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令和３年６月市議会定例会議 
  

文教福祉常任委員会資料 
 

議案第９２号  専決処分承認の件 

（専決第９号）令和３年度福島市一般会計補正予算（第２号）・・・・ ２頁 

 

議案第７５号  福島市子どものえがお条例制定の件 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４頁 

 

議案第７７号  福島市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例等の一部を改正する条例制定の件 ・・・・・・・ ９頁 

 

議案第７８号  福島市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の 

基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 ・・・・・・・・・１４頁 
 

議案第６８号  令和３年度福島市一般会計補正予算（第３号）・・・・・・・・・・・１６頁 

 

議案第９３号  令和３年度福島市一般会計補正予算（第４号）・・・・・・・・・・・１８頁 

 
こ ど も 未 来 部 
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　○歳　　　　入 　○歳　　　　出

〈一般会計〉 （単位：千円） 〈一般会計〉 （単位：千円）

こども政策課 4,276,485 193,000 4,469,485 こども政策課 6,118,705 193,000 6,311,705

こども家庭課 203,961 0 203,961 こども家庭課 687,844 0 687,844

幼稚園・保育課 5,896,513 0 5,896,513 幼稚園・保育課 8,875,770 0 8,875,770

計 10,376,959 193,000 10,569,959 計 15,682,319 193,000 15,875,319

区　 　  分 補正前の額

議案第９２号　　　専決処分承認の件　　　

（専決第９号）　　令和３年度福島市一般会計補正予算（第２号）　　　

課　　別　　明　　細

補正額 計 区　   　分 補正額 計補正前の額



-3-議案第９２号　　　専決処分承認の件
（専決第９号）　　令和３年度福島市一般会計補正予算（第２号）

款 項 目 事  業  名 補正額 国  庫
支出金

70 ３ ２ ２

～ 民生費 児童福祉費 児童措置費 子育て世帯生活支援 193,000 193,000 - - -

71 特別給付金給付事業費

説　　　　明

〇新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
   中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏ま
   えた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援
　 特別給付金を支給するもの。

◆財源　国10/10

★事業内容
  （１）支給対象（ひとり親世帯）
　 ➀児童扶養手当の支給を受けている者 （申請不要）
　 ➁公的年金等の受給により児童扶養手当の支給を
　　　受けていない者 （申請必要）
　　　※児童扶養手当の所得制限限度額を下回る者に
　　　 　限る
　 ➂家計が急変し直近の収入が児童扶養手当の対象
　　　となる水準に下がった者 （申請必要）
　（２）対象児童
　　　１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間
　　　にある児童（障害児の場合は２０歳未満）
　（３）支給額
　　　児童１人あたり一律50,000円

こども政策課
（単位　千円）

議案
書頁

財　　源　　内　　訳

県支出金 その他 一般財源
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議案第７５号 福島市子どものえがお条例制定の件 

 

こども政策課 

【議案書１９頁】 

 

１ 条例制定の趣旨 

魅力ある子育て環境の整備により、子どもが「福島市に育ってよかった」と誇りを持ち、「子育てするなら福

島市」と称されるよう、子どもの育ちを支援するための基本理念を定め、市と地域社会の役割を明らかにし、市

全体で子ども・子育て支援のための施策を総合的・継続的・安定的に推進することにより、福島市に子どものえ

がおあふれる社会を実現することを目的とする。 

 

２ 条例の概要 

（１）地域社会全体で子どもの育ちを支援するための基本理念を規定。 

（２）地域社会の役割を、市、保護者、育ち学ぶ施設のほか、地域住民等、事業者、子どもそれぞれについて 

規定。 

（３）基本理念に基づき、総合的、継続的、安定的に推進する本市の子ども・子育て支援の基本的な施策の方向

性を規定。 

（４）子ども・子育て施策を推進するための取り組み（子ども・子育て支援事業計画の策定など）を規定。 
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３ 条例の構成 

項目 内容 

＜第１章 総則＞ 

第１条 【目的】 

 

 

 

 

