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１ 計画の概要                           

(１) 計画の目的                             

本宮市第２次総合計画前期基本計画で示した施策体系に基づく具体的な事業計画で、

基本構想に掲げる将来像「『笑顔』あふれる 『人』と『地域』が輝くまち もとみや』」

と３つの基本目標「（1）人を育み 地域を創る 未来へ夢ふくらむまち」、「（2）いつまで

も健康・豊かで 活力と賑わいにあふれるまち」、「（3）自然と人の暮らしが調和する 安

全・安心で快適なまち」を達成するため、前期基本計画で示す各施策を展開するにあた

り、どういった事業を具体的にどのように進めるのかを明らかにします。 

(２) 計画の期間                              

第１期計画の期間は、平成 31（2019）年度から平成 33（2021）年度までの３年間です。 

※ 市民ニーズや社会情勢の変化等に対応するため、毎年度見直しを行いながら３ヵ年の計画を策定していきます。 

 

年度 H31(2019) H32(2020) H33(2021) H34(2022) H35(2023) H36(2024) H37(2025) ～H40(2028) 

基本 

構想 
 

       

基本 

計画 

 
       

実 

施 
計 
画 

        

        

        

        

        

※ 2019 年 5 月 1 日以降は、「平成」を新元号年度に読み替えるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想（10年間） 

前期基本計画（5年間） 後期基本計画（5年間） 

第５期実施計画 

第４期実施計画 

第３期実施計画 

第１期実施計画 

第２期実施計画 

第１期実施計画 

第２期実施計画 

第３期 

計画以降 
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２ 計画の進行管理                          

(１) 進行管理の方法                            

前期基本計画では、５つの政策分野（「子育て・教育」、「健康・医療・福祉」、「経済・

産業・仕事」、「生活環境・都市基盤」、「市民・行政活動」）ごとに定めた基本施策と重

要課題の解決に向けた重点プロジェクトの展開により住みよさの維持・向上を図り、

「選ばれ続ける自治体」につなげるため、基本目標の達成度を計る基礎的な指標とし

て、「人口の将来展望」を設定しています。 

また、各分野・施策ごとに数値目標として成果指標を設定し、各施策の達成度を図る

こととしています。 

毎年度これらの指標等を活用し目標の達成度を把握するとともに成果の検証をしっ

かり行い、成果が表れていないものについては、その原因を究明し、より効果的な手法

に改善していきます。また、新たな手法の検討にあたっては、証拠・客観データ等に基

づく分析と政策立案のもと、最小の経費で最大の効果を上げられる事業の構築を目指

します。 

また、成果の検証にあたっては、（仮称）有識者会議等による評価を取り入れ、客観

的な視点で意見をいただき、改善に結びつける仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を確立しま

す。 

なお、説明責任を果たすため、検証した内容については、市ホームページに掲載する

など、毎年度公表を行うこととします。 

 

(２) 基礎的指標（人口の将来展望）及び施策別成果指標             

  ①基礎的指標（人口の将来展望） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※福島県現住人口調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 目標値（2023 年） 

推計値 30,582 30,410 30,241 30,078 29,915 29,752 

30,000 人以上 

実績値 30,652 - - - - - 
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②施策別成果指標 （※指標説明は、７ページ参照） 

【分野１】 子育て・教育 
施策名 指標名 近況値（2017） 2018 2019 2020 目標値（2023） 

子育て・結婚 出生数 209 人/年 204 人  - - 1,230 人以上（累計） 

  合計特殊出生率 
1.58 

（2016 年） 
-  - - 1.70 以上 

  待機児童数 
0 人 

（各年 4/1 現在） 
 0 人  - - 0 人を維持 

  一時保育等利用者数 8,869 人/年 -  - - 10,300 人以上 /年 

学校教育 

全国標準学力テスト

（標準学力検査
NRT）偏差値 

小学校：53.8 

中学校：51.7 
(全科目平均値) 

-  - - 
小学校：53.9 以上 

中学校：51.7 以上 

  

将来の夢や目標を持

っている児童生徒の

割合 

小学校：86.1％ 

中学校：78.7％ 

（2018 年） 

-  - - 
小学校：91.7 以上 

中学校：78.7 以上 

  体力テスト結果 
小学生：37.7％ 

中学生：48.9％ 
-  - - 全国平均以上を維持 

生涯学習 
生涯学習講座受講生
数・ 

受講生満足度 

受講生：648 人 
受講生満足度：- 

-  - - 
受講生：900 人程度/年 
受講生満足度： 

90％以上 

  
青少年補導件数・犯
罪件数 

0 件（2016 年） -  - - 現状維持 

  図書館等利用者数 
29,925 人/年 

98.1 人日 
-  - - 

45,750 人以上/年 

150 人以上/日 

スポーツ 
スポーツクラブ活動

者数 
1,656 人 -  - - 2,160 人以上（累計） 

  
市民体力テスト参加

者数 
31 人/年 -  - - 80 人以上/年 

  
スポーツ施設利用者
数 

219,741 人/年 -  - - 300,000 人以上/年 

歴史・文化・

芸術 

文化・歴史施設来館

者数 
11,303 人/年 -  - - 15,000 人以上/年 

  
文化・芸術イベント
参加者数 

3,508 人 -  - - 4,750 人以上/年 

  文化財保存団体数 14 団体 -  - - 現状維持 

 

【分野２】 保健・医療・福祉 

施策名 指標名 近況値（2017） 2018 2019 2020 目標値（2023） 

健康・医療 
お達者度（健康寿

命） 

男性：1 位 

女性：5 位 

（2013） 

男性：6 位 

女性：4 位 

（2016） 

 - - 
男性：1 位 

女性：1 位 

  
３大生活習慣病によ

る死亡率 

51.4％ 

（2016 年） 
-  - - 

全国平均以下 

（各疾病） 

  
健康づくりポイント

事業申請者数 
15 人 -  - - 300 人以上（累計） 

  国民健康保険医療費 25,835 円 -  - - 全国平均以下 

高齢者福祉 
認知症サポーター養
成人数 

2,691 人 -  - - 3,300 人以上（累計） 

  介護保険給付費 72,473 円 -  - - 65,000 円以下/年 

  
要介護者認定割合

（対高齢者人口） 
15.9% -  - - 18.0％以下 

障がい者福祉 地域生活移行者数 0 人 -  - - 3 人以上（累計） 

  
成年後見制度相談件

数 
- -  - - 5 件以上/年 

地域福祉 生活困窮者相談件数 56 件 -  - - 80 件/年 

  

民生委員相談・支援
件数 

主任児童委員相談・

支援件数 

民生委員： 
17 件/年 

主任児童委員： 

18 件/年 

-  - - 

民生委員： 
28 件以上/年 

主任児童委員： 

40 件以上/年 

  
ふれあいサロン参加

者数 
10,748 人 -  - - 14,000 人以上/年 

保健福祉環境 

施設利用者数 

・1 日当たり利用者
数 

264,078 人/年 
1,082 人/日 

-  - - 
317,000 人以上/年 
1,300 人以上/日 
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【分野３】 経済・産業・仕事 

施策名 指標名 近況値（2017） 2018 2019 2020 目標値（2023） 

農林業 認定農業者数 155 人 -  - - 現状維持 

  
農業所得額（農業者

1 人当たり） 
67.3 万円 -  - - 100 万円以上/年 

  農産物直売所売上 3,682 万円 -  - - 4,800 万円以上/年 

  
人・農地プラン作成
団体数（累計） 

4 団体 -  - - 8 団体以上（累計） 

  
多面的機能維持活動

取組団体数 
17 団体 -  - - 22 団体以上 

商工業 製造品出荷額 
254,275 百万円 

（2016 年） 
-  - - 

268,000 百万円 

以上/年 

  新規企業誘致件数 0 件 -  - - 3 件以上（累計） 

  
商工会 会員数 
・創業件数 

会員数：665 団体 
創業件数：4 件 

-  - - 

会員数：現状以上 

創業件数： 
20 件以上（累計） 

雇用対策 
生産年齢人口に対す

る就業人口の割合 

72.5％ 

（2015 年） 
-  - - 78.0%以上 

  
地方税収入額（所得
割）・納税者 1 人当

たり 

92 千円 -  - - 101 千円以上/人年 

観光・交流・

にぎわい創出 
観光地入込数 96,473 人 -  - - 106,100 人以上/年 

  
春・夏・秋祭り入込
数 

92,000 人 -  - - 101,200 人以上/年 

 

【分野４】 生活環境・都市基盤 

施策名 指標名 近況値（2017） 2018 2019 2020 目標値（2023） 

環境保全・ 
エネルギー 

リサイクル率 
17.3% 

（2016 年度） 
-  - - 24.0％以上/年 

  
ごみ排出量（1 人当た
り） 

911g/人日 
（2016 年度） 

-  - - 760g 以下/人日 

  環境理解・意識度 41.8% -  - - 50％以上 

防災・減災 自主防災組織数 24 団体 -  - - 58 団体以上 

  消防団員充足率 100%（2016 年） -  - - 現状維持 

  火災発生件数 13 件（2016 年） -  - - 0 件 

生活安全 犯罪発生件数 146 件 -  - - 70 件以下/年 

  交通事故発生件数 93 件 -  - - 40 件以下/年 

  相談件数・解決割合 
相談件数：5 件 

解決割合：-％ 
-  - - 

相談件数：10 件/年 

解決割合：100％/年 

都市機能・ 

住環境・ 
土地利用  

社会動態人口 7 人 -  - - 250 人以上（累計） 

新築住宅着工数 237 戸/年 -  - - 294 戸以上/年 

  
公営住宅入居率（市

営、定住、復興） 

市営：84.0％ 

定住：77.5％ 

復興：96.7％ 

-  - - 

市営：95％以上/年 

定住：95％以上/年 

復興：100％/年 

  市内空家活用件数 - -  - - 50 件以上（累計） 

道路・ 

公共交通 

公共交通機関利用者

数 

56,079 人年 

225 人/日 
-  - - 

86,800 人以上/年 

360 人以上/日 

  
主要幹線道路等整備
進捗率 

13.7% -  - - 100% 

  
橋梁長寿命化整備進
捗率 

27.3% -  - - 100% 

上下水道・ 

雨水排水路 

水道企業会計経常収

支比率 
112.54 -  - - 100.0 以上 

  

汚水処理人口普及率

（下水道、合併処理
浄化槽） 

74.1% 

（2016 年度） 
-  - - 82%以上 

  阿武隈川堤防整備率 31.5% -  - - 100% 
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【分野５】 市民・行政活動 

施策名 指標名 近況値（2017） 2018 2019 2020 目標値（2023） 

市民活動 NPO 団体数 9 団体 -  - - 12 団体以上 

  
地域づくり活動参加
者数 

5,724 人 -  - - 6,300 人以上/年 

  町内会加入率 88.60% -  - - 93.0％以上 

人権・ 
男女共同 

人権問題等を重要と
考える市民の割合 

31.3% -  - - 50%以上 

  
各種行政委員の男女
それぞれの割合 

20.17% 
(女性の割合) 

-  - - 40％以上 

都市交流・ 

国際交流・ 
多文化共生 

国際理解講演会実施

回数・参加者数 

小中学生向け： 

10 回・608 人 

一般市民対象： 
1 回・29 人 

-  - - 

小中学生向け： 

現状維持 

一般市民対象： 
2 回 60 人程度/年 

  
英語教室等実施回

数・参加者数 
2 回・80 人 -  - - 

12 回 

360 人程度/年 

  
任意団体数 

・参加者数 

団体数：2 団体 

参加者数：36 人 
-  - - 

団体数：3 団体以上 

参加者数：70 人以上 

情報通信 Wi-Fi 設置箇所数 - -  - - 10 箇所以上（累計） 

  
ICT 講座等提供回数 

・参加者数 
- -  - - 

講座数：30 回以上 

参加者数：750 人以上 

（累計） 

  
マイナンバーカード

申請件数 
3,211 件 -  - - 

9,000 件以上 

（累計） 

公共施設 施設利用者数 
664,568 人/年 

(計 47 ヶ所) 
-  - - 

798,000 人以上/年 

(計 47 ヶ所) 

  施設計画進捗率 - -  - - 100% 

  
包括委託・指定管理
者制度の導入件数 

16 件 -  - - 
30 件以上 
（累計） 

広域等連携 
近隣自治体等との連
携事業数 

‐件 
（2019 年度以降） 

-  - - 
80 事業以上 
（累計） 

  
大学・金融機関等と
の連携による成果数 

5 件 -  - - 
8 件以上 
（累計） 

行政活動 職員研修受講達成度 
達成度：- 

（2019 年度以降） 
-  - - 達成度：100％ 

  
実質公債費比率 

経常収支比率 

実質公債費比率： 

8.3％ 

経常収支比率： 
86.8％ 

-  - - 

実質公債費比率： 

6.6％以下 

経常収支比率： 
90.0％未満 

  
事務改善等提案件数 

・実現率 

提案件数：0 件 

実現率：0％ 
-  - - 

提案件数：150 件以上 
（累計） 

実現率：20％以上 

（累計） 
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【成果指標解説】                            

【分野１】 子育て・教育 

施策名 指標名 指標の説明 出典・算出方法等 

子育て・ 
結婚 

出生数 
子どもを生み育てやすい環境にあ
るかを計る指標で、年 246 人以上を
目指します。 

○福島県現住人口調査年報 
・人口動態（各年 1 月 1 日～12 月 31 日）
の自然動態（出生数） 

  合計特殊出生率 
１人の女性が生涯に生む子どもの
人数を表す指標で、上昇を目指しま
す。 

○本宮市独自算出 
・出生数（厚生労働省・人口動態調査）／
年齢（5 歳階級）別女性人口（福島県現住
人口・10 月 1 日時点） 

  待機児童数 
仕事と育児を両立できる環境にあ
るかを計る指標で、待機児童を出さ
ないことを目指します。 

○成果報告書（保育所事業） 

  一時保育等利用者数 
在宅保育世帯が安心して子育てで
きる環境にあるかを図る指標で、利
用者の増加を目指します。 

○成果報告書（地域子育て支援拠点事業
（ひろば型）、地域子育て支援拠点事業
（センター型）、一時保育事業） 
・利用者数の合計値 

学校教育 
全国標準学力テスト
（標準学力検査 NRT）
偏差値 

確かな学力が育まれているかを計
る指標で、各科目でそれぞれ過去 5
年間の最高値以上を維持し、全科目
平均値の向上を目指します。 

○教研式 NRT による偏差値 

  
将来の夢や目標を持
っている児童生徒の
割合 

将来への希望を持ちながら学習活
動に取り組んでいるかを計る指標
で、過去 5 年間の最高値以上の維持
を目指します。 

○全国学力・学習状況調査 
・回答選択肢のうち、「当てはまる」と「ど
ちらかといえば、当てはまる」の合計値 

  体力テスト結果 

健やかな体が育まれているかを計
る指標で、各年における総合評価
A・B 判定の割合が各年における全
国平均以上を維持することを目指
します。 

○新体力テスト 
・総合評価 A・B 判定の児童・生徒数／総
児童・生徒数×100 

生涯学習 
生涯学習講座受講生
数 
・受講生満足度 

市民のニーズに合った学習の機会
が提供できているかを計る指標で、
一定数以上の受講者の確保と満足
度の向上を目指します。 

○成果報告書（青少年教育事業、成人教育
事業、女性教育事業、高齢者教育事業、家
庭教育事業、ふれあい文化ホール講座開
催事業） 
・受講生数の合計値 
・利用者アンケート 

  
青少年補導件数・犯
罪件数 

青少年が健全に育成されているか
を計る指標で、補導・犯罪件数 0 の
維持を目指します。 

○地域安全白書 こおりやま北－犯罪と
少年非行の概況－（郡山北警察署・郡山北
地区防犯協会連合会） 

  図書館等利用者数 
読書活動等に取り組みやすい環境
にあるかを計る指標で、図書館等の
利用者数の増加を目指します。 

○成果報告書（図書室図書資料提供事業・
しらさわ夢図書館運営事業） 
・利用者数の合計値 
※移動図書館を除く 

スポーツ 
スポーツクラブ活動
者数 

スポーツを楽しめる機会や情報の
提供が行われ、積極的にスポーツに
参加できる環境が整っているかを
計る指標で、活動者数の増加を目指
します。 

○もとみやスポーツネットワーク資料 
・会員登録者数 

  
市民体力テスト参加
者数 

市民が主体的に健康増進や体力の
維持向上に取組んでいるかを計る
指標であり、参加者数の増加を目指
します。 

○もとみやスポーツネットワーク資料 

  
スポーツ施設利用者
数 

気軽にスポーツを楽しめる環境が
整備され、利用されているかを計る
指標で、利用者数の増加を目指しま
す。 

○市内スポーツ施設利用者数（生涯学習
センター資料） 
※学校施設を除く 

歴史・文化・芸術 
文化・歴史施設来館
者数 

本市の歴史や文化が市民に理解さ
れ、親しみを持っているかを計る指
標であり、来館者数の増加を目指し
ます。 

○成果報告書（ふれあい文化ホール企画
展開催事業、資料館管理運営事業） 
・来館者数の合計値 

  
文化・芸術イベント
参加者数 

市民が文化・芸術活動に気軽に参加
できる環境が整っているかを計る
指標で、参加者数の増加を目指しま
す。 

○成果報告書（文化芸術行事開催事業） 
・イベント参加者数の合計値 

  文化財保存団体数 
本市の歴史や文化が保存・継承され
ているかを計る指標で、保存団体を
維持し続けることを目指します。 

○成果報告書（文化財保存団体支援事業） 

-7-



 

 

【分野２】 健康・医療・福祉 

施策名 指標名 指標の説明 出典・算出方法等 

健康・医療 お達者度（健康寿命） 

対象年齢 65 歳の平均余命におい
て、日常的に健康で自立した生活が
できる期間を計る指標で、男女共に
県内 13 市中 1 位を目指します。 
※本宮市 男性 17.79 年 女性
20.53 年 

○福島県市町村別「お達者度」（福島県保
健福祉部、公立大学法人福島県立医科大
学健康増進センター） 

  
３大生活習慣病によ
る死亡率 

生活習慣病の発症・重症化の予防・
管理等が行われているかを計る指
標で、各年における全国平均以下を
目指します。 
※全国平均：52.0％（2016 年） 

○福島県「保健統計の概況（平成29年版）」 
・3 大生活習慣病死亡者数／死亡者数 

  
健康づくりポイント
事業申請者数 

住民・事業者・地域それぞれが主体
となって健康づくりに取組んでい
るかを計る指標で、申請者数の増加
を目指します。 

○成果報告書（保健指導管理事業） 

  国民健康保険医療費 

医療保険制度の適正な運営を計る
指標で、各年における全国平均以下
を目指します。 
※全国平均：25,032 円（2017 年） 
※5 月診療分 

○KDB「健診・医療・介護からみる地域の
健康課題」 
※KDB＝公益社団法人国民健康保険中央
会・国保データ 
※5 月診療分 

高齢者福祉 
認知症サポーター養
成人数 

認知症の方を地域の方が支え合う
体制が整っているかを計る指標で、
養成講座受講生数の増加を目指し
ます。 

○高齢福祉課資料 

  介護保険給付費 

介護保険制度の適切な運営が行わ
れているかを計る指標で、介護保険
給付費の減少を目指します。 
※5 月診療分 

○KDB「健診・医療・介護からみる地域の
健康課題」 
※KDB＝公益社団法人国民健康保険中央
会・国保データ 
※5 月診療分 

  
要介護者認定割合
（対高齢者人口） 

高齢者の健康づくりや社会参画が
推進されているかを計る指標で、介
護保険事業計画に準じた目標値以
下を目指します。 

○介護保険事業状況報告（暫定）3 月末時
点 
・第 1 号被保険者数／3 月末第 1 号被保
険者数 

障がい者福祉 地域生活移行者数 
誰もが地域の中で暮らすことがで
きる環境にあるかを計る指針で、国
の基本指針以上を目指します。 

○社会福祉課資料 

  
成年後見制度相談件
数 

支援を必要とする方が、将来にわた
り権利が守られ安心してくらすこ
とのできる制度が浸透しているか
を計る指標で、相談件数の増加を目
指します。 

○社会福祉課資料 
※社会福祉課（市）への相談件数 

地域福祉 生活困窮者相談件数 

生活困窮者が身近に相談できるセ
ーフティネットの役割・体制が整っ
ているかを計る指標で、相談件数の
増加を目指します。 

○成果報告書（生活困窮者自立支援事業） 

  

民生委員相談・支援
件数 
主任児童委員相談・
支援件数 

地域の身近な相談相手である民生
委員や主任児童委員の活動状況を
計る指標で、相談・支援件数の増加
を目指します。 

○成果報告書（民生委員・児童委員活動事
業） 

  
ふれあいサロン参加
者数 

高齢者をはじめ地域住民の交流が
図られ、地域住民間のつながりが維
持されているかを図る指標で、参加
者数の増加を目指します。 

○成果報告書（社会福祉協議会活動支援
事業） 

保健福祉環境 
施設利用者数 
・1日当たり利用者数 

健康や生きがいづくりを推進する
施設が有効に利活用されているか
を図る指標で、利用者数の増加を目
指します。 

○保健福祉部資料 
・高齢者ふれあいプラザ（荒井）、・高齢
者ふれあいプラザ（岩根）、えぽか、ﾌﾟﾘ
ﾝｽ・ｳｨﾘｱﾑｽ・ﾞﾊﾟｰｸ（屋内）、あだたら憩
の家利用者数の合計値 
※2019 年以降は「あぶくま憩の家」を加
算。 
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【分野３】 経済・産業・仕事 

施策名 指標名 指標の説明 出典・算出方法等 

農林業 認定農業者数 
農業経営の安定的継続が見込まれ
ているかを計る指標で、認定農業者
の維持を目指します。 

○農政課資料 

  
農業所得額（農業者 1
人当たり） 

農業経営の収入面での安定性を計
る指標で、農業者の所得の増加を目
指します。 

○税務課資料 
・年金等他の所得がない農業所得のみの
農業者の農業所得額 

  農産物直売所売上 

市内農産物の販売拠点のひとつで
ある「しらさわ直売所」が有効に活
用されているかを計る指標で、売上
の増加を目指します。 

○しらさわ直売所資料 

  
人・農地プラン作成
団体数（累計） 

集落と地域が抱える農地の問題を
解決するための体制が整っている
かを計る指標で、団体数の増加を目
指します。 

○成果報告書（担い手支援事業） 

  
多面的機能維持活動
取組団体数 

農業者や地域住民が農業用施設の
保全と地域環境の保全に取り組ん
でいるかを計る指標で、取組団体数
の増加を目指します。 

○成果報告書（多面的機能維持活動支援
事業） 

商工業 製造品出荷額 
市の主要産業・業種を中心とした経
済状況を計る指標で、過去 10 年間
の最大値以上を目指します。 

○工業統計表（経済産業省） 

  新規企業誘致件数 

経済循環の基盤が整い、若者たちの
雇用の場が確保されているかを計
る指標で、新規企業誘致件数の増加
を目指します。 

○本宮市商工会資料 
※近況値は工業団地内への立地件数 

  
商工会 会員数 
・創業件数 

市内商工業の活力と連携状況を計
る指標で、団体数及び創業件数の増
加を目指します。 

○本宮市商工会資料 

雇用対策 
生産年齢人口に対す
る就業人口の割合 

働く世代の就業状況を計る指標で、
就業人口割合の上昇を目指します。 

○国勢調査 
・就業者人口／生産年齢人口×100 

  
地方税収入額（所得
割）・納税者 1 人当た
り 

地域経済の活性化による市民の所
得の状況を計る指標で、地方税収入
額（所得割）の増加を目指します。 

○市町村税の徴収実績（財政課資料） 
・地方税収入額（所得割）／納税者人口 

観光・交流・にぎ
わい創出 

観光地入込数 

市内への観光客・来訪者の状況を計
る指標で、定点観測地となっている
市内３ヶ所の入込数の増加を目指
します。 

○福島県観光客入込状況 

  春・夏・秋祭り入込数 
市内への来訪者や交流人口の状況
を計る指標で、市内の主要祭りの入
込数の増加を目指します。 

○成果報告書（観光関係団体運営支援事
業） 

 

【分野４】 生活環境・都市基盤 

施策名 指標名 指標の説明 出典・算出方法等 

環境保全・エネル
ギー 

リサイクル率 
環境への配慮及び循環型社会の形
成を計る指標で、過去 10 年間の最
大値以上を目指します。 

○一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

  
ごみ排出量（1 人当た
り） 

廃棄物の発生・排出抑制が進んでい
るかを把握する指標で、過去 10 年
間の最小値以下を目指します。 

○一般廃棄物処理実態調査（環境省） 

  環境理解・意識度 

安全・安心で美しい自然環境を維持
するために必要な市民の理解・意識
度を計る指標で、「環境問題が重要
である」と考える市民割合の上昇を
目指します。 

○市民意識調査 
・環境保全・エネルギーについて重要度
が「高い」、「やや高い」と回答した人の
割合 

防災・減災 自主防災組織数 
地域における自助・共助の体制が整
えられているかを計る指標で、自主
防災組織数の増加を目指します。 

○成果報告書（防災体制整備事業） 

  消防団員充足率 
地域における消防体制が整えられ
ているかを計る指標で、将来にわた
る消防団員の確保を目指します。 

○福島県統計年鑑 
・消防団員数／消防団員定員数×100 

  火災発生件数 
家庭や事業所等における防火の取
組が推進されているかを計る指標
で、火災発生件数 0 を目指します。 

○福島県統計年鑑 
・市町村別火災件数及び建物火災の内訳 
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生活安全 犯罪発生件数 

