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子どもたちの

未来が広がるまち

暮らしを支える

安心安全のまち

次世代へ文化と

環境をつなぐまち

産業とにぎわいを

生み出す活力躍動

のまち

新ステージに向けて

共創・挑戦・発信

するまち

効率的で質の高い

行財政経営

重点施策１．子どもたちの未来が広がる子育て・教育の新ステージの実現

１）「子育てするなら福島市」の実現

２）教育の質の充実

３）学びの環境の充実

重点施策２．復興・創生のための放射線対策と風評払拭の推進

１）放射線対策の推進

２）風評払拭に向けた取り組みの推進

重点施策３．災害対策の強化

１）台風等による水害対策の強化 ４）災害時の情報収集伝達体制等の強化

２）地震による建築物等の被害への対策強化 ５）感染症に対応した避難支援の強化

３）雪害対策の強化 ６）消防救急体制の充実

重点施策４．安心して暮らせる健康・医療・福祉の総合的な推進

１）健都ふくしまの実現 ４）誰もが安心して暮らせる共生社会の実現

２）地域医療体制の強化 ５）多文化共生の推進

３）人生１００年時代に対応した高齢者の元気づくり

重点施策５．豊かな文化芸術の振興と発信

１）「古関裕而のまち・ふくしま」の取り組みの推進

２）福島らしい文化芸術の振興と継承

重点施策６．脱炭素社会の実現と循環型社会の構築

１）脱炭素社会の実現 ３）環境の保全

２）循環型社会の構築

重点施策７．「人」と「活力」であふれる農業・商工業の実現

１）「人」と「活力」があふれる農業の実現 ４）産業の基盤となる道路交通ネットワーク
２）「人」と「活力」があふれる商工業の実現 の整備

３）就労支援と雇用の創出

重点施策８．福島らしい個性とにぎわいのあるまちづくり

１）福島駅前再開発と交流・集客拠点施設整備の推進 ４）福島らしさがあふれる観光の振興

２）街なかの魅力と回遊性の向上 ５）個性ある地域づくりの推進

３）「古関裕而のまち・ふくしま」の取り組みの推進 ６）スポーツのまちづくり

重点施策９．移住・定住に向けた支援・受入体制の強化

１）移住・定住に向けた支援・受入体制の強化

２）「子育てするなら福島市」の実現

重点施策１０．市民総活躍と市民共創のまちづくり

１）誰もが安心して暮らせる共生社会の実現 ４）共創によるまちづくりの推進

２）女性が活躍できる地域社会の形成

３）人生１００年時代に対応した高齢者の元気づくり

重点施策１１．新たな施策への挑戦と発信による都市ブランド力の向上

１）新たな施策への挑戦と発信

重点施策１２．ＩＣＴを活用した行政・経済・社会の変革

１）ＩＣＴを活用した行政の変革

２）ＩＣＴを活用した経済・社会の変革

１

２

３

４

５

６

「第６次福島市総合計画」に基づく重点施策の個別事業



１．子どもたちの未来が広がる子育て・教育の新ステージの実現

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 「子育てするなら福島市」の実現

①待機児童対策推進
パッケージ

1）児童福祉施設の整備 130,608 私立保育施設（1施設）の改築費用の一部を
補助し、良好な保育環境整備を促進します。

こども未来

○ ２）私立幼稚園預かり保育
支援

6,408 私立幼稚園が行う長時間の預かり保育実施
にかかる専属の保育士等の雇用に必要な費
用の一部を補助します。
（R3：5施設 ⇒ R4：6施設）

こども未来

３）保育アテンダント 5,307 保育施設等の利用を希望する保護者の相談
に応える専任相談員（2名）を配置し、保護者
のニーズに寄り添ったよりきめ細かなマッチ
ングを進めます。

こども未来

○ ４）幼稚園送迎ステーション
の運営

13,254 私立幼稚園の開園時間前後に預かり保育を
行い、登録幼稚園に送迎する「送迎ステーショ
ン」を運営します。
・定員：20名
・開設時間：

朝7：30～9：00
夕16：00～19：30（R3：17：00～）

こども未来

５）保育士宿舎借り上げ
支援

26,550 宿舎を借り上げる保育施設（22施設）に対し、
費用の一部を補助します。

こども未来

○ ６）保育支援員雇用支援 48,000 保育士の業務をサポートする支援員を雇用
する保育施設に対し、費用の一部を補助しま
す。（R３:35施設 ⇒ R４:40施設）

こども未来

７）UIJターン保育士等就労
支援

2,000 県外から本市に転入して就労する保育士・幼
稚園教諭に対し、就労支援金を交付します。
（上限20万円）

こども未来

○ ８）保育士等奨学資金貸付 45,536 保育士や幼稚園教諭を目指す学生に対し、
就学に必要な資金の一部を無利子で貸し付け
ます。（R３:74名 ⇒ R４:78名）

こども未来

９）輝け！保育人財活躍促進 1,811 本市独自の保育人材バンクの活用や実地研
修、就職相談会の開催により、潜在保育士の
就労を支援します。

こども未来

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ 1０）保育士するなら福島市！
プロモーション

3,072 保育士養成校と連携した就職相談会やオン
ラインでの就職セミナー、高校生の保育士体
験、PR動画によるSNSでのプロモーション等
を実施します。

こども未来

1１）保育士相談支援 2,978 保育士相談窓口を設置し、就労条件や職場
環境改善へ向けた支援を行います。

こども未来

1２）保育士の働きやすい
職場づくり

343 「保育職場ハッピー！大作戦チーム」を設置
し、職場環境の改善・向上に取り組むほか、
トップセミナーやマネジメント研修を行います。

こども未来

②子ども・子育て新ステージ
2020推進事業

1）休日保育 9,351 休日保育を実施するほか、認可外保育施設
等に在籍する児童が休日保育を利用する場合、
費用の一部を補助します。

こども未来

2）病児・緊急対応強化
（ファミリーサポートセン
ター事業）

11,500 病児・病後児や深夜・早朝、宿泊を伴う緊急
預かりを実施します。

こども未来

3）特色ある幼児教育・保育
の推進

12,726 特色ある幼児教育・保育に積極的に取り組
む施設に対して費用の一部を補助し、豊かな
発想や感性を持った子どもたちの成長を支援
します。
また、事業のＰＲ動画を作成し、子育て世代

の定住人口拡大につなげます。

こども未来

4）保育施設多子世帯負担
軽減

56,356 満18歳以下の子どもが2人以上いる世帯に
対し、所得に応じて第2子以降の認可保育施
設の保育料を軽減します。
（第2子：半額、第3子：無料）

こども未来

5）放課後児童クラブ
多子世帯利用料補助

37,776 満１８歳以下の子どもが2人以上いる世帯に
対し、所得に応じて第2子以降の放課後児童
クラブ利用料を軽減します。
（第2子：月2千円、第3子以降：月4千円）

こども未来

6）福島型給食の推進 323,602 学校や保育施設等における給食に本市産農
産物の使用拡大を図るとともに、給食費の負
担軽減を図り、子どもたちの思い出に残る給
食を提供します。

こども未来
教育委員会

7）放課後児童クラブ支援員
等処遇改善

155,232 放課後児童クラブの質の向上を図るため、
支援員等の処遇改善措置に対して補助します。

こども未来

◎ ③保育士等処遇改善 297,902 保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員、母
子生活支援施設職員等の賃金引上げ（３％程
度）に必要な支援を行います。

こども未来
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

④公立保育所運営 1,207,010 公立保育所における保育のほか、延長保育
や障がい児保育、一時預かりを実施します。
（11か所）

こども未来

⑤市立認定こども園運営 466,975 市立認定こども園における教育・保育のほか、
延長保育や障がい児保育を実施します。
（3園）

こども未来

⑥私立保育所運営 4,025,030 私立保育所における保育のほか、延長保育
や障がい児保育、一時預かり、病児保育（体調
不良児対応型）を実施します。（34園）

こども未来

⑦私立認定こども園運営 1,553,194 私立認定こども園における教育・保育のほか、
延長保育や障がい児保育、一時預かり、病児
保育（体調不良児対応型）を実施します。
（12園）

こども未来

⑧地域型保育施設運営 980,125 地域型保育施設における保育のほか、延長
保育を実施します。（22園）

こども未来

⑨市立幼稚園運営 324,725 市立幼稚園における教育のほか、預かり保
育を実施します。（10園）

こども未来

◎ ⑩公立幼稚園・保育施設の
在り方検討

335 公立幼稚園・保育施設の利用ニーズに対応
した在り方検討に着手します。

こども未来

○ ⑪保育所等における事故防
止の推進

11,117 専門職による巡回支援指導や園外活動時の
見守り強化のほか、保育所周辺のキッズゾー
ン内に注意喚起のための路面標示（2カ所）を
設置します。

こども未来

◎ ⑫保育の質の向上 140 「福島市保育の質ガイドライン」を作成し、保
育の質の向上を図ります。

こども未来

⑬幼児教育・保育無償化 691,326 「幼児教育・保育の無償化」により、施設等の
利用に係る費用負担を軽減します。
また、無償化事務の専任職員を配置するな

ど、体制を強化します。

こども未来

⑭認可外保育施設多子世帯
保育料軽減

2,863 満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯に
対し、第3子以降の認可外保育施設利用料の
一部を補助します。

こども未来

○ ⑮放課後児童健全育成 721,462 放課後児童クラブを増設して運営します。
（Ｒ3：91クラブ ⇒ Ｒ4：95クラブ）

こども未来
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ⑯放課後児童クラブ家賃補助 23,218 家賃の一部を補助し、放課後児童クラブの
運営費用の負担軽減を図ります。
（Ｒ3：5３クラブ ⇒ Ｒ4：56クラブ）

こども未来

◎ ⑰児童養護施設の整備 12,426 児童養護施設（1施設）の改築費用の一部を
補助し、良好な施設環境整備を促進します。

こども未来

⑱妊産婦支援の充実

1）子育て世代包括支援
センターの運営

13,276 妊娠届出の窓口を土曜日も開設し、助産師
等がすべての妊婦と面接相談を実施し、妊娠
期から子育て期にわたる切れ目のない支援を
行います。

こども未来

2）妊産婦健診 229,480 妊婦健診15回と産後２週間健診、産後1ヵ月
健診の費用を助成します。

こども未来

3）不育症検査費用助成 1,200 不育症の検査にかかる費用の一部を助成し
ます。

こども未来

4）産前・産後サポート 4,958 不安や孤独感を抱える妊産婦に寄り添い、
安心して出産子育てができるよう、専門職を
配置し支援体制を強化します。（1名）
また、子育て経験者による家庭訪問型支援

（ホームスタート）を公民連携により実施しま
す。

こども未来

○ 5）産後ケア 9,866 心身の不調や育児不安のある産婦が安心し
て子育てができるよう、ショートステイやデイ
ケアによる支援を行うほか、生後2ヵ月以内の
乳児家庭へ専門職による全戸訪問を実施しま
す。

こども未来

6）オンライン保健指導 576 離乳食相談会や妊婦教室等をオンラインで
実施します。

こども未来

7）妊婦のPCR検査支援 26,000 安心して出産できるよう、希望する妊婦に対
してPCR検査を実施します。

こども未来

８）こんにちは赤ちゃん訪問 2,551 「こんにちは赤ちゃん応援隊」と保健師等が
連携して生後４ヵ月までの乳児がいるすべて
の家庭を訪問し、地域の子育て支援情報を届
けます。

健康福祉

９）地域母子健康づくり推進 363 地域の子育て支援ネットワークを活用して、
育児相談会等での健康教室、母子栄養個別相
談会を実施します。

健康福祉

- 4 -



事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑲乳幼児健康診査 34,508 子どもの疾病や発育発達の遅れ等を早期発
見し、健やかな成長を促すため、乳幼児健診
や発達相談を実施します。

こども未来

⑳新生児聴覚検査 13,747 先天性聴覚障がいの検査費用を無償化しま
す。

こども未来

㉑小児慢性特定疾病対策 84,184 小児慢性特定疾病の医療費助成や日常生活
用具の給付、自立支援事業等を実施します。

こども未来

㉒小児慢性特定疾病児童
世帯交通費助成

600 小児慢性特定疾病児童の県外指定医療機関
への通院交通費の一部を助成します。

こども未来

◎ ㉓任意予防接種助成
（おたふくかぜ）

7,327 感染力が強く、罹患すると重度障害が残る
可能性のあるおたふくかぜについて、予防接
種費用の一部を助成します。
（1回のみ4,000円）

健康福祉

㉔子育てコーディネーター
配置

5,857 子育てコーディネーターを配置し、子育てに
関する総合的な情報提供や相談支援を行いま
す。（2名）

こども未来

㉕地域子育て支援拠点の
運営

237,932 地域子育て支援センター（23カ所）を運営し、
地域における子育て相談や子育て情報を提供
します。

こども未来

㉖子育て短期支援 510 病気や仕事等で一時的に子育てが困難と
なった場合、児童養護施設や里親等による一
時預かりを実施します。

こども未来

㉗子ども家庭総合支援拠点
の運営

16,179 子ども家庭総合支援拠点に専門職員を配置
し、児童虐待に関する相談支援体制を強化し
ます。（4名）

こども未来

㉘子ども・若者育成支援

○ １）地域における子どもの
居場所づくり支援

3,880 「子どもの居場所づくりバックアップ本部」の
フードバンクとしての機能を強化し、子どもの
居場所づくり活動を支援します。

こども未来

２）ユースプレイス自立支援 3,300 若者の居場所を設置し、ひきこもり等困難を
抱えた若者の自立と社会参加を支援します。

こども未来

3）若者自立支援仕事体験 2,000 ユースプレイス登録者等を対象に、仕事体験
を通じて就労意欲の向上を図ります。

こども未来

㉙子育て関連施設感染防止
対策支援

136,450 保育施設、幼稚園、放課後児童クラブなどの
子育て関連施設において、新型コロナウイル
ス感染症対策の徹底を図りながら事業が継続
できるよう支援します。