第３条 【基本理念】  

 

 

 

 

 

 

 

➀魅力ある子育て環境の整備により、子どもが「福島市に育ってよかった」と誇りを持ち、「子 

育てするなら福島市」と称されるよう、子どもの育ちを支援するための基本理念を定め、 

市と地域社会の役割を明らかにし、市全体で子ども・子育て支援のための施策を総合的、 

継続的、安定的に推進し、福島市に子どものえがおあふれる社会を実現すること。 

 

➀差別や虐待などを受けることなく、安心して生きていくことができ、一人の人間として尊重  

されること。 

➁健やかに育つために最善の方法・幸せが追求され、自己肯定感が育まれる環境がつくら 

れること。 

➂学びを通し成長するとともに、社会で生活する能力を身に付けること。 

➃一人ひとりの個性や可能性を伸ばすことができる環境がつくられること。 

➄地域社会が互いに連携しながら、それぞれの役割を果たしていくこと。 

＜第２章 地域社会の役割＞ 

第４条 【市の役割】  

 

 

 

第５条 【保護者の役割】   

 

 

 

➀子どもと子育てへの支援体制をつくること。 

➁地域社会が連携して、役割を果たせるように調整を図ること。 

➂子どもと子育てへの支援に必要な財政上の措置を行うこと。 

 

➀子育てにおいて最も大きな役割があり、生活に必要な習慣を身に付け、心身ともに健やか 

に成長できるように深い愛情を持って子育てを行うこと。 

➁体罰や虐待を行わないこと。 
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第６条 【育ち学ぶ施設の役割】 

 

 

 

第７条 【地域住民等の役割】  

 

 

第８条 【事業者の役割】  

 

 

第９条 【子どもの役割】  

➀年齢や心身の発達に応じ、主体的に学び育つことができるように支援すること。 

➁集団生活を通じ、豊かな人間性と社会性を身に付けることができるように支援すること。 

➂保護者が安心して子育てができるように支援すること。 

 

➀子どもと子育てに積極的に関わりを持つこと。 

➁見守りなどにより、安全で安心な地域づくりを行うこと。 

 

➀仕事と子育てとを両立することができる職場環境を整えること。 

➁地域社会で行う子どものための活動に協力すること。 

 

➀命の尊さを知り、自分自身を大切にし、人を思いやる心を持ち、互いに助け合うこと。 

＜第３章 基本的な施策の方向性＞ 

第１０条 【子どもの成長に応じた切れ目 

のない支援】  

 

第１１条 【子ども及び保護者からの相談 

への対応】  

 

第１２条 【子どもの居場所の確保】  

 

第１３条 【子どもの社会参加等の促進】  

 

第１４条 【保護者の居場所の確保】  

 

➀地域社会と連携して、誰もが安心して子どもを生み、育てることができるよう、妊娠、出産、 

子育てへの適切な支援を切れ目なく行う。 

 

➀関係機関と連携して、子どもや保護者が抱える不安、悩みを解消することができる相談 

体制をつくる。 

 

➀安心して過ごし、遊び、学ぶための居場所の確保を行う。 

 

➀主体性を大切にしながら、社会参加などの促進を図る。 

 

➀子育てを支援する拠点や保護者が交流することができる場を確保する。 
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第１５条 【子ども及び保護者の健康の 

増進等】 

 

第１６条 【教育・保育の質の向上】  

 

第１７条 【子どもへの虐待の予防等に 

関する取組】  

 

第１８条 【支援を必要とする子ども及び 

保護者への取組】  

 

第１９条 【生活環境の整備等の促進】  

 

第２０条 【多世代の交流の推進】 

➀子どもや保護者の健康の増進を図る。 

 

 

➀教育・保育の質の向上を図るとともに、子どもの豊かな人間性、創造性を育む。 

 

➀虐待の予防、早期発見や迅速な対応を行う。 

 

 

➀家族の状況などにより配慮を要する子どもや保護者を支援する。 

 

 

➀子どもや保護者が安全で安心して暮らすことができる生活環境を整備する。 

 