犯罪のない安全・安心なまちに向け
た取組が進んでいるかを計る指標
で、犯罪発生件数の減少を目指しま
す。 

○郡山北警察署本宮分庁舎 

  交通事故発生件数 

交通事故のない安全・安心なまちに
向けた取組が進んでいるかを計る
指標で、交通事故発生件数の減少を
目指します。 

○郡山北警察署本宮分庁舎 

  相談件数・解決割合 

消費者の安全・安心を確保するため
に、相談や支援体制が整っているか
を計る指標で、相談件数の増加と解
決割合の上昇を目指します。 

○成果報告書（消費生活啓発・相談事業） 

都市機能・住環
境・土地利用 

社会動態人口 

本市の住みよさが確保され、市内外
への発信等により定住が進んでい
るかを計る指標で、社会動態人口
（転入人口-転出人口）の増加を目
指します。 

○福島県現住人口調査年報 
・転入者数-転出者数 

  新築住宅着工数 
市内への定住意欲の向上を計る指
標で、新築住宅着工数の増加を目指
します。 

○建築着工統計（福島県新設着工住宅戸
数） 

  
公営住宅入居率（市
営、定住、復興） 

公営住宅が適正管理・有効活用され
ているかを計る指標で、入居率の上
昇を目指します。 

○成果報告書（市営住宅管理事務） 
・入居戸数／整備戸数×100 

  市内空家活用件数 
市内の空家・空地等が適正管理・有
効活用されているかを計る指標で、
活用件数の増加を目指します。 

○政策推進課資料 

道路・公共交通 
公共交通機関利用者
数 

市民ニーズに合った利便性の高い
公共交通として、利活用されている
かを計る指標で、利用者数の増加を
目指します。 

○成果報告書（地域公共交通運行支援事
業） 
・乗合タクシー（イクタンタクシー）、市
営バス、広域バス、市街地巡回バス、通勤・
通学バス利用者数の合計値 

  
主要幹線道路等整備
進捗率 

快適な道路環境の整備が計画的に
進んでいるかを計る指標で、主要幹
線道路にかかる計画の進捗率の上
昇を目指します。 

○建設課（産業建設課）、まちづくり推進
課資料 
・大山・松沢線（安達太良ドリームライ
ン）、中ノ宮・岩田線、舘ノ越・関根線、
万世・中條線、上ノ橋先線の計画延長に対
する舗装延長の割合 

  
橋梁長寿命化整備進
捗率 

老朽化する橋梁の安全・安心の確保
に向けた維持・管理が計画的に進ん
でいるかを計る指標で、橋梁長寿命
化計画の進捗率の上昇を目指しま
す。 

○建設課資料 

上下水道・雨水排
水路 

水道企業会計経常収
支比率 

水道事業の健全で安定的な経営が
行われているかを計る指標で、継続
的に安定的な数値を維持すること
を目指します。 

○本宮市水道事業会計決算書 
・経常収益／経常費用×100 

  
汚水処理人口普及率
（下水道、合併処理
浄化槽） 

良好な生活環境の確保と水質保全
が推進されているかを計る指標で、
普及率の上昇を目指します。 

○福島県統計年鑑 
・汚水処理施設整備状況 

  阿武隈川堤防整備率 

阿武隈川の水害から市民の生活を
守るため、堤防の整備が計画的に進
んでいるかを計る指標で、国との連
携により早期整備を目指します。 

○まちづくり推進課資料 
・整備済延長／総延長（右岸・左岸地区） 

 

【分野５】 市民・行政活動 

施策名 指標名 指標の説明 出典・算出方法等 

市民活動 NPO 団体数 
市民・団体の協働の推進体制が確保
されているかを計る指標で、NPO 団
体数の増加を目指します。 

○福島県所管のＮＰＯ法人に関する情報
（情報認証されているＮＰＯ一覧：本市
所在団体） 

  
地域づくり活動参加
者数 

市民が積極的に地域づくり活動し
ているかを計る指標で、参加者数の
増加を目指します。 

○成果報告書（地域づくり支援事業） 

  町内会加入率 
地域コミュニティが維持・推進され
ているかを計る指標で、加入率の上
昇を目指します。 

○生活環境課資料 
・町内会加入世帯数/世帯数×100 

人権・男女共同 
人権問題等を重要と
考える市民の割合 

人権問題や男女共同参画などの意
識の醸成がされているかを計る指
標で、人権問題等を重要と考える市
民の割合の上昇を目指します。 

○市民意識調査 
・人権・男女共同参画について重要度が
「高い」、「やや高い」と回答した人の割
合 
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 各種行政委員の男女
それぞれの割合 

女性の社会参画が推進されている
かを計る指標で、男女の人数の均衡
を目指します。 

○成果報告書（男女共同参画推進事業） 
・女性委員数／総委員数×100 

都市交流・国際交
流・多文化共生 

国際理解講演会実施
回数・参加者数 

国際理解・多文化共生について理解
が進んでいるかを計る指標で、小中
学生向けは現状を維持し、一般市民
向けは参加者の増加を目指します。 

○成果報告書（多文化共生推進事業） 

  
英語教室等実施回
数・参加者数 

市民が外国語に興味を持ち、グロー
バル感覚を身につけることができ
る環境が整っているかを計る指標
で、参加者数の増加を目指します。 

○国際交流課・生涯学習センター（白沢公
民館）資料 

  
任意団体数 
・参加者数 

国際理解・多文化共生について、市
民・団体が主体的に取り組んでいる
かを計る指標で、団体数と参加者数
の増加を目指します。 

○成果報告書（多文化共生推進事業） 

情報通信 Wi-Fi 設置箇所数 

市民が ICT を気軽に利用できる環
境にあるかを計る指標で、設置箇所
の増加と多くの利用者数の確保を
目指します。 

○施設管理課資料 

  
ICT 講座等提供回数 
・参加者数 

市民や事業者が ICT や IoT などに
ついて理解を深め、生活や事業に活
用する機会が得られているかを計
る指標で、提供回数と参加者数の増
加を目指します。 

○施設管理課資料 

  
マイナンバーカード
申請件数 

マイナンバーカードが市民サービ
ス向上や ICT 等の普及に活用され
ているかを計る指標で、発行申請件
数の増加を目指します。 

○成果報告書（住民基本台帳事務） 

公共施設 施設利用者数 
公共施設が市民に広く利用されて
いるかを計る指標で、利用者の増加
を目指します。 

○成果報告書等 
・図書館等来館者数、スポーツ施設利用
者数、文化・歴史施設来館者数、保健福祉
環境（施設利用者数）、中央公民館外地区
公民館利用者数、白沢公民館外地区公民
館分館利用者数の合計値 

  施設計画進捗率 

公共施設のマネジメントを適正か
つ計画的に行う環境が整っている
かを計る指標で、各施設計画の策定
を目指します。 

○施設管理課資料（施設計画進捗率） 

  
包括委託・指定管理
者制度の導入件数 

公共施設を効果的・効率的に管理・
運用するために、必要に応じて民間
のノウハウ等が生かされているか
を計る指標で、導入件数の増加を目
指します。 

○政策推進課資料 

広域等連携 
近隣自治体等との連
携事業数 

自治体共通の課題を解決するため
に、近隣自治体等と効果的に連携が
とられているかを計る指標で、連携
事業数の増加を目指します。 

○政策推進課資料 

  
大学・金融機関等と
の連携による成果数 

産官学金による連携が地域活性化
等に生かされているかを計る指標
で、連携による事業数の増加を目指
します。 

○各課連携事業 
※審議会・検討会議等のみの連携を除く。 

行政活動 職員研修受講達成度 

充実した職員研修が行われ、その成
果が実務に生かされているかを計
る指標で、「研修の成果を実務に生
かしている」と回答する職員割合の
上昇を目指します。 

○総務課・政策推進課資料 

  
実質公債費比率 
経常収支比率 

持続的・安定的で健全な財政運営が
行われているかを計る指標で、実質
公債費比率は目標値以下を、経常収
支比率は目標値未満の維持を目指
します。 

○成果報告書（予算編成・執行管理事務） 
※実質公債費比率は 3 ヵ年平均の値 

  
事務改善等提案件数 
・実現率 

市民サービスや行政運営の質の向
上に向けて、職員の創意工夫と適切
な改善の取組が行われているかを
計る指標で、提案件数の増加と実現
率の上昇を目指します。 

○政策推進課資料 
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３ 計画の構成                           

(１) 分野別施策                              

将来像の実現を支える基本目標を達成するため、５つの政策分野（「子育て・教育」、

「健康・医療・福祉」、「経済・産業・仕事」、「生活環境・都市基盤」、「市民・行政活動」）

ごとに基本施策、施策の柱、主な取組を定めるとともに、基本施策ごとに市役所内に幹事

部※を設定するものとします。 

※幹事部…各施策におけるＰＤＣＡサイクルの中心的役割を担う庁内部局で、庁内の関係する部局との調整を行います。

また、他の部局についても必要な事業の構築を行うなど、横断的視点を持って計画の推進を図ります。なお、

市長公室が全体の調整を行うものとします。 

【分野１】 子育て・教育 

多様なニーズに対応した子育て支援の充実、子どもたちの生きる力を育む教育環境の

質の向上や地域ぐるみで支える体制づくりを推進します。 

さらに、市民が学び、高めあい、歴史や文化を誇らしく感じられる環境を整え、学びを

通じた人づくり、地域づくり、文化・歴史の継承や資源の活用、市民の文化・芸術・スポ

ーツ活動の振興を推進します。 
   基本施策   施策の柱 主な取組 幹事部 

1 
子育て・

結婚 

1 
保育支援・幼児教育

の充実 

①多様な保育・幼児教育サービスの充実 

保健福祉部 

（教育部） 
(市長公室) 

②幼児・保護者の居場所・学びの場づくりの推進 

2 総合的支援の充実 

①切れ目のない一貫した相談体制の充実 

②子育て・子育ちに対する各種助成・支援 

③組織活動等に対する支援 

④児童虐待の防止・対策 

⑤ひとり親家庭等への支援 

⑥障がい児の早期発見・早期療育 

3 結婚活動の支援 
①出会いの場の創出・仕組みづくり 

②未婚者セミナー等の充実 

2 学校教育 

1 確かな学力の育成 

①学びに向かう力など学力向上の推進 

教育部 

②論理的思考、問題発見・解決能力、コミュニケーション能力等
の育成 
③高度情報化・グローバル化など社会の変化に対応した情報活
用能力育成のための教育の推進 

2 豊かな心の育成 

①道徳・人権教育の推進 

②読書活動の推進 

③いじめや不登校の防止 

④郷土愛の醸成 

⑤体験・交流活動等の推進 

3 健やかな体の育成 

①体力向上・健康の保持増進策の推進 

②安全安心な給食の提供と食育の推進 

③自分の身を守る防災安全教育の推進 

4 
特別支援教育の充
実 

①障がい児の状態や発達段階に応じた特別支援教育の推進 

②障がいの早期発見・早期療育の推進 

③相談体制の充実 

5 
学校・地域等連携の

推進 

①学校・地域・家庭などとの連携・協働の推進 

②放課後児童・生徒の居場所・学びの場づくり 

6 
教育環境の整備・充

実 

①教職員の研修・教育・相談体制の充実 

②幼保小中等連携の推進 

③登下校時の安全確保・支援 

④就学・進学等に対する支援・相談体制の充実 

⑤教育施設の安全性・快適性の確保 

⑥教材機器等の整備・充実 

3 生涯学習 

1 
生涯学習活動の推
進 

①生涯学習の普及促進・情報の提供 

教育部 
②生涯学習教室・講座の開催など学習機会の提供 

2 青少年の健全育成 
①青少年の非行・犯罪防止 

②青少年健全育成の環境づくり・団体等の活性化 
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③青少年の社会参加・居場所づくり等の推進 

3 読書活動の推進 

①乳幼児期からの切れ目のない読書活動の推進 

②図書館資料等の充実 

③図書館等の良好な環境整備・充実 

4 
生涯学習環境の整

備・充実 

①生涯学習体制の充実 

②生涯学習施設等の良好な環境整備・充実 

4 スポーツ 

1 
スポーツ振興・活動
の推進 

①各種スポーツ教室、スポーツイベント等の開催 

教育部 

②スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 

③地域スポーツ活動の推進 

④スポーツ交流の推進 

⑤東京 2020を契機としたスポーツ等の振興 

2 
スポーツ環境の整
備・充実 

①総合型地域スポーツクラブ等の育成・支援 

②スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 

③学校体育施設開放の推進 

5 
歴史・文

化・芸術 

1 
歴史・文化・芸術活

動の振興 

①文化芸術活動の普及促進・支援 

教育部 

②文化芸術鑑賞機会の提供 

③歴史に対する意識の醸成 

2 
歴史・文化施設等の

保護・活用 

①有形・無形文化財・美術工芸品等の保護・伝承・活用 

②歴史・文化施設等の良好な環境整備・活用 

③観光交流分野との連携推進 

 

【分野２】 健康・医療・福祉 

市民、地域、保健・医療・福祉関係機関等による連携のもと、共に支え合える仕組みづ

くりを行うとともに、支援が必要な方が支援を受けられる環境を整え、市民の主体的な

健康・生きがいづくり活動の推進を図ります。 
 基本施策  施策の柱 主な取組 幹事部等 

1 
健康・医

療 

1 
健康づくり・管理の

推進 

①心と体の健康づくり活動・食育等の推進 

保健福祉部 

（市民部） 

②妊娠・出産・子育て・子育ちの健康に関する各種支援 

③生活習慣病等の発症・重症化の予防・管理 

④感染症対策の推進 

⑤放射線健康管理の推進 

2 
医療体制の整備・充

実 

①地域医療体制の確保 

②周産期医療対策の調査検討 

3 
医療保険制度の運
用 

①適切な医療給付の実施 

②国民健康保険税の適正な賦課・徴収 

③データヘルス計画の推進 

2 
高齢者福
祉 

1 
高齢者の活躍推進・
総合支援 

①高齢者の生きがいづくり活動の推進 

保健福祉部 

②高齢者の就労支援 

③高齢者の地域支援体制の強化・充実 

④高齢者とその家族への総合的支援 

⑤高齢者世帯生活のセーフティネットの構築・公共交通システム
との連携 

2 
介護保険制度の運

用 

①介護予防取組の充実 

②適切な介護サービスの提供 

3 
障がい者
福祉 

1 
障がい者理解推進・
活躍の場の創出 

①障がい者に対する理解促進・人権擁護の推進 

保健福祉部 

②障がい者の社会参加・地域交流の推進 

③障がい者の雇用・就業の促進 

2 
障がい者の支援体

制の整備・充実 

①障がい者相談体制の充実 

②各種福祉サービスの充実 

4 地域福祉 

1 
地域包括ケアシス

テムの整備・強化 

①地域包括ケアシステムの機能の強化 

保健福祉部 
②地域福祉活動団体等への支援 

2 生活への支援 
①相談体制の充実 

②各関係機関連携によるきめ細かい支援・制度の運用 

5 
保健福祉 

環境 
1 

保健福祉施設の整

備・活用 
①施設の横断的な利活用の促進 

保健福祉部 

（産業部） 
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【分野３】 経済・産業・仕事 

農林業、商工業の振興と市内への観光誘客・交流を図るとともに、産業構造の変化等を

踏まえながら、若者のニーズや将来を見据えた企業誘致・新たな事業の創出、さらには農

商工業連携の取組や環境整備を行い、地域経済の好循環と「ひと」や「もの」の還流を促

進します。 

これらの取組を通して、全ての市民が自らの意思と適性に応じた仕事を選択し、意欲

を持って挑戦できる、やりがいと活力に満ちたまちづくりを推進します。 
 基本施策  施策の柱 主な取組 幹事部等 

1 農林業 

1 農業の振興 

①農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 

産業部 

②高品質で安全・安心な農産物の安定生産・供給の推進 

③農業担い手、新規就農者、農業法人等の確保・育成 

④農産物の６次化・ブランド化の推進 

⑤消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 

⑥地産地消の推進 

⑦農産物直売所の利活用 

2 森林の整備・活用 
①森林の整備・管理 

②森林の活用・教育活動 

2 商工業 

1 商業の振興 

①商店街機能の維持・強化・誘客の推進 

産業部 

②空き店舗の解消・利活用の推進 

③商店街の担い手育成の推進 

2 工業の振興 
①ニーズを捉えた企業誘致の推進 

②企業間連携等の推進 

3 
中小企業・新規創業

等の支援 

①中小企業に対する総合支援 

②異業種・産学官等の連携の推進 

③創業に対する支援 

④新事業創出等に対する支援 

3 雇用対策 1 
雇用・労働環境の対

策 

①求職と求人のマッチングの支援 産業部 

（市民部） 

(保健福祉部) 

②雇用環境改善・勤労福祉の推進 

③能力開発の支援 

4 

観光・交

流・にぎ

わい創出 

1 
誘客・交流・賑わい

の創出 

①観光・交流受入体制の強化・充実 

産業部 

(教育部) 

②観光・交流プロモーション活動の推進 

2 
地域資源の保護・活

用 

①地域資源を活用した観光の環境整備の推進 

②地域資源を活用した観光物産品の振興 

 

【分野４】 生活環境・都市基盤 

環境や安全に対する意識の醸成と行動に移せる効果的な施策の展開を図ります。また、

魅力的な空間を形成していくため、市民の暮らし・産業・安全を支える機能的・安定的な

都市基盤の整備・維持を推進します。 

さらに、利用者のニーズを捉えた利便性の高い総合的な公共交通ネットワークの構築、

地域特性を生かすための土地利用の最適化を図ります。 
 基本施策  施策の柱 主な取組 幹事部等 

1 
環境保全 
エネルギ

ー 

1 
環境負荷の低減・ご

みの減量化 

①環境負荷の低減・再生可能エネルギー・省エネルギーの普及
促進 

市民部 
②ごみの減量化とリサイクルの推進 

2 
自然環境・生活環境
の保全 

①自然環境保全の推進 

②生活環境の保全・環境美化活動の推進 

③環境放射線量等の適正管理・情報提供 

2 
防災・減
災 

1 自主防災の推進 
①自助の取組の推進 

市民部 

②共助の取組の推進 

2 防災体制の整備 ①防災体制の整備・充実 

3 消防の充実 
①消防団活動の推進 

②消防力の強化・充実 

3 生活安全 1 防犯対策の推進 

①防犯啓発の推進 

市民部 ②防犯関係団体等に対する支援 

③防犯施設の整備・維持管理 
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2 
交通安全対策の推
進 

①交通安全の啓発 

②交通関係団体等に対する支援 

3 
市民相談・消費者保

護の充実 

①市民相談の充実 

②消費生活の普及啓発 

4 

都市機能 

住環境 
土地利用 

1 
都市拠点・地域拠点

の整備・機能強化 
①都市拠点・地域拠点の整備・民間活力の誘導 

建設部 

(市長公室) 

2 
公園・景観・緑地等
の保全・利活用 

①公園・景観・緑地等の保全と適正な維持管理 

②公園等の利活用促進 

3 
安全快適住宅建築

の推進 

①定住につながる住宅建築の推進 

②適正な建築確認 

③住宅・建築物の耐震化の促進 

4 
市営住宅の管理・活
用 

①市営住宅の適切な維持管理 

②市営住宅の利活用の促進 

5 空家等対策の推進 
①空家等の適正管理の促進 

②空家等の利活用の促進 

6 土地利用の最適化 ①計画的な土地利用の推進・誘導 

5 
道路 

公共交通 

1 
道路ネットワークの
整備・管理 

①都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改良

の推進 
建設部 
（市民部） 

②市道の適正・効率的な維持管理と安全確保 

2 
公共交通システム
の整備・強化 

①公共交通システムの整備・強化 

②公共交通システムの利活用の促進 

6 
上下水道 
雨水排水

路 

1 水道水の安定供給 
①水道施設の整備・適正な維持管理 

建設部 
（市民部） 

②水道事業における安定経営の推進 

2 
汚水処理サービス
の提供 

①下水道施設の整備・適正な維持管理 

②下水道接続・合併処理浄化槽の設置促進 

3 治水対策の推進 
①雨水処理施設の整備・適正な維持管理 

②河川堤防等の整備促進・適正な維持管理 

 

【分野５】 市民・行政活動 

市民・地域の主体的な活動や協働を推進・支援するとともに、人権や男女共同に関する意

識の醸成・普及促進を行い、性別・障がいの有無・年齢・国籍などによらず、誰もが生きがい

をもって生活することのできる明るい社会の実現を目指します。 

また、行政は、全分野において、市民や地域の主体的な活動のきっかけ・仕組みづくりな

どを推進するとともに、都市交流・国際交流の推進、情報通信技術の活用・普及促進のほか、

中長期的・経営的視点に立ち、様々な行政資源やつながりを効果的・効率的に活用しながら

行政運営の推進を図ります。 
 基本施策  施策の柱 主な取組 幹事部等 

1 市民活動 1 
市民活動・協働の推

進 

①市民参加に対する支援・仕組みづくり 
市民部 

(保健福祉部) 
②市民協働を促進する意識の啓発 

③地域コミュニティ等の活動促進・支援 

２ 
人権・ 
男女共同 

1 
人権尊重・ユニバー
サルデザインの推

進 

①人権意識の醸成といじめ、DVなどの防止に向けた社会環境

づくり 市民部 
（教育部） 

（産業部） 

②ユニバーサルデザインの普及促進 

2 
男女共同参画の推
進 

①男女共同参画に対する理解促進 

②女性が平等に活躍できる社会環境づくり 

３ 

都市交流 
国際交流 

多文化共

生 

1 
都市・地域等交流の

推進 
①都市間・地域間交流の促進 

市長公室 

（教育部） 
2 

国際交流・多文化共

生の推進 

①国際交流の推進 

②多文化共生理解の促進・市在住外国人に対する支援 

4 情報通信 

1 
情報通信施設の整

備・活用 

①情報通信施設の整備・適切な維持管理 

総務部 

（市民部） 

②情報通信施設の利活用の促進 

2 
情報通信技術の理

解促進・活用 

①ICTに対する理解促進 

②様々な分野における ICTの利活用の促進 

③マイナンバーカード等を活用した市民サービスの向上 

5 公共施設 

1 
公共施設利活用の

促進 

①公共施設の快適な環境整備・適切な維持管理 

総務部 

②公共施設の利活用 

③遊休財産の適切な管理・有効活用 

2 
公共施設総合的管

理の推進 
①公共施設の総合的・計画的なマネジメントの推進 
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6 
広域等連

携 

1 
広域行政・連携の推
進 

①広域行政の推進 

市長公室 
②近隣自治体等との連携の推進 

2 
大学・金融機関等連

携の推進 
①大学・金融機関等との連携の推進 

7 行政活動 

1 
職員の人材確保・育
成 

①課題を発見・解決できる職員の人材確保・育成 

市長公室 
（総務部） 

2 健全財政の運営 ①持続可能な健全財政の運営 

3 情報の収集と発信 
①広聴・情報収集の推進 

②効果的・効率的な広報・情報発信の推進 

4 行政経営の推進 

①市民の視点に立った行政サービスの提供 

②証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進 

③マネジメントサイクル（PDCA）の確立 
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(２) 重点プロジェクト                           

特に分野・施策横断的に取り組む３つの重要課題を「重点プロジェクト」として、 

課題解決に向けた取組を重点的に推進するものとします。 

 【重点プロジェクトと政策分野・基本施策の相関関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

子

育

て

・

結

婚

学

校

教

育

生

涯

学

習

ス

ポ
ー

ツ

歴

史

・

文

化

・

芸

術

1 ニーズを捉えた結婚・妊娠・出産・子育て・子育ちまでの切れ目ない支援 ● ● ● ●

2 高度情報化・グローバル化などの社会の変化に対応しうる人材育成の推進 ● ● ●

3 誰もが夢に向かってチャレンジすることのできる教育の推進と機会の提供 ● ● ● ● ●

4 若者の地元定着を目指した教育の推進と地域産業の担い手の育成 ● ● ● ●

1 健康寿命の延伸に向けた健康づくり・介護予防の推進 ● ● ● ● ●

2 安心を支える持続可能な医療・福祉の仕組みづくり ●

3 安心な生活を支える持続可能な公共交通システムの構築 ● ●

4 様々な危機・災害から大切な生命と財産を守る防災・減災の機能強化 ● ● ●

5 癒しの空間を生み出す自然・生活環境の保全 ● ● ●

6 安心確保に向けた放射線リスクの低減と健康管理・理解促進 ● ● ●

1
市の特性を生かした農業・商業・工業など産業の好循環による経済の活性化と生
産性・所得向上の仕組みづくり（地産地消・食育含む）

● ● ● ● ●

2 若者の定着と移住定住を促進する仕事創出・マッチングと担い手の確保 ● ● ●

3 移住・定住に直接的につながる住宅政策の推進 ●

4
地域の資源・産業やスポーツ・イベント（東京オリンピック・パラリンピックを
含む）などあらゆる機会を生かした観光・交流マネジメントの推進と風評の払拭

● ● ● ●

5 暮らしに賑わいをもたらす都市整備と都市機能の強化

6 賑わいを支える様々な分野におけるICT（情報通信技術）等の利活用 ● ● ● ● ●

7
３要素（「伝える」・「伝わる」・「成果が出る」）を意識したシティ・プロ
モーション活動の推進

● ● ● ● ●

【分野１】

子育て・教育

Ⅱ
暮
ら
し
の
安
心
を
守
る

Ⅰ

次
世
代
を
育
て
る

Ⅲ
賑
わ
い
を
生
み
出
す

 輝く未来の創造に向けて、少子化対策、社会の変化に対応しうる人材の
育成や地域の担い手の確保など、将来を担っていく子どもや若者の育成に
重点的に取り組みます。

 生活するにあたり基本的な要素となる健康、福祉、身の安全、交通手
段、良好な環境の継続的・安定的な確保など、誰もが本宮市で安心して暮
らし続けることのできる仕組みづくりを行います。

