
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★申込み・問合せ★ 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 事業課 

〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11－4 TEL （093）583-3939  FAX （093）583-5107 

ムーブフェスタの募集案内・申込書のダウンロードはこちら→ http://www.kitakyu-move.jp/ 

ムーブのFacebookページでイベント案内をはじめ、色々 な情報を発信しています。 アクセスはムーブホームページから。 みなさまの「いいね！」をお待ちしています。 

 

≪事前説明会開催日程≫ 

2019年３月２日（土） 
≪開催時間≫ 

・サマーカーニバル、フリーマーケット 10：00～10：50 

・助成対象企画、学生企画、一般企画 11：00～12：00 

≪会場≫ 

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ ５階 大セミナールーム 
 

①  会場利用料、設備、器具使用料は原則無料です。 

ただし、備品・駐車場の利用には制限があります。 

また、ホール利用事業で来場者が300人以下の場合は、来年度のムーブフェスタ 

でのホール利用をお断りさせていただきますので、ご了承ください。 

②  男女共同参画に関する事業には厳正なる審査の上、事業費の一部を助成します。 

（学生企画の場合、全額助成 ※上限金額あり ) 
※ただし、審査の結果、助成できない場合もありますので、ご了承ください。 

③  事業の広報を支援します。 

・ムーブフェスタ2019リーフレットへの事業掲載 

・各事業のチラシ・ポスターをムーブ内に掲示 
（場所や期間等はご希望に添えない場合があります） 

④  打ち合わせのための会場を利用できます。 

７月中、グループ活動室が利用できます。 

◇参加事業支援のポイント◇ 

北九州市立男女共同参画センター・ムーブでは、毎年７月に「ムーブフェスタ」を開催

いたします。 

「市民企画事業※」はムーブフェスタのメインとなる事業で、市民の皆様がフェスタ期間中

にムーブ内の施設を利用して、自ら企画・実施する手作りの事業です。 

男女共同参画社会の実現に向けた事業、自主的な活動発表など、個人・グループ相互の

情報交換と交流を支援します。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

※市民企画事業の種類は企画事業・フリーマーケット・サマーカーニバルです。詳しくは中面をご覧ください。 

 

 

期間 ２０１９年７月６日（土）～７月２７日（土） 

 

説明会への参加がない 

場合、原則として応募が 

できませんので、必ず 

ご参加をお願いいたします。 



 

 

 

３月 ３／２（土） 市民企画事業 事前説明会 ムーブ５階 大セミナールーム 

 サマーカーニバル・フリーマーケット 10：00～10：50 

 助成対象企画・学生企画・一般企画 11：00～12：00 

３／１９（火） 申込み受付締切（１７：００まで） 

３月末頃 ムーブフェスタ２０１９実行委員会による事業審査 

４月 ４／６（土） 助成対象企画・学生企画 会場抽選会（該当団体へのみ連絡します） 

１０：００～ ムーブ ５階 大セミナールーム 

４／１３（土） 一般企画 会場抽選会（該当団体へのみ連絡します） 

１０：００～ ムーブ ５階 大セミナールーム 

４／２０（土） サマーカーニバル事前打ち合わせ 

１０：００～ ムーブ５階 大セミナールーム 

フリーマーケット公開抽選会 

１４：００～ ムーブ５階 大セミナールーム 

中旬頃（予定） 審査結果決定通知送付 

５月 ５／１２（日） 事業説明会（助成対象企画・学生企画・一般企画申込者のみ参加） 

１０：００～ ムーブ５階 大セミナールーム 

６月 随時 ホール、交流広場(音響装置を利用する場合)の利用の事業については、ホール

担当スタッフと舞台・照明・音響について、１～２回打合せをしていただきます。 

７月 ７／６（土） 

～２７（土） 

市民企画事業の実施 

８月 ８／３１（土） 事業報告書・決算書提出締切 

※期日までに提出していただけない団体については、今後の参加を 

お断りすることがありますので、ご注意ください。 

 

●利用期間 ２０１９年７月６日（土）～２７日（土） 

・月曜日を除く 

・右記カレンダー参照 

※   の日は利用できません。 

●利用時間 火～土曜日 ９：３０～２1：００ 

日曜日 ９：３０～１７：００ 

（※準備・片付けの時間を含む） 

 

●実施場所  北九州市立男女共同参画センター・ムーブ内の各施設（別紙の会場図参照） 

●参加資格  主として北九州市内を中心に活動している（あるいは、今後活動しようとする）グループ・  

団体または個人。年齢・性別は問いません。 

●申込み方法 「市民企画事業参加申込書」（様式１または２）に必要事項を記入し、 

① ホームページ（http://www.kitakyu-move.jp/）から様式をダウンロードの上、メール  

② ＦＡＸ    ③ ムーブ事業課に郵送   ④ ムーブ事業課に持参  

①～④いずれかの方法でご提出ください。※メールでのお申込みが特におすすめです。 

 

申込締切 2019年３月19日（火） １７：００必着 
（※①～④いずれの提出方法も17：００必着。締切以降はいかなる場合も受付しませんのでご注意ください。） 

 

 

 ＜７月＞ 

日 月 火 水 木 金 土 

６ 
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●申込みから事業実施までのスケジュール 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

