アジア女性会議でハノイ女性連盟副会長を招へいし

同時に女性連盟役員を交え北九州市女性団体と交流会

を実施した。平成 28 年はハノイ女性連盟の協力でハノ

イスタディツアーを実施した。 
 
【JICA 研修】 
「行政官のためのジェンダー主流化政策」研修は、JICA
九州国際センターと平成 24 年まで随意契約であった

が、25 年度より 3 年ごとの「JICA 参加意思確認公募」

で審査を受けることになり、28 年度から引き続き受託

者と認定された。公募の際、長年の研修実績が加味され、

「特定者」として採択条件で優遇されている。 
                                      

【韓国との交流】                                  
今後も両国間の情勢を考慮しながら交流を続

ける。  
 
 

                                     

【ベトナムとの交流】                                     
今後も双方の情報交換や課題共有を通じ交流を

続ける。 
 
 
 
 
【JICA 研修】 
「行政官のためのジェンダー主流化政策」研修

は、次回平成 31 年に「JICA 参加意思確認公募」

で審査を受けることになり、他業者との競合も

想定し、研修の独自性やタイムリーな課題の講

義の提供による研修員の満足度向上とフォーロ

ーアップなどを通じ帰国後のフォローにも取組

み、契約継続を目指す必要がある。 
 

【海外の機関等との恒常的なネットワーク構築】 
④現在つながりのある団体との情報交換などの交流継続、他の海外の諸都市との交流も含め、海外のジ

ェンダー関係機関等との恒常的なネットワークの形成を図り、アジアを中心とした世界のジェンダー問

題について理解を促進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【JICA 研修の受託】 
⑤「行政官のためのジェンダー主流化政策」研修では、当財団のネットワークを生かし、プログラム策

定、研修コーディネートのできる専門人材の確保を目指し、次回公募通過をめざす。 
 
 
 

フォーラム情

報収集・発信事

業 
 

 国内外に対して、広くフォーラムの活動を広報するた

めに、年 3 回、『Asian Breeze』を発行している。巻

頭言、誌上セミナー及び海外通信員の記事については、

常に国際的かつタイムリーなトッピックを選定し、読者

に最新の情報を発信し、満足度向上に努めてきた。 
 ホームページ・Facebook についても、多くの人の関

心を喚起するために、随時情報の更新を行った。 

 読者層の固定化が懸念されるため、新たな読

者層を取り込むことが必要である。そのために、

専門性を持ちつつ市民にも親しまれる内容を検

討する必要がある。 
 また、SNS を更に効果的に利用し、様々な世

代に情報が届くよう働きかける必要がある。 
 

【『Asian Breeze』の発行】 
①これまでの読者層に加え新たな読者を確保するために、専門性を持ちつつ親しみやすい誌面になるよ

う工夫する。具体的には、魅力ある執筆者の選定、最新の国際的なニュースや動向、市民が親しみやす

い記事の掲載などに努める。 
②『ムービング』『カティング・エッジ』との共同発行を検討する。 

 
【SNS の充実】 
③引き続きホームページや Facebook によるタイムリーな情報発信を行う。あわせて、他の SNS の機

能を活用して、若い世代への情報提供を図る。 
 
 
 
 
 
 



Ⅴ 【別紙】フォーラム・ムーブ・両レディス事業の重点実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

項目 取り組み実績 現状と課題 今後の取り組み 

ムーブ事業業

務 
 
 
 
 
 
 

 男女共同参画に対する理解の促進を目的とする、ムー

ブの中核となる男女共同参画事業、個人や団体など男女

共同参画社会の形成を目指すための自主的、創造的な活

動を支援する市民活動支援・連携事業、女性の多様な活

動を支えるための心と身体の健康保持に関する知識や

技術の習得機会を提供するリプロダクティブ・ヘルス／

ライツ事業、市民活動拠点としてのムーブの取組みを広

く発信するムーブフェスタを実施している。  
 
【男女共同参画事業】 
 女性のキャリアアップや就業継続、男性の介護や家事

参画など男女共同参画社会の形成を推進するための

様々な講座を実施している。近年は、「働き女子の夢を

かなえるキャリアアップ講座」（平成 23 年度から実施）

の修了生を対象とした「キャリアアップフォローアップ

セミナー」等を実施し、講座終了後のモチベーション維

持やネットワークづくりを図る新たな取組みを実施し

たほか、男性の家事参画につながる講座の充実を図って

いる。 
  
【市民活動支援・連携事業】 
従来からムーブサポーターやNPOなどさまざまな団

体と連携してきたが、新たな団体との連携にも取り組

み、プログラミング体験教室の実施や北九州市立大学と

ムーブフェスタでの連携などを実施した。 
 
【リプロダクティブ・ヘルス／ライツ事業】 
 新たな取組みとしてムーブ・レディスの 3 館連携事業

を実施し、広報を一括して実施することにより多くの方

への周知・参加につながったほか、広報費の削減等効率

的な事業実施にもつながった。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【男女共同参画事業】 
 女性活躍推進法の施行や働き方改革など社会