こども未来
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

㉚結婚新生活支援

◎ １）恋きゅんネット
💛恋活エール事業

2,200 結婚を希望する独身男女に対し、コロナ禍に
おける非接触型のリモート婚活イベントを実施
します。

市民・文化
スポーツ

２）出会いの場創出 3,391 独身男女に対する出会いの場の提供や、ラ
イフサポーター、マリッジサポーターによる出
会い・結婚相談事業等を実施します。

市民・文化
スポーツ

３）結婚新生活支援 43,650 新婚世帯の住宅の取得や貸借費用（敷金・礼
金・家賃等）及び引越費用等の一部を補助しま
す。
①マイホーム購入・リフォーム 30万円
②賃貸住宅スタートアップ 15万円
③家賃最長３年間 72万円（３年は市独自）

市民・文化
スポーツ

２ 教育の質の充実

〇 ①福島型オンライン授業 485,531 児童生徒１人１台の端末をすべての教科、多
くの授業で活用し、R4は英語等のデジタル教
科書を使用するなど新たな学びを取り入れ、
情報活用能力の育成を図ります。

教育委員会

②頑張るふくしまっ子復興
夢応援

2,000 頑張るふくしまっ子復興夢応援基金を活用
し、全国大会等で優秀な成績をおさめた市内
の小・中学校に対し、学校活動の推進に必要
な備品等を交付します。

教育委員会

③ふくしまっ子未来トーク
開催

290 市内小学校の児童と市長が、まちづくりや夢
をテーマにオンラインを活用して意見を交わ
します。

教育委員会

④中学生ドリームチャレンジ 4,600 「キャリア教育部門」として著名人による講
演会、「部活動部門」としてプロサッカーチーム
による部活動指導を実施し、可能性に挑戦す
る子どもを育成します。

教育委員会

⑤語学指導を行う外国青年の
招致

100,311 外国青年（ALT）を幼稚園、認定こども園、
小・中学校へ派遣します。
（１９名）

教育委員会

⑥外国語活動支援事業 11,208 外国語活動支援協力員（ＥＡＡ）を小学校へ
派遣します。
（２０名）

教育委員会
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑦学力向上のサポート 11,718 学習支援員を配置し、生徒一人一人へ個に
応じた手厚い指導を実施します。
（１１名）

教育委員会

⑧中学生ドリームアップ 8,619 中学校２年生を対象にした職場体験活動や
１年生の事前学習、３年生の進路選択に向け
た進路学習など、３年間の系統をもたせたカ
リキュラムを実施し、将来への「夢」と「志」をは
ぐくみます。

教育委員会

⑨読解力向上推進 3,840 ＲＳＴ（リーディングスキルテスト）の実施、読
解力向上に係る調査研究や研修会を実施しま
す。
（ＲＳＴ受検1,753人）

教育委員会

３ 学びの環境の充実

○ ①小中学校の適正規模・適正
配置

19,275 実施計画に基づき、小・中学校の統廃合の推
進や統合後の通学バスの導入など、よりよい
学校づくりを進めます。

教育委員会

○

○

②新学校給食センター整備

③小・中学校屋内運動場
改築

50,561

913,840

PFI方式を導入し、整備・運営事業者の選
定を行うとともに土地の造成工事を実施しま
す。
（R７．４月稼働予定）

小・中学校屋内運動場の改築を進めます。
○屋内運動場改築工事
（４校・４棟）
瀬上小、余目小、西信中、渡利中

（瀬上小）

教育委員会

教育委員会

（余目小）

全体事業費
（継続費分）

３９７，０００千円

Ｒ２ １５１，１２０千円

Ｒ３ ８７，０８０千円

Ｒ４ １５８，８００千円

全体事業費
（継続費分）

297,000千円

Ｒ4 178,200千円

Ｒ5 118,800千円

- 7 -



事業名 予算額（千円） 説明 担当部

（西信中）

（渡利中）

④ふくしま支援学校校舎等
改築

612,937 管理棟等の改築工事を実施します。

○管理棟・屋内運動場

教育委員会

○ ⑤松陵中学校（松川地区
義務教育学校）改築

379,824 本市初の義務教育学校開校へ向け、杭工事
や改築工事に着手します。

○改築基本・実施設計

○校舎等改築工事

教育委員会

全体事業費
（継続費分）

966,000千円

Ｒ２ 95,700千円

Ｒ３ 93,063千円

R4 612,937千円

Ｒ５ 164,300千円

全体事業費
（継続費分）

367,000千円

Ｒ4 220,200千円

Ｒ5 146,800千円
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

◎ ⑥学校施設リフレッシュ 368,800 学校施設の屋上防水や外壁改修工事、屋内
運動場の屋根改修を実施します。
また、施設の改築・長寿命化に向けた調査に

着手します。

〇校舎屋上防水及び外壁改修
清水小、杉妻小

〇屋内運動場屋根改修
笹谷小、清水中、平野中

〇劣化度調査
飯坂小

〇耐力度調査
三河台小

教育委員会

○ ⑦いじめ・不登校対応推進 8,501 生徒支援教員を増員し、市内の不登校生徒
が多い学校に配置します。
（Ｒ３：５校 ⇒ Ｒ４：８校）

教育委員会

⑧不登校児童生徒の学校
復帰支援

10,286 指導員を配置し、教科の学習や体験活動ま
たは自主学習等を通して、学校復帰や社会的
自立の手助けをする適応指導教室を運営しま
す。
（指導員３名）

教育委員会

⑨特別支援教育の推進 162,416 肢体不自由や発達障がい等の児童生徒の学
習を支援するため、特別支援教育協力員及び
支援員を配置します。
（協力員４７名、支援員５１名）

こども未来
教育委員会

⑩医療的ケア児の支援 6,200 看護師資格を有する支援員を配置し、医療
的ケアを行います。
（２名）

教育委員会

⑪子どものハートサポート 4,971 スクールカウンセラーが配置されていない
小学校に相談員を配置し、児童の心に寄り添
います。
（６名）

教育委員会

⑫心のケア推進 24,731 スクールカウンセラーを配置し、カウンセリ
ング等を通して心のケアを実施します。
（３名）

教育委員会

⑬スクールソーシャル
ワーカーの派遣

10,530 関係機関との連携・調整及び環境への働き
かけを行うスクールソーシャルワーカーを配
置します。
（３名）

教育委員会
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑭学校図書館の図書整備 17,83８ 学校図書館図書を更新し、子どもが最新の
良書に触れ、本を手に取りやすい環境を整備
します。

教育委員会

⑮図書館サービスの充実 18,600 本館、西口ライブラリー、子どもライブラリー
及び各学習センタ―図書室の図書充実を図り
ます。

教育委員会

○ ⑯子どもの読書活動推進 2,036 ４ヵ月児への絵本プレゼント（ブックスター
ト）や３歳児への読書啓発（ブックステップ）、
中高生のビブリオバトルの開催など、発達段
階に応じた取り組みを実施します。
また、「ふくしま読書の日」を通して書店との

共創イベント等を実施します。

教育委員会

⑰学校図書館の支援 29,828 学校司書を配置し、学校図書館の機能充実
を図ります。
（２０名）

教育委員会

⑱オンライン家庭学習の
支援

1,500 新小学１年生等の家庭内インターネット環境
整備費用を補助します。

教育委員会

○ ⑲子どもの学習・生活支援 3,039 学習環境が整わない生活困窮世帯の中学生
を対象に、大学生の協力も得ながら、学習支
援員による学びの機会・場所を提供します。

健康福祉

⑳学校の感染防止対策

【3月補正前倒し分】

-

(79,200)

児童生徒が触れる場所の消毒作業の実施や
消毒用アルコール等を各校に配備し、感染リ
スクの低減を図ります。
※すべて3月補正に前倒しします。

教育委員会
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２．復興・創生のための放射線対策と風評払拭の推進

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 放射線対策の推進

①除去土壌搬出等推進 3,240,000 中間貯蔵施設への輸送が完了した仮置場の
原状回復を行います。
個別の事情により搬出が未了となっている

除去土壌の現場保管を解消します。

環境

②放射線対策ニュースの発行 2,783 「放射線対策ニュース」を発行し、農作物モニ
タリングや健康管理など、放射線対策に関す
る情報を発信します。

政策調整

③放射性物質吸収抑制対策 ３３，４０４ 牧草等へのカリ肥料の散布や果樹の改植な
ど放射性物質の吸収抑制対策を支援します。

農政

④地域の恵み安全対策
協議会運営補助

5,144 出荷・販売を目的とする野菜や果物など、園
芸品目の放射性物質検査を支援します。

農政

⑤ふくしま森林再生 149,818 原子力災害により停滞した森林整備と放射
性物質対策を進めます
（東部地区、西地区、吾妻地区）

農政

⑥林業専用道の整備 42,000 森林整備等に利用する林業専用道を整備し
ます。
（林道 上古屋線）

農政

⑦自主避難者支援 461 全国各地に避難している自主避難者の生活
不安の解消と帰還に向け、電話、訪問、対面等
による相談対応を行うとともに、各県で開催
される交流会に参加します。

市民・文化
スポーツ

⑧笑顔つなぐまち交流 650 本市への長期避難者と周辺住民等の交流事
業を支援します。

市民・文化
スポーツ

⑨環境放射線量の測定 31,989 市内の公共施設等の環境放射線量を定期的
に測定し公表します。
（公共施設等160カ所、公園561カ所）

環境
都市政策

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑩放射線量マップの作成 10,998 「全市放射線量測定マップ」を作成し、放射
線量の推移や現在の状況を公表します。

環境

⑪農産物・食品等放射能測定 55,102 市内１１ヵ所の測定所において、食品等の放
射能測定を引き続き実施します。

環境

⑫東北大学連携放射能測定 1,811 東北大学と連携し、食品等の放射能を測定
します。

環境

⑬一般健康診査対象者拡大 1,789 県が実施する既存健診対象外の県民に対す
る健康診査に、市独自の検査項目を追加しま
す。（貧血検査等4項目）

健康福祉

⑭放射線からの健康管理 75,867 内部被ばく・外部被ばく検査の実施や出前講
座、個別相談等を行います。

健康福祉

⑮給食まるごと検査 50,275 安全安心な給食の提供のため、保育施設や
学校で使用する食材のモニタリング検査を実
施し、速やかに公表します。

こども未来
教育委員会

⑯防災・放射線教育の推進 107 放射線教育を含めた防災教育研修会を実施
します。

教育委員会

２ 風評払拭に向けた取り組みの推進

①風評対策（農業） 5,189 福島ユナイテッドＦＣと連携したＰＲ等を実施
し、本市農産物の安全性を発信します。

農政

〇 ②福島駅前軽トラ市の開催 10,000 福島駅前での観光客や地元消費者に対し、
軽トラの荷台等で農産物や加工品の対面販売
を行います。（年４回）
また、Ｗｅｂ版の軽トラ市も併せて行い、本市

農産物の魅力を全国へ発信します。

農政

③果実等プロモーション 2,794 重点消費地や交流都市へのトップセールス
等を積極的に行います。

農政
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

④東北六市連携 13,958 「東北絆まつり2022秋田」へ参加します。
また、六市共同で首都圏等での観光プロ

モーションを実施します。

商工観光

⑤わらじまつりＰＲ隊活動 ４１０ 福島商工会議所が実施するわらじまつりの
PR活動費用の一部を補助します。

商工観光

⑥風評対策（観光） 1,039 首都圏等でのイベントに参加し、本市の観
光・物産をＰＲします。

商工観光

⑦春の花見山おもてなし 62,098 新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、花
見山来訪者へのおもてなしを実施します。
３月下旬からシャトルバスの運行を開始しま

す。
（運行期間 ３月下旬～４月中旬）

商工観光

⑧地域産業を活用した観光
コンテンツ開発支援

10,000 本市の地域産業を活用した新しい観光コン
テンツの開発による、事業の多角化に向けた
取組みを支援します。
（補助率1/2以内 上限額2,500千円）

商工観光

◎ ⑨地域振興施設
「道の駅ふくしま」管理運営

62,028 ４月に「道の駅ふくしま」がオープンします。
併設の屋内こども遊び場の運営や季節ごとの
イベント等を実施し、地域振興の拠点として、
年間来場者数１３３万人を目指します。

商工観光
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３．災害対策の強化

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 台風等による水害対策の強化

①河川氾濫防止対策 3,657 浸水被害軽減対策として、台風や豪雨時の
内水排除作業に備えます。
（内水排除箇所：24ヵ所）

建設

②河川浸水対策 464,100 頻発する豪雨や台風等による浸水予防及び
被害軽減のため、普通河川の整備を進めます。
（対象河川：20河川）

農政
建設

③冠水警告表示板設置 4,000 道路利用者への注意喚起のため、地下道等
の入口付近に冠水警告回転灯を設置します。
（御山小地下歩道）

建設

④土留側溝冠水対策 30,000 道路側溝の流量を増加させる工事等を行い
ます。
（市道後河原・行人壇南線）

建設

⑤洪水ハザードマップ活用 6,050 浸水想定区域を見直したハザードマップの
配布、洪水の浸水深や避難行動に関する標識
設置を行います。
（見直し河川：八反田川、天戸川、水原川）

建設

⑥農業水路等の
長寿命化・防災減災

17,043 老朽化した農業水利施設を更新します。 農政

◎ ⑦田んぼダム機能検証 1,500 田んぼダムを整備し、大雨時に河川への雨
水流出量を抑制する効果を検証します。

農政

〇 ⑧信夫山排水区（祓川）浸水
対策

【3月補正前倒し分】

193,000

（52,000）

御山町地区における雨水渠の改修工事を実
施します。
また、その上流部において、シールド工法に

よる地下雨水渠整備の詳細設計に着手し、祓
川沿線の浸水被害軽減を図ります。
※費用の一部を3月補正に前倒しします。

下水道事業

〇 ⑨阿武隈川左岸第七排水区
（中川原樋管）浸水対策

164,178 国との委託契約による樋管改修工事を実施
し、床上浸水や道路冠水被害の軽減を図りま
す。
（瀬上町字東中川原地内）

下水道事業

〇 ⑩ポンプ場等耐水化 30,000 下水道施設の耐水化対策の詳細設計を実施
し、河川氾濫等の災害時における下水道機能
への影響を最小限に抑えます。
（市内6ヵ所）