➀地域において子どもの育ちの支援となるよう多世代の交流を推進する。 

＜第４章 子ども・子育てに関する施策 

の推進＞ 

第２１条 【子ども・子育て支援事業計画】  

 

 

第２２条 【大学等との連携】  

 

第２３条 【普及啓発】  

 

 

➀子ども・子育て支援事業計画を策定する。 

➁子ども・子育て支援事業計画の点検、評価を行う。 

 

➀大学などと連携し、子どもと子育て支援施策にかかる課題の解決を図る。 

 

➀条例の趣旨を地域社会の全ての人が理解できるよう広く普及啓発を行う。 
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４ 条例の施行日  

公布の日から施行 

 

５ 条例制定による効果 

（１） 福島市の実状に即した子ども・子育て施策の基本的な方向性を示し、子育て環境整備に一層取り組むこと 

ができる。 

（２） 市と地域社会の役割を明確にすることで、地域社会全体で子どもと子育てを支援していくという市民意識

の醸成を図ることができる。 

（３） 子ども・子育て支援施策を市民と共創で取り組む根拠となり、総合的・継続的・安定的に推進することが 

できる。 

 

６ 参考 

＜これまでの経過＞ 

（１）福島市えがお条例検討委員会   （７回開催） 

（２）社会福祉審議会児童福祉分科会  （３回開催） 

（３）福島市えがお条例策定委員会   （３回開催） 

（４）福島市えがお条例策定委員会幹事会（３回開催） 

（５）パブリック・コメントを実施   （令和３年１月２１日～２月２２日） 
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議案第７７号 福島市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の 

一部を改正する条例制定の件（こども未来部所管分） 

幼稚園・保育課 

【議案書３０頁】 

 

１ 条例（一部改正）の趣旨 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等による、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準、及び

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正（施行日：令和３年７月１日）に伴い、所要の改正を

行うものである。 

 

２ 条例の概要 

（１）福島市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

児童福祉施設の設備（必要な設備等に関する基準）、運営（事業者が行わなければならない事項や留意す

べき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準）に関する基準を定めている。 

（２）福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

家庭的保育事業等の設備（必要な設備等に関する基準）、運営（事業者が行わなければならない事項や留

意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準）に関する基準を定めている。 
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３ 条例改正の主な内容 

 （１）福島市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正（第９条関係） 

  ・事業者等の業務負担軽減等を図るために、第５章 雑則、第４１条（電磁的記録）を新設し、事業者等に 

おける諸記録の作成、保存等について、電磁的記録による対応を認めるもの。 

（２）福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正（第１０条関係） 

 ・事業者等の業務負担軽減等を図るために、第６章 雑則、第４９条（電磁的記録）を新設し、事業者等に 

おける諸記録の作成、保存等について、電磁的記録による対応を認めるもの。 

 ・第６条の用語の定義に係る字句修正を行うもの。 

 

４ 条例の施行日 

  令和３年７月１日 

※福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第６条を改正する規定は「公布の日」 

から施行。 

 

５ 新旧対照表 

 （１）福島市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

改正後 改正前 

目次 

第五章 雑則（第四十一条） 

目次 

第五章 雑則 

（電磁的記録） 

第四十一条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類す

るもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

（新設） 
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改正後 改正前 

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識するこ

とができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行う

ことができる。 

 

  （２）福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

改正後 改正前 

目次 

第六章 雑則（第四十九条） 

目次 

（保育所等との連携） 

第六条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪

問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第一項、第十四条

第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並びに

第十七条第一項から第三項まで並びに附則第三条において同じ。）は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育（教育

基本法（平成十八年法律第百二十号）第六条第一項に規定する法律に定め

る学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保

育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育

（保育所等との連携） 

第六条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪

問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第一項、第十四条

第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並びに

第十七条第一項から第三項まで並びに附則第三条において同じ。）は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育（教育

基本法（平成十八年法律第百二十号）第六条第一項に規定する法律に定め

る学校において行われる教育をいう。第三号において同じ。）又は保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所
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改正後 改正前 