状況の変化も目まぐるしく、男性の家事参画に

つながる講座への受講希望が増えているなどの

受講生のニーズの変化も見られる。社会情勢の

変化に対応した柔軟な事業の企画が求められて

いる。 
 
 
 
 
【市民活動支援・連携事業】 

従来実施してきた連携の継続はもちろん、新

たな団体との連携にも積極的に取り組む必要が

ある。 
 
 
【リプロダクティブ・ヘルス／ライツ事業】 
 参加年齢層が高めに偏りがちであることか

ら、若い世代の参加を促す必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【男女共同参画事業】 
①社会情勢の変化を捉えつつ、受講生のアンケート結果なども踏まえ、男女共同参画社会の形成のさら

なる推進につながる、より充実した事業の実施に努める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【市民活動支援・連携事業】 
②ムーブフェスタの市民企画事業参加などをきっかけとして新たな団体との連携を図り、ムーブの基本

機能である「情報ネットワーキング機能」を高める。 
 
 
 
【リプロダクティブ・ヘルス／ライツ事業】 
③若い世代の参加を促すため、より幅広い層へ届くテーマ設定など事業の充実を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅴ 【別紙】フォーラム・ムーブ・両レディス事業の重点実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

項目 取り組み実績 現状と課題 今後の取り組み 

【ムーブフェスタ】 
 講演会などの主催事業、例年 100 を超える市民企画

事業の実施などにより、ムーブのメインイベントとして

定着し、期間中の来場者も 5 万人を超えるなど多くの市

民への男女共同参画意識の啓発につながっている。 
 
 
【相談事業】 
相談件数は例年、年間 4,500 件を前後しているが、新

規相談者が増加傾向にある。 
 

【ムーブフェスタ】 
 ムーブの定例のイベントとして利用者に親し

まれ定着しているムーブフェスタにおいて、メ

インとなる市民企画事業について、更なる改善

を図り、市民の男女共同参画事業の支援策とし

て検討する。 
 
【相談事業】 
新規相談者の増加は市民への広報の成果と思

われるが、相談の中には内容が深刻化、複雑化

し対応が難しい事例もあり、他機関との連携が

必要である。また、他機関とスムーズに連携す

るために、連携体制をより充実させる必要があ

る。 
 さらに、相談できていない DV 被害者には、

DV 相談窓口の広報・周知の方法を検討しなけ

ればならない。 
 

【ムーブフェスタ】 
④市民企画事業のより一層の充実を図ると共に、新たな市民参加の裾野を広げるため、より効果的な事

業の広報に努める。 
 
 
 
 
【相談体制・機能の充実】 
⑤相談室長と相談員で相談体制の整備を行い、他機関との連携をもとに機能の強化を図る。 
また、相談カード、リーフレットの作成、設置等でより積極的な広報を行う。 
⑥相談内容から見えてくるその時々の社会情勢を踏まえた講座等を開催して啓発を行うとともに相談

室の周知を図る。 
⑦相談業務については、両レディスの相談機能と連携した取り組みを行う。  
 
【自主グループ化等の促進】 
⑧講座終了後に受講生相互がネットワークづくりを自主的に行い、自立した活動ができるように支援す

る。また、グループが自立して自助グループにつながるよう、環境を整える。 

ムーブ情報業

務 
 
 
 
 