 産業、人の流れ、情報を有機的に連動させ経済効果を高めるとともに、
定住・交流人口の増加につなげるなど、人・モノ・お金・情報の好循環を
促す仕組みづくりを行い、持続可能な賑わいを創出します。

５つの政策分野と各分野の基本施策

重点プロジェクト（３つのテーマ）
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（2）重点プロジェクト 

特に分野・施策横断的に取り組むべき重要課題については、「重点プロジェクト」を定

め、課題解決に向けた取組を重点的に推進するものとします。 

  【重点プロジェクトと政策分野・基本施策の相関関係】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重点プロジェクトを推進する上で関連性の高いものに〇印を付しています。 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

健

康

・

医

療

高

齢

者

福

祉

障

が

い

者

福

祉

地

域

福

祉

保

健

福

祉

環

境

農

林

業

商

工

業

雇

用

対

策

観

光

・

交

流

・

に

ぎ

わ

い

創

出

環

境

・

エ

ネ

ル

ギ
ー

防

災

・

減

災

生

活

安

全

都

市

機

能

・

住

環

境

・

土

地

利

用

道

路

・

公

共

交

通

上

下

水

道

・

雨

水

排

水

路

市

民

活

動

人

権

・

男

女

共

同

都

市

交

流

・

国

際

交

流

・

多

文

化

共

生

情

報

通

信

公

共

施

設

広

域

等

連

携

行

政

活

動

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【分野５】

市民・行政活動
【分野２】

健康・医療・福祉
【分野３】

経済・産業・仕事
【分野４】

生活環境・都市基盤
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４ 対象事業の考え方                        

基本構想に掲げる将来像、基本目標及び基本計画で各施策に設定している施策別目標を

実現・達成するために必要性や重要性の高い事業（前期基本計画中の主な取組や事業予算

を伴わない取組等を含む。）を対象とします。 

また、重点プロジェクトについては、３つの視点「①次世代を育てる」、「②暮らしの安心

を守る」、「③賑わいを生み出す」を実現するために貢献度が高く、分野・施策横断的に取り

組む必要があるものを位置づけます。 

なお、各年度において、重点プロジェクトの３つの視点に加え、特にニーズが高く優先

的に予算を配分して重点的に取り組むものについては、各年度の重点事業として選定する

ものとします。 

(１) 主な実施事業（実施計画掲載事業） 
基本構想に掲げる将来像、基本目標及び基本計画で各施策に設定している施策別目標

を実現・達成するために必要性や重要性の高い事業（前期基本計画中の主な取組や事

業予算を伴わない取組等を含む。）を主な実施事業として、実施計画に掲載するもので

す。 

 (２) 重点プロジェクト事業 

３つの視点「①次世代を育てる」、「②暮らしの安心を守る」、「③賑わいを生み出す」を

実現するための貢献度が高く、分野・施策横断的に取り組む必要のある事業（事業予算

を伴わない取組等を含む。）で、実施計画に掲載するものです。 

 (３) 重点事業 

各年度において、重点プロジェクトの３つの視点に加え、特にニーズが高く優先的に

予算を配分して重点的に取り組む事業で、毎年度当初予算編成時に予算事業(※)また

は予算事業を構成する事業（構成事業）の中から選定します。 

※予算事業…人件費を除く事業予算を伴う事業で、単一または複数の小事業から構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③重点事業 

（予算事業または予算事業を構成する 

事業（構成事業）から選定） 

①実施計画掲載事業 

②重点プロジェクト事業 

全体事業 
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５ 主な実施事業（実施計画掲載事業）                 

基本構想に掲げる将来像、基本目標及び基本計画で各施策に設定している施策別目標を

実現・達成するために必要性や重要性の高い事業（前期基本計画中の主な取組や事業予算

を伴わない取組等を含む。）を主な実施事業として掲載しています。 

また、各施策の柱に記載している主な取組との関係性や重点プロジェクトとの関係性を

明らかにしています。 

  【主な実施事業（実施計画掲載事業）の見方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施策 

(P.12～P.16参照) 

施策名、施策別目標及び施策

別目標の説明を記載していま

す。 

２ 主な取組 

(P.12～P.16参照) 

施策の柱ごとの主な取組内容

を表しています。複数の主な

取組に該当する場合、最初の

数字に該当する取組名を記載

しています。 

４ 重点プロジェクト 

（P.17～P.18参照） 

「（2）重点プロジェクト」の

Ⅰ～Ⅲに該当する数字とテー

マを表しています。複数の重

点プロジェクトに該当するも

のは代表的なプロジェクト名

を記載しています。 

３ 年次計画（構成事業） 

事業を構成するより具体的な

事業名を記載しています。ま

た、3年間の年次計画を記載

しています。 
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【施策１】 子育て・結婚 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 希望する誰もが結婚・子育ての喜びを実感し、未来を担う次世代が育まれているまち 

 
社会全体で協力し合いながら、総合的に子育て・結婚を支援し、希望する誰もが安心して喜びを実感

しながら結婚・子育てをすることのできるまちを目指します。 

施策の柱１ 保育支援・幼児教育の充実 

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 保育所事業 課名  幼保学校課 

事業概要 

就労等により児童を保育することができない保護者にかわり、５箇所の市立保育所で児童を保育し、心身ともに健

やかな成長を図る。各保育所にすこやか子育て相談室を開設し、保育所を開放・子育て相談等を行い、在宅児童の
福祉の向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  169,929 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 保育所給食事業 課名  幼保学校課 

事業概要 保育所入所児童に対し、安心・安全な給食を安定的に提供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  79,610 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 一時保育事業 課名  幼保学校課 

事業概要 多様化する保育需要に積極的に対応するため、一時保育事業により、保護者の負担軽減を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,342 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 延長保育事業 課名  幼保学校課 

事業概要 多様化する保育需要に積極的に対応するため、延長保育事業により、保護者の負担軽減を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  31,722 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 障がい児保育事業 課名  幼保学校課 

事業概要 保育所入所児童の中で、障がい児、障がいが疑われる児童に対応して特別支援保育を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  12,316 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 民間認可保育所・保育園運営支援事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
新たに 2 箇所の施設を含めた市内 3 箇所の民間認可保育所に対し、運営費の給付（支弁）を行う。また、延長保育
事業に対する助成を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  173,239 千円    
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主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 幼稚園管理運営事業 課名  幼保学校課 

事業概要 幼稚園児の心身ともに健全な育成を目標に、教育内容・教育環境の整備に努め、幼稚園運営の充実を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  26,333 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 幼稚園保健管理事務 課名  幼保学校課 

事業概要 園児を対象に健康診断を実施し、健康の保持と増進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   272 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 幼稚園児定期健康診断事業 課名  幼保学校課 

事業概要 園児の健康保持と増進のため、学校保健法に基づく健康診断を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,436 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 私立幼稚園就園奨励援助事業 課名  幼保学校課 

事業概要 私立幼稚園に在籍する園児の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,816 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 預かり保育事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
幼稚園の教育時間外の時間帯において、家庭で保育することができない保護者にかわり園児を保育し、心身とも健
やかな成長を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  38,476 千円    

主な取組名 ① 多様な保育・幼児教育サービスの充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 保育所・幼稚園の保育料等の助成 課名  幼保学校課 

事業概要 市独自の制度として、保育所・幼稚園に通う同一世帯の第 2 子以降の無料などを実施。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   -千円    

主な取組名 ② 幼児・保護者の居場所・学びの場づくりの推進 重点プロジェクト  － 

事業名 保育所入所児健康づくり推進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 市内保育所の児童を対象に、放射能からの健康不安払拭のための健康づくり事業に対し各施設へ補助を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   400 千円    
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主な取組名 ② 幼児・保護者の居場所・学びの場づくりの推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 第１・第２児童館運営事業 課名  幼保学校課 

事業概要 市内の児童館にて、充実した運営をするための補助及び管理委託を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  8,467 千円    

主な取組名 ② 幼児・保護者の居場所・学びの場づくりの推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 幼稚園児健康づくり推進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
幼稚園児の健康保持と増進を目的とし、豊かな心を育む体力づくりの創造など、特色を生かした健康づくり事業の

支援を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   300 千円    
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【施策１】 子育て・結婚 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 希望する誰もが結婚・子育ての喜びを実感し、未来を担う次世代が育まれているまち 

 
社会全体で協力し合いながら、総合的に子育て・結婚を支援し、希望する誰もが安心して喜びを実感

しながら結婚・子育てをすることのできるまちを目指します。 

施策の柱２ 総合的支援の充実 

主な取組名 ① 切れ目のない一貫した相談体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 家庭児童相談員設置運営事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
家庭における適切な児童の養育及び福祉向上を目指し、家庭児童相談室を設置し、児童福祉に関する相談、指導、

援助の充実強化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,850 千円    

主な取組名 ① 切れ目のない一貫した相談体制の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 児童公園維持管理事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 子どもの健全育成を図るため、地域における児童公園の遊具等の維持管理を行い安全確保に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,163 千円    

主な取組名 ① 切れ目のない一貫した相談体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 子育て応援センターあゆみ運営事業 課名  保健課 

事業概要 

妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育て世代への相談に応じ、包括的な支援を行うことにより、妊
娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する。産婦の身体的回復、心理的安定を促進するため入所や通

所による産後ケア事業を実施する。また、特定不妊治療及び、平成 31 年度からは不育治療を行う夫婦の経済的負

担を軽減するため、治療費等の一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

母子健康手帳の交付 
乳児家庭全戸訪問事業 

養育支援訪問事業 

産後ケア事業 
特定不妊治療費助成事業 

不育治療費等助成事業 

子育て支援台帳・支援プラン作成 

全部継続 全部継続 

予算額  5,889 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 子育て支援企画調整事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 乳幼児の健全な育ちのために祖父母世代が笑顔で子育てに参加できるよう「孫育て手帳」を作成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 一部新規 全部継続 

予算額   327 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 子ども・子育て支援事業計画策定事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 

子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の実施状況及び計画推進に必要な事項について協議・

検討を行い、継続的に点検・評価・見直しを実施する。 
さらにニーズ調査の結果に基づき、平成３２年度以降の子ども・子育て支援事業計画を策定する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,745 千円    
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主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 地域子育て支援拠点事業（ひろば型） 課名  子ども福祉課 

事業概要 
子育て環境の充実を図るため、乳幼児を持つ親の交流の場を提供し、子育てに関する相談・地域の子育て関連情報

の提供や講習会等を NPO 法人へ委託し実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,116 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 ファミリー・サポート・センター事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
仕事と家庭の両立や安心して子育てができる環境を整備するため、ＮＰＯ法人へ委託し会員が子育てを相互援助す

る事業を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,129 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 ホームスタート事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
子育てに自信が持てるよう子育て経験者が家庭を訪問し「傾聴」と「協働」を実施する事業をＮＰＯ法人へ委託し

実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,294 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 育児家庭安心医療受診推進事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
子育て世帯の育児に関する悩みに対して、専門医療やカウンセラー等の診療に係る費用を一部助成し、安心安全な

子育て環境の充実を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   100 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 児童手当支給事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
次代の社会を担う児童一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を対象に児童手当
を支給する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  526,800 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 児童扶養手当支給事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている、ひとり親家庭の生活の安定及び自立を助けるため、児

童扶養手当を支給する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  115,696 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 乳幼児医療費助成事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 乳幼児の健全育成促進と健康福祉の増進を図るため医療費の一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  67,272 千円    
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主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学生医療費助成事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 児童の疾病及び負傷の治療を迅速にし、子どもの健康の保持促進を図るため、小学生に係る医療費を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  62,280 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学生医療費助成事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 中学生の疾病及び負傷に対する治療を促進し、子どもの健康保持を図るため中学生に係る医療費を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  26,244 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 高校生相当医療費助成事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
高校生相当（１８歳到達後の最初の３月３１日まで）の疾病及び負傷の治療を迅速にし健康保持の促進を図るた

め、高校生に係る医療費を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  25,416 千円    

主な取組名 ② 子育て・子育ちに対する各種助成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 未熟児養育医療給付事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 乳児の健康保持及び増進のため未熟児の医療費を法令に基づき給付を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   893 千円    

主な取組名 ③ 組織活動等に対する支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 育児クラブ活動助成事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
地域における子育て力の維持・向上のため、育児に関する情報交換や子育ての相互協力を行う育児クラブの事業活

動に必要な経費の一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   200 千円    

主な取組名 ③ 組織活動等に対する支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 地域組織活動育成事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
地域における子育て力の維持・向上のため、児童福祉事業を実施する母親クラブの円滑な事業運営に必要な経費の
一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   480 千円    

主な取組名 ④ 児童虐待の防止・対策 重点プロジェクト  － 

事業名 要保護児童等対策地域協議会運営事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
保護や支援を要する児童等の早期発見及び適切な保護を実施するため、要保護児童等対策地域協議会を設置運営

し、関係機関との連携を図り迅速に対応する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    12 千円    
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主な取組名 ⑤ ひとり親家庭等への支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 ひとり親家庭医療費助成事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 健康と福祉の増進を図るため、ひとり親家庭の低所得世帯を対象に医療費の一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  8,280 千円    

主な取組名 ⑤ ひとり親家庭等への支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業 課名  子ども福祉課 

事業概要 
生活の安定のために一部の資格取得をめざすひとり親を支援するため、修学期間を対象として３年を限度に助成を

行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,600 千円    
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【施策１】 子育て・結婚 

 

 

 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 希望する誰もが結婚・子育ての喜びを実感し、未来を担う次世代が育まれているまち 

 
社会全体で協力し合いながら、総合的に子育て・結婚を支援し、希望する誰もが安心して喜びを実感

しながら結婚・子育てをすることのできるまちを目指します。 

施策の柱３ 結婚活動の支援 

主な取組名 ①② 出会いの場の創出・仕組みづくり 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 もとみや結婚サポート事業 課名  政策推進課 

事業概要 
少子化対策を推進するため、結婚を希望される方々への支援を行うとともに、結婚に伴う新生活に要する住居費及

び引越費用の一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

もとみや出会いサポート事業 
結婚新生活支援事業 

全部継続 全部継続 

予算額  7,140 千円    
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【施策２】 学校教育 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 子どもたちが意欲をもって学び、元気でたくましく希望と可能性に満ちているまち 

 
学校・家庭・地域などが連携しながら子どもの生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健康と体力）

を育み、子どもたちが夢や目標に向かって主体的に取り組むことのできるまちを目指します。 

施策の柱１ 確かな学力の育成 

主な取組名 ① 学びに向かう力など学力向上の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 学力向上対策事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
学力検査及び知能検査等の調査を実施するとともに、教職員の実践研究を推進し、本市児童・生徒の基礎学力の向

上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

全国標準学力テスト・知能検査実施事業 
チャレンジ学習奨励事業 

教職員研修事業 
全部継続 全部継続 

予算額  8,127 千円    

主な取組名 ② 
論理的思考、問題発見・解決能力、コミュニケーション能

力等の育成 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学校読書活動推進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 豊かな読書活動を通し、児童の学力向上及び心身の健全な育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,727 千円   

主な取組名 ② 
論理的思考、問題発見・解決能力、コミュニケーション能

力等の育成 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学校読書活動推進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 豊かな読書活動を通し、生徒の学力向上及び心身の健全な育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,318 千円    

主な取組名 ③ 
高度情報化・グローバル化など社会の変化に対応した情報

活用能力育成のための教育の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 外国語指導助手招致事業 課名  国際交流課 

事業概要 
国際化時代に対応し、英語教育の充実と国際交流を通じて外国との相互理解を深めるため、中学校学区を単位と

し、外国青年を招致し中学生の英語力の向上、国際理解の深化と教職員の資質向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  16,080 千円    
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【施策２】 学校教育 

 

 

 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 子どもたちが意欲をもって学び、元気でたくましく希望と可能性に満ちているまち 

 
学校・家庭・地域などが連携しながら子どもの生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健康と体力）

を育み、子どもたちが夢や目標に向かって主体的に取り組むことのできるまちを目指します。 

施策の柱２ 豊かな心の育成 

主な取組名 ⑤ 体験・交流活動等の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 キャリア教育推進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 

児童生徒が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖、及びその過程における自己と働くこととの関係付け

や価値付け（勤労観・職業観）の育成のため、地域、学校の特色を生かし、児童生徒の実態を踏まえ事業を展開し
ていく。国内派遣（へそのまち間）交流事業として児童を派遣し、自己育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

夢の教室実施事業 

国内派遣交流事業 
全部継続 全部継続 

予算額  3,564 千円    
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【施策２】 学校教育 

 

 

 

 

 

 

 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 子どもたちが意欲をもって学び、元気でたくましく希望と可能性に満ちているまち 

 
学校・家庭・地域などが連携しながら子どもの生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健康と体力）

を育み、子どもたちが夢や目標に向かって主体的に取り組むことのできるまちを目指します。 

施策の柱３ 健やかな体の育成 

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 体験活動促進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
東京電力（株）福島第一原子力発電所事故の影響により、運動の機会が減っている子供たちのため、運動を行う機

会を創出し児童などの体力向上を図る 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  11,502 千円    

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学校保健管理事務 課名  幼保学校課 

事業概要 
児童を対象に学校保健安全法に基づき、学校医等に対する謝礼等を計上することで健康の保持と増進の指導を目的
とする。また、児童及び教職員の健康診断を実施し健康の保持と増進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  7,367 千円    

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学校児童定期健康診断事業 課名  幼保学校課 

事業概要 児童を対象に学校保健法に基づく健康診断を実施し、健康の保持と増進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,575 千円    

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学校児童健康づくり推進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
小学校における学校教育の一環として児童の健康保持と増進を目的とし、豊かな心と確かな学力を育む体力づくり

の創造など特色を生かした健康づくり事業の支援を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,400 千円    

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 
小学校スポーツ分野各種大会・交流行事参

加事業 
課名  幼保学校課 

事業概要 
南達陸上競技大会や水泳大会を通して、運動能力の向上とたくましい心身の育成を目指すとともに、南達方部の小

学校間の親睦を深める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,819 千円    

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学校保健管理事務 課名  幼保学校課 

事業概要 
生徒を対象に学校保健安全法に基づき、学校医等に対する謝礼等を計上することで健康の保持と増進の指導を目的

とする。また、生徒及び教職員の健康診断を実施し健康の保持と増進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,387 千円    
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主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学校生徒定期健康診断事業 課名  幼保学校課 

事業概要 生徒を対象に学校保健法に基づき健康診断を実施し、健康の保持と増進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,108 千円    

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学校生徒健康づくり推進事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
中学校における学校教育の一環として、生徒の健康保持と増進を目的とし、豊かな心と確かな学力を育む体力づく

りの創造など、特色を生かした健康づくり事業の支援を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   600 千円    

主な取組名 ① 体力向上・健康の保持増進策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 
中学校スポーツ分野各種大会・交流行事参

加事業 
課名  幼保学校課 

事業概要 中体連各種競技大会等の参加のために交通費等を援助し、効果的な教育活動を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  11,567 千円    

主な取組名 ② 安全安心な給食の提供と食育の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 自校給食事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
児童・生徒に栄養のバランスのとれた食事を提供し、食育の充実を図り、児童・生徒に食事を通じた健康管理の向

上と豊かな心を育成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  24,127 千円    

主な取組名 ② 安全安心な給食の提供と食育の推進 重点プロジェクト  - 

事業名 本宮方部学校給食センター運営参画事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
給食センター運営に要する経費と負担金の交付により、児童・生徒に栄養のバランスのとれた食事を提供し、食育

の充実を図り、児童・生徒に食事を通じた健康管理の向上と豊かな心を育成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  91,422 千円    
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【施策２】 学校教育 

 

 

 

 

 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 子どもたちが意欲をもって学び、元気でたくましく希望と可能性に満ちているまち 

 
学校・家庭・地域などが連携しながら子どもの生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健康と体力）

を育み、子どもたちが夢や目標に向かって主体的に取り組むことのできるまちを目指します。 

施策の柱４ 特別支援教育の充実 

主な取組名 ① 障がい児の状態や発達段階に応じた特別支援教育の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 特別支援教育支援員配置事業 課名  幼保学校課 

事業概要 特別支援教育を要する児童生徒に対し、補助員を配置することで個々を支援する学習環境を整備する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

特別支援教育支援員配置事業 

外国人サポート事業 
全部継続 全部継続 

予算額  39,502 千円    

主な取組名 ① 障がい児の状態や発達段階に応じた特別支援教育の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スクールソーシャルワーカー配置事業 課名  幼保学校課 

事業概要 

児童生徒のいじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等の課題解決及び特別支援教育の充実のため、家庭、友人関係、

地域、学校等の様々な環境への働きかけや、関係機関との調整を行ない、課題を抱える幼児児童生徒の支援・改善
を行う。さらに、今般発生した東日本大震災に伴う生活環境の変化等、多様な課題に直面している児童生徒に対

し、国が実施する「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」を活用することで、当該児童生徒が安心して学校生活

をおくることのできる支援体制の充実を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,833 千円    

主な取組名 ③ 相談体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 学校復帰支援事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
様々な理由で登校できない児童生徒に対して、学習指導や自立活動を支援することにより、生活や学習に取組む態
度や意欲を高めることを目的とする。これらの児童生徒を対象に学校復帰支援事業として「適応指導教室」を開設

するとともに、各学校の要望に応じて指導員を派遣し、各学校と連携して別室登校児童生徒への学習支援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

適応指導教室実施事業 
学校生活アンケート調査実施事業 

全部継続 全部継続 

予算額  5,625 千円    
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【施策２】 学校教育 

 

 

 

 

 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 子どもたちが意欲をもって学び、元気でたくましく希望と可能性に満ちているまち 

 
学校・家庭・地域などが連携しながら子どもの生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健康と体力）

を育み、子どもたちが夢や目標に向かって主体的に取り組むことのできるまちを目指します。 

施策の柱５ 学校・地域等連携の推進 

主な取組名 ① 学校・地域・家庭などとの連携・協働の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 子ども安全対策会議運営事業 課名  幼保学校課 

事業概要 子どもたちの安全・安心を確保するため、パトロール等を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,580 千円    

主な取組名 ① 学校・地域・家庭などとの連携・協働の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 学校・家庭・地域連携協力推進事業 課名  教育総務課 

事業概要 
コミュニティスクールの効果的な導入・運営方法等について学校・地域間で情報交換・情報共有を行い、総合的な

推進方策について検討し、地域とともにある学校づくりを推進していく。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

本宮市コミュニティ・スクール推進体制構築事業 
本宮市コミュニティ・スクール運営事業 

全部継続 全部継続 

予算額  1,496 千円    

主な取組名 ② 放課後児童・生徒の居場所・学びの場づくり 重点プロジェクト  － 

事業名 児童福祉施設維持管理事業 課名  教育総務課 

事業概要 
児童館で、幼児及び児童を集団的に保育・指導し、情操を豊かにし健康の増進を図る。ため、適正な維持管理に努
める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    70 千円    
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【施策２】 学校教育 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 子どもたちが意欲をもって学び、元気でたくましく希望と可能性に満ちているまち 

 
学校・家庭・地域などが連携しながら子どもの生きる力（確かな学力、豊かな人間性、健康と体力）

を育み、子どもたちが夢や目標に向かって主体的に取り組むことのできるまちを目指します。 

施策の柱６ 教育環境の整備・充実 

主な取組名 ③ 登下校時の安全確保・支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 通園通学支援事業 課名  幼保学校課 

事業概要 

中学生に自転車通学用ヘルメットを支給し、登下校の安全確保と保護者の経済的負担の軽減を図る。白沢中学校区

においては、通園通学支援バスを運行し、その保護者の負担軽減と児童・生徒の防犯対策及び安全性の確保を図
る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  39,830 千円    

主な取組名 ④ 就学・進学等に対する支援・相談体制の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 教育総務管理事務 課名  教育総務課 

事業概要 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律他関係法令に基づき、教育委員会の権限に属する事務事業を円滑に処理

する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

教育委員会運営事業 

学校施設等長寿命化計画策定事業 
教育施設等整備事業基金運営事業 

遠藤輝雄奨学基金運営事業 

全部継続 全部継続 

予算額  12,522 千円    

主な取組名 ④ 就学・進学等に対する支援・相談体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 篤志奨学資金給与基金事業 課名  教育総務課 

事業概要 
進学の意志と能力を有しながら、経済的理由により修学困難と認められる学生に対して奨学資金を給付し、教育の

機会均等を図り、有為な人材を育成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,902 千円    

主な取組名 ④ 就学・進学等に対する支援・相談体制の充実 重点プロジェクト  - 

事業名 入学事務 課名  幼保学校課 

事業概要 学校保健法（昭和３３年法律第５６号）に基づいて、小学校入学時に健康診断を実施し、健康の保持を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   454 千円    