下水道事業

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑪立地適正化計画の推進 7,599 最新の国勢調査結果を踏まえて、人口密度
や洪水ハザード等の都市構造を検証し、立地
適正化計画と防災・減災まちづくりの連携を
推進します。

都市政策

２ 地震による建築物等の被害への対策強化

①木造住宅耐震化促進 19,645 Ｓ５６年５月以前に建てられた木造住宅の耐
震診断・改修・建替工事費用の一部を補助しま
す。
（耐震診断：50戸、耐震改修等：12戸）

都市政策

②ブロック塀等撤去助成 3,000 倒壊による事故を未然に防止するため、個
人が実施する撤去費用の一部を助成します。
（想定件数：@100千円×30件）

都市政策

③大規模盛土造成地変動
予測

【3月補正前倒し分】

-

（50,025）

大規模盛土造成地において地質調査を実施
し、大地震等による地滑り等に対する安全性
を確認します。
※すべて3月補正に前倒しします。

都市政策

④橋梁補修・耐震化

【3月補正前倒し分】

630,000

（78,000）

橋梁の補修工事及び耐震補強工事を実施し
ます。
（羽山陸橋、蓬萊橋、女神橋、ほか59橋）
※重要橋梁（77橋）の耐震化率
（R3現在：53.2％ ⇒ R7目標：66.2％）
※費用の一部を3月補正に前倒しします。

建設

⑤橋梁点検 60,000 省令等に義務付けられた橋梁点検を定期的
に実施し、長寿命化修繕計画に反映します。

建設

３ 雪害対策の強化

①除雪力強化パッケージ

○ 1）除排雪に要する経費 84,032 除排雪作業による交通輸送路の確保、小型
除雪機械や用具の貸し出し、LINE通報システ
ムの活用など、市民との共創による除雪体制
の強化を図ります。

建設

○ 2）除雪グレーダ更新 31,000 維持補修センターが保有する除雪機械を計
画的に更新し、除雪能力の増強・維持を図りま
す。
（保有台数8台 R4更新台数1台）

建設

3）凍結防止剤自動散布装置
の設置

6,238 凍結防止剤自動散布装置（まきえもん）をス
リップ事故が多い下り坂のカーブ手前などに
設置し、冬期間の安全な交通を確保します。
（設置6ヵ所）

建設
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

4）小型除雪機械購入補助 1,200 町内会等が地域の生活道路や通学路等の除
雪を行うために導入する小型除雪機械の費用
の一部を助成します。
（購入費用の1／2 上限300千円）

建設

◎ 5）凍結防止剤散布体制の
充実

4,600 凍結防止剤散布車を新たに2台リースし、凍
結防止剤散布体制の充実を図ります。
（体制：3台 ⇒ 5台）

建設

◎ 6）除雪技術向上に関する
研修会参加への助成

200 委託業者の除雪機械オペレーターの技術向
上に向けた研修会参加費用の一部を助成しま
す。
（1人あたり10千円）

建設

４ 災害時の情報収集伝達体制等の強化

①要援護者支援パッケージ

◎ 1）プロジェクト会議開催 243 災害時に配慮が必要な方を支援するための
各施策をパッケージ化し、施策内容の検証や
進捗管理を強化します。

危機管理室

○ ２）避難行動要支援者の支援
（旧災害時要援護者）

32,964 災害時の避難に支援を要する方を地域で円
滑に支援することができるよう、避難行動要
支援者の新規登録勧奨や登録台帳の整備を
実施します。
また、福祉専門職や各地域の方と協力し、よ

り実効性のある個別避難支援プランへの整備
を進めます。

健康福祉

○ ３）福祉避難所の環境整備 4,647 福祉施設などの二次的福祉避難所に、段
ボールベッド、毛布やテント型パーティション
を配備します。

危機管理室

４）地域防災力の強化 2,642 地域の実態に応じた地区防災マップや地区
防災計画の作成を支援します。

危機管理室

○ ②災害対策オペレーション
システムの管理

19,600 災害情報などを一元的に収集・表示するシス
テムの運用を行うとともに、危機管理型水位
計（県設置８カ所）と連携を図るためのシステ
ム改修を行います。

危機管理室

○ ③河川監視カメラの公開 8,687 浸水被害が多発している地区の監視カメラ
の設置・管理を行うともに、災害対策オペレー
ションと連携した現地状況をリアルタイムで一
般公開します。
（公開カメラ：5台）

建設

◎ ④ブラックアウト対策 1,212 夜間の停電（ブラックアウト）時の避難所運
営に必要な物品（パワームーバー、ポータブル
電源、投光器）を配備します。

危機管理室
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

◎ ⑤ペット同伴避難所開設運営 3,000 ペットと暮らしている飼い主が災害発生時
に躊躇なく避難できるよう、「ペット同伴避難
所」に必要な物品（ケージ、リードフック等）を
整備します。

危機管理室

⑥防災意識醸成・危機対応力
向上“リモート動画&リアル
体験”パッケージ

◎ １）リモート動画&リアル体験
メニューの作成

3,500 幅広い年代で「気軽に、楽しみながら防災に
ついて学び、体験する」動画や、誰もが参加し
やすい防災訓練・防災運動会を開催します。

危機管理室

◎ ２）幼少年消防クラブの危機
対応力向上

450 幼少年消防クラブの活動を推進し、地域防
災の担い手を育成します。

消防本部

⑦地域健康危機管理体制の
推進

148 災害時や感染症等の健康危機が生じた場合
に迅速かつ適切に対応できるよう、対応マ
ニュアルの定期的な見直しや専門研修を実施
します。

健康福祉

５ 感染症に対応した避難支援の強化

○ ①避難所対策 47,000 避難所運営時に必要となる消毒液やエア
マットを購入するほか、備蓄品を保管する防
災備蓄倉庫を整備します。
（4ヵ所：古関裕而記念館北側駐車場、吉井田
小学校、岡山小学校、清水中学校）

危機管理室

６ 消防救急体制の充実

◎ ➀１２誘導心電図伝送
システムの整備

7,578 救急車に１２誘導心電図伝送装置を配備し、
リアルタイムに心電図を病院と共有し救急患
者の救命率向上を目指します。（県内初）
（３台導入）

消防本部

②緊急消防援助隊全国合同
訓練

1,222 ５年ごとに実施される緊急消防援助隊全国
合同訓練に実動部隊として参加します。
（開催地：静岡県）

消防本部

○ ③消防団等の被服整備 10,989 消防団員が災害や訓練において安全に活動
できるよう、耐切創手袋等を整備します。

消防本部
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ④消防団員出動報酬の改定 3,564 従来の費用弁償を出動報酬に改め、１日あた
りの支給額を増額し、消防団員の処遇を改善
します。
（災害時の出動報酬）

消防本部

〇 ⑤消防車両等の更新 58,647 高規格救急自動車等を定期的に更新し、市
民の安全・安心を確保します。
（高規格救急自動車１台、指揮車１台）

消防本部

⑥福島消防署清水分署の
整備

72,078 Ｒ４．１０月竣工へ向け、福島消防署清水分署
新庁舎の付属棟建設工事等を行います。

消防本部

⑦防火水槽・消火栓の整備 27,114 各地区の消防水利を整備します。
（防火水槽 簡易有蓋化1基、

消火栓 新設5基・設置替１５基）

消防本部

⑧AEDサポート事業所との
連携

197 AED貸出協力企業に対してAEDサポート掲
示板を交付し、官民一体となり市民の生命を
守ります。
（設置施設３０カ所）

消防本部

活動時間 2時間未満 ４時間未満 ６時間未満 ６時間以上

改 定 前 一律 ２，０００円

改 定 後 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円
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４．安心して暮らせる健康・医療・福祉の総合的な推進

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 健都ふくしまの実現

①健都ふくしま創造事業

1）健康づくりの推進 2,219 健康セミナーや健康教育、健康づくりポイン
ト事業を通して、地域ぐるみの健康維持増進
を図ります。
また、次期健康増進計画「ふくしまし健康づ

くりプラン2023（仮）」を策定します。

健康福祉

２）健都ふくしま創造市民
会議の開催

519 市民総ぐるみの健康づくり機運醸成を図る
ため、「健都ふくしま創造市民会議」と「健康な
人づくり・まちづくり大会（仮）」を開催します。

健康福祉

3）歯と口腔の健康づくり 503 「福島市歯と口腔の健康づくり推進条例」に
基づき、総合的かつ効果的に歯と口腔の健康
づくりを推進します。

健康福祉

〇 ４）子どものむし歯予防対策 1,377 保育施設や幼稚園、小学校でフッ化物洗口
を実施します。
（R3:56施設 ⇒ R4:66施設）

健康福祉

○ ５）食環境整備・食育の推進 3,636 市民の「食」を選択し実践する力＝「食力」が
身につくよう、家庭や地域等における食育を
推進します。また、「第３次福島市食育推進計
画（仮）」を策定し、さらに食育を進めます。
併せて、「適しおサポーター」の拡大に取り組

みます。（登録施設数R3:４８ ⇒ R4：20０）

健康福祉

６）受動喫煙対策 5,667 受動喫煙防止のための周知啓発を行うほか、
受動喫煙防止重点区域内で指導員による巡
回指導を実施します。

健康福祉

○ ７）地域の健康づくり ３,２７０ 地域の健康課題についての学習会を実施す
るほか、地域の健康づくり推進組織の設置を
支援し、主体的な取り組みに応じたインセン
ティブ補助金を交付します。
(推進組織 R3:5地区 ⇒ R4:８地区)

健康福祉

８）職域の健康づくり 513 職場の健康づくり推進委員会を設置し、働く
世代の健康づくり等の健康経営に取り組む企
業を奨励し、職場での健康講座の開催や健診
受診を促進します。（健康講座 R4:11回)

健康福祉

９）生活習慣病重症化予防 230 市民や医療関係者等を対象に講演会やシン
ポジウムを開催するほか、関係機関と協力し
効果的な対策について検討を進めます。

健康福祉

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

②特定健康診査等の実施 245,989 国保被保険者の特定検診・保健指導を実施
するとともに、医療レセプトデータ等も活用し、
生活習慣病重症化予防や健康教育、高齢者の
フレイル予防に取り組みます。
（特定検診 R4受診率:45%)

国保特会

③がん検診の推進 646,892 自己負担の一部無料化やピンクリボンキャ
ンペーンを推進し、検診受診率の向上を図り、
がんの早期発見・早期治療を目指します。

健康福祉

○ ④定期予防接種の推進 917,794 従来の定期予防接種に加え、子宮頸がんワ
クチンの積極的勧奨再開に伴い、接種機会を
逃していたH9～16年度生まれの女性に対す
るキャッチアップ接種を実施します。

健康福祉

⑤任意予防接種助成 8,668 先天性風疹症候群の予防のため、妊娠を希
望する女性や、その配偶者等の風疹ワクチン
の接種費用の一部を助成します。

健康福祉

◎ ⑥任意予防接種助成
（おたふくかぜ）
【再掲】

7,327 感染力が強く、罹患すると重度障害が残る
可能性のあるおたふくかぜについて、予防接
種費用の一部を助成します。
（1回のみ4,000円）

健康福祉

２ 地域医療体制の強化

○ ①地域医療確保対策費 342,045 平日夜間、土日祝日及び年末年始における
二次救急医療体制を確保するため、救急告示
病院等に対し運営費用を補助します。(新たに
土曜日午前を対象に追加)
また、医師・看護師の確保対策に取り組みま

す。

健康福祉

②福島県立医科大学との連携
（寄附講座）

63,000 市内の二次救急医療機関に福島県立医科大
学の医師を派遣し、実地研修や研修医を対象
とした研修会の実施により、地域救急医療体
制の基盤強化を図ります。

健康福祉

③休日在宅当番医制の運営 5,293 休日における一次救急医療体制を確保する
ため、日・祝日、年末年始の昼間に医療機関が
当番制により診療を行います。

健康福祉

④夜間急病診療所の運営 218,809 夜間における一次救急医療体制を確保する
ため、内科、外科、小児科の夜間急病診療所を
午後７時から翌朝７時３０分まで（小児科は午
後１０時まで）開設します。

健康福祉

⑤休日救急歯科診療所
の運営

29,277 休日の歯科受診に対応するため、日・祝日、
年末年始の午前９時から午後５時まで、保健
福祉センター内で休日救急歯科診療所を開設
します。
併せて、障がい者歯科診療を実施します。

健康福祉
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑥新型コロナウイルス対策

〇 １）新型コロナウイルス
ワクチン接種の推進

1,480,731 スピード感をもって３回目接種を進めます。
また、５～１１歳の小児接種を福島圏域で連

携して実施します。

健康福祉

２）医療機関の体制支援 45,585 PCR検査専用外来を運営する医療機関に対
して医師確保費用等の助成を行います。
また、感染が疑われる方の検査を実施した

医療機関に対して特別給付金を支給します。

健康福祉

３）医療機関への物資支援 20,000 医療物資等の調達困難時に備え、市独自に
備蓄し供給できる体制を確保します。

健康福祉

４）PCR検査 495,500 行政検査、診療・検査医療機関における検査
を円滑に実施し、早期発見・早期対応に努めま
す。

健康福祉

５）入院医療費公費負担 80,080 新型コロナウイルス感染症による入院医療
費の自己負担分を公費で負担します。

健康福祉

◎ ⑦１２誘導心電図伝送
システムの整備 【再掲】

7,578 救急車に１２誘導心電図伝送装置を配備し、
リアルタイムに心電図を病院と共有し救急患
者の救命率向上を目指します。（県内初）
（３台導入）

消防本部

３ 人生１００年時代に対応した高齢者の元気づくり

①高齢者生涯活躍プロジェ
クト

103 「生涯現役社会」実現のため、市内の高齢者・
企業からのアンケートを基に、高齢者の再就
業に関する提言を行います。

健康福祉

◎ ②シルバー人材センターICT
推進支援

180 シルバー人材センターのICT利活用を促進
するため、会員等を対象とした講習会等の実
施を支援します。

健康福祉

◎ ③有償ボランティア立ち上げ
支援

250 元気高齢者の活躍の場として、シルバー人
材センターが30分程度の軽作業を低料金で
行う「有償ボランティア」の立ち上げを支援し
ます。

健康福祉

④地域包括ケアシステム
の推進

501,260 高齢者の総合相談窓口である「地域包括支
援センター」（２２ヵ所）を運営します。
また、認知症高齢者やその家族と地域や関

係職種の連携を推進する「認知症地域支援推
進員」を、地域における支え合いの取り組みを
推進する「地域支え合い推進員」を各センター
に配置します。

健康福祉
介護特会
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑤在宅医療・介護連携推進 18,568 在宅医療と介護の支援を必要とする方が、
地域で自分らしい暮らしを続けることができ
るよう、医療機関や介護関係者の連携を推進
するための窓口として、「福島市在宅医療・介
護連携支援センター」を運営します。

