※平成25年度当初予算と比較し、新 は新規事業を、拡 は拡充した事業を、継 は継続事業を表します。
〔 〕内の金額は、国の経済対策に呼応して前倒しした平成25年度３月補正予算額を含みます。

特集 「みんなが誇れる県都ふくしま」
平成26年度当初予算

３ こどもと高齢者を大切にするまち

１ いのちを大切にするまち

【復 興 事 業】

継 公立保育所、小・中学校耐震補強事業〔8億8,160万円〕
円〕

【復 興 事 業】

拡 妊婦・子ども等の放射線対策事業 2億3,740万円

新 教室、保育施設等エアコン整備事業 4億6,270万円

子どもたちの安全を確保するため、公立保育所、小・中
中
学校の改築・耐震化を進めます。

拡 ふるさと除染実施事業 877億8,050万円

ガラスバッジ式個人線量計による外部被ばく測定の対象
を、全市民に拡大して実施します。

原子力災害の影響も踏まえ、小・中・特別支援学校と幼稚
園の教室にエアコンを設置するほか、私立保育所、地域保育
所および放課後児童クラブのエアコン設置費用を助成します。

新 ふくしまの子ども体力アップ推進事業 490万円
円

新 子育て定住支援住宅整備事業 3億8,810万円
自主避難者の帰還を促すため、比較的放
射線量の低い町庭坂地区へ市営住宅
（20戸）
を建設し、安心して子育てができる住環境
を整備します。

新 保育元気アップ緊急支援事業 1億5,190万円
円
保育所において、保護者の放射線への不安を軽減するた
るた
めの相談や児童の運動量確保のための事業を実施します。
。

【重点施策事業】
継 子ども医療助成事業

運動が不足しがちな子どもたちの体力向上を図るため、
め、
保育所、幼稚園、小・中学校の教諭などを対象にしたプロ
プロ
グラム指導会などを開催します。

12億3,330万円

乳幼児から高校３年生までの医療費の窓口無料化を、引
き続き実施します。

新 世界に羽ばたくふくしまっ子育成事業 100万円
子どもたちが広く世界に目を向けて夢を育むため、中学
生を対象に、世界を舞台に第一線で活躍する方の講演会な
どを開催します。

「
「ふるさと除染実施計画」
の優先度に基づき、引き続き面
的に住宅の除染を進めるほか、公共施設や地域から要望の
的に
あるホットスポットについても優先的に除染を実施します。
ある
また、仮置場へ除去土壌の搬入が
また
可能となった地区から通学路や側
可能
溝などの除染を順次進めるとともに、
溝な
新たな仮置場の設置により、除染の
新た
さらなるスピードアップを図ります。
さら
▶除去土壌などの搬入が進む仮置場

新 災害特設公衆電話設置事業

新
介護マンパワーアップ支援事業／
介護資格取得助成事業
890万円

【重点施策事業】

４ 活力あふれるまち
【環境最先端都市に向けた再生可能エネルギーの推進】
新 再生可能エネルギー導入推進計画策定事業 500万円
本市の地域特性に合った小水力・木質バイオマスなどの
再生可能エネルギー導入の推進計画を策定します。

拡 太陽光発電システム設置助成事業

県都ふくしま」
県都ふくしま
都ふくしま」
拡 再生可能エネルギー
導入促進事業 1,100万円
小水力発電推進のため、発電施設の適
地調査を実施するほか、四季の里に小水
力発電施設を設置します。

4つの重点施策
4つの重点施
つの重点施策

ロタワクチン
（０歳児）
および大人の風
しんワクチンの接種費用の一部と風し
ん抗体検査費用を助成します。

拡 地域医療確保対策事業
2億9,040万円

▶地域の皆さんと一緒に
通学路を点検

救急告示病院への運営費一部助成や、
救急医療を行う輪番制病院への医師派
遣などにより、地域医療体制の充実・強
化を図ります。

新 放射性物質吸収抑制対策事業 1億6,260万円
水稲や大豆、牧草などへの放射性物質の移行を抑制し
ます。

新 福島体育館再整備事業

150万円

市民が望むこれからのまちづくりについて、市長が幅
広い年齢層から意見を聴くワークショップや次代を担う
若い世代とのタウンミーティングを開催します。

【重点施策事業】
拡 福島駅西口駅前広場再整備事業
1億8,360万円
自転車駐輪場の整備など、一般車
エリア
（南側エリア）
の整備を行います。
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700万円
円