主な取組名 ④ 就学・進学等に対する支援・相談体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学校就学奨励援助事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
経済的な理由により就学困難な児童を援助するための就学援助費と特別支援学級に通う児童に対し教育費の扶助を
行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  12,130 千円    
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主な取組名 ④ 就学・進学等に対する支援・相談体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学校就学奨励援助事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
経済的な理由により就学困難な生徒を援助するための就学援助費と特別支援学級に通う生徒に対し教育費の扶助を

行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  13,118 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト  － 

事業名 保育所維持管理事業 課名  教育総務課 

事業概要 市立保育所の維持管理を適正に行い、保育所運営の円滑化と施設内の事故防止を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,808 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト  － 

事業名 第３保育所整備事業 課名  教育総務課 

事業概要 
平成３２年１月の開所を目指し、第３保育所の移転新築工事を行い、保護者の多様なニーズに応えるとともに、就

学前の保育と幼児教育の充実を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ ‐ ‐ 

予算額  16,016 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト  － 

事業名 第２保育所整備事業 課名  教育総務課 

事業概要 第２保育所建設に向けて実施設計を完了し、工事に着手していく。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 ‐ 

予算額   374 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小中学校学校教育事業等助成事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
小中学校における学校教育の一環として、児童生徒に広くスポーツ・文化の実践の機会を与え、主体性を伸ばす体
験的活動や豊かな心と確かな学力を育む学習の創造など、特色を生かした学習活動の支援を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,366 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 環境放射能測定事業 課名  幼保学校課 

事業概要 市内通学路等の環境放射線量測定を行い、保護者等の放射線に関する不安解消を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,179 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学校管理運営事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づき、児童や地域の実態に即した市民の期待に応える学校教育の推進

を図る。次の世代を担う児童の健全な育成に主眼をおき、教育内容の充実と教育環境の整備を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  64,800 千円    
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主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト  － 

事業名 小学校施設維持管理事業 課名  教育総務課 

事業概要 良質な教育環境を保持するため、学校施設の適正な維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  27,351 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学校管理運営事業 課名  幼保学校課 

事業概要 
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づき、生徒や地域の実態に即した学校教育の推進を図る。次の世代を

担う生徒の健全な育成に主眼をおき、教育内容の充実と教育環境の整備を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  34,679 千円    

主な取組名 ⑤ 教育施設の安全性・快適性の確保 重点プロジェクト  － 

事業名 中学校施設維持管理事業 課名  教育総務課 

事業概要 良質な教育環境を保持するため、学校施設の適正な維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  52,544 千円    

主な取組名 ⑥① 教材機器等の整備・充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 小学校振興教材整備事業 課名  幼保学校課 

事業概要 児童の学力向上及び心身の健全な育成を図るため、ICT 機器の導入をはじめとして必要な教育環境整備を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  19,128 千円    

主な取組名 ⑥① 教材機器等の整備・充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中学校振興教材整備事業 課名  幼保学校課 

事業概要 生徒の学力向上及び心身の健全な育成を図るため、ICT 機器の導入をはじめとして必要な教育環境整備を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  8,949 千円    
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【施策３】 生涯学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 誰もがいつでも生きがいをもって、意欲的に学習しているまち 

 
市民一人ひとりが生涯を通して意欲的に行う学習の取組を支援し、その成果を市民の生きがいづくり

や地域の活性化などにつなげます。 

施策の柱１ 生涯学習活動の推進 

主な取組名 ① 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 社会教育総務事務 課名  生涯学習センター 

事業概要 
生きがいのある生涯学習社会の創造を目指し、市民一人ひとりが生涯にわたって学習できる機会の拡充及びそれら

の学習情報の提供、相談体制の整備を図るため、各種事業を企画実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  7,797 千円    

主な取組名 ①② 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 成人教育事業 課名  中央公民館 

事業概要 
生涯学習のきっかけづくりや住民相互のコミュニケーションの場を提供し、趣味の多様化に伴い新しい内容の講座
を開催するなど住民のニーズに応える。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   339 千円    

主な取組名 ①② 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 女性教育事業 課名  中央公民館 

事業概要 成人女性を対象として、学習意欲の高揚を図るため、女性にとって身近な課題や趣味に関する講座を開催する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部新規 全部継続 

予算額    81 千円    

主な取組名 ①② 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト  － 

事業名 高齢者教育事業 課名  中央公民館 

事業概要 高齢者を対象として、学習意欲の高揚を図るため、高齢者の身近な課題や趣味に関する講座を開催する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部新規 全部継続 

予算額   238 千円    

主な取組名 ①② 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 家庭教育事業 課名  中央公民館 

事業概要 
幼児・児童を持つ母親を対象とした学級を開設し、幼児期・少年期の人間形成と家庭教育のあり方について学習す

る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部新規 全部継続 

予算額   183 千円    

主な取組名 ① 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 文化団体連絡協議会支援事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
市民の豊かな心と創造性を培うために、地域に根ざした芸術・文化活動を推進しながら優れた芸術・文化の発表機

会を多く提供し、意識の高揚を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,120 千円    
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主な取組名 ① 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 文化芸術行事開催事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
市民の豊かな心と創造性を培うため、地域に根ざした芸術・文化活動を推進しながら、優れた芸術・文化の発表機

会を数多く提供し、意識の高揚を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

要 全部継続 全部継続 

予算額  3,919 千円    

主な取組名 ①② 生涯学習の普及促進・情報の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 未来へつなげる市民の集い事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
東日本大震災から８年が経過し、市民の生活も復興から創造へと変化していることから｢文化・スポーツ・芸術｣の

振興を図るため、公演事業を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部新規 全部継続 

予算額  2,240 千円    

-39-



 

【施策３】 生涯学習 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 誰もがいつでも生きがいをもって、意欲的に学習しているまち 

 
市民一人ひとりが生涯を通して意欲的に行う学習の取組を支援し、その成果を市民の生きがいづくり

や地域の活性化などにつなげます。 

施策の柱２ 青少年の健全育成 

主な取組名 ① 青少年の非行・犯罪防止 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 青少年問題協議会運営事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
青少年の指導、育成保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項を調査審査しよりよい青少年健全

育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   186 千円    

主な取組名 ①③ 青少年の非行・犯罪防止 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 書き初め大会開催事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 小・中学生の情操を育て、伝統文化の書道の技能の向上を図ることを目的として行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   163 千円    

主な取組名 ① 青少年の非行・犯罪防止 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 文化芸術各種大会出場支援事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 全国大会及び東北大会等に出場した、文化団体や個人に対して交付金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   100 千円    

主な取組名 ② 青少年健全育成の環境づくり・団体等の活性化 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 生涯学習教室・講座委託事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

生きがいのある生涯学習社会の創造を目指し、市民一人ひとりが生涯にわたって学習できる機会の拡充及びそれら
の学習情報の提供、相談体制の整備を図るため、ＮＰＯ法人生涯学習プロジジェクトもとみやへ委託し事業を実施

する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部新規 全部継続 

予算額  30,559 千円    

主な取組名 ② 青少年健全育成の環境づくり・団体等の活性化 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 女性団体活動支援事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 女性団体の円滑な事業推進のため運営費の一部補助を行い、団体の育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

女性団体連絡協議会補助金 

婦人団体連合会補助金 
全部新規 全部継続 

予算額   424 千円    
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主な取組名 ② 青少年健全育成の環境づくり・団体等の活性化 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 青少年健全育成推進大会事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

青少年問題協議会において、青少年の健全育成に関する総合的な施策を審議すると共に地区青少年育成推進協議会

を中心として、各関係行政機関等との相互の連絡調整を図る。 

また、関係諸団体との連携による危険箇所の点検、青少年健全育成推進大会等を開催し、青少年の健全育成を図
る。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 
少年の主張福島県大会 

青少年健全育成推進大会 
全部継続 全部継続 

予算額   536 千円    

主な取組名 ② 青少年健全育成の環境づくり・団体等の活性化 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 学校支援地域本部事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

学校と学校支援ボランティアとの連絡調整を行う地域コーディネーターを中学校区単位に配置し、学習支援活動、

部活動指導補助、環境整備など学校が必要としている活動を支援することにより、地域の教育力の活性化を図るた
めボランティアの派遣斡旋を実施する。 

年次計画） H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,062 千円    

主な取組名 ③ 青少年の社会参加・居場所づくり等の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 青少年リーダー育成事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 青少年のリーダーを育成するため、体験活動やボランティア活動に必要な基本的知識や技術に関する研修を行う。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    86 千円    

主な取組名 ③ 青少年の社会参加・居場所づくり等の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 成人式事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

生涯学習センター 

 成人になった自覚を促すとともに若者の門出を祝福するため成人式を開催する。また、新成人による記念事業実
行委員会を組織し、記念事業等を企画検討するなど式の自主的な運営を行う。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   725 千円    

主な取組名 ③ 青少年の社会参加・居場所づくり等の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 放課後子ども教室推進事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

子どもたちが放課後に集まって遊ぶなど、自主的な活動を通して社会のルールなどを身につけ、心身ともに健全な

成長ができるよう支援する。また、地域の人々と触れ合い交流する機会を設けるなど、地域が一体となって子ども
たちを見守る環境を作る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,169 千円    

主な取組名 ③ 青少年の社会参加・居場所づくり等の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 青少年教育事業 課名  中央公民館 

事業概要 少年期から青年期までを対象として、本市の将来を担う青少年を育てるための事業を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    52 千円    
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【施策３】 生涯学習 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 誰もがいつでも生きがいをもって、意欲的に学習しているまち 

 
市民一人ひとりが生涯を通して意欲的に行う学習の取組を支援し、その成果を市民の生きがいづくり

や地域の活性化などにつなげます。 

施策の柱３ 読書活動の推進 

主な取組名 ① 乳幼児期からの切れ目のない読書活動の推進 重点プロジェクト  - 

事業名 ブックスタート事業 課名  白沢公民館 

事業概要 
市の乳幼児健診において、絵本の読み聞かせや読み聞かせの意義を説明し、家庭での読書習慣の基礎づくりを図る

ために、ブックスタートパック及びブックスタートプラス用品を提供し、啓蒙活動を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   854 千円    

主な取組名 ② 図書館資料等の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 図書室図書資料提供事業 課名  中央公民館 

事業概要 
市民の学習の場として、図書利用の普及拡大と読書活動の振興を図る。また、読書習慣の形成を図るため、おはな
し会などの読書活動や移動図書館車の運行を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,273 千円    

主な取組名 ③ 図書館等の良好な環境整備・充実 重点プロジェクト  - 

事業名 しらさわ夢図書館運営事業 課名  白沢公民館 

事業概要 
図書館の適切な運営を行うため、図書館資料の充実と本宮市子ども読書活動推進計画に基づく各種事業を実施す

る。さらに図書館・学校図書館ネットワークシステムの効率的活用を図り、図書館活動の活性化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  13,483 千円    

主な取組名 ③ 図書館等の良好な環境整備・充実 重点プロジェクト  － 

事業名 しらさわ夢図書館維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の読書活動の拠点として、市民が等しくサービスの提供を受けられる図書館の環境を維持するために適切な施
設管理・環境整備を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,460 千円    
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【施策３】 生涯学習 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 誰もがいつでも生きがいをもって、意欲的に学習しているまち 

 
市民一人ひとりが生涯を通して意欲的に行う学習の取組を支援し、その成果を市民の生きがいづくり

や地域の活性化などにつなげます。 

施策の柱４ 生涯学習環境の整備・充実 

主な取組名 ① 生涯学習体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 社会教育委員活動事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
社会教育委員が定例会を開き、社会教育に関する諸計画を立案する。また、教育委員会の諮問に応じ意見を述べる

など、社会教育の推進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   451 千円    

主な取組名 ① 生涯学習体制の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 
体験活動・ボランティア活動支援センター

事業 
課名  生涯学習センター 

事業概要 
青少年の豊かな人間性を育むため、学校内外を通じた体験活動やボランティア活動の充実を図るための情報提供や

コーディネート等を行うセンターを設置し、体験活動・ボランティア活動の推進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   322 千円    

主な取組名 ②① 生涯学習施設等の良好な環境整備・充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 青少年健全育成団体支援事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 市内の地区青少年育成推進会議へ活動費の補助を行い、各種活動の活性化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   604 千円    

主な取組名 ② 生涯学習施設等の良好な環境整備・充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 中央公民館維持管理事業 課名  中央公民館 

事業概要 市民の生涯学習環境を維持するため拠点である公民館等の社会教育施設の適切な維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  26,201 千円    
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【施策４】 スポーツ 

 

 

 

 

 

 

 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 誰もがいつでも健康的に、スポーツを楽しんでいるまち 

 
市民個人や団体がいつでもスポーツ活動やスポーツを通した交流などを楽しめる環境づくりを行い、

市民の健康や地域の賑わいづくりなどにつなげます。 

施策の柱１ スポーツ振興・活動の推進 

主な取組名 ① 各種スポーツ教室、スポーツイベント等の開催 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スポーツ行事開催事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

市民のスポーツ振興を推進し、指導者の養成に努め、スポーツの普及を図る。また、スポーツ活動の場所を提供

し、市民の競技力の向上と健康増進に努める。 
 東北総合体育大会の開催会場自治体として競技団体へ補助金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,866 千円    

主な取組名 ① 各種スポーツ教室、スポーツイベント等の開催 重点プロジェクト  － 

事業名 総合型地域スポーツクラブ育成事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 総合型地域スポーツクラブを支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     0 千円    

主な取組名 ① 各種スポーツ教室、スポーツイベント等の開催 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 
もとみやロードレース大会実行委員会支援

事業 
課名  生涯学習センター 

事業概要 本宮市のスポーツ振興と健康づくりのため、もとみやロードレース大会を開催する実行委員会を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,540 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スポーツ振興活動団体支援事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 スポーツ振興活動団体の円滑な事業推進のため運営費の一部補助を行い、団体の育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,304 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スポーツ少年団支援事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 市内各スポーツ少年団の円滑化な活動を支援するため、事業費の助成を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,340 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スポーツ各種競技大会出場支援事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 スポーツの振興と市民の連携意識の高揚を図るため、東北大会以上の大会等に資格を得て出場する者に交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   913 千円    
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主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 白沢体育館維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢体育館の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,321 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 
しらさわグリーンパーク野球場維持管理事

業 
課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、しらさわグリーンパーク野球場の維持管理を行い、市民の利用
に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  12,625 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 
しらさわグリーンパークサッカー場維持管

理事業 
課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、しらさわグリーンパークサッカー場の維持管理を行い、市民の
利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   161 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 白沢庭球場維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、維持管理等を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,295 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 海洋センター維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢Ｂ＆Ｇ海洋センターの維持管理を行い、市民の利用に供す

る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,013 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 白沢野球場維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢野球場の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,531 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 運動場維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポ－ツの振興を図るため、白沢運動場の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,062 千円    
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主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 地域運動場・体育館維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 
生涯学習センター 

 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、地域体育施設の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,303 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 柔剣道場維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢柔剣道場の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   979 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 シルバースポーツセンター維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢シルバースポーツセンターの維持管理を行い市民の利用に

供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   420 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係団体等の育成・支援の充実 重点プロジェクト  － 

事業名 総合型地域スポーツクラブ育成事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 総合型地域スポーツクラブを支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   -千円    

主な取組名 ③② 地域スポーツ活動の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スポーツ推進委員活動事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

市民に対しスポーツの普及と健康づくりの大切さの啓蒙を行うとともに、各種スポーツ大会運営の協力を行う。 
 併せて、スポーツ推進委員の研修を実施することにより、スポーツ推進委員相互の資質の向上を図るとともに、

生涯スポーツの振興に資する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,048 千円    

主な取組名 ③ 地域スポーツ活動の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 市民競技力向上対策事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
体育協会より要望のあった競技種目について指導者を招き、市民個々の競技能力を高めるとともに、競技選手の育

成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   500 千円    

主な取組名 ④ スポーツ交流の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スポーツ交流事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
上尾市との交流を継続的に実施するため、スポーツ等の交流事業の場を提供し、市民相互の理解を深めるとともに

スポーツ振興と健康増進に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,554 千円    
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主な取組名 ⑤ 東京 2020 を契機としたスポーツ等の振興 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 復興ありがとうホストタウン事業 課名  国際交流課 

事業概要 
復興ありがとうホストタウンとして、オリンピック・パラリンピックに出場する英国選手の応援や大会終了後の選

手・関係者との交流を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,782 千円    
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【施策４】 スポーツ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 誰もがいつでも健康的に、スポーツを楽しんでいるまち 

 
市民個人や団体がいつでもスポーツ活動やスポーツを通した交流などを楽しめる環境づくりを行い、

市民の健康や地域の賑わいづくりなどにつなげます。 

施策の柱２ スポーツ環境の整備・充実 

主な取組名 ① 総合型地域スポーツクラブ等の育成・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 スポーツ行事開催事業（再掲） 課名  生涯学習センター 

事業概要 

市民のスポーツ振興を推進し、指導者の養成に努め、スポーツの普及を図る。また、スポーツ活動の場所を提供

し、市民の競技力の向上と健康増進に努める。 
 東北総合体育大会の開催会場自治体として競技団体へ補助金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,866 千円    

主な取組名 ① 総合型地域スポーツクラブ等の育成・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 
総合型地域スポーツクラブ育成事業（再

掲） 
課名  生涯学習センター 

事業概要 総合型地域スポーツクラブを支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     0 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 体育館管理運営事業 課名  中央公民館 

事業概要 
市民の健康増進とスポーツ振興のため、施設の条件整備を図りいつでも安全に市民の利用ができるよう維持管理を
実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  8,606 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 市民プール管理運営事業 課名  中央公民館 

事業概要 
市民の健康増進とスポーツ振興のため、温水プール施設の条件整備を図り市民の利用ができるよう維持管理を実施

する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  52,278 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 白沢体育館維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢体育館の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,321 千円    
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主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 
しらさわグリーンパーク野球場維持管理事

業（再掲） 
課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、しらさわグリーンパーク野球場の維持管理を行い、市民の利用
に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  12,625 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 
しらさわグリーンパークサッカー場維持管

理事業（再掲） 
課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、しらさわグリーンパークサッカー場の維持管理を行い、市民の
利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   161 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 白沢庭球場維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、維持管理等を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,295 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 海洋センター維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢Ｂ＆Ｇ海洋センターの維持管理を行い、市民の利用に供す

る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,013 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 白沢野球場維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢野球場の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,531 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 運動場維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポ－ツの振興を図るため、白沢運動場の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,062 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 運動場維持管理事業 課名  中央公民館 

事業概要 市民の健康増進とスポーツ振興のため、施設の条件整備を図り市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,540 千円    
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主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 地域運動場・体育館維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 
生涯学習センター 

 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、地域体育施設の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,303 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 柔剣道場維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢柔剣道場の維持管理を行い市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   979 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 
シルバースポーツセンター維持管理事業

（再掲） 
課名  白沢公民館 

事業概要 
市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、白沢シルバースポーツセンターの維持管理を行い市民の利用に

供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   420 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 子ども屋外プール管理運営事業 課名  中央公民館 

事業概要 市民の健康増進とスポーツ振興のため、屋外プール施設の条件整備を図り市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,487 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 コミュニティ交流広場管理運営事業 課名  中央公民館 

事業概要 

阿武隈川の河川整備と一体となったまちづくりの一環として、本宮市街地と安達太良山を眺望できる空間に、高水

敷を利用した親水公園として整備したコミュニティ交流広場の活用を図るため、市民がいつでも安全に利用ができ
るよう維持管理を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,881 千円    

主な取組名 ② スポーツ関係施設の良好な環境整備・充実・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 屋内運動施設管理運営事業 課名  中央公民館 

事業概要 屋外での遊びを控えている、子どもたちに安心して遊べる屋内運動施設の条件整備を図り、市民の利用に供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,827 千円    

主な取組名 ③ 学校体育施設開放の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 学校体育館開放事業（再掲） 課名  生涯学習センター 

事業概要 
地域のスポーツ・レクリエーションの場として、市内の学校体育館を学校運営の支障にならない範囲で市民（地域

住民等）に開放する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   528 千円    
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【施策５】 学校教育 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 世代を超えて受け継がれてきた歴史や文化が大切にされ輝いているまち 

 
伝統的な歴史・文化・芸術等に対する意識の高揚や、市の資源の磨き上げによる魅力の向上を図り、

市民の豊かな感性の育成、地元に対する郷土愛の醸成や観光交流などへつなげます。 

施策の柱１ 豊かな心の育成 

主な取組名 ① 文化芸術活動の普及促進・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 
小学校文化芸術分野各種大会・交流行事参

加事業 
課名  幼保学校課 

事業概要 文化活動を通して情感あふれる表現や鑑賞の基礎となる力を身につけさせることを目的とする。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,879 千円    

主な取組名 ① 文化芸術活動の普及促進・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 
中学校文化芸術分野各種大会・交流行事参

加事業 
課名  幼保学校課 

事業概要 文化活動を通して情感あふれる表現や鑑賞の基礎となる力を身につけさせることを目的とする。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,676 千円    

主な取組名 ① 文化芸術活動の普及促進・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 文化芸術行事開催事業（再掲） 課名  生涯学習センター 

事業概要 
市民の豊かな心と創造性を培うため、地域に根ざした芸術・文化活動を推進しながら、優れた芸術・文化の発表機

会を数多く提供し、意識の高揚を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

芸術鑑賞会公演委託料 
民俗芸能大会実行委員会補助 

市民のための芸術鑑賞実行委会補助 

文化活動支援事業補助金 
もとみやかるた大会補助金 

全部継続 全部継続 

予算額  3,919 千円    

主な取組名 ① 文化芸術活動の普及促進・支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 文化芸術各種大会出場支援事業（再掲） 課名  生涯学習センター 

事業概要 全国大会及び東北大会等に出場した、文化団体や個人に対して交付金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   100 千円    

主な取組名 ② 文化芸術鑑賞機会の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 カルチャーセンター維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 施設の適切な維持・運営のための管理業務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,053 千円    
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主な取組名 ② 文化芸術鑑賞機会の提供 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 ふれあい夢広場維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 市民相互のふれあいの場及び文化・芸能等の発表の場として提供するため、施設の適切な維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   725 千円    

主な取組名 ② 文化芸術鑑賞機会の提供 重点プロジェクト  - 

事業名 ふれあい文化ホール企画展開催事業 課名  白沢公民館 

事業概要 展覧会を鑑賞することで文化や美術への関心を高めるとともに、芸術にふれあう機会をつくる。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   362 千円    

主な取組名 ② 文化芸術鑑賞機会の提供 重点プロジェクト  - 

事業名 ふれあい文化ホール講座開催事業 課名  白沢公民館 

事業概要 美術創作や学習活動により、美術や伝統文化への関心を深め、理解を促す。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   114 千円    

主な取組名 ② 文化芸術鑑賞機会の提供 重点プロジェクト  － 

事業名 ふれあい文化ホール維持管理事業 課名  白沢公民館 

事業概要 施設の適切な維持・運営を図るための管理業務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,851 千円    
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【施策５】 歴史・文化・芸術 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野１ 子育て・教育 

施策別目標 世代を超えて受け継がれてきた歴史や文化が大切にされ輝いているまち 

 
伝統的な歴史・文化・芸術等に対する意識の高揚や、市の資源の磨き上げによる魅力の向上を図り、

市民の豊かな感性の育成、地元に対する郷土愛の醸成や観光交流などへつなげます。 

施策の柱２ 歴史・文化施設等の保護・活用 

主な取組名 ① 有形・無形文化財・美術工芸品等の保護・伝承・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 文化財調査委員会運営事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 

先人の残した各種の貴重な文化遺産を保存し、永く後世に伝える。特に市及び県指定文化財の保存に努める。 

 また、教育委員会の諮問に応じ、文化財の指定及び保存又は活用に関し意見を述べ、必要に応じて調査研究を行
う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   303 千円    

主な取組名 ① 有形・無形文化財・美術工芸品等の保護・伝承・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 文化財・史跡保存事業 課名  生涯学習センター 

事業概要 
文化財保護法、本宮市文化財保護条例などに基づき、歴史的価値の高い文化財についての管理、調査、公開、愛護

思想の普及啓発、保存修理のための事業を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,535 千円    

主な取組名 ② 歴史・文化施設等の良好な環境整備・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 カルチャーセンター維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 施設の適切な維持・運営のための管理業務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,053 千円    

主な取組名 ② 歴史・文化施設等の良好な環境整備・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 ふれあい夢広場維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 市民相互のふれあいの場及び文化・芸能等の発表の場として提供するため、施設の適切な維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   725 千円    

主な取組名 ② 歴史・文化施設等の良好な環境整備・活用 重点プロジェクト  － 

事業名 ふれあい文化ホール維持管理事業（再掲） 課名  白沢公民館 

事業概要 施設の適切な維持・運営を図るための管理業務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,851 千円    

主な取組名 ② 歴史・文化施設等の良好な環境整備・活用 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 資料館管理運営事業 課名  歴史民俗資料館 

事業概要 
郷土の歴史を知る考古資料と、市民より寄贈・寄託された古文書や民俗に関する資料を展示し市民の教育及び文化

の向上を図る。また、企画展を開催することで本宮市の歴史についてより理解を深めていただく。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,435 千円    
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【施策１】 健康・医療 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 誰もが健康づくりに取り組み、自分らしく元気で健やかに暮らしているまち 

 
市民の健康づくりの活動や妊娠・出産を含めた持続可能な健康・医療支援体制の充実を図り、子ども

から高齢者まで自分らしく元気で健やかな生活が送れるまちづくりにより、出生数の増加や健康長寿

につなげます。 

施策の柱１ 健康づくり・管理の推進 

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 保健指導管理事業 課名  保健課 

事業概要 

健康増進法に基づき健診後に健康教育、健康相談、訪問指導を実施し、市民の健康増進を図る。また、もとみや健

康づくりポイント事業を福島県と連携し実施し、市民がより積極的に健康づくりに取り組むことを目的に、平成
31 年度から本宮市独自のインセンティブを付与する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