介護特会

⑥いきいきももりん体操講座
・体操伝道師養成

2,942 高齢者の通いの場を創出し、フレイル予防に
より元気に過ごせるよう、いきいきももりん
体操・お口のももりん体操取組団体の立ち上
げや継続を支援します。
(R3:210団体 ⇒ R4:254団体)
また、地域で自主的に取り組めるよう、体操

伝道師を養成します。

健康福祉

⑦温泉利用介護予防
（湯ったりデイサービス）

２０，900 高齢者の社会的孤立の解消と介護予防のた
め、市内の温泉旅館においてデイサービス事
業を実施します。

健康福祉

⑧後期高齢者保健事業 ４，672 ７５歳以上高齢者の健康寿命の延伸と介護
予防のため、フレイル予防運動教室や、健診
データ等を活用した管理栄養士による保健指
導等を実施します。

健康福祉

⑨敬老会の開催 ２６，０51 長寿を祝い敬老の意を表すため、市内２７地
区において敬老会を開催します。

健康福祉

⑩敬老祝金 17,120 ８８歳時に５千円、１００歳時に１０万円の祝
金を支給します。

健康福祉

⑪権利擁護支援 １８，４20 認知症や障がい等により判断能力が不十分
な方を社会全体で支え合うための「福島市権
利擁護センター」を運営します。
また、広報や相談、市民後見人の養成等を通

し、成年後見制度の利用促進に取り組みます。

健康福祉

⑫福島市オレンジプランの
推進

3,200 認知症の方も周囲の方も安心して暮らせる
地域づくりを推進するため、認知症ケアパス
の普及や「ふくふくオレンジフェスタ」の開催
等による普及啓発、認知症カフェ支援等を実
施します。

介護特会

○ ⑬認知症サポーター養成
・高齢者見守り推進

2,953 学校・企業を中心に認知症サポーターの養
成に取り組みます。
(R3:35,000人 ⇒ R4:37,000人)
また、認知症の方の身元確認ツールの活用

について、福島圏域内で情報交換・協議し、連
携した取り組みを推進します。

介護特会
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑭軽費老人ホーム事務費補助 212,447 入所者の経済的負担の軽減を図るため、運
営法人に対して事務費の一部を補助します。
(9施設)

健康福祉

◎ ⑮高齢者福祉施設職員等
処遇改善

8,150 軽費老人ホーム、養護老人ホーム職員の賃
金引上げ（３％程度）に必要な支援を行います。

健康福祉

⑯介護人材確保対策推進
パッケージ

○ 1)介護マンパワーアップ
支援

１，2００ 職員のキャリアアップを支援している介護事
業所に対し、資格取得費用の一部を助成しま
す。(R3:２５人 ⇒ R4:30人)

健康福祉

○ 2)介護資格取得支援 3,270 介護職員初任者研修等の費用の一部を助成
します。(R3:45人 ⇒ R4:50人)

健康福祉

◎ 3)福祉人材定着・離職防止 1,705 事業所に勤務する介護職を対象に、若手・中
堅・管理者といった階層別の研修をオンライン
で実施します。(R4:30人)

健康福祉

◎ 4)介護職イメージアップ 1,000 介護職・介護現場の魅力と重要性を発信す
る動画等を作成します。

健康福祉

◎ 5)認知症高齢者等ケア向上
支援

45 地域包括支援センター職員等を対象とした
若年性認知症の基礎研修や、事業所管理者向
けのストレスマネジメント研修を実施します。
(R4:各2回)

介護特会

⑰ふれあい訪問収集 9,124 自らごみを集積所に持ち出すことが困難な
高齢者や障がい者世帯を対象に、安否確認を
兼ねた戸別訪問収集を実施します。
（登録数 Ｒ3.9月末現在：1,116世帯）

環境

⑱路線バス等高齢者利用
促進

206,412 75歳以上の市民や広域避難者を対象に、市
内路線バス及び福島交通飯坂線の運賃無料
化を実施します。
（R3.9月現在対象高齢者数：40,341人）

都市政策

⑲高齢者の元気アップ ２，２９３ シニア世代を対象にした教養、健康、ICT等
をテーマにした講座を開催します。
（全１６学習センター）

教育委員会

- 23 -



事業名 予算額（千円） 説明 担当部

４ 誰もが安心して暮らせる共生社会の実現

〇 ①消費者被害未然防止対策 1,805 消費者の安全を守る地域協議会を運営する
ほか、自動通話録音機（悪質電話撃退装置）の
購入費用の一部を補助します。
（R3：１００件 ⇒ R4：１５０件）
また、成年年齢引き下げに対応して、若年層

へ向けた啓発動画を高校生との共創により作
成します。

市民・文化
スポーツ

②交通安全教育の推進 901 幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象に、
交通安全教室等を開催します。

市民・文化
スポーツ

③通学路等安全対策

【3月補正前倒し分】

20,404

（15,000）

小学校の通学路等の危険箇所について、関
係機関等との合同点検に基づき、交通安全施
設を整備します。
（対策箇所：7ヵ所）
※費用の一部を3月補正に前倒しします。

市民・文化
スポーツ

建設

④交通安全施設の整備 82,000 歩道の段差解消や路肩整備、道路標識や道
路照明灯の更新等を実施します。
（段差解消：L=230m など）

建設

⑤公園施設長寿命化対策 60,000 老朽化施設の更新等を実施し、公園利用者
の安全安心を確保します。

都市政策

⑥AEDサポート事業所との
連携【再掲】

197 AED貸出協力企業に対してAEDサポート掲
示板を交付し、官民一体となり市民の生命を
守ります。
（設置施設３０カ所）

消防本部

○ ⑦包括的支援体制の整備 44,814 対象者の属性を問わない包括的な支援体制
を整備し、アウトリーチを通じた支援を強化す
るなど、社会とのつながりが希薄になってい
る方等の複合化・複雑化した支援ニーズに対
応します。

健康福祉

⑧バリアフリー推進
パッケージ

○ １）心のバリアフリー推進 2,974 「心のバリアフリー」の正しい理解と普及啓
発を図るため、バリアフリーパートナーミー
ティングや出前講座等を実施します。
また、新たにキャッチフレーズを募集するほ
か、強化月間を策定し発信力を高めます。

健康福祉

２）ヘルプマーク・ヘルプ
カードの普及推進

198 外見から分からなくても援助や配慮を必要
としている方が支援を得やすくなるよう、普
及啓発を行います。

健康福祉
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ３）いきいき！
ふくしマーケット

548 実績のある講師を招き、「売れる商品」を作
るためのノウハウを学ぶ講習会を開催します。
また、更なる販路拡大へ向け、福島圏域で行
われるイベントに参加します。(3回)

健康福祉

4）ボッチャの普及推進 42 障がい者の生きがいづくりのため、ボッチャ
講習会等を開催します。(3回)

健康福祉

5）自発的活動の支援 1,000 障がい者、家族、地域住民等が相互理解の
ために勉強会や地域活動を行う際の費用を補
助します。(10万円×10団体)

健康福祉

６）手話言語条例関連 2,379 手話出前講座の開催や、手話奉仕員養成講
座等を実施します。

健康福祉

７）歩道点字シート等設置 25,000 移動等円滑化推進地区のうち、点字ブロック
未整備箇所に点字シート等を整備します。
（音楽堂周辺など4路線 L=540m）

建設

〇 ８）バリアフリー推進 10,000 バリアフリー事業の実施計画となるバリアフ
リー基本構想を策定します。
（2地区策定）
また、バリアフリーマップの更新を行います。

都市政策

○ ⑨計画相談支援の推進 24,000 障がい福祉サービス利用に係るケアマネジ
メント体制を強化するため、相談支援専門員
を雇用する事業所に対し、経費の一部を補助
します。（R3：10人 ⇒ R4：20人）

健康福祉

⑩障がい者施設の整備 140,690 重度障がい者の支援先を確保するため、生
活介護事業所の新設費用の一部を補助します。

健康福祉

⑪障がい福祉サービス 4,912,238 障がい者の自立をはじめ、日常生活や社会
参加の支援を行うため、居宅介護や生活介護、
就労支援等の事業を実施します。

健康福祉

⑫自立支援医療 300,971 障がい児・者の心身の障がいを除去・軽減す
る医療費の自己負担額を軽減します。

健康福祉

⑬地域生活支援拠点の整備 9,810 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を
見据え、住み慣れた地域で安心して生活でき
るよう、障がい者と家族を地域全体で支援し
ます。

健康福祉
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑭こども発達支援センター
の運営

48,007 発達障がい児やその心配がある児童に対す
る発達相談や、肢体不自由児等に対する生活
訓練や機能訓練を行います。

こども未来

◎ ⑮若年がん患者終末期在宅
療養支援

1,500 若年がん患者が終末期を住み慣れた自宅等
で自分らしく過ごせるよう、在宅での介護
サービス利用料の一部を補助します。

健康福祉

○ ⑯動物との共生 18,717 野良猫の不妊・去勢手術費用の一部を助成
するほか、災害に備えたしつけ方教室を開催
する等、動物と共生できるまちづくりを目指し
ます。
また、保健所から犬や猫を譲渡する際に寄

生虫や感染病の検査を実施し、マイクロチップ
を装着します。

健康福祉

◎ ⑰ペット同伴避難所開設運営
【再掲】

3,000 ペットと暮らしている飼い主が災害発生時
に躊躇なく避難できるよう、「ペット同伴避難
所」に必要な物品（ケージ、リードフック等）を
配備します。

危機管理室

５ 多文化共生の推進

①国際交流員の配置 6,370 外国青年を国際交流員として配置し、外国
人の視点を取り入れた事業の企画・運営や国
際交流協会を通じた国際交流活動を実施しま
す。

市民・文化
スポーツ

②国際交流事業支援 2,000 市国際交流協会が実施する国際交流や多文
化共生を推進するイベント等を支援します。

市民・文化
スポーツ

③外国人生活相談 4,770 外国人のためのワンストップ生活相談窓口
を運営し、多様な相談に対応します。

市民・文化
スポーツ

○ ④外国のこども日本語
サポートの推進

3,057 帰国・外国出身児童生徒が学校生活に適応
するための日本語サポーター・母語支援員・
コーディネーターの派遣やその親子を対象と
した放課後教室等を実施するほか、市内のボ
ランティア日本語教室の活動を支援します。

市民・文化
スポーツ

○ ⑤結・ゆい・フェスタ開催 2,400 市国際交流協会と共同で多文化共生イベン
ト「結・ゆい・フェスタ」を開催します。R4は、中
心市街地に加え、郊外でのイベント開催等によ
り、共生意識を育む事業を展開します。

市民・文化
スポーツ
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５．豊かな文化芸術の振興と発信

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 「古関裕而のまち・ふくしま」の取り組みの推進

①エールレガシー 34,179 気仙沼市、久慈市との朝ドラ連携プロジェク
ト「おかえりプロジェクト」として、首都圏での
観光物産PRと移住促進プロモーションを実
施します。
また、エールドラマセットの継続展示やロケ

地・まち歩きマップを作成します。

商工観光

②古関裕而のまちおもてなし 21,484 古関裕而記念館前に無料休憩所を設置する
など、古関氏をきっかけに本市を訪れた方へ
のおもてなしの充実を図ります。

商工観光
市民・文化
スポーツ

③ふくしま花のまちフェス
ティバル補助

1,000 駅前通りから古関裕而の生誕の地(レンガ通
り）まで花ももの木のプランターを設置し、都
市の息遣いが感じられるまちづくりを進めま
す。

商工観光

○ ④古関裕而記念音楽祭、生誕
記念コンサートの開催

19,622 豪華ゲストを招いた鑑賞型音楽祭や8月11
日の古関氏の誕生日に合わせた生誕記念コン
サートを開催し、古関氏と音楽を活かしたまち
づくりを推進します。

市民・文化
スポーツ

◎ ⑤古関裕而ストリート活用 2,400 サイン看板、メロディーボックス、ARスポッ
ト等を整備した古関裕而ストリートを活用した
音楽イベントを開催し、まちなかににぎわいを
創出します。

市民・文化
スポーツ

○ ⑥ふくしまチェンバー・オーケ
ストラ活動支援

4,628 音楽堂を拠点に活動するプロのオーケスト
ラ「古関裕而のまちふくしまチェンバー・オー
ケストラ」の活動を支援します。
（定期演奏会R3：1回 ⇒ R4：2回）

市民・文化
スポーツ

◎ ⑦「古関裕而作曲コンクール」
の創設

18,000 古関氏が生まれ育ったまちとして、その名を
冠した本市独自の作曲コンクールを新たに開
催し、「古関裕而のまち・ふくしま」を全国に向
けて発信します。

市民・文化
スポーツ

⑧古関裕而メロディーバス
運行

15,755 メロディーバスの運行により、市内循環バス
の機能を活用した古関裕而のPR及び観光客
のおもてなしを行います。
（平日11便、土日祝日8便）

都市政策

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

２ 福島らしい文化芸術の振興と継承

①市文化振興条例の
策定

300 市民との共創による文化振興条例の策定を
進めます。

市民・文化
スポーツ

②「ふくぶん（福島らしい
文化）」の発信

5,000 文化施設におけるユニークベニューの展開
や、イメージ動画を活用した広報戦略等により、
本市固有の文化や歴史の魅力を「福島らしい
文化」として広く発信します。

