「ここで育ってよかった」
と子どもたちが思えるよう、
「子育てするなら福島市」
と称されるよう、多様な子ども・子育て支援を展開しています。
妊娠期から子育て期のサポートを充実させるため、妊産婦の相談窓口や乳幼児の定期健診はもちろん、オンラインでの相談や指導も実施
します。
また、
ご家庭のニーズに合った施設選択が可能となるよう、保育士等の確保・育成など待機児童解消・維持の取り組みを進めるほか、
幼児教育・保育の質の向上を図ってまいります。

健康長寿 のまち

の

の

3 子どもたちの えがお あふれるまち

ふ くし ま

ふ くし ま
魅力

魅力
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福島市は高齢者が元気で笑顔にあふれるまちです。
ボランティア活動、
スポーツ大会、いきいきももりん体操（福島市版介護予防体操）
といった多種多様な社会参加の場があり、高齢者が
地域社会で活躍しています。
また、
ごみ収集や、公共交通機関の利用などサポート体制も整えています。
高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で心豊かに安全に安心して暮らせるように、地域全体で支え合い、共に生きてゆける地域社
会づくりを目指します。
Fukushima City is a place where the elderly are healthy and always
smiling.
There are a wide variety of opportunities for social participation, such
as volunteer activities, sporting tournaments, and the Iki-Iki Momorin
Exercises (nursing prevention exercises published by Fukushima City),
where the elderly are able to be active in the local community.
In addition to this, support systems are also available for rubbish
collection, the use of public transportation, and more.
To ensure that the elderly have purpose and are able to live fulﬁlling
lives, safely, and with peace of mind in the region they have lived in, we
aim to build a local community where residents support each other and
where we can continue to live side-by-side.

2

1 ニュースポーツ交流大会（高齢者元気アップ事業）
New Sports Exchange Tournament

子どもから高齢者まで気軽に楽しめるニュースポーツを通じて、障がいのある人もない人も、
世代を超えて交流を深める。
福島市では健康長寿増進のため、ボッチャや、
カローリングなどのニュースポーツの普及にも
取り組んでいます。

2 いきいきももりん体操

Iki-Iki Momorin Exercises
仲間と一緒に健康長寿を目指す通いの場・仲間・元気な体を作るための体操。

3 シルバーパス

1

2

3

We are expanding support for children and parenting, so
that children can be glad that they grew up here, and to
make Fukushima City known as the place to raise children.
In order to enhance support during pregnancy and for
parents raising children, not only do we provide consultation desks for midwives and regular infant health checks,
the city also oﬀers online consultation and guidance.
Furthermore, in order to ensure that it is possible for
households to select the facility that best suits their needs,
we are promoting initiatives to eliminate waiting lists and
keep them clear by securing and nurturing the development of childcare workers and other childcare professionals. In addition we are also working towards improving the
quality of early childhood education and childcare.

Silver Transport Pass

75歳以上の市民の方に、シルバーパスポートを交付して市内路線バスなどの
公共交通機関を無償化。

3

4

4 ふれあい訪問収集

Rubbish Collection Visits
戸別に訪問してごみ収集し、併せて安否確認する「ふれあい訪問収集」。

1

1 保育所・幼稚園などで子ども一人ひとりに合わせた
保育を行っています。

Preschools & Kindergartens

2 乳幼児健康診査

4

Infant and Toddler Health Checks

０歳から定期健診を実施し、乳幼児の健康と子育てをサポート。

3 子育てアプリえがお

Child-rearing app. ʻEgaoʼ (smile)

専用アプリを導入し、子育てに関する情報を配信。

4 地域子育て支援センター

Regional Child-rearing Support Center
親子の交流の場の提供や、子育て相談などを実施。
市内に23か所あります。

5 保育士等の確保

Security of Childcare-worker Numbers
待機児童の解消・維持に向けて保育士等の確保に努めています。

6 ふくしま児童公園ＳＦＣももりんパーク SFC Momorin Park
6
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5

ふくしま児童公園ＳＦＣももりんパークやこむこむ、ぴょんぴょん
ドームなど親子で気軽に遊べる施設が充実。
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