健康教室開催事業 

思春期教育事業 

事例検討会 
もとみや健康づくりポイント事業 

保健師現任教育研修事業 

家庭訪問・健康教育・健康相談 
歯っぴーかむかむ健康フェア負担金 

全部継続 全部継続 

予算額  1,577 千円    

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 健康づくり推進員活動事業 課名  保健課 

事業概要 
健康づくりに関する知識の普及と啓発を図り、市民が主体的な健康づくりに取り組む意識づくりを推進する。ま

た、運動、栄養、心の健康づくりについての知識の普及を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,246 千円    

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 食生活改善推進員活動事業 課名  保健課 

事業概要 各世代に食生活について調理実習や家庭訪問などを通して知識の普及啓発を行う食生活改善推進員を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   115 千円    

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 健康と福祉まつり開催事業 課名  保健課 

事業概要 地域における市民のつながりを強化し、地域ぐるみでの健康づくりの意識啓発を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    15 千円    

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 健康力アップ応援事業 課名  保健課 

事業概要 
市民の健康力アップのために、運動や栄養に関する知識の普及啓発を目的に、講演会（食の力講座）、運動教室

（ボディリメイクスクール）、栄養教室（えぽかの台所）を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   371 千円    

-54-



 

 

 

 

 

 
 
 
 

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 心の健康づくり事業 課名  保健課 

事業概要 
「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」のため、地域自殺対策強化交付金を活用し、自殺予防の健康相

談・ゲートキーパー養成講座等の事業を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   958 千円    

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 総合医療情報システム運営参画事業 課名  保健課 

事業概要 
緊急医療を必要とした際、救急対応可能な医療機関を正確に把握できるよう、ネットワーク「ふくしま医療情報ネ

ット」の適切な管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   128 千円    

主な取組名 ① 心と体の健康づくり活動・食育等の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 献血普及啓発事業 課名  保健課 

事業概要 市民の救急医療等の適切な対応、安全な血液を安定的に確保するため、献血推進事業等を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    99 千円    

主な取組名 ② 妊娠・出産・子育て・子育ちの健康に関する各種支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 乳幼児健康診査事業 課名  保健課 

事業概要 

母子保健法に基づき乳幼児健康診査を実施し、異常の早期発見・早期治療に結びつけるとともに、むし歯予防や食
育に関する保健指導及び育児相談により、母子の健康の保持増進を図る。また、新生児聴覚検査の費用助成及び平

成 31 年度より１か月児健康診査の費用の助成を行うことで、経済的負担の軽減を図り、受診しやすい体制を整え

る。むし歯予防対策として 1 歳 6 か月児健診・3 歳児健診の際にフッ化物塗布を実施。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,750 千円    

主な取組名 ② 妊娠・出産・子育て・子育ちの健康に関する各種支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 乳幼児健康相談事業 課名  保健課 

事業概要 

訪問や乳幼児健康診査にて把握された支援の必要のある保護者や児の観察のため保健指導や健康相談を実施し、育

児不安の軽減を図る。また、子どものむし歯予防対策として、市内の保育所幼稚園（私立も含む）の 5 歳児を対象

にフッ化物洗口実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

子育てチャットの会 
のびのび健康相談 

事例検討会 

親と子の発達相談 
離乳食教室 

フッ化物洗口事業 

全部継続 全部継続 

予算額   610 千円    

主な取組名 ② 妊娠・出産・子育て・子育ちの健康に関する各種支援 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 妊産婦健康管理事業 課名  保健課 

事業概要 

妊産婦健康診査費用及び妊婦歯科健診について公費負担により助成することで妊婦の経済的負担の軽減を図るとと

もに、受診しやすい体制を整える。市内に出産できる医療機関がないことから、市外の医療機関までのタクシー料

金の一部助成を行う。また、妊娠出産、育児について知識の普及のための教室を開催し、安心して出産できるよう
支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

パパママ教室 

出産ママタクシー助成事業 
妊婦健康診査 

妊婦歯科健康診査 

一部新規 全部継続 

予算額  31,118 千円    

-55-



 

 

 

 

 

 

 
 
 

主な取組名 ② 妊娠・出産・子育て・子育ちの健康に関する各種支援 重点プロジェクト  － 

事業名 出産育児一時金支給事業 課名  市民課 

事業概要 国保被保険者が出産した場合、１件につき４２万円を:支給する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  10,500 千円    

主な取組名 ③ 生活習慣病等の発症・重症化の予防・管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 がん検診事業 課名  保健課 

事業概要 

健康増進法に基づき各種がん検診（胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん）を実施する。市民の利便性や効率性

を考慮し、集団検診方式と施設検診方式でがん検診を行い、がんの早期発見を推進し、早期治療につなげがんの死

亡率減少を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  29,972 千円    

主な取組名 ③ 生活習慣病等の発症・重症化の予防・管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 女性がん検診事業 課名  保健課 

事業概要 

健康増進法に基づき、子宮頸がん検診及び乳がん検診を実施する。市民の利便性を考慮し、集団検診方式と施設検
診方式による検診機会を提供する。また初回対象年齢者の検診無料化や未受診者への受診勧奨により、受診率を向

上させ早期発見や死亡率の減少につなげる。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  13,582 千円    

主な取組名 ③ 生活習慣病等の発症・重症化の予防・管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 健康診査事業 課名  保健課 

事業概要 

早期からの生活習慣病予防のため 30 歳代の一般健診（県民健康管理調査として実施）を行う。健康増進法に基づ

き、肝炎ウイルス検査・骨粗しょう症検診を実施し、早期発見・早期治療につなげる。また、心筋梗塞等予防のた
め動脈硬化症の早期発見を目的にメタボリック該当者を対象に頸動脈エコーを実施する。40 歳、50 歳の市民を対

象に人間ドック検査費用の一部助成を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  14,354 千円    

主な取組名 ③ 生活習慣病等の発症・重症化の予防・管理 重点プロジェクト  － 

事業名 特定健康診査・特定保健指導事業 課名  市民課 

事業概要 糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健診及び特定保健指導を行うことにより医療費の適正化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  30,441 千円    

主な取組名 ③ 生活習慣病等の発症・重症化の予防・管理 重点プロジェクト  － 

事業名 保健医療事業 課名  市民課 

事業概要 
国民健康保険の加入者を対象に日帰り人間ドックを行い、生活習慣病予防対策と疾病の早期発見、早期治療を推進

し健康の増進を図る。また、保健師等による事後指導を行い、医療費の適正化を図る。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,185 千円    

主な取組名 ③ 生活習慣病等の発症・重症化の予防・管理 重点プロジェクト  － 

事業名 後期高齢者健康診査事業 課名  市民課 

事業概要 生活習慣病予防対策の一環として基本健康診査を実施する。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  14,572 千円    
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主な取組名 ④ 感染症対策の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 予防接種事業 課名  保健課 

事業概要 
各予防接種及び結核検診の実施により、感染症の発生と蔓延予防を図る。平成 31 年度から成人男性に対する風し

んの抗体検査と定期予防接種が実施される。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  82,288 千円    

主な取組名 ④ 感染症対策の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 予防接種事故救済給付費給付事業 課名  保健課 

事業概要 予防接種法に基づく予防接種の副反応による健康被害に対し厚生労働大臣が認定した救済給付を行う。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,261 千円    

主な取組名 ④ 感染症対策の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 結核検診事業 課名  保健課 

事業概要 結核が個人及び社会に及ぼす悪影響を防止し、公共の保健衛生の増進を図る。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,157 千円    

主な取組名 ④ 感染症対策の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 任意予防接種費助成事業 課名  保健課 

事業概要 
罹患率の高い疾病の発症及び重症化を予防するため、インフルエンザ（妊婦、子ども）・おたふくかぜ・ロタウイ
ルス・風しん（妊娠を希望する女性等）のワクチン接種費用を助成する。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,148 千円    

主な取組名 ⑤ 放射線健康管理の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 放射線健康管理対策事業 課名  保健課 

事業概要 

個人の受けている内部被ばく線量測定（ホールボディカウンター）・外部被ばく線量測定（バッジ式線量計、電子

式積算線量計）を実施し、市民の不安の解消や健康管理につなげる。また、県外に避難されている方のがん検診を
実施し、健康管理につなげる。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  23,938 千円    
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【施策１】 健康・医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 誰もが健康づくりに取り組み、自分らしく元気で健やかに暮らしているまち 

 
市民の健康づくりの活動や妊娠・出産を含めた持続可能な健康・医療支援体制の充実を図り、子ども

から高齢者まで自分らしく元気で健やかな生活が送れるまちづくりにより、出生数の増加や健康長寿

につなげます。 

施策の柱２ 医療体制の整備・充実 

主な取組名 ① 地域医療体制の確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 在宅当番医制負担事業 課名  保健課 

事業概要 日曜日祝日の初期救急医療対応として、広域自治体と地域医師会の連携のもと実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,375 千円    

主な取組名 ① 地域医療体制の確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 安達地方病院群輪番制等負担事業 課名  保健課 

事業概要 
休日・夜間における重症救急患者の医療を確保することを目的に、安達管内の 4 病院が輪番制で対応できる体制を

確保する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,932 千円    

主な取組名 ① 地域医療体制の確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 
総合医療情報システム運営参画事業（再

掲） 
課名  保健課 

事業概要 
緊急医療を必要とした際、救急対応可能な医療機関を正確に把握できるよう、ネットワーク「ふくしま医療情報ネ

ット」の適切な管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   128 千円    

主な取組名 ① 地域医療体制の確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 診療所運営事業 課名  国保診療所 

事業概要 直営診療施設の適正な運営を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,887 千円    

主な取組名 ① 地域医療体制の確保 重点プロジェクト  － 

事業名 研究研修事業 課名  国保診療所 

事業概要 最新医学知識と医療技術を習得することにより、地域医療の向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   267 千円    

主な取組名 ① 地域医療体制の確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 診療所維持管理事業 課名  国保診療所 

事業概要 白岩診療所施設の維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,340 千円    
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【施策１】 健康・医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 誰もが健康づくりに取り組み、自分らしく元気で健やかに暮らしているまち 

 
市民の健康づくりの活動や妊娠・出産を含めた持続可能な健康・医療支援体制の充実を図り、子ども

から高齢者まで自分らしく元気で健やかな生活が送れるまちづくりにより、出生数の増加や健康長寿

につなげます。 

施策の柱３ 医療保険制度の運用 

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 一般被保険者療養給付費負担事業 課名  市民課 

事業概要 病院、薬局等の保険医療機関で受けた、国保一般被保険者への医療給付に係る保険者負担経費。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,584,040 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等療養給付費負担事業 課名  市民課 

事業概要 病院、薬局等の保険医療機関で受けた、国保退職被保険者等への医療給付に係る保険者負担経費。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  78,758 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 一般被保険者療養費支給事業 課名  市民課 

事業概要 柔道整復師治療費、補装具購入費等の医療給付分を全額自己負担で受けた国保一般被保険者への保険者負担経費。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  15,020 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等療養費支給事業 課名  市民課 

事業概要 
柔道整復師治療費、補装具購入費等の医療給付分を全額自己負担で受けた国保退職被保険者等への保険者負担経

費。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   682 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 診療報酬審査支払事務 課名  市民課 

事業概要 国保連合会へ委託する共同電算処理の診療報酬明細書審査支払手数料。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  7,153 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 一般被保険者高額療養費支給事業 課名  市民課 

事業概要 
国保一般被保険者の療養の給付について、一部負担金の額が基準額を超える場合その超える額の全額を支給し、被
保険者の支払負担の軽減を図る。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  224,230 千円    
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主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等高額療養費支給事業 課名  市民課 

事業概要 
国保退職被保険者等の療養の給付について、一部負担金の額が基準額を超える場合、その超える額の全額を支給

し、被保険者の支払負担の軽減を図る。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  7,461 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 一般被保険者移送費支給事業 課名  市民課 

事業概要 国保一般被保険者について、緊急的な必要があって移送された場合に支給する。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等移送費支給事業 課名  市民課 

事業概要 国保退職被保険者等について、緊急的な必要があって移送された場合支給する。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等移送費支給事業 課名  市民課 

事業概要 国保退職被保険者等について、緊急的な必要があって移送された場合支給する。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等移送費支給事業 課名  市民課 

事業概要 国保退職被保険者等について、緊急的な必要があって移送された場合支給する。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等移送費支給事業 課名  市民課 

事業概要 国保退職被保険者等について、緊急的な必要があって移送された場合支給する。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 一般被保険者医療給付費支払事務事業 課名  市民課 

事業概要 県から示される額に基づき、国民健康保険事業費納付金として県に納付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  462,008 千円    
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主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 退職被保険者等医療給付費支払事務事業 課名  市民課 

事業概要 県から示される額に基づき、国民健康保険事業費納付金として県に納付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,473 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 
一般被保険者後期高齢者支援金支払事務事

業 
課名  市民課 

事業概要 県から示される額に基づき、国民健康保険事業費納付金として県に納付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  161,605 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 
退職被保険者等後期高齢者支援金支払事務

事業 
課名  市民課 

事業概要 県から示される額に基づき、国民健康保険事業費納付金として県に納付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,296 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 介護納付金支払事務事業 課名  市民課 

事業概要 県から示される額に基づき、国民健康保険事業費納付金として県に納付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  63,825 千円    

主な取組名 ① 適切な医療給付の実施 重点プロジェクト  － 

事業名 後期高齢者医療広域連合負担金 課名  市民課 

事業概要 保険料を福島県後期高齢者医療広域連合へ支払う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  271,985 千円    

主な取組名 ② 国民健康保険税の適正な賦課・徴収 重点プロジェクト  － 

事業名 後期高齢者医療保険料収納事務 課名  市民課 

事業概要 保険料の収納事務の効率化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,403 千円    

主な取組名 ③ データヘルス計画の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 医療費適正化対策事業 課名  市民課 

事業概要 国保制度の啓蒙と医療費分析を通して、医療費の適正化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

差額通知作成 
服薬情報通知作成 

全部継続 全部継続 

予算額  6,790 千円    
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【施策２】 高齢者福祉 

 

 

 

 

 

 

 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 高齢者が生きがいを実感し、地域で元気に暮らしているまち 

 

高齢者の健康づくりや社会参画を推進するとともに、地域における見守りなど支え合い体制の充実や

保健・医療・介護福祉など様々な関係機関と連携を図りながら、包括的な支援サービスを提供し、高

齢者が住み慣れた地域の中でいきいきといつまでも元気に安心して生活し、超高齢社会の中でも活力

に満ちあふれる地域づくりにつなげます。 

施策の柱１ 高齢者の活躍推進・総合支援 

主な取組名 ① 高齢者の生きがいづくり活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 敬老会開催事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
高齢者の生きがいづくりと地域とのかかわりや支えあいを支援するため、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者

の長寿を市と地域をあげて祝福する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  7,177 千円    

主な取組名 ① 高齢者の生きがいづくり活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 老人クラブ活動支援事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 高齢者の社会参加を促進し、生きがいの高揚と明るい地域社会づくりのため、高齢者団体の育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,780 千円    

主な取組名 ① 高齢者の生きがいづくり活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 高齢者いきいき交流事業費 課名  高齢福祉課 

事業概要 
高齢者と郡山女子大学で介護・社会福祉を学ぶ学生との交流を通して、高齢者の心身の活性化と社会参加による閉
じこもり防止を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   324 千円    

主な取組名 ① 高齢者の生きがいづくり活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 多世代交流施設維持管理事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
子供から高齢者まで多世代が交流できる拠点、また高齢者の健康増進、生きがいづくりの場を提供し、福祉の向上

を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  15,570 千円    

主な取組名 ② 高齢者の就労支援 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 シルバー人材センター支援事業 課名  商工観光課 

事業概要 高齢者の生きがいづくりと就業機会の創出のため、 シルバー人材センター運営を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,521 千円    

主な取組名 ③ 高齢者の地域支援体制の強化・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 地域支え合い体制づくり事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
避難行動要支援者が地域内で支援を受けられる体制を充実するため、避難行動要支援者台帳システムを保守管理

し、避難行動要支援者の安心安全を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   606 千円    
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主な取組名 ③ 高齢者の地域支援体制の強化・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 老人福祉施設整備助成事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
老人福祉施設の整備を図り、福祉の推進に寄与するため、あだち福祉会のぼたん荘施設整備にかかる負担金を支出

する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  11,395 千円    

主な取組名 ③ 高齢者の地域支援体制の強化・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 訪問介護員派遣事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
介護保険非該当で、身体上又は精神上の障がいがあって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に対して訪問介

護員を派遣し、居宅で自立した生活を送るための軽易な生活援助サービスを提供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,735 千円    

主な取組名 ③ 高齢者の地域支援体制の強化・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 高齢者ふれあいプラザ維持管理事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
快適な入浴サービスや安らぎと憩のある場所を提供することにより、地域高齢者同士のふれあいの時間を作り、孤

独感の解消と引きこもりの防止、健康増進により介護予防と自立の支援を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  14,505 千円    

主な取組名 ④ 高齢者とその家族への総合的支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 敬老祝金支給事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 高齢者の福祉の増進を図るため、敬老祝い金を支給する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,886 千円    

主な取組名 ④ 高齢者とその家族への総合的支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 緊急通報システム運用事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
高齢者の快適な生活の維持と健康管理を図ると共に、日常生活の不安や緊急時の連絡先・医療情報等を速やかに把

握し、事故等の未然防止を図るため、生活支援体制を整備し、自立した在宅生活を助長する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,705 千円    

主な取組名 ④ 高齢者とその家族への総合的支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 寝たきり在宅者介護家庭支援事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
要介護４、５に該当している寝たきり状態等の在宅高齢者を介護している家族の労をねぎらい、経済的・精神的負
担を軽減するため、在宅介護者の支援をする。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,400 千円    

主な取組名 ④ 高齢者とその家族への総合的支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 認知症在宅者介護家庭支援事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 認知症の高齢者を在宅介護している家族を支援するため、介護手当を支給する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,080 千円    
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主な取組名 ④ 高齢者とその家族への総合的支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 老人短期入所（ショートステイ）運営事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 

寝たきり老人等で、身の回りの世話をしている家族が入院した時や冠婚葬祭等で家を空ける時など、家族で高齢者

を介護することが難しく、一時的に保護する必要がある場合に、特別養護老人ホームまたは、養護老人ホームに一

時的に入所させ、これら寝たきり老人等及びその家庭の福祉の向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   152 千円    

主な取組名 ④ 高齢者とその家族への総合的支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 高齢者生きがいデイサービス事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
在宅の虚弱高齢者に対して通所により各種サービス（健康チェック・日常動作訓練・入浴・給食等）を提供し心身
機能の維持向上、社会的孤立感の解消を図り要介護状態になることを予防する。また、家族の精神的負担の軽減を

図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  24,448 千円    

主な取組名 ⑤ 
高齢者世帯生活のセーフティネットの構築・公共交通シス

テムとの連携 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 福祉バス運行事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
福祉の増進及び団体研修等のため、適正かつ効率的なバスの運行を図り、市民の社会参加と地域づくりを支援す
る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,970 千円    

主な取組名 ⑤ 
高齢者世帯生活のセーフティネットの構築・公共交通シス

テムとの連携 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
一人暮らしや寝具の衛生管理が困難な寝たきり高齢者等の福祉増進のため、寝具の洗濯、乾燥、消毒などのサービ
スを提供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   605 千円    

主な取組名 ⑤ 
高齢者世帯生活のセーフティネットの構築・公共交通シス

テムとの連携 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 高齢者住宅改修支援事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
６５歳以上の高齢者（介護保険認定者を除く）が自宅で自立した生活を維持できるよう、介護予防の視点から住宅

改修工事を行う場合の費用を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,600 千円    

主な取組名 ⑤ 
高齢者世帯生活のセーフティネットの構築・公共交通シス

テムとの連携 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 配食サービス事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 高齢者の自立を促進するため、栄養とバランスの取れた昼食を宅配して健康維持の支援をする。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   383 千円    

主な取組名 ⑤ 
高齢者世帯生活のセーフティネットの構築・公共交通シス

テムとの連携 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 老人日常生活用具給付事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
ひとり暮らしや長期にわたって臥床している高齢者に対して、日常生活用具を給付することにより、生活の便宜と

安全を図り在宅を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   155 千円    
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主な取組名 ⑤ 
高齢者世帯生活のセーフティネットの構築・公共交通シス

テムとの連携 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 老人福祉施設入所措置支弁事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
養護者がなく、日常生活が維持できない高齢者を老人福祉法により、養護老人ホームに措置し、自立した生活を支

援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,955 千円    
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【施策２】 高齢者福祉 

 

 

 

 

 

 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 高齢者が生きがいを実感し、地域で元気に暮らしているまち 

 

高齢者の健康づくりや社会参画を推進するとともに、地域における見守りなど支え合い体制の充実や

保健・医療・介護福祉など様々な関係機関と連携を図りながら、包括的な支援サービスを提供し、高

齢者が住み慣れた地域の中でいきいきといつまでも元気に安心して生活し、超高齢社会の中でも活力

に満ちあふれる地域づくりにつなげます。 

施策の柱２ 介護保険制度の運用 

主な取組名 ① 介護予防取組の充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護予防サービス等給付事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
要支援者（要支援 1・2）が要介護状態とならないための予防と日常生活の支援のため、介護予防サービスの提供

を受けたとき、そのサービス料の７～９割を保険者が給付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  47,795 千円    

主な取組名 ① 介護予防取組の充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 一般介護予防事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
高齢者全般を対象に介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支
援を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   845 千円    

主な取組名 ① 介護予防取組の充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護予防・生活支援サービス負担事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
介護予防・日常生活支援総合事業の実施により、要支援者の訪問介護・通所介護サービスが介護保険予防給付から

市が実施する総合事業によりサービスを提供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  49,315 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護保険低所得者対策事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
市民税非課税世帯等の低所得者の利用者負担の軽減をした社会福祉法人等に費用助成を行う。訪問介護等を利用し
ている低所得者に対して、利用者負担の軽減を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,178 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護保険料賦課事務 課名  高齢福祉課 

事業概要 第１号被保険者を法令で定められた方法により適正に資格管理し、保険料を適正に賦課する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   832 千円    
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主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護保険料収納事務 課名  高齢福祉課 

事業概要 介護保険料収納事務の効率化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   261 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護認定審査会運営事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 介護認定審査会を管内の市村で共同設置し、効率的に運営するとともに審査判定の公平・公正を確保する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  10,398 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 要介護認定調査関係事務 課名  高齢福祉課 

事業概要 
要介護認定の申請を受け、その認定調査並びに主治医意見書に基づく審議資料作成等、認定審査会の審議に付すま

での事務を処理する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  21,621 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護サービス等給付事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
要介護者が介護サービスの提供を受けたとき、そのサービスの７～９割を保険者（本宮市）が給付することによ

り、その人が有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,310,659 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護給付審査支払事務 課名  高齢福祉課 

事業概要 介護給付費等請求の審査・支払を福島県国民健康保険団体連合会に委託し、適正に事務処理する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,856 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 高額介護サービス等事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
介護サービス利用者が一カ月に支払った一部負担サービス料が、世帯の所得状況等に応じた上限額を超えた分を支
給し、利用者の負担の軽減を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  51,925 千円    

主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 特定入所者介護サービス等給付事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 

低所得の要介護（支援）者等が施設サービスや短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費（滞在費）につい

て基準費用額から所得段階等に応じた負担限度額（本人負担額）を差し引いた額を補足給付し、低所得者の負担軽

減を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  110,049 千円    
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主な取組名 ② 適切な介護サービスの提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 第１号被保険者還付事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 第１号被保険者が資格を喪失した場合や保険料額の変更があった場合の過年度還付金について、適正に処理する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,000 千円    
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【施策３】 障がい者福祉 

 

 

 

 
 
 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 障がいによることなく、誰もが生きがいをもって安心して暮らしているまち 

 
障がいや障がいを持っている方に対する理解を促進するとともに、活躍の場の創出や支援体制の充実

を図ることにより、障がいを持っている方もそうでない方も共に安心して自分らしく暮らせる社会の

実現を目指します。 

施策の柱１ 障がい者の支援体制の整備・充実 

主な取組名 ②① 障がい者の社会参加・地域交流の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 障がい者計画策定事業 課名  社会福祉課 

事業概要 
第 1 次障がい者計画の計画期間が満了することから、障がい福祉施策を総合的・計画的に推進するための指針とし

て、第 2 次障がい者計画を策定する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ   

予算額  3,266 千円    

主な取組名 ② 障がい者の社会参加・地域交流の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 地域生活支援拠点整備事業 課名  社会福祉課 

事業概要 
障がいのある方の地域での生活を支援するため、相談、緊急時の対応、体験の機会・場、地域の体制づくり等の機
能を、既存の資源を活用し地域生活支援拠点の整備を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 一部新規 一部新規 

予算額   216 千円    
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【施策３】 障がい者福祉 

 

 

 

 

 

 

 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 障がいによることなく、誰もが生きがいをもって安心して暮らしているまち 

