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Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

1 新規 こおりやま中小企業持続化プロジェクト 3,436 補助

中小企業の成長発展、持続的発展を目指し、様々な課題に応じた取り組
みを実施します。
　○キャリア教育支援事業
　○人材確保支援事業
　○事業承継支援事業

(0) その他
2/3

1 拡充 介護資格取得支援事業 3,500 単独

慢性的に人材が不足している介護分野への人材を確保するため、学生及
び求職者等の介護資格取得費用の助成を行います。
　○高校生枠の新設

(2,500)

2 拡充 多様な働き方支援事業 6,095 補助

フリーター及びニートと呼ばれる若年無業者や、高齢化・複雑化する59
歳までの就職困難者の社会参加と生活基盤の安定を図るため、個人の意
欲に応じた働き方ができるよう切れ目のない支援を実施します。
　○若年無業者や59歳までの就職困難者の相談窓口設置
　○キャリア面談、就職準備講座、就労体験等の実施

(9,159) 国
1/2

その他

3 拡充 労働情報発信事業 65 単独

各事業所や労働者、市内企業への就職希望者に対して、労働に関するさ
まざまな情報を発信し、労働環境の改善を図り、市内企業への就職・定
着を図ります。
　○メールマガジン等による関係法令等の情報発信
　○ＳＮＳによる企業紹介や就職活動に関する情報発信

(0)

4 拡充 果樹農業６次産業化プロジェクト 19,948 補助

三菱商事復興支援財団と連携協定を締結し、震災の影響により急速に減
速した農業の復興を図るため、果実の生産・加工・販売を一連として運
営する本プロジェクトを実施し、農業の振興と地域活性化を図ります。
　○アグリテック活用高品質化実証の実施

(34,824) 国
1/2

その他

5 拡充 農産物等海外連携事業 27,653 補助

農産物を通じ、ハンガリー国等との交流を深め、本市独自の新たな特産
品の開発に努めるとともに、輸出に取り組む生産者を支援します。
　○マンガリッツァ豚の導入
　○マンガリッツァ豚飼養施設の整備
　○海外輸出に向けたテストマーケティング

(1,431) 国
1/2

6 拡充 鳥獣被害防止総合対策事業 25,853 補助

野生鳥獣による農作物等被害が深刻化、広域化していることから、有害
鳥獣捕獲事業等により、被害防止対策の推進を図ります。
　○捕獲処分対策の拡充
　○新たな有害鳥獣処分業務の実施

(18,539) 県
(定額)

7 拡充 郡山市森林整備計画（森林・林業基本計画）策定事業 0

森林法に定められている「郡山市森林整備計画」の次期改定（2020年
度）に合わせ、本市の森林・林業・木材産業の現状から課題と対策を整
理し、現在の整備計画に基本施策等を加え、林業振興を総合的かつ計画
的に図るための計画を策定します。
　○関係機関協議、策定委員の選任

(0)

事　業　名　及　び　内　容

産業観光部

政策開発部

農林部

農林部

政策開発部

政策開発部

農林部

農林部

－1－



Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

8 拡充 創業支援事業 18,726 補助

郡山市創業支援事業計画に基づく創業支援事業により創業者を育成する
とともに、新たな事業展開に取り組む中小企業者を支援します。
　○専門家・メンター・クリエーター派遣事業
　○クラウドファンディング事業

(16,865) 国
1/2
県

4/12

9 拡充 人材育成事業 3,194 補助

商工業団体等が行う研修会や中小企業大学校等における研修の支援な
ど、中小企業の活性化や資質の向上を図ります。補助対象となる研修を
増やし、地域中小企業のイノベーション創出を担う人材の育成を図りま
す。
　○東北大学大学院経済学研究科地域イノベーション研修センター地域
　　イノベーションプロデューサー塾（ＲＩＰＳ）
　○中小企業基盤整備機構サテライトゼミ

(3,297) 国
1/2

10 拡充 （仮称）郡山市産業振興ビジョン策定事業 1,872 単独

新たなまちづくり基本指針の策定や、郡山市商業振興計画及び郡山市工
業振興計画が計画期間を迎えるため、新たに本市産業の活性化に向けた
方針を示す（仮称）郡山市産業振興ビジョンを策定します。
  ○有識者懇談会運営
　○(仮称)郡山市産業振興ビジョンの策定・公表

(1,956)

11 拡充 新事業創出促進事業 11,596 単独

テクノポリス推進機構等を支援し、高度技術産業の集積とともに既存企
業の強化と新事業の創出を図ります。
発明工夫展の開催により、ものづくりに対する意識高揚と産業創出を図
ります。
知的財産についての普及啓発並びに知的財産の知識を有する人材の育成
を通じ、市内企業等の知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興
に取り組んでいきます。
　○全国少年少女発明クラブ創作展の開催
　○知的財産の活用推進