市民・文化
スポーツ

③ふくしま文化芸術振興 30,060 国内外で評価の高い音楽家のコンサートや、
古関裕而記念館における企画展等を開催する
とともに、親子や高齢者向けの様々な事業を
展開し、日常生活における文化芸術の鑑賞機
会を提供します。

市民・文化
スポーツ

④文化財の保護・保存 6,634 文化財の調査を進めるとともに、市指定文
化財の保護・保存に努めます。

市民・文化
スポーツ

⑤しゃがむ土偶「ぴ～ぐ～」
の活用

4,445 各種イベントの開催やファンクラブ「ぴ～ぐ
～♡会」の活動により、「しゃがむ土偶」を福島
のスターとして広く発信し、観光振興や交流人
口の拡大につなげます。

市民・文化
スポーツ

⑥じょーもぴあ宮畑活用
推進

10,770 宮畑遺跡の魅力を発信するため、校外学習
への活用を図るとともに、地域住民との共創
による多彩なイベントを開催します。

市民・文化
スポーツ

⑦民家園活用推進 75,936 民家園内の古民家等の計画的な点検及び修
繕を実施するとともに、地域住民との共創に
よる園内行事を開催し、民家園の魅力を市内
外へ積極的に発信していきます。

市民・文化
スポーツ

○ ⑧デジタル市史編さん 4,489 貴重な写真や歴史資料等を電子ファイル化
するとともに、保存した資料のホームページ上
での公開を進めます。

市民・文化
スポーツ

○ ⑨写真美術館活用推進 42,552 春の花見山観光シーズンに合わせて写真展
を開催するなど本市文化芸術のさらなる発展
を図るとともに、市指定文化財である施設の
適正な保護・保存と活用を図ります。

市民・文化
スポーツ
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６．脱炭素社会の実現と循環型社会の構築

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 脱炭素社会の実現

①環境に配慮した公用車の
配備

21,235 電気自動車やハイブリッド車の導入を進めま
す。
（R4:EV２台、HV６台）

財務
下水道事業

○ ②清水支所建設 374,060 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）に対応
した清水支所庁舎の整備を進めます。
Ｒ４は、造成工事、地盤改良工事、建築工事

等に着手します。

財務

③街路灯LED化推進 40,876 既存の街路灯をLED灯に切替えします。
（LED化：1,000灯/年）

建設

〇 ④環境基本計画の推進 1,292 脱炭素化に向けた取り組みやごみの減量化
など環境に関する内容を広く発信するポータ
ルサイトを開設し、行動変容を促します。

環境

⑤ふくしま環境フェスタ 1,２00 地球温暖化防止や再生可能エネルギー等に
関するイベントを行います。

環境

◎ ⑥再生可能エネルギー
（小水力）導入促進

1,０００ 小水力発電導入可能性調査を実施する県内
事業者に対し、補助金を交付します。
（補助率１／３、上限５０万円）

環境

⑦次世代エネルギーパークの
推進

718 施設見学の実施やリーフレットの改訂を行い、
再生可能エネルギーについて情報発信をしま
す。

環境

〇 ⑧電気自動車急速充電器
の改修

1,551 道の駅つちゆに設置している電気自動車用
急速充電器を改修し、キャッシュレス決済にし
ます。

環境

◎ ⑨水素社会実現の推進 2,298 水素エネルギーの普及啓発イベントを開催し
ます。
また、水素自動車（ＦＣＶ）の導入費用に対し

て補助金を交付します。
（最大２０万円）

環境

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）

全体事業費
（継続費分）

594,200千円

R4 271,660千円

R5 322,540千円
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑩脱炭素住宅整備促進 33,400 家庭における太陽光発電システムや蓄電池、
電気自動車充給電設備（V2H）、ホームエネル
ギーマネジメントシステム（HEMS）の設置費
用の一部を助成します。

環境

⑪再生可能エネルギー等
施設整備資金利子補給

1,841 中小企業の再エネ・省エネ設備の導入費用に
かかる利子の一部を補助します。

環境

⑫クールチョイス普及啓発 6,000 地球温暖化対策のため、クールチョイス（賢
い選択）の普及啓発活動を推進します。

環境

◎ ⑬（仮称）ふくしまＳＤＧｓ環境
アワード

233 ＳＤＧｓの理念の実現に顕著な功績のあった個
人、団体、事業所等を表彰します。
（３部門１０件）

環境

２ 循環型社会の構築

①ごみ減量化促進対策 17,411 市民１人１日当たりの生活系ごみ排出量（資
源物除く）を530g以下とすることを目標に、
ごみの減量化・資源化を促進します。

環境

②あぶくまクリーンセンター
焼却工場の再整備

36,063 あぶくまクリーンセンター焼却工場再整備に
向け、環境影響評価や発注者支援業務を行い
ます。

（環境影響評価業務）

（発注者支援業務）

環境
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

〇 ③あぶくま・あらかわクリーン
センター運営

56,369 資源化工場の一部業務を民間へ委託します。 環境

◎ ④果樹剪定枝活用実証実験 650 果樹生産者と剪定枝をまきストーブ等で有
効利用する方をマッチングします。
また、市内の教育機関や農業者団体との共

創により、剪定枝を炭に変え、土壌改良材とし
て活用する方法を検証します。

農政

⑤第三者認証ＧＡＰ取得等の
促進

186 職員がJＧＡＰ指導員資格を取得し、ＧＡＰ普
及体制を強化します。

農政

○ ⑥環境保全型農業直接支払
交付金

4,204 環境にやさしい農業に取り組む農業者に対
して経費の一部を助成します。
また、新規取組者の受入れ・定着に向けた技

術指導等の活動に対して支援します。

農政

⑦森林経営管理計画の推進 21,090 森林を適切に管理するため、森林所有者に
対する意向調査を実施し、経営管理集積計画
を作成します。
また、森林や林業を身近にするための普及

事業を行います。

農政

○ ⑧浄化槽設置の推進 76,716 合併処理浄化槽の設置費用及び単独処理浄
化槽・汲み取り便槽の撤去費用並びに単独処
理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽
に転換する際の宅内配管工事費用の一部を
補助します。

都市政策

⑨廃棄文書の溶解処理 700 市の廃棄文書の溶解処理を実施します。
（Ｒ3実績：10,030㎏

→Ｒ4実績見込：11,500㎏）

総務

３ 環境の保全

○ ①ムクドリ・カラス対策 2,030 特殊なＬＥＤ照明で中心市街地のムクドリ追
い払いを実施します。
また、福島駅東口にカラスの嫌がる音声再

生装置を設置し、カラスを追い払い、街なかの
フン害対策を講じます。

環境

②特定外来生物駆除 262 生態系の維持・保全を図るため、アライグマ
やアメリカミンクなどの特定外来生物を駆除
します。

環境
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

◎ ③ポイ捨て禁止啓発看板
新規作成

315 高校生との共創により、新しいデザインのポ
イ捨て禁止看板を作成します。
（３種類作成）

環境

◎ ④お盆供物収集廃止の周知 335 令和６年度でのお盆供物収集廃止について、
収集場所での看板やＨＰ等での周知を行いま
す。
（看板４９カ所設置）

環境

⑤ごみ集積所適正管理の推進 620 ごみ集積所のごみ散乱を防止し、地域環境
の美化及びごみ処理の適正化を推進します。

環境

〇 ⑥ＰＣＢ廃棄物処理 ７２，０５２ 市有施設にて発生したＰＣＢ廃棄物の適正な
処分を進めます。
また、一般廃棄物に該当するPCB廃棄物を

所有者から収集し、処分を委託します。

財務
環境

⑦衛生処理場の整備 636,522 衛生処理場単独稼働に向けて、場内施設の
改造を行います。

環境

⑧建築物アスベスト調査
助成

750 吹付アスベストが使用されている恐れがあ
る建築物を対象に、アスベスト含有分析調査
費用を助成します。
（補助限度額250千円）

都市政策

全体事業費
（継続費分）

1,341,800千円

Ｒ３ 695,880千円

Ｒ４ 636,522千円

Ｒ５ 9,398千円
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７．「人」と「活力」であふれる農業・商工業の実現

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 「人」と「活力」があふれる農業の実現

①鳥獣被害等対策

１）有害鳥獣対策専門職員
の配置等

10,301 専門知識や狩猟免許等を具備した職員を配
置します。
（２名）

農政

２）有害鳥獣被害対策協議会
等負担金

19,925 鳥獣被害対策専門員の活動、捕獲資機材の
購入、調査業務等の費用の一部を負担します。

農政

３）イノシシ捕獲対策 27,600 イノシシ捕獲頭数に対し、補助金を交付しま
す。
（1,200頭）

農政

４）ニホンザル・ツキノワグマ
対策

1,000 ニホンザル・ツキノワグマによる農作物や人
身への被害を防止するため、パトロール活動
を実施します。

農政

５）侵入防止柵の整備 6,400 電気柵やワイヤーメッシュ柵を設置する農業
者に設置及び補修費用の一部を助成します。

農政

６）鳥獣被害対策実施隊の
配置

2,000 猟友会員等を鳥獣被害対策実施隊員に任命
し、イノシシ等の捕獲・駆除、追い払い活動等
を行います。

農政

◎ ７）鳥獣被害対策実施隊員の
確保

300 狩猟免許を取得し実施隊に加入する方に対
し、免許取得経費の一部を助成します。

農政

②福島大学食農学類連携 2,420 市農産物のマーケティング調査に地域と大
学が連携して取り組むほか、果実の硬度や成
分分析調査等を行います。

農政

③農地集積支援

１）農地中間管理 3,506 農地中間管理機構を通して農地を貸し付け
た農業者に対して、協力金を交付します。

農政

２）農地流動化支援 4,700 農業経営基盤強化促進法により、経営規模
拡大のため新たに農地を取得、または賃借し
た農業者へ支援金を交付します。

農政

◎ ３）地域を守る集落営農組織
支援

300 農作業受託によって地域の農地を集積した
営農組合に対し、集積面積に応じて補助金を
交付します。

農政

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

◎ 4)遊休農地等再生対策支援 １，０００ 遊休化した農地で作物生産等を再開するた
めの再生作業等に必要な経費を補助します。
（補助率１／２以内）

農政

◎ 5)農地利用の意向把握

【３月補正前倒し分】

２，８５４

（１，４７３）

農地利用最適化推進委員等が情報収集を行
うためのタブレット端末を導入し、「人・農地プ
ラン」における目標地図作成の事務を効率化
します。
※端末購入費は３月補正へ前倒しします。

農業
委員会

④担い手の確保

○ １）農業次世代人材育成 81,425 新たに独立して農業経営を行おうとする農
業者に対し、機械等導入及び経営開始資金を
交付します。
（経営開始資金 最大１５０万円）
（機械等導入費 補助率3/4 最大７５０万円）

農政

○ ２）新規就農拡大推進 10,336 兼業就農や親元就農者、農業法人等に就農
時初期費用などの一部を助成します。
また、インターンシップサイトを活用し、新規

就農者に対する農業体験の拡充や指導者（メ
ンター）のマッチングを促進します。

農政

３）新規就農者オンライン
相談

250 新規就農希望者に対し、関係機関や農業者
による相談業務をオンラインで実施します。

農政

４）経営継承・発展等支援 5,000 認定農業者等の先代事業者から経営を譲り
受けた後継者の経営を発展する取り組みに対
し、補助金を交付します。

農政

⑤スマート農業推進 500 福島市スマート農業検討会を開催し、本市農
業における普及推進や実証実験等を実施しま
す。

農政

⑥農業経営安定化支援 4,700 農業者が加入する収入保険と果樹共済の掛
け金の一部を助成します。

（補助率： 保険料の５％
ただし認定農業者は１０％）

農政

⑦農作物病害虫防除 5,000 モモせん孔細菌病などの果樹の病害虫防除
薬剤の購入費の一部を助成します。

農政

◎ ⑧福島米消費喚起 6,000 市内小・中・特別支援学校で提供される小麦
パンを米粉パンに替える際の追加費用を補助
し、福島型給食の推進と福島米の消費喚起に
つなげます。

農政

⑨果樹品質向上支援対策 3,000 裂果防止や病害虫防除等に効果のある雨よ
けハウス等の設置費用の一部を助成します。
（対象経費の1/3以内、上限１００万円）

農政
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑩地域６次産業化推進 3,152 農業者と加工・流通事業者等による学習会
や交流会を実施します。
また、販売・流通等について専門的な知識を