 
障がいや障がいを持っている方に対する理解を促進するとともに、活躍の場の創出や支援体制の充実

を図ることにより、障がいを持っている方もそうでない方も共に安心して自分らしく暮らせる社会の

実現を目指します。 

施策の柱２ 障がい者の支援体制の整備・充実 

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 在宅重度障がい者治療材料給付事業 課名  社会福祉課 

事業概要 在宅重度障がい者に対し治療材料及び衛生器材の給付を行うことにより、在宅重度障がい者の福祉の増進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   840 千円    

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 人工透析患者通院交通費助成事業 課名  社会福祉課 

事業概要 
腎臓機能障がい者が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費を補助することにより、経済的負担の軽

減を図り、障がい者の福祉の増進に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,160 千円    

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 重度障がい者等タクシー料金助成事業 課名  社会福祉課 

事業概要 
重度心身障がい者等が通院等を目的とした外出のタクシー料金の一部を助成し、重度障がい者の経済的負担の軽減
を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,586 千円    

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 難聴児補聴器購入費用助成事業 課名  社会福祉課 

事業概要 難聴により日常生活に支障をきたす児童に対し補聴器購入の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   240 千円    

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 重度心身障がい児通学支援事業 課名  社会福祉課 

事業概要 
重度の肢体不自由児、又は知的障がい等を含む重度障がい児が特別支援学校へ通学する児童・生徒を支援する事業

を行うとともに、保護者送迎の負担を軽減するために助成事業を行い、通学環境の向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,403 千円    

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 
障がい者共同生活援助等施設運営費支援事

業 
課名  社会福祉課 

事業概要 
障がい者の地域生活移行にあたり、共同生活援助等施設を運営する社会福祉法人の経営安定と、利用者のサービス

向上を目的として補助金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,500 千円    
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主な取組名 ②① 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 社会復帰支援事業 課名  保健課 

事業概要 精神障がい者の生活上の課題に対する相談に応じ、地域生活における支援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    26 千円    

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 障がい者福祉サービス介護給付事業 課名  社会福祉課 

事業概要 
障害者総合支援法に基づき、障害支援区分が一定以上の障がい者を対象に、生活上又は療養上必要な介護に要する

給付を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  449,897 千円    

主な取組名 ② 各種福祉サービスの充実 重点プロジェクト  － 

事業名 自発的活動支援事業 課名  社会福祉課 

事業概要 
障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう障がい者、家族、地域住民による自発的な取

り組みを支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   288 千円    
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【施策４】 地域福祉 

 

 

 

 

 
 
 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 共に支え合う仕組みがあり、みんなが助け合いながら安心して暮らしているまち 

 
地域の見守り・支援体制の充実や地域福祉に対する理解促進・活動の担い手・団体の育成などにより

地域の中で支え合える体制の強化を行い、みんなが安心して生活できる福祉のまちを目指します。 

施策の柱１ 地域包括ケアシステムの整備・強化 

主な取組名 ① 地域包括ケアシステムの機能の強化 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 介護保険任意事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していけるよう、介護保険事業運営の安定化を図ると

ともに、要介護被保険者等の介護者に対し、必要な支援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

介護給付費等費用適正化事業 
介護者のつどい開催事業 

認知症サポーター養成講座事業 

成年後見制度利用支援事業 
認知症高齢者ＱＰコード活用事業 

全部継続 全部継続 

予算額  3,598 千円    

主な取組名 ① 地域包括ケアシステムの機能の強化 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 包括的支援事業 課名  高齢福祉課 

事業概要 
高齢者が要介護状態等となった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよ

う支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

包括的支援事業 

在宅医療と介護連携事業 
地域ケア会議 

認知症総合事業 

生活支援体制整備事業 

全部継続 全部継続 

予算額  44,035 千円    

主な取組名 ② 地域福祉活動団体等への支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 社会福祉協議会活動支援事業 課名  社会福祉課 

事業概要 住民が主体となり地域福祉の向上を推進するため、社会福祉協議会に対して運営補助をする。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  35,971 千円    
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【施策４】 地域福祉 

 

 

 

 

 
 
 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 共に支え合う仕組みがあり、みんなが助け合いながら安心して暮らしているまち 

 
地域の見守り・支援体制の充実や地域福祉に対する理解促進・活動の担い手・団体の育成などにより

地域の中で支え合える体制の強化を行い、みんなが安心して生活できる福祉のまちを目指します。 

施策の柱２ 生活への支援 

主な取組名 ① 相談体制の充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 生活困窮者自立支援事業 課名  社会福祉課 

事業概要 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し自立相談支援事業の実施、住宅確保給

付金の支給その他の支援を行う。また、現に生活保護を受けている者の就労支援を強化するため、被保護者に対し
被保護者就労支援事業を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  20,200 千円    

主な取組名 ② 各関係機関連携によるきめ細かい支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 社会福祉協議会活動支援事業（再掲） 課名  社会福祉課 

事業概要 住民が主体となり地域福祉の向上を推進するため、社会福祉協議会に対して運営補助をする。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  35,971 千円    

主な取組名 ② 各関係機関連携によるきめ細かい支援 重点プロジェクト  － 

事業名 国民年金事務 課名  市民課 

事業概要 

社会福祉、社会保障の向上及び増進の理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれるこ

とを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与する。 

また、平成３１年度は全国都市国民年金協議会総会及び研修会が仙台市で開催され、前理事として参加する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   187 千円    
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【施策５】 保健福祉環境 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

分野２ 健康・医療・福祉 

施策別目標 健康づくりの環境が充実していて、誰もがいきいきしているまち 

 
様々な健康・福祉施設を最大限に活用し、他分野連携のもと世代間や市内外の人々の交流などを促進

し、健康づくりと賑わい創出を有機的に連動させます。 

施策の柱１ 保健福祉施設の整備・活用 

主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 
本宮市民元気いきいき応援プラザ運営総務

事務 
課名  えぽか 

事業概要 
子育て支援、健康増進、多世代交流の拠点として、子どもからお年寄りまでが安心安全、快適に利用できるための

適切な運営を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

えぽか運営総務事業 

本宮市手をつなぐ親の会運営補助事業 
全部継続 全部継続 

予算額  2,274 千円    

主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 子育て支援推進事業 課名  えぽか 

事業概要 

子育て支援の拠点施設として、親子で安心安全に遊ぶことができるよう、子育てサロンを中心とした利用の促進と
福祉の増進を図る。また、えぽか１０周年記念事業「えぽか１０才のお誕生会」を開催し、更なるえぽかの利用促

進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

子育てサロン運営事業 

子育て支援イベント事業 
10 周年記念事業 

全部継続 全部継続 

予算額  9,950 千円    

主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 多世代交流拠点事業 課名  えぽか 

事業概要 
子育てサロンや健康増進広場を中心に、子どもや若い世代と高齢者の交流事業を行い、多世代間の交流を促進す
る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

交流広場運営事業 

多世代交流イベント事業 
全部継続 全部継続 

予算額  7,504 千円    

主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 
本宮市民元気いきいき応援プラザ施設維持

管理事業 
課名  えぽか 

事業概要 
子育て支援・健康増進・多世代交流の拠点施設として、利用者の利便性・快適な利用を目的として、本宮市民元気

いきいき応援プラザの適切な維持管理に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  19,595 千円    

主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 スマイルキッズパーク運営事業 課名  えぽか 

事業概要 
屋内あそび場及び記念樹の杜屋外あそび場の快適な施設環境を維持し、より一層の利用増進を図るため、適切な管

理運営に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  29,854 千円    
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主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 屋内あそび場施設維持管理事業 課名  えぽか 

事業概要 屋内あそび場の快適な施設環境を維持し、より一層の利用増進を図るため、適切な管理運営に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,188 千円    

主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 記念樹の杜屋外あそび場施設維持管理事業 課名  えぽか 

事業概要 
記念樹の杜屋外あそび場の快適な施設環境を維持し、より一層の利用増進を図るため、適切な管理運営に努める。 

また、交流拠点施設としての英国庭園の魅力を発信する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

屋外あそび場施設維持管理事業 

プリンス・ウィリアムズ・パークＰＲ事業 
英国庭園維持管理事業 

英国庭園サポーター事業 

英国庭園ショップ運営事業 
英国庭園フラワーフェスティバル事業 

全部継続 全部継続 

予算額  21,609 千円    

主な取組名 ① 施設の横断的な利活用の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 児童公園維持管理事業（再掲） 課名  子ども福祉課 

事業概要 子どもの健全育成を図るため、地域における児童公園の遊具等の維持管理を行い安全確保に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,163 千円    
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【施策１】 農林業 

 

 

 

 

 

 

 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 農林業が魅力と活力にあふれ、次世代へ継承される持続可能なまち 

 
農林業の担い手育成や経営安定化に向けた意欲ある取組を推進するとともに、良好な農地や森林の維

持・活用を図りながら、未来へと続く魅力あふれる農林業の確立と農山村の活性化につなげます。 

施策の柱１ 農業の振興 

主な取組名 ①③ 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト  － 

事業名 農地法関連事務 課名  農業委員会 

事業概要 
地域農業の活性化のために、農業委員及び農地利用最適化推進委員と共に、農地利用最適化の推進、農地の適正確

保と効率的な利用、農業経営の合理化等の諸活動を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

農業経営及び農地利用状況調査事務事業 
農業委員報酬等支払事務事業 

農地法に基づく許可等事務事業 

農地の利用調整・あっせん事務事業 

全部継続 全部継続 

予算額  16,190 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 水田農業構造改革対策事業 課名  農政課 

事業概要 水田農業経営の安定と発展を図るため、経営所得安定対策等推進事業交付金による農業者の支援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,661 千円    

主な取組名 ①② 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 米づくりパワーアップ支援事業 課名  農政課 

事業概要 
本市の基幹産業である稲作農業の活性化と品質向上を図るため、循環型農業による良質な堆肥を主食用米生産者へ

助成し、良質な土づくりを支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  21,389 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 中山間地域等直接支払事業 課名  農政課 

事業概要 生産条件が不利な中山間地域等の農地において、適切な農業生産活動が継続されるよう支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,329 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 農業構造改善センター管理事業 課名  農政課 

事業概要 青田・岩根農業構造改善センターの施設の適正な維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   3,233 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 農業地域ふれあい施設管理事業 課名  産業建設課 

事業概要 農業地域での市民の憩いの場として、ふれあい広場及び岳山ふれあい実習館等施設の適正な維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,471 千円    
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主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 環境保全型農業直接支援対策事業 課名  農政課 

事業概要 
環境に優しい営農を拡大するために施行された環境保全型農業直接支払事業に取り組む特別栽培認証取得農業者等

で構成される団体を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,267 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 多面的機能維持活動支援事業 課名  産業建設課 

事業概要 
農業用施設の保全及び地域環境の保全向上を図るため、農業者と地域住民が組織的に実施する共同活動を支援す

る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  35,141 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 家畜導入資金融資制度推進事業 課名  農政課 

事業概要 
家畜導入に伴う初期投資の軽減を目的として、ＪＡふくしま未来は市が預託した原資を基に融資し、1 頭当たり 50

万円、元利金等払いを基準として借り入れた際の信用保証料及び利子を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,060 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 土地改良区支援事業 課名  農政課 

事業概要 
各土地改良区の健全な運営に寄与すると共に、水利組合が実施した土地改良事業の償還に関する事務を効率的に推

進する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   910 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 県営ため池等整備事業 課名  農政課 

事業概要 
農業用水の安定供給を図るため、岩根水路橋、熱海頭首工、矢の花地区水路について県営事業等により改修を行
う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  42,996 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 農業用道水路整備事業 課名  農政課 

事業概要 農業用道水路の改修工事を行う土地改良区・水利組合等の施設整備を支援し、農業基盤の確立を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,285 千円    

主な取組名 ① 農業生産基盤（新技術等を含む）の維持・整備・強化 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 農地等除染事業 課名  放射能対策課 

事業概要 
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い放出され、市内の農業用ため池の底質に蓄積している放射性物質を除去

することにより、営農環境回復を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 - 

予算額  2,022,000 千円    
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主な取組名 ② 高品質で安全・安心な農産物の安定生産・供給の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 食の安全・安心確保対策事業 課名  農政課 

事業概要 
生産者に農薬の適正散布を意識付け、「安全・安心な産地づくり」を推進し、消費者の農産物への信頼を確保する

ことで販売促進につなげる。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   230 千円    

主な取組名 ②⑤ 高品質で安全・安心な農産物の安定生産・供給の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 特産作物振興対策事業 課名  農政課 

事業概要 

市の特産品の生産量確保・販路拡大を図り、更に生産者の所得向上を図る取組みを支援すると共に、病害虫（カメ

ムシ）による水稲作物被害の防除に係る費用の一部を助成する。 
特産長芋の生産拡大支援のため、新規加入者の資材の補助、既存組合員の栽培面積拡大の支援として資材補助を行

う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

特産作物振興対策事業 
病害虫防除支援事業 

全部継続 全部継続 

予算額  2,570 千円    

主な取組名 ② 高品質で安全・安心な農産物の安定生産・供給の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 酪農家ヘルパー派遣支援事業 課名  産業建設課 

事業概要 
畜産の振興と畜産経営の健全な発展に寄与するため畜産関係団体へ加入すると共に、酪農ヘルパー組合へ派遣を依
頼した費用の一部を負担し、経費負担の軽減を図る。また、家畜導入等に係る農業者の負担軽減を図る支援を行

う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    93 千円    

主な取組名 ② 高品質で安全・安心な農産物の安定生産・供給の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 優良牛生産支援事業 課名  産業建設課 

事業概要 
家畜導入に伴う初期投資の軽減と肉用牛の資質改良と乳質の改良など、畜産経営の安定を図ることを目的に導入等

にかかる経費の一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,354 千円    

主な取組名 ② 高品質で安全・安心な農産物の安定生産・供給の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 畜産施設管理事業 課名  農政課 

事業概要 畜産業振興のため、本宮堆肥センター及び白沢有機センターの適正な管理運営を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,972 千円    

主な取組名 ② 高品質で安全・安心な農産物の安定生産・供給の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 有害鳥獣捕獲事業 課名  農政課 

事業概要 
農作物被害の軽減を図るため、有害鳥獣被害対策実施隊の活動支援を行う。また、隊員の確保を図るため狩猟免許
等取得者へ費用の一部を助成する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,614 千円    

主な取組名 ③ 農業担い手、新規就農者、農業法人等の確保・育成 重点プロジェクト  － 

事業名 農業者年金事務 課名  農業委員会 

事業概要 
農業者年金基金法に基づき農業者年金基金より業務を受託し、農業者の老後の生活安定と福祉の向上を図るととも

に、農業の担い手を確保するため、制度の啓蒙及び円滑な事務手続の指導等を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   120 千円    
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主な取組名 ③ 農業担い手、新規就農者、農業法人等の確保・育成 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 農業経営改善資金融資制度推進事業 課名  農政課 

事業概要 資金融資によって市内農業者の農業経営の改善と安定化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  10,159 千円    

主な取組名 ③① 農業担い手、新規就農者、農業法人等の確保・育成 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 担い手支援事業 課名  農政課 

事業概要 

認定農業者の育成支援のため、農業用機械及び施設の整備に要する経費の一部を助成し、規模拡大に意欲のある農

業者に対しては補助要件を緩和する。 

地域の人と農地の問題を解決することを目的に策定する「人・農地プラン」について、検討会を設置し、審査・検
討を行う。次世代を担う農業者を育成するため、農業者間のコミュニティー形成支援を行い、先進地視察研修や農

産物直売会等を開催し、若手農業者団体の設立を目指す。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

若手農業者団体育成事業 

認定農業者育成支援事業 
人・農地プラン検討事業 

経営生産対策検討事業 

農地中間管理事業 

全部継続 全部継続 

予算額  6,538 千円    

主な取組名 ③①④ 農業担い手、新規就農者、農業法人等の確保・育成 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 もとみやの農業創造事業 課名  農政課 

事業概要 
「もとみやの農業」ワークショップの意見書を受け、活力と魅力ある今後の農業に繋げていくため、専門的知識を
有する構成員によるワークショップを開催し、具体的な施策について検討する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   408 千円    

主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 グリーン・ツーリズム地域推進事業 課名  農政課 

事業概要 地域農業推進のため、大学等も含めた都市交流事業等を展開し、農業の活性化や地域活性化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 一部新規 全部継続 

予算額   729 千円    

主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 農産物等販路拡大事業 課名  農政課 

事業概要 
農産物等を主体とした市の特産物の販路を首都圏中心に拡大し、併せて原子力発電所事故による風評被害を払拭す

るため、首都圏での販売促進会に参加し、農業等の活性化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,000 千円    

主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 農産物等放射能被害支援事業 課名  農政課 

事業概要 
農産物等の放射能被害に対する支援のため、米の全量全袋検査や PR 事業を実施する。なお、大豆・牧草について

は引き続き、放射性物質の吸収抑制対策のためのカリ肥料配布を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  15,740 千円    

主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 農産物等風評被害対策事業 課名  農政課 

事業概要 
風評被害対策として主力産品である米や特産品について首都圏で販売会を行い、風評被害を払拭する。 
福島県消費者風評対策市町村支援事業交付金を活用し、モニターツアー等の風評被害対策事業を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,610 千円    
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主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 農地等除染事業 課名  農政課 

事業概要 
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い放出され、市内の農業用ため池の底質に蓄積している放射性物質を除去

することにより、営農環境回復を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,328 千円    

主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 米全袋調査支援事業 課名  農政課 

事業概要 
米の全量全袋検査の実施主体となる本宮市地域農業再生協議会に対し、機器のリース料や人件費を補助し、本宮市

産米の安全性を確保する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  14,000 千円    

主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 農林産物ＰＲ事業 課名  農政課 

事業概要 
県内外の販売会等において、本宮市農林水産物の販売及びＰＲを積極的に行い、本市における農林産物の販路拡大

を目指す。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,100 千円    

主な取組名 ⑤ 消費販路拡大・風評の払拭・都市農山村交流 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 農産物等放射性物質検査事業 課名  放射能対策課 

事業概要 
農産物等の安心・安全を発信することを目的として、農産物等の放射性物質測定を実施し、もって本市産の農産物

等の安全と消費者の信頼を確保する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  27,997 千円    
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【施策１】 農林業 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 農林業が魅力と活力にあふれ、次世代へ継承される持続可能なまち 

 
農林業の担い手育成や経営安定化に向けた意欲ある取組を推進するとともに、良好な農地や森林の維

持・活用を図りながら、未来へと続く魅力あふれる農林業の確立と農山村の活性化につなげます。 

施策の柱２ 森林の整備・活用 

主な取組名 ① 森林の整備・管理 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 森林保全事業 課名  農政課 

事業概要 
森林保全事業による間伐等を実施し森林の公益的機能を維持するとともに、病害虫防除により森林の機能保全を推

進する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,510 千円    

主な取組名 ①② 森林の整備・管理 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 森林環境交付金事業 課名  農政課 

事業概要 市内幼稚園・小学生を対象に森林の持つ多様性を学習し、森林保全への理解を深める森林環境学習を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,780 千円    

主な取組名 ① 森林の整備・管理 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 林道維持管理事業 課名  農政課 

事業概要 林道の適正な維持管理を行い、林業振興に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,460 千円    

主な取組名 ② 森林の活用・教育活動 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 緑化推進事業 課名  農政課 

事業概要 緑豊かなまちづくりのため、共同緑化事業・花いっぱい運動を推進する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   823 千円    
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【施策２】 商工業 

 

 

 

 

 
 
 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 商工業が盛んで経済活力と賑わいがあり、地域の特性が輝いているまち 

 
地域の特性や ICT（情報通信技術）等を生かした商工業の持続的な振興と地域経済の好循環により、

雇用の創出と地域活性化につなげます。 

施策の柱１ 商業の振興 

主な取組名 ①② 商店街機能の維持・強化・誘客の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 商工業振興団体支援事業 課名  商工観光課 

事業概要 
市内商工業者に対し各種研修事業や経営指導等を実施している商工会へ運営支援を行い、商工業の振興を推進す

る。また、もとみや商店街協同組合が実施する中小商業活性化事業に対し補助金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  15,666 千円    

主な取組名 ① 商店街機能の維持・強化・誘客の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 駐車場整備管理事業 課名  商工観光課 

事業概要 商店街や駅利用者の利便性を図るために、駅周辺の環境整備に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 商店街機能の維持・強化・誘客の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 商工業振興施設管理事業 課名  商工観光課 

事業概要 
地域交流センターを核として、商工業関係団体との連携を強化し、新たな事業を展開し、中心市街地の活性化と賑
わいの創出を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  28,256 千円    
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【施策２】 商工業 

 

 

 
 
 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 商工業が盛んで経済活力と賑わいがあり、地域の特性が輝いているまち 

 
地域の特性や ICT（情報通信技術）等を生かした商工業の持続的な振興と地域経済の好循環により、

雇用の創出と地域活性化につなげます。 

施策の柱２ 工業の振興 

主な取組名 ①② ニーズを捉えた企業誘致の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 企業立地推進事業 課名  商工観光課 

事業概要 
雇用確保による定住促進を推進するため、新規企業の立地を推進するとともに、商工会と連携しながら、工業団地

等立地会等の現有組織の育成・拡大に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,467 千円    
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【施策２】 商工業 

 

 

 
 
 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 商工業が盛んで経済活力と賑わいがあり、地域の特性が輝いているまち 

 
地域の特性や ICT（情報通信技術）等を生かした商工業の持続的な振興と地域経済の好循環により、

雇用の創出と地域活性化につなげます。 

施策の柱３ 中小企業･新規創業等の支援 

主な取組名 ①③ 中小企業に対する総合支援 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 商工業経営金融支援事業 課名  商工観光課 

事業概要 

市内中小企業の経営基盤の安定化を図るために、特定金融機関を通して低金利での融資を行うとともに、利子補給

や保証料補助を行う。また、創業支援計画に基き、商工会及び市内金融機関と連携し、創業支援を行うとともに、
新規創業者に対して利子補給を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

中小企業経営基盤安定化事業 

創業者支援事業 
全部継続 一部新規 

予算額  68,417 千円    
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【施策３】 雇用対策 

 

 

 

 

 
 
 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 若者をはじめ誰もが仕事に対して希望とやりがいをもって働いているまち 

 
雇用のニーズマッチ、仕事と家庭の調和につながる働き方の改革、女性や高齢者の就労支援、能力開

発などを推進し、誰もが希望に応じて地元でやりがいを持って働き、充実した生活を送ることができ

るまちを目指します。 

施策の柱１ 雇用・労働環境の対策 

主な取組名 ①③ 求職と求人のマッチングの支援 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 地域雇用支援事業 課名  商工観光課 

事業概要 

雇用・就労対策の推進を図るために、ハローワークなど関係機関との連携を密にしながら、求人情報の提供や就職

相談会等を行い、雇用の拡充に努めるとともに、新卒者を対象とした市内企業見学ツアーを実施し、若者の定着と
担い手の確保を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   105 千円    

主な取組名 ② 雇用環境改善・勤労福祉の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 シルバー人材センター支援事業（再掲） 課名  商工観光課 

事業概要 高齢者の生きがいづくりと就業機会の創出のため、 シルバー人材センター運営を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,521 千円    

主な取組名 ② 雇用環境改善・勤労福祉の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 勤労者互助会運営支援事業 課名  商工観光課 

事業概要 
本宮市勤労者互助会会員に対し、安定した福利厚生事業と共済事業を実施するため、本宮市勤労者互助会に補助金

を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   100 千円    

-85-



 

【施策４】 観光・交流・にぎわい創出 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 地域の資源が生かされ、多くの人々が行き交い賑わいと活力にあふれているまち 

 
各関係機関等の連携を強化し観光地としてのマネジメント力を高め、地域の観光資源の磨き上げ、利

活用、プロモーション活動の推進を図り、持続可能な観光・交流人口の増加とにぎわい創出につなげ

ます。 

施策の柱１ 誘客・交流・賑わいの創出 

主な取組名 ① 観光・交流受入体制の強化・充実 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 観光施設管理事業 課名  商工観光課 

事業概要 
観光関係団体の運営支援や観光施設の適正な管理を行いながら、県内外のＰＲ活動を通して誘客促進を図り、観光

事業の振興に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   981 千円    

主な取組名 ① 観光・交流受入体制の強化・充実 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 観光案内・宣伝事業 課名  商工観光課 

事業概要 
誘客拡大のため、観光ツールの整備や本宮駅と市内観光施設等を結ぶ休日周遊バスを運行し、着地型観光の推進を
図る。 

また、県外においては、首都圏等で開催されるイベント等に積極的に参加し、観光・物産ＰＲ活動を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

休日周遊バス運行事業 
首都圏等観光・物産ＰＲ事業 

観光ツール整備事業 
全部継続 全部継続 

予算額  5,980 千円    

主な取組名 ② 観光・交流プロモーション活動の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 観光関係団体運営支援事業 課名  商工観光課 

事業概要 
本市の四季を通した春まつり・夏まつり・秋まつりや様々な観光素材を活用しながら、風評被害の払拭や誘客促進

のために各種事業に取り組んでいる観光物産協会に対して運営支援を行い、地域の魅力づくりと活性化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  34,024 千円    

主な取組名 ② 観光・交流プロモーション活動の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 観光・物産等風評被害対策事業 課名  商工観光課 

事業概要 
東日本大震災に伴う原子力発電所事故により被った風評被害の払拭、ブランドイメージの回復を目指し、管内２市

１村が一体となり安達地方の観光・物産のＰＲイベントを首都圏等において開催する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   300 千円    
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【施策４】 観光・交流・にぎわい創出 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分野３ 経済・産業・仕事 