所（子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七条第四項

に規定する保育所をいう。以下同じ。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園

をいう。以下同じ。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園を

いう。以下同じ。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなけれ

ばならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める

地域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第

二項第三号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この

限りでない。 

一・二 （略） 

三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するそ

の他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第四項第一号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は

保育を提供すること。 

２～３ （略） 

４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

一 市長が、法第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家

庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に

取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際

して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又

（子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第七条第四項に

規定する保育所をいう。以下同じ。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園を

いう。以下同じ。）又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をい

う。以下同じ。）（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める地

域において家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二

項第三号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限

りでない。 

一・二 （略） 

三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するそ

の他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。）を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、

引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。 

２～３ （略） 

４ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

一 市長が、法第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家

庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に

取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際

して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又
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改正後 改正前 

は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

二 （略） 

５ （略） 

 

第六章 雑則 

（電磁的記録） 

第四十九条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識

することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについ

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ

り行うことができる。 

は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

二 （略） 

５ （略） 

 

（新設） 
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議案第７８号 福島市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例の一部 

を改正する条例制定の件 

                                   幼稚園・保育課

【議案書３９頁】 

 

１ 条例（一部改正）の趣旨 

 子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）の一部改正（施行日：令和３年３月２２日）に伴

い、所要の改正を行うものである。 

 

２ 条例の概要 

  子ども・子育て支援法に基づき施設等利用給付（無償化）の対象となる認可外保育施設の基準を定めている。 

 

３ 条例改正の主な内容 

 ・第２条第１項に規定する小学校就学前子どもの数が６人以上である施設の保育に従事する者の数及び資格を

改正し、１日に保育する小学校就学前子どもの数が６人以上１９人以下の施設において常時２人以上配置し

なくてもよいとされる時間帯について、趣旨を明確化するもの。 

改正前：複数の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯並びに夜間及び午睡の時間帯以外の時間 

帯（安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。） 

改正後：複数の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯以外の時間帯（安全面の配慮が行われた 

必要最小限の時間帯に限る。） 

 