持つアドバイザーや６次化相談員を設置しま
す。

農政

⑪果実等プロモーション
【再掲】

2,794 重点消費地や交流都市へのトップセールス
等を積極的に行います。

農政

⑫スイーツ・プレミアム 14,700 本市農産物等を使用したスイーツを「ふくし
まスイーツ・プレミアム」としてブランディング
します。

商工観光

⑬畜産支援

１）黒毛和種繁殖基礎雌牛
導入補助金

1,250 優良な繁殖雌牛導入や人工授精を実施した
畜産農家へ費用の一部を助成します。

農政

２）酪農ヘルパー利用推進 1,000 酪農ヘルパー利用料金の一部を助成します。 農政

⑭農道、水路、ため池等の
整備

25,000 各地区の農業用施設等の整備を進めます。 農政

⑮多面的機能交付金 150,906 農地や農業施設の保全活動を実施する団体
に対して、交付金を交付します。

農政

⑯市場施設再整備計画 18,968 市場全体の再整備に向けた基本計画策定等
を行います。

市場特会

◎ ⑰市場開設50周年記念
イベント開催

1,798 市場開設５０周年記念式典と市場まつりを
開催します。

市場特会

２ 「人」と「活力」があふれる商工業の実現

①中小企業新製品・新技術
開発支援

4,056 新製品・新技術の研究開発に要する経費の
一部を補助します。
（補助率１／２ 上限１，０００千円）

商工観光

②展示会出展・販路拡大支援 1,000 展示会へ出展する際の費用の一部を補助し
ます。
（補助率１／２ 上限１００千円 ほか）

商工観光

③食品加工産業創出 3,113 本市の農産物を活用した食品加工による商
品開発に要する費用の一部を補助します。
（補助率２／３ 上限１，５００千円）

商工観光

④産学共同研究支援 3,000 市内中小企業と大学・公的研究機関が共同
研究する費用の一部を補助します。
（補助率１／２ 上限１，０００千円）

商工観光
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑤コーディネーターによる
産業振興

8,800 産業支援コーディネーターを２名配置し、市
内企業の課題解決や、企業と研究機関等の連
携を支援します。

商工観光

〇 ⑥若手ものづくり後継者育成 1,000 Ｒ４から「マスタークラス」を追加し、製造業
の後継者を対象に「ものづくり夢創塾」を実施
します。

商工観光

〇 ⑦新たなビジネスモデル創出
支援

50,000 「新事業・創業支援枠」、「デジタル化推進枠」、
「感染防止対応枠」を設け、新しい生活様式に
対応するための費用の一部を補助します。
（補助率２／３ 上限３００千円 ほか）

商工観光

⑧医産連携推進 20,056 市内中小企業が実施する医療福祉機器関連
の製品化や研究開発の費用の一部を補助しま
す。
（補助率２／３ 上限５，０００千円）

商工観光

◎ ⑨特定集積産業事業拡大・
強化支援

15,000 地場企業が行う市内への新たな工場建設や
製造設備等の整備に要する費用の一部を補
助します。

商工観光

⑩企業立地促進 10,293 首都圏等への企業訪問、各企業展示会への
出展、ＷＥＢメディア等への広告配信やオンラ
イントップセールスによる企業立地セミナーを
開催します。

商工観光

⑪福島おおざそうインター
工業団地の第２期整備

50,400 「福島おおざそうインター工業団地」第2期整
備事業実施設計を行います。

工団特会

⑫中小企業振興預託金 865,000 中小企業者の資金繰りを支援するため、一
般・小口融資及び組織資金融資の融資枠を確
保します。
（限度額 20,000千円ほか）

商工観光

⑬中小企業信用保証料補助 39,300 信用保証料の一部を補助します。
（中小企業一般融資利用者 補助率５０％・

県起業家支援保証制度利用者 補助率８０％）

商工観光

⑭新規創業者等支援 3,595 中心市街地での新規創業者に対して、経営
コンサルタントによる経営支援を行います。

商工観光
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑮創業応援利子補給
パッケージ

〇 １）創業応援利子補給 4,090 創業融資に係る利子を1年間（中心市街地で
の創業は２年間）補助します。
R4からは、第二創業者（２年間）を対象者と

して追加します。

商工観光

２）女性の創業応援
利子補給

７２４ 創業融資に係る利子を２年間補助します。 商工観光

◎ ⑯クリエイティブビジネス
サロン管理運営

21,983 シェアオフィス・コワーキングスペースを備え
たビジネス交流拠点となる福島市クリエイティ
ブビジネスサロンを開所し、新たなビジネスス
タイルを支援します。

商工観光

◎ ⑰ふくしまフィールド人材
交流支援

1,000 首都圏からクリエイターを招き、「ふくしまデ
ザインフェア」や「ふくしまクリエイターズショッ
プ」を開催します。

商工観光

○ ⑱「ゆとり満喫福島オフィス」
開設支援

13,657 本市内へのオフィス開設等に係る費用の一
部を補助し、温泉、農業、果物が満喫できる
「ゆとり満喫エールパスポート」を併せて贈呈
します。
R４からは、支社開設・オフィス賃料を補助対

象として追加します。

商工観光

３ 就労支援と雇用の創出

○ ①働く女性応援企業認証 1,167 女性が活躍できる職場づくりや、仕事と家庭
の両立に対する支援を積極的に行う中小企業
を本市独自の基準で認証し、広く公表します。
また、更新手続き時に一定の要件を満たす

認証企業に、ゴールドプレートを贈呈します。
（認証企業数51社）

商工観光

②そろそろ働きたい女性の
就職準備支援

2,000 結婚や出産等で退職した女性向け合同企業
説明会を開催し、就職希望者と企業とのマッ
チングの支援を行います。

商工観光

〇 ③障がい者雇用推進企業
認証

534 障がい者雇用を積極的に行う中小企業を本
市独自の基準で認証し、広く公表します。
また、更新手続き時に一定の要件を満たす

認証企業に、ゴールドプレートを贈呈します。
（認証企業数８社）

商工観光

④障がい者就労定着支援
【再掲】

6,592 障がい福祉サービスの一環として、生活面
の課題軽減と就労の継続を図るため、関係機
関との連絡調整や指導・助言等の支援を行い
ます。

健康福祉

- 37 -



事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑤若年者就職支援 5,960 高校生を対象とした就職支援事業や、新規
学卒者を対象とした合同企業説明会を開催し
ます。

商工観光

⑥就労準備支援 640 直ちに就労が困難な方の自立を支援するた
め、一般就労へ向けた基礎的能力を養う支援
を行います。

健康福祉

⑦高齢者生涯活躍プロジェ
クト【再掲】

103 「生涯現役社会」実現のため、市内の高齢者・
企業からのアンケートを基に、高齢者の再就
業に関する提言を行います。

健康福祉

○ ⑧介護資格取得支援
【再掲】

3,270 介護職員初任者研修等の費用の一部を助成
します。(R3:45人 ⇒ R4:50人)

健康福祉

◎ ⑨介護職イメージアップ
【再掲】

1,000 介護職・介護現場の魅力と重要性を発信す
る動画等を作成します。

健康福祉

⑩輝け！保育人財活躍促進
【再掲】

1,811 本市独自の保育人材バンクの活用や実地研
修、就職相談会の開催により、潜在保育士の
就労を支援します。

こども未来

○ ⑪保育士するなら福島市！
プロモーション【再掲】

3,072 保育士養成校と連携した就職相談会やオン
ラインでの就職セミナー、高校生の保育士体
験会、PR動画によるSNSでのプロモーション
等を実施します。

こども未来

４ 産業の基盤となる道路交通ネットワークの整備

○ ①都市計画道路の推進 1,175 社会経済情勢の変化を踏まえた長期未着手
都市計画道路の見直し方針を決定し、対象地
域との合意形成を図ります。

都市政策

②太平寺岡部線
（御山町工区）

277,500 学法福島高校から国道１３号までの区間の
用地補償等を行います。
（全体計画 L=450m）

建設

③曽根田町桜木町線
（宮下町工区）

【3月補正前倒し分】

60,000

（30,000）

県庁通りから国道１３号までの区間の用地補
償等を行います。
（全体計画 L=346m）

※費用の一部を3月補正に前倒しします。

建設

④杉妻町早稲町線 37,000 福島中町郵便局からNHK福島放送局まで
の区間の用地補償等を行います。
（全体計画 L=240m）

建設
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑤北沢又丸子線（３工区） 14,600 福島西道路から飯坂街道までの残り区間の
用地補償等を行います。
（全体計画 L=270m）

建設

⑥鳥川大笹生線

【3月補正前倒し分】

16,500

（53,000）

福島大笹生ICと市街地を結ぶ幹線道路の拡
幅工事を進めます。
（全体計画 L=945m）

※費用の一部を3月補正に前倒しします。

建設

◎ ⑦御山町信夫山線
（狐塚工区）

【3月補正前倒し分】

26,700

（2,000）

太平寺岡部線（御山町工区）から信夫山への
アクセスルートの用地補償等を行います。（信
夫山ストリート関連）
（全体計画 L=60m）

※費用の一部を3月補正に前倒しします。

建設

⑧椿沢線 10,000 飯野地区東部と川俣町を結ぶ幹線道路の測
量設計を行います。
（全体計画 L=597m）

建設
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８．福島らしい個性とにぎわいのあるまちづくり

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 福島駅前再開発と交流・集客拠点施設整備の推進

○ ①福島駅東口地区市街地
再開発

5,038,000 県都ふくしまの顔となる官民連携による再
開発事業を推進し、R4は解体工事等に着手し
ます。

都市政策

②福島駅前交流・集客拠点
施設の整備

32,071 福島駅東口地区市街地再開発と連携し、施
設の実施設計を進めるとともに、運営候補者
の公募・選定準備を行います。

商工観光

２ 街なかの魅力と回遊性の向上

○ ①街なかにぎわい創出 46,928 旧中合福島店に設置していた「街なか交流
館」の機能をエスタビル地下１階に移設し、再
オープンします。
また、若者の街なかでの活動促進に取り組

みます。

商工観光

②街なかチャレンジショップ
支援

6,835 チェンバおおまち1階でチャレンジショップ
を運営するほか、チャレンジショップ入居者に
対し、創業するための経営指導を実施します。

商工観光

③中心市街地活性化イベント 4,000 光のしずくイルミネーション開催等の費用の
一部を補助します。

商工観光

〇 ④商店街等活性化イベント
支援

40,000 商店街等が実施するイベント経費の一部を
補助します。
（補助率１/2 上限 ５００千円 ほか）
また、パセオ通りを中心としたイベントを開

催し、賑わいを創出します。

商工観光

○ ⑤街なか空き店舗入居者
家賃補助

76,483 中心市街地等の空き店舗に出店する際の家
賃の一部を補助します。
空き店舗重点対策地域については、階層と

業種の制限を大幅に緩和（２階以上やオフィス
も対象）し、街なかでの新規創業や事業拡大を
支援します。

商工観光

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ⑥（仮称）市民センター整備 410,354 老朽化した中央学習センター、敬老セン
ター、市民会館の一部の機能を統合・複合化
し、市民交流機能、議会機能、防災機能を有
する「（仮称）市民センター」の整備を進めま
す。
Ｒ４は、建築工事等に着手します。

財務

◎ ⑦まちなか広場の運営 7,265 まちなか広場をリニューアルオープンしま
す。
（供用開始：8月）

都市政策

◎ ⑧ストリートスポーツ施設の
整備支援

6,677 街なかにおける若者の居場所づくりの一
環として、ストリートスポーツ施設の整備に
対し支援します。

都市政策

⑨福島駅周辺利便性向上の
検討

500 駅周辺の集客拠点と連携した交通体系の
あり方について、関係機関と協議し、将来の
駅周辺のまちづくりを検討します。

都市政策

⑩バス路線運行維持対策 180,415 日常生活に密着した生活路線バスに対す
る赤字補てん等の補助を行います。
（広域路線：14路線、市域内路線：29路線、
委託バス等路線：6路線）
また、松川下川崎乗合タクシーを運行しま

す。
（年間運行回数：245日）

都市政策

⑪中心市街地活性化交通
支援

10,000 市内循環100円バスの運行経費の一部を
補助します。
（R2利用者数：約56万人）

都市政策

○ ⑫地域公共交通活性化 16,380 新たな公共交通のマスタープランとなる
「地域公共交通計画」の策定と公共交通の在
り方について検討する懇談会を開催します。
また、パークアンドライドを実施し、中心市

街地の活性化を図ります。

都市政策

〇 ⑬ももりんシェアサイクル
運営

21,077 サイクルポートの増設や、回数券に新たな
プランを追加します。
また、自転車の再配置の回数を増やすなど、

シェアサイクルのサービス向上を図り、さら
なる利用促進を目指します。
（貸出場所：12ヵ所 ⇒ 15ヵ所程度）

都市政策

○ ⑭中央団地再整備 15,000 市営中央団地の再整備に向けた基本計画
策定とPFI導入可能性調査を実施します。

都市政策
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

３ 「古関裕而のまち・ふくしま」の取り組みの推進【再掲】

全て再掲

４ 福島らしさがあふれる観光の振興

◎ ①「ふくしまステイ。」プロモー
ション

15,000 本市の新たな滞在スタイル「ちょうどいい旅、
ふくしまステイ。」を活用した誘客プロモーショ
ンを実施します。新ブランドのイメージ定着化、
体験コンテンツ・旅行商品・オンラインツアーの
造成、首都圏向けのプロモーションを実施しま
す。

商工観光

②フィルムロケ誘致支援 4,086 本市の知名度やイメージ向上を目的に、映画
やテレビ等のロケ誘致・支援に取り組みます。
（R2ロケ実施件数 １０件 ）

商工観光

○ ③ふくしま花回廊推進 2,310 花観光による来訪者の増加を目的に、本市
にある花回廊スポットの中から、テーマ別お勧
めスポットを作成し、魅力を発信していきます。
（R3花回廊スポット ２４ヵ所）

商工観光

④春の花見山おもてなし
【再掲】

62,098 新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、花
見山来訪者へのおもてなしを実施します。
３月下旬からシャトルバスの運行を開始しま

す。
（運行期間 ３月下旬～４月中旬）

商工観光

◎ ⑤あづまエリアツーリズム
推進

3,500 米沢市と連携して吾妻連峰プライベートツ
アーの造成を行います。
（造成本数 5種類×20本）
また、吾妻連峰登山道の整備、あづまエリア

の魅力発信を行います。

商工観光

⑥広域連携の推進 16,268 近隣自治体と連携し、アウトドアツーリズム
の推進、教育旅行の誘致やエリアの観光ス
ポットをめぐる周遊キャンペーンを行います。

商工観光

⑦コンベンション誘致・支援 3,856 市内へのMICE誘致と、開催支援として市
内延べ宿泊者数に応じてコンベンション開催
経費の一部を補助します。

（補助率1/2 上限額500千円ほか）

商工観光

⑧新しい生活様式による
会議等開催支援

3,000 新型コロナウイルスの感染防止と社会経済
活動の回復を図るため、新しい生活様式によ
る会議や式典等の開催費用の一部を補助しま
す。

商工観光
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑨温泉地活性化推進 15,000 飯坂、土湯、高湯の各温泉地が実施する温泉
地活性化事業や、誘客宣伝のためのイメージ
アップ事業、ＰＲ事業などを支援します。