施策別目標 地域の資源が生かされ、多くの人々が行き交い賑わいと活力にあふれているまち 

 
各関係機関等の連携を強化し観光地としてのマネジメント力を高め、地域の観光資源の磨き上げ、利

活用、プロモーション活動の推進を図り、持続可能な観光・交流人口の増加とにぎわい創出につなげ

ます。 

施策の柱２ 地域資源の保護・活用 

主な取組名 ① 地域資源を活用した観光の環境整備の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 観光案内・宣伝事業（再掲） 課名  商工観光課 

事業概要 

誘客拡大のため、観光ツールの整備や本宮駅と市内観光施設等を結ぶ休日周遊バスを運行し、着地型観光の推進を

図る。 
また、県外においては、首都圏等で開催されるイベント等に積極的に参加し、観光・物産ＰＲ活動を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

休日周遊バス運行事業 

首都圏等観光・物産ＰＲ事業 

観光ツール整備事業 
全部継続 全部継続 

予算額  5,980 千円    
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【施策１】 環境保全・エネルギー 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 みんなが環境に配慮し、安全で美しい自然環境と人の暮らしとが共生しているまち 

 
地球規模から身近な生活空間の環境保全まで広く市民の意識の高揚を図るとともに、再生可能エネル

ギーの導入やゴミの減量化・リサイクル化などを推進し、安全で美しいバランスのとれた居住空間の

創出と持続可能な環境共生のまちを目指します。 

施策の柱１ 環境負荷の低減・ごみの減量化 

主な取組名 ① 
環境負荷の低減・再生可能エネルギー・省エネルギーの普

及促進 重点プロジェクト  － 

事業名 太陽光発電システム設置支援事業 課名  生活環境課 

事業概要 低炭素社会の実現に向け、地球温暖化対策の推進を図るため、太陽光発電システム設置者へ補助金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,200 千円    

主な取組名 ② ごみの減量化とリサイクルの推進 重点プロジェクト  － 

事業名 ごみ減量化・資源化対策事業 課名  生活環境課 

事業概要 循環型社会の形成のため、３Ｒ運動（リデュース、リユース、リサイクル）を進める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,086 千円    
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【施策１】 環境保全・エネルギー 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 みんなが環境に配慮し、安全で美しい自然環境と人の暮らしとが共生しているまち 

 
地球規模から身近な生活空間の環境保全まで広く市民の意識の高揚を図るとともに、再生可能エネル

ギーの導入やゴミの減量化・リサイクル化などを推進し、安全で美しいバランスのとれた居住空間の

創出と持続可能な環境共生のまちを目指します。 

施策の柱２ 自然環境・生活環境の保全 

主な取組名 ② 生活環境の保全・環境美化活動の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 狂犬病予防対策事業 課名  生活環境課 

事業概要 狂犬病の発生を予防し、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   256 千円    

主な取組名 ② 生活環境の保全・環境美化活動の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 環境美化推進事業 課名  生活環境課 

事業概要 
安心で良好な生活環境の保全と美化意識の向上のため、市内一斉美化活動を実施する。ごみの無い街づくりを進め

るため環境美化推進員や環境委員会と連携し不法投棄パトロールを実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,457 千円    

主な取組名 ② 生活環境の保全・環境美化活動の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 騒音防止対策事業 課名  生活環境課 

事業概要 騒音防止法第１８条の規定に基づき、「騒音に係る環境基準について」の達成状況等を把握する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   971 千円    

主な取組名 ③ 環境放射線量等の適正管理・情報提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 住宅等除染事業 課名  放射能対策課 

事業概要 
東京電力福島第一原発事故に伴い拡散した、放射性物質対策として行った除染により発生した汚染土壌等を保管し
ている仮置場の適正な維持管理を行うとともに、中間貯蔵施設への搬出を推進する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  786,752 千円    

主な取組名 ③ 環境放射線量等の適正管理・情報提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 線量低減化対策事業 課名  放射能対策課 

事業概要 通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    20 千円    

主な取組名 ③ 環境放射線量等の適正管理・情報提供 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 道路側溝堆積物撤去・処理支援事業 課名  放射能対策課 

事業概要 
震災以降行われていない道路側溝清掃について、線量が基準値以下のため除染の対象とならなかった道路側溝の堆

積物を撤去・処理をし市民による道路側溝清掃の復活を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 - 

予算額  69,352 千円    
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【施策２】 防災・減災 

 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 みんなの防災意識が高く、日頃の備えと対応力がある安全なまち 

 
災害はいつでも起こりうるということを前提に、日頃から市民の防災意識の高揚を図るとともに公助

に加え自助及び共助による取組の仕組みづくりを強化し、様々な主体の連携のもと、地震、風水害、

火災、雪害、火山災害、原子力災害などあらゆる危機から生命を守ることを目指します。 

施策の柱１ 自主防災の推進 

主な取組名 ①② 自助の取組の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防災体制整備事業 課名  防災対策課 

事業概要 有事に備えるため、現在整備されている各防災体制の適正な維持管理及び更なる拡充・強化を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

防災体制整備事業 

自主防災組織設置推進事業 
地域防災計画改訂事業 

防災行動計画（ﾀｲﾑﾗｲﾝ）策定事業 

防災マップ作製事業 

一部継続 一部継続 

予算額  16,681 千円    

主な取組名 ①② 自助の取組の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防災訓練実施事業 課名  防災対策課 

事業概要 
地域防災力の向上と防災関係機関の協力体制の確立を図るため、本宮市地域防災計画に基づく防災訓練を実施す

る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,743 千円    

主な取組名 ② 共助の取組の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 自主防火組織活動支援事業 課名  防災対策課 

事業概要 地域防災力の強化を図るため、予防消防を活動等を実施する本宮市女性消防協力隊を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   902 千円    
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【施策２】 防災・減災 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 みんなの防災意識が高く、日頃の備えと対応力がある安全なまち 

 
災害はいつでも起こりうるということを前提に、日頃から市民の防災意識の高揚を図るとともに公助

に加え自助及び共助による取組の仕組みづくりを強化し、様々な主体の連携のもと、地震、風水害、

火災、雪害、火山災害、原子力災害などあらゆる危機から生命を守ることを目指します。 

施策の柱２ 防災体制の整備 

主な取組名 ① 防災体制の整備・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 災害救助事業 課名  防災対策課 

事業概要 自然災害（火災及び風水害・地震等）による被災者の自立の助長と援護を図るため、災害見舞金を支給する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 防災体制の整備・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 地域防災センター管理事業 課名  防災対策課 

事業概要 災害に対処するため、地域防災センターと防災備蓄倉庫の維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,245 千円    

主な取組名 ① 防災体制の整備・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 水防活動事業 課名  防災対策課 

事業概要 市民の生命・財産を守るため、水防活動体制を整える。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,322 千円    

主な取組名 ① 防災体制の整備・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防災通信施設管理事業 課名  防災対策課 

事業概要 
情報・通信体制を確立するため、市防災無線（移動系・固定系）、J アラート、県総合情報通信ネットワークシス

テム等を管理する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  10,314 千円    

主な取組名 ①② 防災体制の整備・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防災体制整備事業（再掲） 課名  防災対策課 

事業概要 有事に備えるため、現在整備されている各防災体制の適正な維持管理及び更なる拡充・強化を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

防災体制整備事業 

自主防災組織設置推進事業 
地域防災計画改訂事業 

防災行動計画（ﾀｲﾑﾗｲﾝ）策定事業 

防災マップ作製事業 

一部継続 一部継続 

予算額  16,681 千円    
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主な取組名 ①② 防災体制の整備・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防災訓練実施事業（再掲） 課名  防災対策課 

事業概要 
地域防災力の向上と防災関係機関の協力体制の確立を図るため、本宮市地域防災計画に基づく防災訓練を実施す

る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,743 千円    

主な取組名 ① 防災体制の整備・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 雨水流出抑制対策事業 課名  上下水道課 

事業概要 
万世・千代田地区等の浸水被害を軽減するため、個人住宅への雨水貯留施設や地下浸透施設設置に対し補助金交付

を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,100 千円    
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【施策２】 防災・減災 

 

 

 

 

 

 

 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 みんなの防災意識が高く、日頃の備えと対応力がある安全なまち 

 
災害はいつでも起こりうるということを前提に、日頃から市民の防災意識の高揚を図るとともに公助

に加え自助及び共助による取組の仕組みづくりを強化し、様々な主体の連携のもと、地震、風水害、

火災、雪害、火山災害、原子力災害などあらゆる危機から生命を守ることを目指します。 

施策の柱３ 消防の充実 

主な取組名 ① 消防団活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 消防団活動事業 課名  防災対策課 

事業概要 
消防団の安全かつ円滑な消防活動の展開に寄与するため、必要な資機材等を配備する。また、消防団の消防力向上

を図るため、各種訓練・研修等へ参加する団員の支援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  60,352 千円    

主な取組名 ① 消防団活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 消防団支援事業 課名  防災対策課 

事業概要 消防団の育成・強化、消防団活動の促進を図るため、団及び県消防協会本宮支部の運営に係る支援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

消防団協力事業所推進事業 
消防団運営支援事業 

福島県消防協会本宮支部運営支援事業 
全部継続 全部継続 

予算額  5,167 千円    

主な取組名 ① 消防団活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 消防屯所建設事業 課名  防災対策課 

事業概要 消防力の維持・強化を図るため、老朽化した消防屯所の建替えを行う。（設計業務委託のみ） 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 - 

予算額  3,195 千円    

主な取組名 ① 消防団活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 水防活動事業（再掲） 課名  防災対策課 

事業概要 市民の生命・財産を守るため、水防活動体制を整える。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,322 千円    

主な取組名 ① 消防団活動の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防災通信施設整備事業 課名  防災対策課 

事業概要 
市民等への情報伝達手段の多重化を図るため、防災行政無線システムのデジタル化を行う。（白沢地区屋外子局等

デジタル化、文字情報伝達化） 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部新規 - 

予算額  179,750 千円    

主な取組名 ② 消防力の強化・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 安達地方広域行政組合消防費負担事業 課名  防災対策課 

事業概要 安達地方広域における常備消防・救急業務体制を確立するため、消防費を負担する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  380,070 千円    
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主な取組名 ② 消防力の強化・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 消防施設維持管理事業 課名  防災対策課 

事業概要 有事に備えるため、消防施設の適正な維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  8,256 千円    

主な取組名 ② 消防力の強化・充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 消防関係車両管理事業 課名  防災対策課 

事業概要 消防力の維持・強化を図るため、消防関係車両の維持管理及び計画的な更新を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  14,156 千円    
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【施策３】 生活安全 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 事件や事故がなく、誰もが安全・安心な生活を送っているまち 

 
地域や各関係機関等との連携により、悪質な犯罪・詐欺や交通事故などを防止し、犯罪のない安全で

安心な生活を送れるまちを目指します。 

施策の柱１ 防犯対策の推進 

主な取組名 ②① 防犯関係団体等に対する支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防犯活動支援事業 課名  防災対策課 

事業概要 防犯活動の促進を図り、犯罪の減少を目指すため、本宮地区防犯協会連合会の活動費を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   679 千円    

主な取組名 ③ 防犯施設の整備・維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防犯灯整備事業 課名  防災対策課 

事業概要 安全な道路交通の確保と犯罪の抑制を図るため、防犯灯を設置するとともに、既存防犯灯のＬＥＤ化を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

防犯灯設置工事 

防犯灯ＬＥＤ化工事 

防犯灯建設事業補助金 
全部継続 全部継続 

予算額  5,496 千円    

主な取組名 ③ 防犯施設の整備・維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防犯灯維持管理事業 課名  防災対策課 

事業概要 道路交通の安全性を維持し、犯罪の抑制を図るため、防犯灯の維持管理及び修繕を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  8,953 千円    

主な取組名 ③ 防犯施設の整備・維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 防犯カメラ整備事業 課名  防災対策課 

事業概要 犯罪から通行人を守るため、市内地下歩道に設置した防犯カメラの維持・管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   551 千円    
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【施策３】 生活安全 

 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 事件や事故がなく、誰もが安全・安心な生活を送っているまち 

 
地域や各関係機関等との連携により、悪質な犯罪・詐欺や交通事故などを防止し、犯罪のない安全で

安心な生活を送れるまちを目指します。 

施策の柱２ 交通安全対策の推進 

主な取組名 ① 交通安全の啓発 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 交通安全活動事業 課名  防災対策課 

事業概要 
交通事故を防止するため、交通安全運動の実施及び道路環境の整備を行う。また、交通事故に対する備えを市民に

提供するため、福島県市民交通災害共済の事務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

交通安全活動事業 
福島県市民交通災害共済 

全部継続 全部継続 

予算額   583 千円    

主な取組名 ② 交通関係団体等に対する支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 交通安全活動団体支援事業 課名  防災対策課 

事業概要 交通事故を防止するため、交通安全推進活動団体の活動を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

南達交通対策連絡協議会負担金 
交通安全母の会交付金 

交通対策協議会交付金 
全部継続 全部継続 

予算額  1,546 千円    

主な取組名 ② 交通関係団体等に対する支援 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 交通安全対策施設整備事業 課名  建設課 

事業概要 歩道や標識等の交通安全施設の整備を行い、交通危険箇所の解消及び歩行者の安全確保を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,430 千円    
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【施策３】 生活安全 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 事件や事故がなく、誰もが安全・安心な生活を送っているまち 

 
地域や各関係機関等との連携により、悪質な犯罪・詐欺や交通事故などを防止し、犯罪のない安全で

安心な生活を送れるまちを目指します。 

施策の柱３ 市民相談・消費者保護の充実 

主な取組名 ① 市民相談の充実 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 消費生活啓発・相談事業 課名  防災対策課 

事業概要 
詐欺や悪質商法等から市民の財産を守るため、消費生活相談に対する適切な助言や必要知識の啓発を行う。また、

放射性物質を常時正常に測定し、水道水の安全を守るため、分析機器の点検、校正を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

消費生活啓発・相談事業 
放射性物質分析機器校正業務委託 

全部継続 全部継続 

予算額   458 千円    
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【施策４】 都市機能・住環境・土地利用 

 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・便利で、景観豊かな都市機能を備えているまち 

 
都市・生活空間の安全性・利便性の向上、良好な景観の確保、既存ストックの適正管理・有効活用や

適切かつ機能的な土地利用の誘導などを図り、定住促進につながる住みよい都市形成を目指します。 

施策の柱１ 都市拠点・地域拠点の整備・機能強化 

主な取組名 ① 都市拠点・地域拠点の整備・民間活力の誘導 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 土地利用推進事業 課名  政策推進課 

事業概要 
民間活力の誘導などによる土地利用の最適化を図るとともに、開発事業者に対しては関係法令の遵守及び地域環境

への配慮を求める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

都市機能・地域拠点強化推進事業 
開発事業連絡調整事務 

土地利用関係法律事務 
全部継続 全部継続 

予算額  6,266 千円    

主な取組名 ① 都市拠点・地域拠点の整備・民間活力の誘導 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 本宮駅周辺東西アクセス整備事業 課名  まちづくり推進課 

事業概要 
子どもからお年寄りまでが、安全・安心・快適を実感できる東西に活力あるまちづくりのため、都市再生整備計画

等により、本宮駅周辺の東西アクセス整備を展開していく。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 - 

予算額  1,829,145 千円    

主な取組名 ① 都市拠点・地域拠点の整備・民間活力の誘導 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 五百川駅前広場整備事業 課名  まちづくり推進課 

事業概要 安全確保および利便性向上のため五百川駅前広場整備を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  13,160 千円    
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【施策４】 都市機能・住環境・土地利用 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・便利で、景観豊かな都市機能を備えているまち 

 
都市・生活空間の安全性・利便性の向上、良好な景観の確保、既存ストックの適正管理・有効活用や

適切かつ機能的な土地利用の誘導などを図り、定住促進につながる住みよい都市形成を目指します。 

施策の柱２ 公園・景観・緑地等の保全・利活用 

主な取組名 ① 公園・景観・緑地等の保全と適正な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 
記念樹の杜屋外あそび場施設維持管理事業

（再掲） 
課名  えぽか 

事業概要 
記念樹の杜屋外あそび場の快適な施設環境を維持し、より一層の利用増進を図るため、適切な管理運営に努める。 

また、交流拠点施設としての英国庭園の魅力を発信する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

屋外あそび場施設維持管理事業 

プリンス・ウィリアムズ・パークＰＲ事業 
英国庭園維持管理事業 

英国庭園サポーター事業 

英国庭園ショップ運営事業 
英国庭園フラワーフェスティバル事業 

全部継続 全部継続 

予算額  21,609 千円    

主な取組名 ① 公園・景観・緑地等の保全と適正な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 児童公園維持管理事業（再掲） 課名  子ども福祉課 

事業概要 子どもの健全育成を図るため、地域における児童公園の遊具等の維持管理を行い安全確保に努める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,163 千円    

主な取組名 ① 公園・景観・緑地等の保全と適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 公園維持管理事業 課名  建設課 

事業概要 
安全で快適な憩いの場を市民に提供するために、本宮運動公園やみずいろ公園等の都市公園の適正な維持管理を行
う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  54,519 千円    

主な取組名 ① 公園・景観・緑地等の保全と適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 生けがき設置補助金交付事業 課名  まちづくり推進課 

事業概要 緑豊かな活力ある調和のとれた市街地を形成するため、生けがきを設置する市民に対して補助金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   200 千円    
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【施策４】 都市機能・住環境・土地利用 

 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・便利で、景観豊かな都市機能を備えているまち 

 
都市・生活空間の安全性・利便性の向上、良好な景観の確保、既存ストックの適正管理・有効活用や

適切かつ機能的な土地利用の誘導などを図り、定住促進につながる住みよい都市形成を目指します。 

施策の柱３ 安全快適住宅建築の推進 

主な取組名 ① 定住につながる住宅建築の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 もとみや定住促進事業 課名  政策推進課 

事業概要 移住・定住の促進を図るため、本市の住みよさ情報の発信や住宅政策（個人・事業者向け支援）を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

もとみやシティプロモーション推進事業 

マイホーム取得応援事業 
宅地造成支援事業 

一部新規 一部新規 

予算額  43,001 千円    

主な取組名 ② 適正な建築確認 重点プロジェクト  － 

事業名 建築行為関連事務 課名  建設課 

事業概要 建設行為等に伴う各種法令上必要となる諸手続きにかかる事務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   103 千円    

主な取組名 ③ 住宅・建築物の耐震化の促進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 住宅建築耐震化促進事業 課名  建設課 

事業概要 安心・安全な環境のまちづくりを進めるため個人の住宅の耐震化を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,509 千円    
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【施策４】 都市機能・住環境・土地利用 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・便利で、景観豊かな都市機能を備えているまち 

 
都市・生活空間の安全性・利便性の向上、良好な景観の確保、既存ストックの適正管理・有効活用や

適切かつ機能的な土地利用の誘導などを図り、定住促進につながる住みよい都市形成を目指します。 

施策の柱４ 市営住宅の管理・活用 

主な取組名 ①② 市営住宅の適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 市営住宅管理事務 課名  建設課 

事業概要 市営住宅、復興公営住宅及び定住促進住宅の維持管理にかかる一般管理事務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  72,259 千円    

主な取組名 ①② 市営住宅の適切な維持管理 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 市営住宅維持管理事業 課名  建設課 

事業概要 住宅に困窮する低所得者への良好な住環境を提供する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

市営住宅維持管理事業 

市営住宅長寿命化事業 
全部継続 全部継続 

予算額  76,412 千円    

主な取組名 ①② 市営住宅の適切な維持管理 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 復興公営住宅維持管理事業 課名  建設課 

事業概要 復興公営住宅の維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,064 千円    

主な取組名 ①② 市営住宅の適切な維持管理 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 定住促進住宅維持管理事業 課名  建設課 

事業概要 定住促進住宅の維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,155 千円    
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【施策４】 都市機能・住環境・土地利用 

 

 

 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・便利で、景観豊かな都市機能を備えているまち 

 
都市・生活空間の安全性・利便性の向上、良好な景観の確保、既存ストックの適正管理・有効活用や

適切かつ機能的な土地利用の誘導などを図り、定住促進につながる住みよい都市形成を目指します。 

施策の柱５ 空家等対策の推進 

主な取組名 ①② 空家等の適正管理の促進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 空家等対策事業 課名  政策推進課 

事業概要 良好な居住環境を確保するため、空家の適正管理や利活用の促進に向けた普及・啓発を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

空家等対策協議会運営事業 

空家等の適正管理及び利活用促進事業 
一部新規 一部新規 

予算額   345 千円    
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【施策４】 都市機能・住環境・土地利用 

 

 

 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・便利で、景観豊かな都市機能を備えているまち 

 
都市・生活空間の安全性・利便性の向上、良好な景観の確保、既存ストックの適正管理・有効活用や

適切かつ機能的な土地利用の誘導などを図り、定住促進につながる住みよい都市形成を目指します。 

施策の柱６ 土地利用の最適化 

主な取組名 ① 計画的な土地利用の推進・誘導 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 土地利用推進事業（再掲） 課名  政策推進課 

事業概要 
民間活力の誘導などによる土地利用の最適化を図るとともに、開発事業者に対しては関係法令の遵守及び地域環境

への配慮を求める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

都市機能・地域拠点強化推進事業 
開発事業連絡調整事務 

土地利用関係法律事務 
全部継続 全部継続 

予算額  6,266 千円    
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【施策５】 道路・公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 交通網が整っていて、誰もが安全・安心・快適に出かけることができるまち 

 
道路や公共交通網の利便性を高め、子どもから高齢者まで、誰もが安全・安心・快適に出かけられる

環境整備を行います。 

施策の柱１ 道路ネットワークの整備・管理 

主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 生活道路小規模改良事業 課名  建設課 

事業概要 狭隘道路や交通量の多い道路、路面破損の著しい道路等について現道拡幅、改良を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  44,190 千円    

主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 
大山・松沢線整備事業（安達太良ドリーム

ライン） 
課名  建設課 

事業概要 社会資本整備総合交付金事業による道路改良を実施し、歩行者の安全を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  58,670 千円    

主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 中ノ宮・岩田線整備事業 課名  建設課 

事業概要 和田小学校の通学路である本路線は、幅員が狭いうえ歩道もないため、道路改良を実施し歩行者の安全を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  41,769 千円    

主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 舘ノ越・関根線整備事業 課名  建設課 

事業概要 本宮小学校の通学路である本路線は、幅員が狭く歩道もないため、道路改良を実施し歩行者の安全を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  65,800 千円    

主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 橋りょう維持事業 課名  建設課 

事業概要 「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、老朽化が進んでいる橋りょうの補修工事を実施し、安全確保を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  200,306 千円    

主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 本宮停車場・中條線整備事業 課名  まちづくり推進課 

事業概要 福島県が施行する「都市計画道路本宮停車場中條線」の整備促進に寄与する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ - - 

予算額  10,028 千円    
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主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 まちづくり道路整備事業 課名  まちづくり推進課 

事業概要 
社会資本整備総合交付金事業を活用し、本宮駅周辺の東西アクセス環境向上のため、市道万世・中條線の道路整備

を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 - 

予算額  29,793 千円    

主な取組名 ① 
都市計画道路・幹線道路・生活道路等の計画的な整備・改

良の推進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 赤木・狐森線（上ノ橋先線）整備事業 課名  まちづくり推進課 

事業概要 
福島県が施行する「上ノ橋架替事業」に併い、社会資本整備総合交付金事業を活用し、市道赤木狐森線(上ノ橋先

線)の道路整備を行う。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  17,896 千円    

主な取組名 ② 市道の適正・効率的な維持管理と安全確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 交通安全対策施設整備事業（再掲） 課名  建設課 

事業概要 歩道や標識等の交通安全施設の整備を行い、交通危険箇所の解消及び歩行者の安全確保を図る。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,430 千円    

主な取組名 ② 市道の適正・効率的な維持管理と安全確保 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 道路維持補修事業 課名  建設課 

事業概要 道路、橋りょう及び地下道等にかかる維持補修及び環境整備を図る。 

年次計画 H31 H32 H33 

（構成事業） 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  92,888 千円    
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【施策５】 道路・公共交通 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 交通網が整っていて、誰もが安全・安心・快適に出かけることができるまち 

 
道路や公共交通網の利便性を高め、子どもから高齢者まで、誰もが安全・安心・快適に出かけられる

環境整備を行います。 

施策の柱２ 公共交通システムの整備・強化 

主な取組名 ①② 公共交通システムの整備・強化 重点プロジェクト  － 

事業名 地域公共交通運行支援事業 課名  生活環境課 

事業概要 

高齢者等の交通弱者の利便性や中心市街地の活性化を図るための交通手段として、乗合タクシー及び乗合バスの運

行に対する支援を行う。 
また、公共交通システムの更なる利便性向上に向けた調査検討を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

地域公共交通運行支援事業 

高齢者運転免許証自主返納者支援事業 
全部継続 全部継続 

予算額  42,885 千円    
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【施策６】 上下水道・雨水排水路 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・快適に、豊かな水と人の暮らしが共存しているまち 

 
利水・治水など持続可能な水の管理を通して、安全・安心で快適な豊かな水と人の暮らしの共存を目

指します。 

施策の柱１ 水道水の安定供給 

主な取組名 ① 水道施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 水道管等整備事業 課名  上下水道課 

事業概要 水道配水管等の布設及び布設替えにより管網整備を行い、安全で安心な水道水の安定供給を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額 141,838 千円    

主な取組名 ① 水道施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 上水道施設整備事業 課名  上下水道課 