(10,515)

12 拡充 産業イノベーション事業 16,730 補助

エッセン市との覚書締結を契機に両市の交流・連携を加速させ、再エ
ネ・医療機器関連産業の更なる集積・育成を推進し、併せて産総研福島
再生可能エネルギー研究所、ふくしま医療機器開発支援センターとの連
携により地元企業のシーズ支援等を行い、新事業・新産業の創出を図り
ます。
　○エッセン市との連携事業
　○研究機関を巡るバスツアー

(18,071) 国
1/2

1 継続 ＵＩＪターン人材確保事業 112 単独

ＵＩＪターンによる市内中小企業等の人材確保と様々な分野への雇用の
拡大を図るため、市外大学において市内中小企業等の説明会を開催し、
地元企業の良さ、働きやすさ、本市の住みやすさなどをＰＲします。

(103)

2 継続 就職支援サービス改善事業(就職応援サービス改善事業) 70 単独

郡山市の雇用における課題や施策を整理し、関係機関と連携・協議しな
がら、新たな雇用創出を図ります。

(31)

政策開発部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

政策開発部

－2－



Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

3 継続 育パパサポート奨励事業 400 単独

男性従業員の育児休業を奨励するため国が企業へ助成した場合、従業員
に対して奨励金を支給します。

(400)

4 継続 大学生等インターンシップ推進事業 375 補助

郡山市の企業と学生等の「出会い」の創出を支援し、高い職業意識や勤
労観の醸成を通して学生等の職場定着の促進を図るため、県外からのイ
ンターンシップ参加者に交通費などの助成を行います。

(400) 国
1/2

その他

5 継続 高校生等就職応援事業 625 単独

就職を希望する高校生等に対し、面接指導等のセミナーや市内企業を見
学するバスツアーを開催するほか、新規学卒者等に対し、合同就職面接
会を開催するなど、就職を支援します。

(636) その他

6 継続 郡山市勤労者互助会育成事業 12,602 単独

中小企業で働く勤労者の福利厚生を図るため、郡山市勤労者互助会に対
し運営費を補助します。

(12,872)

7 継続 労働団体育成事業 1,300 単独

労働者の労働条件の向上と福祉の増進を図るため、労働団体の事業を支
援します。

(1,300)

8 継続 高年齢者就業機会確保事業 7,937 単独

高年齢者に対して生きがいの充実や社会参加の推進を図るため、公益社
団法人郡山市シルバー人材センターへ運営費を補助します。

(7,936)

9 継続 職業能力開発推進事業 5,700 単独

高度な専門技術の習得と有能な技能者等の養成のため、郡山高等職業能
力開発校及び郡山商工会議所ビジネススクールに対し、運営費を補助し
ます。

(5,700)

10 継続 農業振興地域整備計画策定事業 5,647 単独

農業振興地域整備計画の総合的見直しを行い、将来にわたり農業の振興
を図る地域において、市民生活や他産業と農用地等の確保に関する基本
方針との整合性を図り、優良農地の保全確保や農業生産基盤・農業施設
の整備などの計画を定めます。

(10,001)

11 継続 食と農推進事業 3,000 単独

農林水産物のＰＲ販売イベントを開催し、市民の本市農業への理解と農
産物の消費拡大を推進します。

(3,000)

12 継続 豊かな地域農業を担う農家育成事業 35,754 補助

農業復興のための国内留学事業による各種研究や、専門家の派遣による
経営指導等、生産基盤強化等に係る各種補助金事業の実施により、担い
手の育成・支援を促進し、地域農業の活性化を図ります。

(43,185) 県
10/10
3/10

政策開発部

政策開発部

政策開発部

政策開発部

農林部

政策開発部

政策開発部

政策開発部

農林部

農林部

－3－



Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

13 継続 中山間地域等直接支払事業 93,429 補助

中山間地域の豊かな景観の形成や自然環境の保全など多面的機能を維持
するため、条件不利な農地を耕作する農業者等に交付金を交付し、農地
等の適切な管理を行います。

(87,495) 国
1/2
県
1/4

14 継続 山村振興農林漁業対策事業 5,149 単独

山村振興地域において、地域資源の活用を進めるとともに、景観形成作
物や農業体験により、農業や食への関心を高めるなど、農山村の活性化
を図ります。

(5,317)

15 継続 人・農地プラン事業 25,606 補助

高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの「人と農地の問題」を集
落や地域における話し合いにより解決するために、「人・農地プラン」
を作成し、地域の中心となる経営体の確保や農地集積に必要な取組を支
援するとともに、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業の実
現を目指します。