商工観光

◎ ⑩福島三名湯ブランディング 6,000 飯坂、土湯、高湯の各温泉地が長期的視点
を持って取り組むブランディング事業の費用
の一部を補助します。
（補助率2/3 上限額3,000千円）

商工観光

⑪アフターコロナ訪日観光客
受入環境整備

5,000 アフターコロナのインバウンド需要回復を見
据え、観光プロモーション動画による魅力発
信を行います。
（R３作成動画本数 ３本）

商工観光

◎ ⑫飯野ふれあい施設
（UFO館）30周年

5,000 新たな誘客コンテンツとしてVR動画を作成
します。
また、コンタクトデッキに宇宙とのつながり

をイメージしたサーチライトを設置します。
（R2施設利用者数 9,158人）

商工観光

⑬地域産業を活用した観光
コンテンツ開発支援

【再掲】

10,000 本市の地域産業を活用した新しい観光コン
テンツの開発による、事業の多角化に向けた
取組みを支援します。
（補助率1/2以内 上限額2,500千円）

商工観光

◎ ⑭地域振興施設
「道の駅ふくしま」管理運営
【再掲】

62,028 ４月に「道の駅ふくしま」がオープンします。
併設の屋内こども遊び場の運営や季節ごとの
イベント等を実施し、地域振興の拠点として、
年間来場者数１３３万人を目指します。

商工観光

⑮観光プロモーション 2,325 福島県と連携したリアルプロモーション、デ
ジタル媒体を活用したプロモーションを実施
します。

商工観光

◎ ⑯ふくしま特産品販売促進 2,355 首都圏で「ふくしま特産品フェア」を開催し、
本市特産品の認知度を向上します。

商工観光

◎ ⑰福島圏域道の駅等デジタル
スタンプラリーの実施

【R3.12月補正で計上済分】

23,203

（21,000）

R4.3月～7月は、デジタルエールポイント×
花回廊、8月～１１月は福島圏域内9市町村が
連携し、各施設においてデジタルスタンプラ
リーを開催します。

商工観光

５ 個性ある地域づくりの推進

○ ①共創のまちづくりの推進 796 地域における「多様な主体間の連携」の促進
に重点を置き、地域としての新たな魅力や価
値を市民・行政が力を合わせ共に創りあげて
いくための各種事業を展開します。

政策調整
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ②地域コミュニティ等の支援 18,132 地域ごとの主体的な取り組みにかかる経費
の一部を補助します。また、各地区の令和３
年度の健康づくりの取り組み実績に応じて、
まちづくり交付金を配分します。

政策調整

③市民活動活性化支援 1,868 設立間もない市民活動団体の組織基盤強
化や、複数の団体による連携事業にかかる経
費の一部を補助します。

政策調整

○ ④地域おこし協力隊活用 18,171 本市において地域おこし協力隊として活躍
する人材への支援を継続するとともに、新た
な人材を積極的に誘致します。
（Ｒ３：3地区 ⇒ Ｒ4：5地区）

政策調整

６ スポーツのまちづくり

○ ①パラスポーツ振興 1,375 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競
技大会に出場したパラアスリート等を学校に
派遣し、共生社会の推進を図るとともに、
ボッチャ体験会、交流大会のほか市長杯を開
催します。
（R3：交流大会１回

⇒ R4：交流大会2回、市長杯１回）

市民・文化
スポーツ

②スポーツホームタウンにぎ
わい創出

15,000 「福島ユナイテッドFC」と連携した少年少女
サッカー交流大会などの開催により交流人口
の拡大や中心市街地のにぎわい創出を進め
ます。

市民・文化
スポーツ

◎ ③ドリームサッカーの開催 3,000 日本サッカー協会などの協力を得て、サッ
カー元日本代表との親善試合や少年少女
サッカー教室などの交流イベントを開催しま
す。

市民・文化
スポーツ

◎ ④ふくしまシティハーフマラソ
ン大会プレイベントの開催

3,300 令和５年度にリニューアルを予定している
「ふくしまシティハーフマラソン大会（仮称）」
のプレイベントを開催し、著名人を招いてコー
ス紹介などを行います。

市民・文化
スポーツ

⑤スポーツコミッションの
運営

3,238 合宿や大会の受け入れやパラスポーツ推進、
スポーツ参画機会の提供を担うスポーツコ
ミッションの運営を支援します。

市民・文化
スポーツ

⑥スポーツ施設の管理運営・
整備

642,030 スポーツ施設の管理運営（42施設）や老朽
化等した施設（信夫ケ丘競技場、十六沼公園
スポーツ広場、同公園スケートボードパーク
含む8施設）の改修を行います。

市民・文化
スポーツ
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９．移住定住に向けた支援・受入体制の強化

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 移住・定住に向けた支援・受入体制の強化

①広報推進 5,000 移住応援サイトの充実を図るほか、移住関連
情報を幅広く収載する全国誌へ本市の魅力を
掲載します。

市民・文化
スポーツ

〇 ②ふくしま定住推進 2,070 首都圏等で開催されるセミナー等への出展
や、民泊施設を活用した移住体験事業等を実
施します。

市民・文化
スポーツ

○ ③移住新生活応援 10,943 移住応援サポーターによる相談や引越費用
の一部補助等を行います。
R4は1世帯あたりの上限額を見直し、対象

世帯数を拡充します。
（県外：上限10万円、県内：上限５万円）
また、市の支援メニューを活用した移住者へ

は、特典として湯めぐりパスポートを贈呈しま
す。

市民・文化
スポーツ

〇 ④UIJターン移住支援 12,900 東京２３区の在住者等が本市へ転入し、県の
マッチングサイトに掲載の中小企業へ就職し
た場合等に、補助金を交付します。R４より、
子育て世帯への加算を新設します。

市民・文化
スポーツ

⑤多世帯同居・近居支援 4,050 県が実施する親子三世代が同居・近居する
ための住宅取得費用等助成事業に本市独自
で上乗せをします。

市民・文化
スポーツ

〇 ⑥空家等対策推進 13,530 空き家の発生予防のための普及啓発や、管
理不全空き家等への措置、機能を拡充した空
き家バンクを積極的に活用し、空き家の解消
と利活用に取り組みます。

都市政策

◎ ⑦クリエイティブビジネス
サロン管理運営【再掲】

21,983 シェアオフィス・コワーキングスペースを備え
たビジネス交流拠点となる福島市クリエイティ
ブビジネスサロンを開所し、新たなビジネスス
タイルを支援します。

商工観光

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）

- 45 -



事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ⑧「ゆとり満喫福島オフィス」
開設支援【再掲】

13,657 本市内へのオフィス開設等に係る費用の一
部を補助し、温泉、農業、果物が満喫できる
「ゆとり満喫エールパスポート」を併せて贈呈
します。
R４からは、支社開設・オフィス賃料を補助対

象として追加します。

商工観光

⑨結婚新生活支援【再掲】

◎ １）恋きゅんネット💛

恋活エール事業
2,200 結婚を希望する独身男女に対し、コロナ禍に

おける非接触型のリモート婚活イベントを実施
します。

市民・文化
スポーツ

２）出会いの場創出 3,391 独身男女に対する出会いの場の提供や、ラ
イフサポーター、マリッジサポーターによる出
会い・結婚相談事業等を実施します。

市民・文化
スポーツ

３）結婚新生活支援 43,650 新婚世帯の住宅の取得や貸借費用（敷金・礼
金・家賃等）及び引越費用等の一部を補助しま
す。
①マイホーム購入・リフォーム 30万円
②賃貸住宅スタートアップ 15万円
③家賃最長３年間 72万円（３年は市独自）

市民・文化
スポーツ

２ 「子育てするなら福島市」の実現【再掲】

全て再掲
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10．市民総活躍と市民共創のまちづくり

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 誰もが安心して暮らせる共生社会の実現【再掲】

○ ①消費者被害未然防止対策
【再掲】

1,805 消費者の安全を守る地域協議会を運営する
ほか、自動通話録音機（悪質電話撃退装置）の
購入費用の一部を補助します。
（R3：１００件 ⇒ R4：１５０件）
また、成年年齢引き下げに対応して、若年層

へ向けた啓発動画を高校生との共創により作
成します。

市民・文化
スポーツ

②交通安全教育の推進
【再掲】

901 幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象に、
交通安全教室等を開催します。

市民・文化
スポーツ

③通学路等安全対策
【再掲】

【3月補正前倒し分】

20,404

（15,000）

小学校の通学路等の危険箇所について、関
係機関等との合同点検に基づき、交通安全施
設を整備します。
（対策箇所：7ヵ所）
※費用の一部を3月補正に前倒しします。

市民・文化
スポーツ

建設

④交通安全施設の整備
【再掲】

82,000 歩道の段差解消や路肩整備、道路標識や道
路照明灯の更新等を実施します。
（段差解消：L=230m など）

建設

⑤AEDサポート事業所との
連携【再掲】

197 AED貸出協力企業に対してAEDサポート掲
示板を交付し、官民一体となり市民の生命を
守ります。
（設置施設３０カ所）

消防本部

○ ⑥包括的支援体制の整備
【再掲】

44,814 対象者の属性を問わない包括的な支援体制
を整備し、アウトリーチを通じた支援を強化す
るなど、社会とのつながりが希薄になってい
る方等の複合化・複雑化した支援ニーズに対
応します。

健康福祉

⑦バリアフリー推進
パッケージ【再掲】

○ １）心のバリアフリー推進
【再掲】

2,974 「心のバリアフリー」の正しい理解と普及啓
発を図るため、バリアフリーパートナーミー
ティングや出前講座等を実施します。
また、新たにキャッチフレーズを募集するほ
か、強化月間を策定し発信力を高めます。

健康福祉

２）ヘルプマーク・ヘルプ
カードの普及推進
【再掲】

198 外見から分からなくても援助や配慮を必要
としている方が支援を得やすくなるよう、普
及啓発を行います。

健康福祉

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ３）いきいき！
ふくしマーケット
【再掲】

548 実績のある講師を招き、「売れる商品」を作
るためのノウハウを学ぶ講習会を開催します。
また、更なる販路拡大へ向け、福島圏域で行
われるイベントに参加します。(3回)

健康福祉

4）ボッチャの普及推進
【再掲】

42 障がい者の生きがいづくりのため、ボッチャ
講習会等を開催します。(3回)

健康福祉

5）自発的活動の支援
【再掲】

1,000 障がい者、家族、地域住民等が相互理解の
ために勉強会や地域活動を行う際の費用を補
助します。(10万円×10団体)

健康福祉

６）手話言語条例関連
【再掲】

2,379 手話出前講座の開催や、手話奉仕員養成講
座等を実施します。

健康福祉

７）歩道点字シート等設置
【再掲】

25,000 移動等円滑化推進地区のうち、点字ブロック
未整備箇所に点字シート等を整備します。
（音楽堂周辺など4路線 L=540m）

建設

〇 ８）バリアフリー推進
【再掲】

10,000 バリアフリー事業の実施計画となるバリアフ
リー基本構想を策定します。
（2地区策定）
また、バリアフリーマップの更新を行います。

都市政策

２ 女性が活躍できる地域社会の形成

①みんなの活躍応援 424 キャリアアップ、キャリア・デザインの実現、ダ
イバーシティの考え方を育成する講座を開催
します。

総務

◎ ②ふくしま起業女子応援
パッケージ

500 起業にチャレンジしたい女性を対象とした講
座を開催するとともに、起業相談や起業体験
など継続的にサポートできる仕組みを作りま
す。

総務

③男女共同参画啓発 1,252 男女共同参画意識の啓発と高揚を図るセミ
ナーを開催するとともに、男女共同参画につ
いての「あなたからのメッセージ」を募集しま
す。

総務

○ ④さんかくＢook作成 1,075 「Ｗｅｂ版さんかくBook」を作成し、男女共
同参画意識のさらなる啓発を図ります。

総務

○ ⑤働く女性応援企業認証
【再掲】

1,167 女性が活躍できる職場づくりや、仕事と家庭
の両立に対する支援を積極的に行う中小企業
を本市独自の基準で認証し、広く公表します。
また、更新手続き時に一定の要件を満たす

認証企業に、ゴールドプレートを贈呈します。
（認証企業数51社）

商工観光
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑥そろそろ働きたい女性の
就職準備支援【再掲】

2,000 結婚や出産等で退職した女性向け合同企業
説明会を開催し、就職希望者と企業とのマッ
チングの支援を行います。

商工観光

⑦女性の相談支援 5,457 配偶者等からの暴力や離婚、生活の悩みに
ついて等、女性からの相談に対応するため、
専門の女性相談員を配置します。

こども未来

○ ⑧ひとり親家庭自立支援 14,767 ひとり親家庭の自立促進と生活安定を図る
ため、資格取得費用等の一部を助成します。
（自立支援教育訓練給付金
R3：6割助成 ⇒ R4：10割助成）

こども未来

⑨女性リーダーの育成 2,791 女性学級の各地区での開催や、研修会等を
実施します。
（女性学級２７学級）

教育委員会

３ 人生１００年時代に対応した高齢者の元気づくり【再掲】

①高齢者生涯活躍プロジェ
クト【再掲】

103 「生涯現役社会」実現のため、市内の高齢者・
企業からのアンケートを基に、高齢者の再就
業に関する提言を行います。

健康福祉

◎ ②有償ボランティア立ち上げ
支援【再掲】

250 元気高齢者活躍の場として、シルバー人材セ
ンターが30分程度の軽作業を低料金で行う
「有償ボランティア」の立ち上げを支援します。

健康福祉

③後期高齢者保健事業
【再掲】

４，672 ７５歳以上高齢者の健康寿命の延伸と介護
予防のため、フレイル予防運動教室や、健診
データ等を活用した管理栄養士による保健指
導等を実施します。

健康福祉

④いきいきももりん体操
講座・体操伝道師養成
【再掲】

2,942 高齢者の通いの場を創出し、フレイル予防に
より元気に過ごせるよう、いきいきももりん
体操・お口のももりん体操取組団体の立ち上
げや継続を支援します。
(R3:210団体 ⇒ R4:254団体)
また、地域で自主的に取り組めるよう、体操