会場 参加者人数 経費 上限金額 
ホール 300人以上 20万円以上かかる場合 最高 10万円まで 

大セミナールームまたは複数の施設 100人以上 14万円以上かかる場合 最高 7万円まで 
小セミナールーム、企画ルームなど上記以外  10万円以上かかる場合 最高 5万円まで 

 

 

 

 

 

●事業の種類（①企画事業 ②フリーマーケット ③サマーカーニバルから選んでください） 

 

① 企画事業 
●募集事業内容例● 

講座、講演会、シンポジウム、ワークショップ、交流会、演劇、楽器演奏などのコンサート、絵画、

書道などの芸術作品展示など。ただし、ホール利用事業は参加者が300人以上見込めるもの。 

【助成対象企画】 
男女共同参画社会の形成の推進に効果的な内容の事業。（下記★を参照） 

【学生企画】 
学生を中心に活動を行っている団体で、男女共同参画社会の形成の推進に効果的な内容の事業。 

(下記★を参照) 

【一般企画】 
上記以外のもので、市民企画事業としてふさわしい事業。 

 

② フリーマーケット 
ムーブフェスタ期間中、１階交流広場内にて開催。出店者・団体を募集。 

●参加料（１スペース） 一日あたり 1,000円。 

 

③ サマーカーニバル 
７月２０日（土）１階交流広場にて開催。 

特設ステージで踊りや楽器演奏などの発表をする参加者・団体を募集。 

 

 

★助成金対象外の経費について 
事業にかかるすべての経費のうち、以下のものは助成対象経費になりません。 

様式1-3予算書のＡ<団体メンバー(スタッフ)にかかる支出> 

・主催団体のメンバー謝金、交通費、会食費、昼食代、飲み物代、備品代・フェスタ協賛金 

・上記以外でも、審査の結果助成対象として適当でないものは、助成対象経費とならない場合 

があります。 
 

★助成金限度額 
助成対象企画の選定および助成金額については、ムーブフェスタ2019実行委員会が行う審査会 

で決定します。 

※ただし、全体の経費から、様式1-3予算書のＡ〈団体メンバー(スタッフ)にかかる支出を除い

た経費(予算書のＢ)〉の２分の１を助成金限度額とし、下記のとおり上限があります。 

また、学生企画については、助成対象経費の全額（ただし上限１０万円）となります。 

★企画事業で助成が受けられる要件 
ムーブフェスタ２０１９実行委員会が行う審査会で「男女共同参画社会の形成の推進」に効果

的な内容と判断した場合は、助成金が交付されます。（学生企画の場合、全額助成。ただし上

限金額あり）交付されなかった団体は、一般企画としての参加となります。 

４月中旬頃（予定）に審査結果と決定通知を送付します。 



 

●事業決定の条件 

①ムーブフェスタ期間中、主催事業に必ず1つ以上ご参加ください。 

②助成対象企画・学生企画・一般企画は、事業風景の写真を必ずご提出ください。 

（デジカメで撮影し、紙に印刷したものも可） 

③当日は、内容の確認や会場の写真撮影等のためムーブ職員２名の入場をご了承ください。 

（入場料有料の場合も含む） 

 

●注意事項 
1 会場について 

・ ホールを利用する事業で、来場者が300人以下の場合は、来年度のムーブフェスタでのホール利用 

をお断りさせていただきますので、ご了承ください。 

・ ＯＡルームはご利用になれません。 

・ フィットネスルームは、個人利用日にはご利用いただけません。 

【個人利用日】 フィットネスルーム…月・水・金・日曜日 

・ 料理室以外では火気を使用できません。 

・ ホール・交流広場以外では、楽器の演奏等はできません。 

 

２ 事業内容について 

・ 以下のような事業は、市民企画事業として参加できません。 

① 特定の人しか参加できない（一般参加を認めていない）事業 

② 営利を目的とした事業または営利を目的とした団体が行う事業 

③ 特定の宗教または政治活動にかかわる事業 

④ 暴力団または暴力団と密接な関係を有する団体等が行う事業 

⑤ その他、施設内での実施が困難であると判断される事業 

 

３ 事業の決定について 

・ 事業の日時・会場は４月中旬頃（予定）にお送りする決定通知をもって最終的に確定します。 

・ 広報やチケット販売などは決定通知受取以降にお願いします。 

・ チラシ・チケットなどの原稿は、必ず印刷前にムーブの承認を受けてください。 

（上記承認を受けた事業のチラシ・ポスターのみムーブ内で掲示します。） 

 

４ 設備・備品について 

・ ムーブの設備・備品以外の持ち込みを希望する場合は、あらかじめご相談ください。 

・ ホール、大・小セミナールーム、交流広場の機材の設営は、ムーブの音響スタッフが行います。 

 

必ずお読みください。 下記の●事業決定の条件および●注意事項を守らない場合は、来年度の
参加をお断りさせていただきますのでご注意ください。 
 

 

★ムーブへの交通アクセス★ 

●JR西小倉駅より 徒歩約20分 

●西鉄バス「ソレイユホール・ムーブ前」下車 

●都市高速 大手町出口／勝山出口 

●地下駐車場 100台収容（30分毎 100円） 