トップセールスによるコンベンション誘致や、既存のコン
コン
ベンション施設機能調査などを実施します。

新 まちの未来創造会議開催事業

1億8,750万円
円

中央地区体育館として、
武道館と一体的に再整備を進めます。
す。

拡 土湯温泉町地区都市再生整備事業 4億6,010万円
円
「こけし育む 健康・湯の里 土湯温泉」
をテーマに、地域の
域の
特性を生かした活力とにぎわいのあるまちづくりを進めます。
す。

新 ももりんカフェ支援事業

220万円
円

市内飲食店などから本市産の果物を使った料理を募って
って
コンテストを開催し、優れたメニューをPRします。

新 総合計画策定事業

〔4,050万円〕

継 橋りょう長寿命化修繕事業〔4億900万円〕
「橋梁長寿命化修繕計画」
に基づき、重要橋の耐震化工事
および延命化工事を実施します。

２ 女性が活躍できるまち

助成件数を600件に拡大し、家庭の再生可能エネルギー導入を一層推進します。

新 コンベンション誘致事業

大原綜合病院の新築移転を支援することにより、高度医
療体制の充実と中心市街地の活性化を図ります。

緊急点検で確認し
た小学校の通学路な
どの危険箇所に、交
通安全施設を整備し、
児童などの安全を確
保します。

7,200万円

【復 興 事 業】

継 上町地区暮らし・にぎわい再生事業〔2億5,160万円〕

継 通学路等安全対策事業

新 任意予防接種助成事業
4,320万円

「みんなが誇れる
「みんなが誇れ
んなが誇れる

食品などを切り刻
まず、迅速に測定でき
る非破壊式測定装置
を６台増設
（計19台）
し、
市民の皆さんが持ち
込んだ食品などを測
定します。
▶測定体制を充実

100万円

災害時における市民の連絡手段確保のため、市施設の避
災
難所に、災害時に無料で利用できる特設公衆電話機を配置
難所
します。
しま

職員の資格取得など人材育
成を図った介護事業所を支援
するほか、学生や一般求職者
▲介護資格の取得を
を対象に介護資格取得費を補
応援します
助し、介護現場のマンパワー
の充実を図ります。

拡 農産物・食品等放射能測定事業 1億9,380万円

350万円
円

市民会議を開催し、
市民意見を反映した後期基本計画の策定を進めます。
す。

【重点施策事業】
新 女性が輝くまちづくり推進事業 200万円
今
今の福島市の魅力を受け継ぎ、未来を切り開いていく女
性の人材育成として、女性が政策提言のスキルを身に付け
性の
るための講座を開催します。
るた

新 働く女性応援事業

200万円

働
働く女性の声を聞き、女性が働きやす
い環境づくりを推進するため、講演会を
い環
開催するとともに、働く女性と雇用主な
開催
どが意見交換を行います。
どが

新 男女共同参画に関する市民意識調査 130万円
平
平成23年に策定した
「男女共同参画ふくしまプラン」
を推
進し、男女共同参画施策を効果的に進めるため、市民の意
進し
識や実態を調査します。
識や

新 子ども・子育て支援推進事業
680万円
子ども・子育て支援新制度の開始
（平成
27年）
に向けて、給付内容など本市の事業
計画を策定します。

拡 こんにちは赤ちゃん事業

240万円

「こんにちは赤ちゃ
ん応援隊」
と保健師が
連携して、生後４カ月
までの乳児がいる全て
の家庭を訪問し、地域
の子育て情報の提供な
どを行い、子育てを応
援します。
▶隊員を増員し、応援体制を強化
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