 男女共同参画関連図書やジェンダー問題に関する資

料の収集提供を行う特色ある図書室であるが、一般の図

書館としても位置付けられている。館内展示も随時工夫

をこらし、利用しやすい図書室になるよう取り組んでい

る。貸出数は年々増加している。 
 ホームページや Facebook、ムーブメールにより、ム

ーブの主要事業やイベント等情報を迅速で広範囲に提

供を行っている。アクセス数も年々増加している。 
 ジェンダー問題の解決に向けて調査・研究する市民グ

ループや研究者を助成する「ジェンダー問題調査・研究

支援事業」を毎年実施している。また、「男女共同参画

啓発冊子」など、ムーブ叢書を毎年発行するとともに、

ムーブの主要事業やイベント等の情報発信のための情

報誌「ムービング」及びジェンダー問題に関連する図書

の書評を掲載する「カティング・エッジ」をそれぞれ年

3 回発行している。 

 ムーブの図書室としての独自性を保ちなが

ら、より利用される図書室運営が必要である。 
 ホームページや Facebook、ムーブメールは共

に連携して、さらに情報を迅速かつ広域に提供

する必要がある。 
 近年「ジェンダー問題調査・研究支援事業」、

「ムーブ叢書」は、市民に身近なテーマを設定

しているが、今後も読みたくなるような工夫を

するとともに、本市の男女共同参画実現により

一層貢献できる内容とする必要がある。 
 「ムービング」、「カティング・エッジ」につ

いては、アンケート調査でも高評価である。引

き続き、内容の充実に取り組む必要がある。 

【図書業務の充実】 
①引き続き、ジェンダー関連の書籍の充実に加え、図書室内にムーブ事業で行う講座・講演会、特別週

間や季節ごとの展示コーナーを設けるなど環境を整えていく。また、お話し会を年に 2 回実施してい

く。 
 

【ホームページなどの SNS の強化】 
②今後も、ホームページや Facebook、ムーブメールともに連携して、講座情報等を迅速かつ広域に提

供していき、アクセス数や登録者数を増やす工夫をする。 
 

【調査研究事業体制の強化】 
③刊行物については、専門性に配慮しつつ、市民も興味がわく内容となるような工夫が必要である。ま

た、調査・研究支援事業や叢書等の編集・発行に当たっては、専門家の参加を検討し、より内容の充実

したものとする。 
 

【広報事業の充実】 
④今後も「ムービング」では、ムーブの事業内容と連携した特集を掲載し、「カティング・エッジ」で

は、ジェンダー問題最先端の情報を取り上げて行く。 
⑤『Asian Breeze』との共同発行を検討する。 
 



Ⅴ 【別紙】フォーラム・ムーブ・両レディス事業の重点実施計画（平成 30 年度～平成 32 年度） 

項目 取り組み実績 現状と課題 今後の取り組み 

レディス事業

業務 
 両レディスともに、「ジェンダー問題講座」、「DV・セ

クハラ防止講座」、「ワーク・ライフ・バランス推進事業」、

「子育て支援事業」、「男性セミナー」、「メディアリテラ

シー」、「生活支援事業」など男女共同参画支援事業を多

岐にわたり実施している。 
 また、フォーラムが指定管理者となった平成 23 年度

からは、より男女共同参画の視点から、講座の充実を図

った。 
 
 就業支援・キャリアアップ事業については、両レディ

スは雇用機会均等法に基づく施設であるとともに、これ

までの経緯からも、一番の柱となる事業である。 
 多数の資格取得事業、働く女性のためのキャリアアッ

プ事業、女性のための起業支援事業を実施している。 
 特に、就業支援については、出来るだけ就労に結びつ

くように、工夫して多くの講座を実施した。 
 
 友の会、施設利用者の会、施設ボランティアなどによ

る自主企画事業など、利用者による事業を実施してい

る。 
 また、主催事業についても、利用者の協力により少な

いスタッフで多くの事業が実施できている。 
 
 女性のための相談や法律相談などを実施している。 

 男女共同参画講座についても引き続き実施す

る。特に、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

やデート DV などの講座については、学校への

出前講座などで若い世代へ知識を広める必要が

ある。 
 
 
 
 
 受講希望も多く、継続して就業に結びつく就

業支援講座の開設が必要である。 
 ムーブと両レディスがそれぞれの良さを生か

しながら、連携した取り組みを検討する必要が

ある。 
 
 
 
 利用者と連携した取り組みを引き続き実施す

ることが必要である。 
 
 
 
 
 両レディスのみで完結するのではなく、ムー

ブをはじめ他の関係機関とも連携していく必要

がある。 
 

【男女共同参画事業】 
①両レディスとも、引き続き、「男女共同参画」を取り巻く状況、社会情勢の変化を捉えつつ、受講生

のアンケート結果なども踏まえ、男女共同参画支援講座を実施する。 
 また、両レディスからもムーブフェスタへの参加やムーブ・レディス映画祭など、３館が協働できる

事業については、引き続き連携して取り組む。 
 
 
 
【就業支援講座の充実】 
②就業支援講座については、両レディスの柱となる事業であり、社会情勢や受講者ニーズを見ながら、

より就業に結びつく事業へと充実させる。 
 特にレディスは、地域に根ざした男女共同参画施設として受講者ニーズを掘り起こすことで的確な就

業支援を行う。 
 
 
 
【利用者と協働した事業の実施】 
③両レディスの利用者等と協働した取り組みを引き続き行い、市民参加型の館の運営を図る。 
 
 
 
 
【相談事業】 
④相談業務については、ムーブの相談機能と連携した取り組みを行う。 
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