４ 条例の施行日 

  公布の日から施行 
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５ 新旧対照表 

改正後 改正前 

（小学校就学前子どもの数が六人以上である施設）  （小学校就学前子どもの数が六人以上である施設） 

第２条 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校

就学前子どもの数が六人以上であるものは、次に掲げる全ての事項を満た

すものであること。 

第２条 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校

就学前子どもの数が六人以上であるものは、次に掲げる全ての事項を満た

すものであること。 

一 保育に従事する者の数及び資格  一 保育に従事する者の数及び資格 

イ 保育に従事する者の数が、施設の主たる開所時間である十一時間

（開所時間が十一時間以内である場合にあっては、当該開所時間。以

下同じ。）において、満一歳未満の小学校就学前子どもおおむね三人

につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない小学校就学前子どもお

おむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない小学校就学

前子どもおおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の小学校就学前

子どもおおむね三十人につき一人以上、かつ、施設一につき二人以上

であること。また、主たる開所時間である十一時間以外の時間帯につ

いては、常時二人（保育されている小学校就学前子どもの数が一人で

ある時間帯にあっては、一人）以上であること。ただし、一日に保育

する小学校就学前子どもの数が六人以上十九人以下の施設における、

複数の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯以外の時間

帯（安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。）について

は、一人以上とすればよいこと。 

イ 保育に従事する者の数が、施設の主たる開所時間である十一時間

（開所時間が十一時間以内である場合にあっては、当該開所時間。以

下同じ。）において、満一歳未満の小学校就学前子どもおおむね三人

につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない小学校就学前子どもお

おむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない小学校就学

前子どもおおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の小学校就学前

子どもおおむね三十人につき一人以上、かつ、施設一につき二人以上

であること。また、主たる開所時間である十一時間以外の時間帯につ

いては、常時二人（保育されている小学校就学前子どもの数が一人で

ある時間帯にあっては、一人）以上であること。ただし、一日に保育

する小学校就学前子どもの数が六人以上十九人以下の施設における、

複数の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯並びに夜間

及び午睡の時間帯以外の時間帯（安全面の配慮が行われた必要最小限

の時間帯に限る。）については、一人以上とすればよいこと。 

  ロ～二 （略） 

 二～六 （略） 

 ロ～二 （略） 

二～六 （略） 
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　○歳　　　　入 　○歳　　　　出

〈一般会計〉 （単位：千円） 〈一般会計〉 （単位：千円）

こども政策課 4,469,485 197,000 4,666,485 こども政策課 6,311,705 197,000 6,508,705

こども家庭課 203,961 0 203,961 こども家庭課 687,844 0 687,844

幼稚園・保育課 5,896,513 0 5,896,513 幼稚園・保育課 8,875,770 0 8,875,770

計 10,569,959 197,000 10,766,959 計 15,875,319 197,000 16,072,319

補正額 計補正前の額区　 　  分 補正前の額

議案第６８号　　　令和３年度福島市一般会計補正予算（第３号）　　　

課　　別　　明　　細

補正額 計 区　   　分



-17-議案第６８号　　　　令和３年度福島市一般会計補正予算（第３号）

款 項 目 事  業  名 補正額 国  庫
支出金

10 ３ ２ ２

～ 民生費 児童福祉費 児童措置費 子育て世帯生活支援 197,000 197,000 - - -

11 特別給付金給付事業費

説　　　　明

〇新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
   中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏ま
 　えた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援
　 特別給付金を支給するもの。

◆財源　国10/10

★事業内容
  （１）支給対象（ひとり親以外の低所得子育て世帯）
　 ➀児童手当または特別児童扶養手当を受給してい
　　　る非課税の者 （申請不要）
　 ➁①のほか、対象児童の養育者である以下のいず
　　　れかに該当する者（申請必要）
　　　・令和３年度住民税非課税である者
　　　・新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変
　　　　し、非課税者と同様の状況と認められる者
　（２）対象児童
　　　１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間
　　　にある児童（障がい児の場合は２０歳未満）
　（３）支給額
　　　児童１人あたり一律50,000円

こども政策課
（単位　千円）

予算
説明
書頁

財　　源　　内　　訳

県支出金 その他 一般財源
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　○歳　　　　入 　○歳　　　　出

〈一般会計〉 （単位：千円） 〈一般会計〉 （単位：千円）

こども政策課 4,666,485 0 4,666,485 こども政策課 6,508,705 0 6,508,705

こども家庭課 203,961 0 203,961 こども家庭課 687,844 12,600 700,444

幼稚園・保育課 5,896,513 0 5,896,513 幼稚園・保育課 8,875,770 0 8,875,770

計 10,766,959 0 10,766,959 計 16,072,319 12,600 16,084,919

議案第９３号　　　令和３年度福島市一般会計補正予算（第４号）　　　

課　　別　　明　　細

補正額 計 区　   　分 補正額 計補正前の額区　 　  分 補正前の額



-19-議案第９３ 号　　　　令和３年度福島市一般会計補正予算（第４号）

款 項 目 事  業  名 補正額 国  庫
支出金

8 3 2 2

～ 民生費 児童福祉費 児童措置費 赤ちゃんエールクーポン 12,600 12,600

9 事業費

説　　　　明

〇変異株の拡大など、新型コロナウイルス感染症の影
　 響が長期化する中で、衛生用品の購入など、妊娠
　 期、出産後の生活を支援するため、ふくしま市民生
　 活エールクーポンを活用して、新たに「赤ちゃんエー
　 ルクーポン」を配布するもの。

★事業内容
  （１）対象者
　　　令和３年度に出生又は出生予定の赤ちゃん
　（２）配布物
　　　ふくしま市民生活エールクーポン
　　　　　　　    　　１セット（7,000円分）

こども家庭課
（単位　千円）

予算
説明
書頁

財　　源　　内　　訳

県支出金 その他 一般財源