(1,778) 県
10/10

16 継続 ふるさと田舎体験推進事業 1,550 単独

農業体験や農家民宿の実践団体の支援や、本市グリーンツーリズムのＰ
Ｒを通して、都市住民を農村地域へ誘導し、農業への理解と地域の活性
化を推進します。

(1,599)

17 継続 農業制度資金利子補給事業 8,489 単独

農業者が経営安定化や農業生産基盤整備、東日本大震災からの復興・風
評対策等で借り入れた制度資金に係る利子補給を行います。

(9,849)

18 継続 稲作農業確立対策事業 1,362 単独

水稲生育調査圃の設置等を行い、生育状況と適切な技術対策を農家に周
知することで、米の安定生産及び品質向上を図ります。

(1,382)

19 継続 こおりやま園芸産地づくり支援事業 16,087 補助

地域の条件に応じた水稲、花き、果樹等の複合経営の確立を目指すた
め、園芸用施設の整備や機械の導入、使用済プラスチックの廃棄に係る
運搬費用等について補助します。
また、農業経営安定と青果物生産の振興を図るため、販売価格が著しく
低落した作物への価格補償を支援します。

(24,064) 県
1/3

20 継続 環境保全型農業直接支援対策事業 1,299 補助

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動など環境保全型
農業に取り組む農業者を支援します。

(1,375) 県
10/10

21 継続 農業実証・普及事業 3,000 単独

野菜・花き等の園芸作物を主体とした複合経営を推進するため、実証栽
培を行うとともに、農家への普及や後継者の育成を図ります。

(3,015)

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

－4－



Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

22 継続 農業体験食育普及事業 291 単独

市民が「食」に関心を持ち農業への理解を深めてもらうために、農業実
習と農業体験を実施します。また、農作物の生産から加工までの体験や
福祉施設等での農作業支援に取組みます。

(291)

23 継続 郡山産農産物等販売促進事業 11,098 補助

首都圏等で開催されるイベント等への出展や、新聞、雑誌等メディア記
者等を招へいするツアーの実施などにより、本市農産物の販売促進に繋
げます。
また、市内生産者のネット販売力強化に向けた取り組みを実施します。

(13,413) 県
10/10

24 継続 郡山地域産業６次化推進事業 3,331 単独

本市農林水産物等の付加価値向上や農林漁業者の経営向上及び地域の雇
用拡大などを目指し、郡山市６次産業化推進計画に基づき、農業をはじ
めとするあらゆる業界の垣根を越え、６次産業化によるイノベーション
が起きるよう、地域が一体となった取り組みを推進します。

(774)

25 継続 鯉６次産業化プロジェクト 6,545 補助

全国市町村別第1位の生産量を誇る郡山市の鯉を地元特産品として定着
させると共に、新たな食文化の創造と地域の活性化を目指します。

(6,154) その他
2/3

26 継続 水産振興奨励事業 100 単独

漁業協同組合等が内水面漁業を振興するため、猪苗代湖及び湖南地区か
ら猪苗代湖への流入河川において稚魚の放流を行う事業を支援します。

(350)

27 継続 畜産経営改善事業 7,978 単独

優良家畜を導入して質の高い畜産物の生産・経営規模の拡大を図る畜産
農家を支援するとともに、酪農ヘルパーを利用することにより、労働時
間の短縮を図り経営体質改善を行います。

(25,086)

28 継続 県営ほ場整備事業 9,919 補助

農業生産性の向上と、担い手への集積を進めるため、ほ場整備（喜久田
町、三穂田町）を進めます。

(60,532) 県
3/4

29 継続 多面的機能支払交付金事業（旧農地・水保全管理支払交付金事業） 285,359 補助

農業者と非農家組織で形成された活動組織が地域内の農地・農道・水路
等の保全管理を行うことで、農業生産基盤の適切な管理を推進します。

(277,585) 県
7.5/10

30 継続 農道整備事業 19,087 単独

大型農業機械の移動及び農産物の運搬機能向上と安全で円滑な交通確保
を図るため、農道の整備を進めます。

(23,518)

31 継続 農業用施設整備事業 45,683 単独

農業生産性の向上と水害等の未然防止を図るため、農業用施設の整備を
進めます。

(26,482)

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

農林部

－5－



Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

32 継続 水源林再生支援事業 4,500 単独

森林主伐後、森林の水源かん養・災害防止等「森林の持つ公益的機能」
の再生を図るため、森林所有者と管理委託契約を締結する森林組合等が
行う再造林に要する経費に対し補助を行います。

(4,500)

33 継続 林道整備事業 10,981 単独

森林資源の生産性の向上と林業経営の安定化を図るため、林道整備を推
進します。

(10,437)