伝道師を養成します。

介護特会

⑤高齢者の元気アップ
【再掲】

２，２９３ シニア世代を対象にした教養、健康、ICT等
をテーマにした講座を開催します。
（全１６学習センター）

教育委員会
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

４ 共創によるまちづくりの推進

○ ①共創のまちづくりの推進
【再掲】

796 地域における「多様な主体間の連携」の促進
に重点を置き、地域としての新たな魅力や価
値を市民・行政が力を合わせ共に創りあげて
いくための各種事業を展開します。

政策調整

○ ②地域コミュニティ等の支援
【再掲】

18,132 地域ごとの主体的な取り組みにかかる経費
の一部を補助します。また、各地区の令和３年
度の健康づくりの取り組み実績に応じて、ま
ちづくり交付金を配分します。

政策調整

③市民活動活性化支援
【再掲】

1,868 設立間もない市民活動団体の組織基盤強化
や、複数の団体による連携事業にかかる経費
の一部を補助します。

政策調整

④産官学連携プラット
フォームの推進

2,000 産業界・市・高等教育機関による連携体制
「福島市産官学連携プラットフォーム」を活用
し、若者の地元定着や人材育成等の地域課題
の解決に取り組みます。

政策調整

〇 ⑤都市間交流推進 3,807 友好都市協定を締結した東京都荒川区、交
流都市山口市との物産や観光を通じた交流、
さらに愛知県豊橋市との交流などにより、本
市のさらなる魅力発信、交流人口の拡大に取
り組みます。

市民・文化
スポーツ

⑥地域生活基盤整備 150,000 自治振興協議会からの提案に基づき、道路
側溝や交通安全施設等の生活基盤を整備しま
す。

建設

⑦地域除雪活動支援
【再掲】

1,200 町内会等が地域の生活道路や通学路等の除
雪を行うために導入する小型除雪機械の費用
の一部を助成します。
（購入費用の1／2 上限300千円）

建設

⑧市民まちづくり支援 1,020 アドバイザーの派遣や活動費の一部補助を
実施し、市民の自主的なまちづくり活動を支
援します。

都市政策

⑨ふくしま花のまちづくり 7,080 福島駅前通り、東西駅前広場にフラワーバス
ケット等を設置します。
また、市民共創で花のまちづくり事業を推進

します。
（チャレンジガーデン認定件数：52件（16期））

都市政策
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑩地域と学校の共創推進 1,738 地域学校協働本部の組織化を図り、地域全
体で未来を担う子どもたちの成長を支える地
域教育力の向上につなげます。

教育委員会

◎ ⑪公立夜間中学の開設 300 県内初の公立夜間中学のＲ６．４月開校を目
指し、講演会や説明会を開催します。

教育委員会

⑫ふくしまマスターズ大学 3,500 著名な講師による講演会を開催します。 教育委員会

○ ⑬福島エール川柳 500 リモート配信を活用した川柳講座の開催や、
川柳作品の募集を行います。
（Ｒ３ ４学習センター

⇒Ｒ４ 全１６学習センター）

教育委員会

⑭公共施設等総合管理計画
の推進

○ １）（仮称）市民センター整備
【再掲】

410,354 老朽化した中央学習センター、敬老センター、
市民会館の一部の機能を統合・複合化し、市
民交流機能、議会機能、防災機能を有する
「（仮称）市民センター」の整備を進めます。
Ｒ４は、建築工事等に着手します。

財務

○ ２）清水支所建設
【再掲】

374,060 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）に対応
した清水支所庁舎の整備を進めます。
Ｒ４は、造成工事、地盤改良工事、建築工事

等に着手します。

財務

全体事業費
（継続費分）

594,200千円

Ｒ４ 271,660千円

Ｒ５ 322,540千円

全体事業費
（継続費分）

6,386,988千円

R4 406,454千円

Ｒ５ 1,433,258千円

Ｒ６ 4,547,276千円
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

○ ３）飯野支所庁舎複合化整備 282,600 飯野支所及び飯野学習センターの複合化整
備を進めます。
Ｒ４は、２工区（学習センター側）の建築工事、

設備工事等に着手します。

財務

４）三河台学習センターの
整備

338,695 引き続き建築工事等を実施し、R5.4月供用
開始へ向け整備を進めます。

教育委員会

全体事業費
（継続費分）

560,000千円

Ｒ３ 280,000千円

Ｒ４ 280,000千円

全体事業費
（継続費分）

560,000千円

Ｒ３ 2７７,９00千円

Ｒ４ 28２,１00千円

- 52 -



11．新たな施策への挑戦と発信による都市ブランド力の向上

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ 新たな施策への挑戦と発信

①福島市応援関係人口創出 5,807 福島市ゆかりの会及び東京ふくしま笑而会
への加入を促進するとともに、交流会「東京福
島市のつどい」を開催します。

政策調整

○ ②ふるさと納税促進 674,938 賛同と共感を得ながらふるさと納税による
本市への寄附を促進し、寄附額1４億円を目指
します。
（Ｒ３当初：10億円 ⇒ Ｒ4当初：14億円）

政策調整

○ ③シティセールス推進 2,884 市民自らが本市の魅力を外に向けて発信で
きるように、市民の意識醸成を図りながら、市
民巻き込み型の情報発信事業を実施します。

政策調整

◎ ④ふくしま田園中枢都市圏
推進

1,600 都市圏ビジョン推進会議等を開催し、都市圏
ビジョンに基づき、魅力あふれる圏域の実現
に向けた取組を計画的に推進します。

政策調整

◎ ⑤福島圏域道の駅等デジタル
スタンプラリーの実施

【再掲】
【R3.12月補正で計上済分】

23,203

（21,000）

R4.3月～7月は、デジタルエールポイント×
花回廊、8月～１１月は福島圏域内9市町村が
連携し、各施設においてデジタルスタンプラ
リーを開催します。

商工観光

⑥メディア広報 48,864 テレビ、ラジオ、新聞等のメディアや福島駅
西口のエールビジョン及び東口のデジタルサ
イネージを活用し、市政情報、イベント、コロナ
対策や緊急時の広報などを効果的に発信しま
す。

政策調整

○ ⑦市ホームページの充実 3,333 令和３年度に市のホームページに導入した
チャットボット及び内部検索システムを運用す
るとともに、ホームページのウェブサイト診断
を実施します。

政策調整

⑧市政だより等作成 106,024 市政だより等を発行・配布し、市政情報及び
観光・伝統・文化等の各分野における本市の
魅力を広く発信します。

政策調整

⑨ふくしま元気トークの開催 434 市民の思いを市政に反映する一つのきっか
けとなるよう、「開かれた市政」の場として、市
長と市民との直接の意見交換会を開催します。

政策調整

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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12．ICTを活用した行政・経済・社会の変革

事業名 予算額（千円） 説明 担当部

１ ＩＣＴを活用した行政の変革

○ ①オンライン会議の運用 2,940 本市のオンライン会議に必要となる機器等
を増設し、利用環境の拡充を図ります。

政策調整

◎ ②動画配信・ｗｅｂ会議システ
ムの導入

15,938 イベントや研修会などの動画を作成・配信・
閲覧できる動画配信システム及び大人数でも
安定かつ確実に稼働するｗｅｂ会議システムを
構築します。

政策調整

③ＲＰＡの推進 10,000 パソコン上の事務処理を自動的に行うプロ
グラムの導入対象事業を拡充します。

政策調整

④ＡＩ－ＯＣＲの推進 2,392 紙媒体の帳票に書かれた文字を読み取って
データ化するシステムを運用します。

政策調整

○ ⑤音声文字起こしシステム
の本格導入

1,918 令和3年度の実証実験の結果、業務削減効
果が確認された音声データの自動文字起こし
システムを本格導入します。

政策調整

⑥次期基幹システムの構築 285,439 住民記録や税、国民健康保険等、市の業務
の基幹となる情報を管理するシステムの更新
を行います。

政策調整

⑦文書管理システムの運用 24,144 文書のデータ化、電子決裁、文書のデータ保
存管理ができる文書管理システムを運用しま
す。

総務

◎ ⑧ＢＰＲ手法を活用した
業務改革・改善の推進

5,000 ＢＰＲ（ビジネス・プロセス・リ-エンジニアリン
グ）手法を活用して、業務内容や事務フローの
見直しを図り、行政手続のオンライン化など、
行政サービスのデジタル化を進めます。

政策調整

〇 ⑨ＩＣＴ人材の育成 3,578 本市の積極的なデジタル技術活用を進める
ため、職員のICT研修を拡充し、ICT人材の
育成を図ります。

政策調整

◎・・・新規事業 ○・・・一部新規及び事業の拡充
（説明欄中下線の部分）
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

◎ ⑩自治体オンライン手続の
推進

16,272 マイナンバーカードを用いたマイナポータル
からのオンライン手続きに対応するため、申請
管理システムを構築します。

政策調整

◎ ⑪電子入札システムの導入 56,589 コロナ禍や災害時にあっても入札を継続す
るため、また、応札者の利便性の向上を図る
ため、電子入札システムを導入します。

財務

⑫ＧＩＳを活用した家屋管理
システム導入

65,810 航空写真と課税データの紐づけを行うこと
で、市内全域における定期的な家屋の異動
（新築や除却）の確認を行います。

財務

◎ ⑬農地利用の意向把握
【再掲】

【３月補正前倒し分】

２，８５４

（１，４７３）

農地利用最適化推進委員等が情報収集を行
うためのタブレット端末を導入し、「人・農地プ
ラン」における目標地図作成の事務を効率化
します。

※端末購入費は３月補正へ前倒しします。

農業
委員会

◎ ⑭ごみ集積所・収集ルートの
データ化

4,000 ごみ集積所及び収集ルートの情報をデータ
化し、福島市基幹ＧＩＳ上で管理運営します。

環境

⑮路面状態確認の効率化 1,125 スマートフォンアプリを活用した路面劣化状
況の把握による道路管理業務の効率化につい
て、引き続き効果検証を行います。

建設

○ ⑯デジタル市史編さん
【再掲】

4,489 貴重な写真や歴史資料等を電子ファイル化
するとともに、保存した資料のホームページ上
での公開を進めます。

市民・文化
スポーツ
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

２ ICTを活用した経済・社会の変革

①公共施設予約システムの
運用

28,126 令和3年度にスポーツ施設や文化施設等へ
導入したキャッシュレス決済を含む公共施設
の予約システムを運用します。

政策調整
商工観光
市民・文化
スポーツ

都市政策
教育委員会

◎ ②デジタル活用支援講座の
開催

2,460 デジタル活用に不慣れな高齢者等を対象に、
スマートフォン等の使い方や市のデジタル行
政サービスの利用について学べる体験型の講
座を開催します。
また、地域の中で、高齢者等にスマートフォ

ン等の使い方について助言や相談等の支援が
できるシニアＩＣＴサポーターを育成する講座
を開催します。

政策調整

○ ③ＬＩＮＥの活用 7,969 市ＬＩＮＥ公式アカウントに、来場者を時間単
位で分けて受け付けることができる予約機能
を追加します。

政策調整

◎ ④申請書作成支援システム
の導入検証

156 マイナンバーカードや運転免許証の基本情
報を読み込み、氏名や住所、生年月日が印字
された申請書等の帳票を印刷するシステムを
試験的に導入し、効果を検証します。

政策調整

◎ ⑤行政手続案内システムの
導入

792 スマートフォン等から、いくつかの簡単な質
問に答えると、個人の状況に応じた手続や
サービスの案内ができるシステムを導入しま
す。

政策調整

○ ⑥電子町内会ウェブサイトの
構築

3,966 電子町内会のウェブサイトを構築し、単位町
内会のウェブサイト作成を支援します。

政策調整

⑦窓口キャッシュレス決済 ３，９６０ 窓口手数料のキャッシュレス決済を促進し、
市民サービスの向上及び新型コロナウイルス
の感染リスク軽減を図ります。

財務
市民・文化
スポーツ
環境

⑧新規就農者オンライン相談
【再掲】

250 新規就農希望者の相談体制を強化するため、
関係機関や農業者による相談業務をオンライ
ンで実施します。

農政

⑨個人番号カード交付 126,712 カンタン申請や出張申請等での申請受付や
交付事務に係る体制強化を継続し、マイナン
バーカードのさらなる取得率向上を図ります。

市民・文化
スポーツ
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事業名 予算額（千円） 説明 担当部

⑩マイナポイント登録設定
支援

14,576 マイナポイント第２弾に対応するため、引き
続きマイナポイント登録のサポート支援を実施
します。

政策調整

◎ ⑪シルバー人材センターICT
推進支援 【再掲】

180 シルバー人材センターのICT利活用を促進
するため、会員等を対象とした講習会等の実
施を支援します。

健康福祉

⑫幼稚園・保育所等業務の
ＩＣＴ化

14,573 保護者との連絡や登降園情報などを一元管
理できる「業務支援システム」を運用します。

こども未来

⑬オンライン保健指導
【再掲】

576 離乳食相談会や妊婦教室等をオンラインで
実施します。

こども未来

〇 ⑭ももりんシェアサイクル
運営 【再掲】

21,077 サイクルポートの増設や、回数券に新たなプ
ランを追加します。
また、自転車の再配置の回数を増やすなど、

シェアサイクルのサービス向上を図り、さらな
る利用促進を目指します。
（貸出場所：12ヵ所 ⇒ 15ヵ所程度）

都市政策

◎ ⑮電子図書館の開設 47,400 市民のライフスタイルに合わせた利用ができ
るよう、電子図書館を開設します。
（電子書籍8,000タイトル前後）

教育委員会

○ ⑯福島エール川柳
【再掲】

500 リモート配信を活用した川柳講座の開催や、
川柳作品の募集を行います。
（Ｒ３ ４学習センター

⇒Ｒ４ 全１６学習センター）

教育委員会
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