事業概要 水道施設の耐震化や老朽施設の更新を計画的に行い、安全で安心な水道水の安定供給を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額 331,254 千円    

-107-



 

【施策６】 上下水道・雨水排水路 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・快適に、豊かな水と人の暮らしが共存しているまち 

 
利水・治水など持続可能な水の管理を通して、安全・安心で快適な豊かな水と人の暮らしの共存を目

指します。 

施策の柱２ 汚水処理サービスの提供 

主な取組名 ① 下水道施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 公共下水道使用料収納事務 課名  上下水道課 

事業概要 下水道使用者より使用の態様に応じ使用料を徴収するため、料金計算及び収納にかかる業務を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  8,659 千円    

主な取組名 ① 下水道施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 公共下水道汚水処理施設整備事業 課名  上下水道課 

事業概要 汚水処理施設の整備により、生活環境の改善と公共用水域（水路、河川等）の水質保全を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  36,975 千円    

主な取組名 ① 下水道施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 公共下水道汚水処理施設維持管理事業 課名  上下水道課 

事業概要 第 3 中継ポンプ場等、各汚水処理施設の適正な維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  46,857 千円    

主な取組名 ② 下水道接続・合併処理浄化槽の設置促進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 浄化槽設置支援事業 課名  上下水道課 

事業概要 
公共下水道認可区域外における浄化槽の設置に要する費用の一部を助成することにより、浄化槽の普及促進を図

り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  13,677 千円    

主な取組名 ② 下水道接続・合併処理浄化槽の設置促進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 浄化槽維持管理支援事業 課名  上下水道課 

事業概要 
公共下水道認可区域外における、浄化槽の維持管理に要した費用の一部を助成することにより、適正な維持管理の

徹底を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止する。また、浄化槽設置台帳の整備を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,679 千円    

主な取組名 ② 下水道接続・合併処理浄化槽の設置促進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 水洗化普及事業 課名  上下水道課 

事業概要 
公共下水道の整備区域における汲み取り便所等の水洗化を促進しながら、市民に対し下水道の啓蒙普及を浸透さ

せ、環境衛生の向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    32 千円    

-108-



 

【施策６】 上下水道・雨水排水路 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分野４ 生活環境・都市基盤       

施策別目標 安全・安心・快適に、豊かな水と人の暮らしが共存しているまち 

 
利水・治水など持続可能な水の管理を通して、安全・安心で快適な豊かな水と人の暮らしの共存を目

指します。 

施策の柱３ 治水対策の推進 

主な取組名 ① 雨水処理施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 用悪水路維持事業 課名  建設課 

事業概要 道路雨水、家庭用雑排水等を処理するための側溝等の整備を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,070 千円    

主な取組名 ① 雨水処理施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 用悪水路改良事業 課名  建設課 

事業概要 水路の点検により危険箇所を把握し、水路の改良整備を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  56,400 千円    

主な取組名 ① 雨水処理施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 雨水流出抑制対策事業（再掲） 課名  上下水道課 

事業概要 
万世・千代田地区等の浸水被害を軽減するため、個人住宅への雨水貯留施設や地下浸透施設設置に対し補助金交付

を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,100 千円    

主な取組名 ① 雨水処理施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 下水道雨水処理施設整備事業 課名  上下水道課 

事業概要 雨水処理施設の整備により、台風などの大雨による浸水被害を未然に防止し、安全安心なまちづくりに寄与する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額 66,849 千円    

主な取組名 ① 雨水処理施設の整備・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 下水道雨水処理施設維持管理事業 課名  上下水道課 

事業概要 雨水処理施設の適正な維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  47,049 千円    

主な取組名 ② 河川堤防等の整備促進・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 河川維持管理事業 課名  建設課 

事業概要 県管理河川の環境美化及び河川に対する意識の高揚を図るため、河川堤防の浄化作業を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,374 千円    
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主な取組名 ② 河川堤防等の整備促進・適正な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 阿武隈川築堤促進事業 課名  建設課 

事業概要 阿武隈川築堤改修工事の促進ならびに水害の防除事業の促進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   151 千円    

主な取組名 ② 河川堤防等の整備促進・適正な維持管理 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 阿武隈川左岸築堤推進事業 課名  まちづくり推進課 

事業概要 国土交通省が実施する阿武隈川左岸築堤事業の事業促進に寄与する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ - - 

予算額   505 千円    
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【施策１】 市民活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 市民や地域がまちづくりの主役として、生きがいをもって活躍しているまち 

 
市民や地域の主体的な参画・参加による協働のまちづくりを推進し、みんながいきいきと輝けるまち

を目指します。 

施策の柱１ 市民活動・協働の推進 

主な取組名 ① 市民参加に対する支援・仕組みづくり 重点プロジェクト  － 

事業名 議会活動・調査事業 課名  議会事務局 

事業概要 
地域住民を公正かつ民主的に代表する機関として、執行機関を監視するとともに、政策を提言し、自治行政の向上

発展に寄与する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  6,753 千円    

主な取組名 ①②③ 市民参加に対する支援・仕組みづくり 重点プロジェクト  － 

事業名 総合計画推進事業 課名  政策推進課 

事業概要 将来像の実現に向け、マネジメントサイクルによる第 2 次総合計画の推進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

市民が主役のまちづくり推進事業 
重点プロジェクト推進事業（企画調整） 

進行管理事務（施策評価 
全部継続 全部継続 

予算額  4,547 千円    

主な取組名 ② 市民協働を促進する意識の啓発 重点プロジェクト  － 

事業名 議会広報広聴・会議記録事業 課名  議会事務局 

事業概要 
議会の活動状況や市の課題を市民へ伝えるとともに、広く市民の意見を聴き、議会と市民の懸け橋の役割を担い、

市政参加を促す。 また、会議録検索システムにより、会議録の検索を合理化し、効率的運用を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  7,077 千円    

主な取組名 ③ 地域コミュニティ等の活動促進・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 地域づくり支援事業 課名  生活環境課 

事業概要 地域社会づくりを目指し、地域コミュニティの中心である地域づくり振興会等の活動を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   550 千円    

主な取組名 ③ 地域コミュニティ等の活動促進・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 行政区支援事業 課名  生活環境課 

事業概要 行政区へコミュニティ活動及び自主防災活動のための交付金を交付する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  35,732 千円    

主な取組名 ③ 地域コミュニティ等の活動促進・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 集会所管理支援事業 課名  生活環境課 

事業概要 市有財産である集会所の管理を支援する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    53 千円    
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主な取組名 ③ 地域コミュニティ等の活動促進・支援 重点プロジェクト  － 

事業名 集会所整備支援事業 課名  生活環境課 

事業概要 各集会所の修繕または新築時の支援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,618 千円    
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【施策２】 人権・男女共同 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 市民や地域がグローバル感覚に優れ、国内外に開かれた可能性の広がるまち 

 
すべての市民がお互いを尊重し、性別、年齢、障がい等によらず誰もが平和で平等な生活が送れるよ

う、差別、いじめ、虐待、暴力等の解消を目指します。 

施策の柱１ 人権尊重・ユニバーサルデザインの推進 

主な取組名 ①② 都市間・地域間交流の促進 重点プロジェクト  － 

事業名 人権啓発・相談事業 課名  生活環境課 

事業概要 
人権を守り、過ごし易い社会をめざし相談業務や啓発活動に取り組む人権擁護委員を支援し人権啓発活動を推進す

る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   313 千円    

-113-



 

【施策２】 人権・男女共同 

 

 

 
 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 市民や地域がグローバル感覚に優れ、国内外に開かれた可能性の広がるまち 

 
すべての市民がお互いを尊重し、性別、年齢、障がい等によらず誰もが平和で平等な生活が送れるよ

う、差別、いじめ、虐待、暴力等の解消を目指します。 

施策の柱２ 男女共同参画の推進 

主な取組名 ①② 国際交流の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 男女共同参画推進事業 課名  生活環境課 

事業概要 
女性が社会のあらゆる分野で活動できる能力の開発、人材育成を進める情報提供並びに男女共生の集いへの参加支

援を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   122 千円    
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【施策３】 都市交流・国際交流・多文化共生 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 誰もが人権を尊重し合い、平等にいきいきと生活しているまち 

 
都市交流や国際交流を推進するとともに、多文化に対する理解を深めながら、市民や地域のグローバ

ル感覚を磨き、国際化社会に対応することのできる人材育成と地域の活性化につなげます。 

施策の柱１ 都市・地域等交流の推進 

主な取組名 ① 都市間・地域間交流の促進 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 都市交流事業 課名  政策推進課 

事業概要 
交流を深め、交流人口拡大による人材育成と地域の活性化を図るため、観光物産展など幅広い分野での交流事業を

実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

友好都市交流推進事業 
全国へそのまち交流事業 

全部継続 全部継続 

予算額   598 千円    
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【施策３】 都市交流・国際交流・多文化共生 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 誰もが人権を尊重し合い、平等にいきいきと生活しているまち 

 
都市交流や国際交流を推進するとともに、多文化に対する理解を深めながら、市民や地域のグローバ

ル感覚を磨き、国際化社会に対応することのできる人材育成と地域の活性化につなげます。 

施策の柱２ 国際交流・多文化共生の推進 

主な取組名 ①② 国際交流の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 国際交流事業 課名  国際交流課 

事業概要 
英国ロンドンケンジントン＆チェルシー王立区と姉妹庭園締結を契機に英国との交流をより一層深めるとともに、

国際理解講座等を開催しながら国際性豊かな人材育成を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

英国交流推進事業 
多文化共生推進事業 

国際交流員（CIR）活動事業 
全部継続 全部継続 

予算額  12,090 千円    
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【施策４】 情報通信 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 ICTが様々な分野で快適に有効活用されているまち 

 
高度情報社会の進展に対応し、ICT（情報通信技術）の環境整備や理解促進・利活用を図り、仕事、

学び、暮らし等様々な分野において有効に活用され、利便性が高く省力化・省エネルギー化につなが

るなど、人の生活や自然環境などに負荷のかからないスマート社会の実現を目指します。 

施策の柱１ 情報通信施設の整備・活用 

主な取組名 ① 情報通信施設の整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 情報機器管理事業 課名  施設管理課 

事業概要 
行政事務の効率化、迅速化及び情報の共有化を図り、市民サービスを維持する。執務用 PC、プリンタ等の契約及

び保守。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  20,525 千円    

主な取組名 ① 情報通信施設の整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 情報ネットワーク管理運営事業 課名  施設管理課 

事業概要 
庁内ネットワークを適切に管理することによって、業務の効率化と情報セキュリティの確保を図る。年次計画によ
り Wi-Fi 設置箇所を増やし、市の情報提供回線、災害発生時の通信回線確保を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

庁内ネットワーク管理運営事業 

公衆無線 LAN（公共 Wi-Fi）設置運営事業 
全部継続 全部継続 

予算額  51,590 千円    

主な取組名 ① 情報通信施設の整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 総合行政システム管理運営事業 課名  施設管理課 

事業概要 
税・住基システム等の総合行政システムの利用により、情報の完全性と事務の効率化を図りつつ、関連する市民サ

ービス業務の迅速化を図る。総合行政システム使用課に関わる統括契約及び統括保守。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  38,603 千円    

主な取組名 ① 情報通信施設の整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 地域情報化格差解消事業 課名  施設管理課 

事業概要 
光ファイバ網を貸出し、民間通信事業者によるインターネット接続サービスを提供することで、地域間の情報格差
の是正と地域の活性化を図る。また回線が不足しているみずきが丘地内に、新たに光ファイバー回線を増設し住民

のニーズに対応する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  31,264 千円    
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【施策４】 情報通信 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 ICTが様々な分野で快適に有効活用されているまち 

 
高度情報社会の進展に対応し、ICT（情報通信技術）の環境整備や理解促進・利活用を図り、仕事、

学び、暮らし等様々な分野において有効に活用され、利便性が高く省力化・省エネルギー化につなが

るなど、人の生活や自然環境などに負荷のかからないスマート社会の実現を目指します。 

施策の柱２ 情報通信技術の理解促進・活用 

主な取組名 ③ マイナンバーカード等を活用した市民サービスの向上 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 住民基本台帳事務 課名  市民課 

事業概要 

住民基本台帳法に基づき各種届出を受理し、住民票を正確に記載し、住民基本台帳を適正に管理し、住民票の写し

の交付及び住所に関する証明事務を迅速かつ正確に行う。 また、市民の利便性向上を図るため個人番号カード
(マイナンバーカード)を利用した各種証明書のコンビニ交付サービスに係る経費を計上する。 

社会保障・税番号制度中間サーバーの運用に係る経費を負担する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

マイナンバー活用事業 全部継続 全部継続 

予算額  37,546 千円    
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【施策５】 公共施設 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 施設が安全で利用しやすく有効活用され、将来を見据えた管理がされているまち 

 
利用者の視点に立って施設利用時の利便性の向上と安全・安心・快適な環境づくりを推進するととも

に、長期的視点で効果的・効率的なマネジメントを行いながら、施設の利活用と定住・観光・交流人

口の増加につなげます。 

施策の柱１ 公共施設利活用の促進 

主な取組名 ①③ 公共施設の快適な環境整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 普通財産管理事務 課名  施設管理課 

事業概要 普通財産の効率的かつ適切な維持管理と処分を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,547 千円    

主な取組名 ① 公共施設の快適な環境整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 普通財産処分事務 課名  施設管理課 

事業概要 普通財産の売却等の際にあっせん業者へ支払う委託料 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    

主な取組名 ① 公共施設の快適な環境整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 庁舎維持管理事業 課名  施設管理課 

事業概要 庁舎内外施設の整備及び適切な維持管理を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

庁舎維持管理事業 

電気自動車充電設備整備事業 
全部継続 全部継続 

予算額  22,713 千円    

主な取組名 ① 公共施設の快適な環境整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 公用車両管理事業 課名  施設管理課 

事業概要 
公用車の良好な運行を図るため、適正な点検・管理・更新を行う。併せてドローンを導入し、適正に点検・管理を

行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

公用車両管理事業 
ドローン利活用推進事業 

全部継続 全部継続 

予算額  6,931 千円    

主な取組名 ① 公共施設の快適な環境整備・適切な維持管理 重点プロジェクト  － 

事業名 普通財産取得事業 課名  施設管理課 

事業概要 施設管理課 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     1 千円    
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【施策５】 公共施設 

 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 施設が安全で利用しやすく有効活用され、将来を見据えた管理がされているまち 

 
利用者の視点に立って施設利用時の利便性の向上と安全・安心・快適な環境づくりを推進するととも

に、長期的視点で効果的・効率的なマネジメントを行いながら、施設の利活用と定住・観光・交流人

口の増加につなげます。 

施策の柱２ 公共施設総合的管理の推進 

主な取組名 ① 公共施設の総合的・計画的なマネジメントの推進 重点プロジェクト  － 

事業名 白岩コミュニティセンター維持管理事業 課名  地域振興課 

事業概要 地域住民のコミュニティ活動を推進するための施設として適正に維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   642 千円    

主な取組名 ① 公共施設の総合的・計画的なマネジメントの推進 重点プロジェクト  － 

事業名 白沢総合支所維持管理事業 課名  地域振興課 

事業概要 総合支所の適正な維持管理を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  13,458 千円    
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【施策６】 広域等連携 

 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 近隣自治体や大学・関係機関等と効果的に連携がとられているまち 

 
近隣自治体や大学・関係機関等と様々な分野において連携を図り、市民サービスの向上、地域経済の

活性化、人材の育成など施策の効果的・効率的な展開につなげます。 

施策の柱１ 広域行政・連携の推進 

主な取組名 ① 広域行政の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 安達地方広域行政組合総務費負担事業 課名  政策推進課 

事業概要 
安達地方 3 市村が負担金を出し合い、安達地方の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業の実施及び連絡

調整を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  31,549 千円    

主な取組名 ② 近隣自治体等との連携の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 広域等連携推進事業 課名  政策推進課 

事業概要 
近隣自治体や大学・関係機関等と様々な分野において連携を図り、市民サービスの向上、地域経済活性化、人材育
成など効果的・効率的な施策を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

こおりやま広域連携中枢都市圏推進事務 

福島圏域連携推進協議会負担金 

南達地域振興協議会負担金 
福島県阿武隈地域振興協議会負担金 

大学・金融機関等連携推進事務 

全部継続 全部継続 

予算額   330 千円    
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【施策７】 行政活動 

 

 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 市民の目線で、効果的・効率的かつ将来を見据えた行政運営が行われているまち 

 
経営資源（人・モノ・お金・情報）の質的向上と効果的・効率的な活用を図りながら、市民目線によ

る成果重視の中長期的視点に立った行政運営を行います。 

施策の柱１ 職員の人材確保・育成 

主な取組名 ① 課題を発見・解決できる職員の人材確保・育成 重点プロジェクト  － 

事業名 職員採用事務 課名  総務課 

事業概要 職員の採用にあたり、公平公正な競争試験を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額   562 千円    

主な取組名 ① 課題を発見・解決できる職員の人材確保・育成 重点プロジェクト  － 

事業名 職員人事評価管理事務 課名  総務課 

事業概要 実績と能力に基づいた人事評価を実施することにより、人材育成及び組織全体の能率向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  3,000 千円    

主な取組名 ① 課題を発見・解決できる職員の人材確保・育成 重点プロジェクト  － 

事業名 一般研修事業 課名  総務課 

事業概要 全体の奉仕者としてふさわしい職員の育成と職員各自の意欲と資質の向上を図り、地方自治本旨の実現に資する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  5,344 千円    
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【施策７】 行政活動 

 

 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 市民の目線で、効果的・効率的かつ将来を見据えた行政運営が行われているまち 

 
経営資源（人・モノ・お金・情報）の質的向上と効果的・効率的な活用を図りながら、市民目線によ

る成果重視の中長期的視点に立った行政運営を行います。 

施策の柱２ 健全財政の運営 

主な取組名 ① 持続可能な健全財政の運営 重点プロジェクト  － 

事業名 予算編成・執行管理事務 課名  財政課 

事業概要 
健全財政の堅持を基調とし、限られた財源を有効かつ適正に分配し、常に収支のバランスを失することなく財政運

営を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,856 千円    

主な取組名 ① 持続可能な健全財政の運営 重点プロジェクト  － 

事業名 長期財政計画推進事業 課名  財政課 

事業概要 
平成３２年度までの長期財政計画について、毎年実績を確認し、後年における財政指標や債務残高を推計し直しな
がら、進行管理を行い健全な財政運営を図る。また、平成 33 年度以降の新たな財政計画の検討を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    11 千円    

主な取組名 ① 持続可能な健全財政の運営 重点プロジェクト  － 

事業名 市民税賦課事務 課名  税務課 

事業概要 
健全な財政運営につなげるため、市民税（個人・法人）の適正かつ公平課税を基本に、各種調査の徹底と事務の改

善・向上を実施する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  16,588 千円    
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【施策７】 行政活動 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 市民の目線で、効果的・効率的かつ将来を見据えた行政運営が行われているまち 

 
経営資源（人・モノ・お金・情報）の質的向上と効果的・効率的な活用を図りながら、市民目線によ

る成果重視の中長期的視点に立った行政運営を行います。 

施策の柱３ 情報の収集と発信 

主な取組名 ① 広聴・情報収集の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 行政相談事業 課名  秘書広報課 

事業概要 
総務省から委嘱を受けた行政相談委員が市民からの行政に対する相談を受付け、問題解決に努める。あわせて、委

員の協力を得て特設相談会を開催する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額     2 千円    

主な取組名 ② 効果的・効率的な広報・情報発信の推進 重点プロジェクト ① 次世代を育てる 

事業名 広報もとみや発行事業 課名  秘書広報課 

事業概要 

市政全般について広く周知するため、広報紙、ホームページ、防災無線放送やＦＭラジオ放送等による行政情報の
発信を行う。また、行政相談委員が市民から相談を受け問題解決に努める。 

さらに、｢福島のへそのまち もとみや」を県内外に広く発信するため、キャラクターグッズの製作、販売を行

う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

広報もとみや発行事業 
市勢要覧発行事業 

全部継続 全部継続 

予算額  12,918 千円    

主な取組名 ② 効果的・効率的な広報・情報発信の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 ホームページ管理事業 課名  秘書広報課 

事業概要 市のホームページによる行政の情報発信を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  2,039 千円    

主な取組名 ② 効果的・効率的な広報・情報発信の推進 重点プロジェクト ② 暮らしの安心を守る 

事業名 市政広報業務委託事業 課名  秘書広報課 

事業概要 
ＦＭラジオ放送による行政情報の発信を行う。 

防災ラジオへ割り込み放送を行い、行政情報や臨時放送を行う。 

年次計画 

（構成事業） 
H31 H32 H33 

 事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  4,971 千円    

主な取組名 ② 効果的・効率的な広報・情報発信の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 本宮市ＰＲ事業 課名  秘書広報課 

事業概要 
本宮市イメージキャラクターまゆみちゃんを使って、「福島のへそのまち もとみや」を市内外に広く発信し本宮
市をＰＲする。 

年次計画 

（構成事業） 
H31 H32 H33 

 
ふるさと納税返礼事業 

イメージキャラクターPR 事業 
PR 映像作成業務 

全部継続 全部継続 

予算額  3,073 千円    
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【施策７】 行政活動 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

分野５ 市民・行政活動 

施策別目標 市民の目線で、効果的・効率的かつ将来を見据えた行政運営が行われているまち 

 
経営資源（人・モノ・お金・情報）の質的向上と効果的・効率的な活用を図りながら、市民目線によ

る成果重視の中長期的視点に立った行政運営を行います。 

施策の柱４ 行政経営の推進 

主な取組名 ① 市民の視点に立った行政サービスの提供 重点プロジェクト  － 

事業名 表彰事業 課名  秘書広報課 

事業概要 

市の政治・経済・文化・社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、また模範と認められた行為があった者を表

彰し、本市自治の進展を図る。 
技能を通じて市の産業発展に貢献し卓越した技能者を表彰し、技能者の地位及び技能水準の向上及び市の産業振興

の進展を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  1,145 千円    

主な取組名 ① 市民の視点に立った行政サービスの提供 重点プロジェクト  － 

事業名 情報公開事業 課名  総務課 

事業概要 公文書の適正な管理と開示により、個人の権利利益を保護し、かつ公正で開かれた市政推進に寄与する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    35 千円    

主な取組名 ① 市民の視点に立った行政サービスの提供 重点プロジェクト  － 

事業名 
安達地方広域行政組合総務費負担事業（再

掲） 
課名  政策推進課 

事業概要 
安達地方 3 市村が負担金を出し合い、安達地方の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業の実施及び連絡

調整を行う。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  31,549 千円    

主な取組名 ①②③ 市民の視点に立った行政サービスの提供 重点プロジェクト  － 

事業名 総合計画推進事業（再掲） 課名  政策推進課 

事業概要 将来像の実現に向け、マネジメントサイクルによる第 2 次総合計画の推進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

市民が主役のまちづくり推進事業 

重点プロジェクト推進事業（企画調整） 
進行管理事務（施策評価） 

全部継続 全部継続 

予算額  4,547 千円    

主な取組名 ① 市民の視点に立った行政サービスの提供 重点プロジェクト  － 

事業名 戸籍事務 課名  市民課 

事業概要 
戸籍法に基づき各種届出の受理、戸籍記載及び戸籍編製を正確に行い戸籍を適正に管理する。また、戸籍謄抄本等
の作成・交付を迅速かつ正確に行い、市民の利便を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額  9,979 千円    
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主な取組名 ① 市民の視点に立った行政サービスの提供 重点プロジェクト  － 

事業名 選挙啓発事業 課名  総務課 

事業概要 選挙啓発を行い、選挙に関する知識及び関心を広める。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    47 千円    

主な取組名 ② 証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 課名  政策推進課 

事業概要 
本市総合戦略の推進及び効果検証を行い、次期総合戦略を策定する。また、総合戦略に関連する地方創生関係交付

金の活用を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

地方創生推進交付金事務 

有識者会議開催事務 
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事務 

全部継続 全部継続 

予算額   250 千円    

主な取組名 ③ 証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 行政経営推進事業 課名  政策推進課 

事業概要 
経営資源の効果的・効率的な活用と、事務事業改善や行政改革を行いながら社会の変化に対応できる持続可能な行

政運営の推進を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

行政改革推進委員会事務 

KAIZEN 運動推進事業 
PPP 等に向けた調査検討事務 

行政組織調査検討事務 

成果報告書作成事務 

全部継続 全部継続 

予算額   206 千円    

主な取組名 ② 証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進 重点プロジェクト  － 

事業名 統計調査員協議会支援事業 課名  政策推進課 

事業概要 各種統計調査を円滑に実施するため、調査員の確保と資質向上を図る。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

事業名に同じ 全部継続 全部継続 

予算額    77 千円    

主な取組名 ③ マネジメントサイクル（PDCA）の確立 重点プロジェクト ③ 賑わいを生み出す 

事業名 住民基本台帳事務（再掲） 課名  市民課 

事業概要 

住民基本台帳法に基づき各種届出を受理し、住民票を正確に記載し、住民基本台帳を適正に管理し、住民票の写し

の交付及び住所に関する証明事務を迅速かつ正確に行う。 また、市民の利便性向上を図るため個人番号カード
(マイナンバーカード)を利用した各種証明書のコンビニ交付サービスに係る経費を計上する。 

社会保障・税番号制度中間サーバーの運用に係る経費を負担する。 

年次計画 

（構成事業） 

H31 H32 H33 

マイナンバー活用事業 全部継続 全部継続 

予算額  37,546 千円    
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