34 継続 森林保護対策事業 29,076 補助

松くい虫等の被害拡大を防止するため、被害木の伐倒駆除を行います。
（国・県補助が減少している状況にあるため、緊急度の高い地区から重
点的に対応していきます。）

(31,438) 県
3/4
7/10

35 継続 森林環境交付金活用事業 7,370 補助

県の森林環境基金（森林環境税）からの交付金を活用し、森林環境学習
の機会を提供するとともに、森林を守り育てる意識の醸成及び森林保全
の推進を図ります。

(5,748) 県
(定額)

36 継続 ふくしま森林再生事業 203,540 補助

森林の公益的機能を保全し、森林・林業・木材産業の再生を図るため、
森林内の路網整備や間伐等の森林整備と放射性物質対策を一体的に推進
します。

(152,617) 県
10/10
7.2/10

37 継続 市場利活用促進事業【総合地方卸売市場事業】 1,420 単独

市民に市場の役割を周知するため、市場の朝市、夏休み親子市場たんけ
ん隊、料理教室を実施し、市場のＰＲを行います。

(2,170)

38 継続 中小企業の国際化支援事業 1,671 単独

国際化を推進する団体を支援し中小企業の国際化を図ります。また、海
外展開ファストパス制度を活用する事業所を支援します。

(1,598)

39 継続 商店街等支援事業 18,914 単独

商店街等が行う街並みの整備やイベントなどの賑わいをつくるための事
業を支援し、地域の活性化を図ります。

(27,313)

40 継続 商業者元気づくり事業 500 単独

商店街の若手後継者等で構成される研究会の活動を支援し、地域の活性
化を図ります。

(500)

41 継続 商工業指導事業 50,455 単独

商工会議所・商工会が行う小規模事業者に対する経営指導等の経営改善
普及事業を支援します。

(50,486)

産業観光部

産業観光部

産業観光部

農林部

農林部

産業観光部

農林部

農林部

農林部

農林部
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Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

42 継続 商工団体育成事業 6,500 単独

商工業団体等組織の育成を図ることにより、商工業及び地域の活性化を
図ります。

(6,500)

43 継続 中小企業融資制度事業 2,662,186 単独

市内中小企業者の資金需要に対応した市融資制度を運営し、中小企業者
の経営の安定等を図ります。
災害対策資金融資の借受者に対し利子を助成します。

(2,844,587)

44 継続 郡山市商工振興連絡協議会推進事業 900 単独

商工業の振興のため商工業支援機関との連携・協調を図ります。 (900)

45 継続 元気応援！！郡山わくわくフェスタ開催事業 900 単独

中心市街地活性化を図るため、まちなかに賑わいを創出するイベントを
支援します。

(1,000)

46 継続 小規模事業者経営改善資金利子補給事業 3,071 単独

商工会議所又は商工会の経営指導を受けている小規模事業者で商工会議
所又は商工会の推薦を受け日本政策金融公庫の「経営改善貸付（マル経
融資）」を利用した場合、利子の一部を助成します。

(3,829)

47 継続 商業施設等誘致活動事業 15 単独

有数の高速交通体系が整備された本市の地理的優位性を活かし、中心市
街地をはじめ、地域の活性化に寄与する商業施設等の誘致や流通団地の
整備について研究します。

(24)

48 継続 企業誘致活動事業 14,864 補助

地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、西部第一工業団地等への企
業誘致活動を実施します。

(16,382) 国
1/2

49 継続 西部第一工業団地開発事業【工業団地開発事業】 856 単独

新たな企業誘致の受け皿として、企業ニーズに対応できる商品性の高い
工業団地を整備します。

(405,682)

50 継続 工業団地整備事業 21,492 単独

各工業団地の環境整備を図り、工業団地としての機能強化、操業環境の
維持向上を促進することにより、各企業のより良い就業環境の創出につ
なげます。

(8,056)

51 継続 企業立地促進助成事業 157,806 単独

企業立地を支援し、雇用の確保と地域経済の活性化を図ります。 (45,944)

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部
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Ⅰ　「産業・仕事の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

52 継続 既存インターチェンジ周辺開発事業 0

既存インターチェンジ（郡山南ＩＣ、郡山東ＩＣ、（仮称）郡山中央ス
マートＩＣ）周辺地区において産業団地等の整備・開発に向けた検討を
進めます。

(0)

53 継続 メディカルクリエーション推進事業 284 単独

医療関連産業分野を中心とする新たな産業集積拠点の必要性等について
調査・検討を進めると共に、関係機関等との協議・調整を行います。

(191)

54 継続 道の駅(休憩施設)設置検討事業 0

道路利用者の快適な休憩施設と地元産農産物の販売促進を図る農産物直
売所を一体的に整備する道の駅の設置について検討します。

(0)

55 継続 食糧問題啓発事業 280 単独

食糧・農業問題に対する市民理解の促進と意識の共有化を図るため、食
や農に関する情報提供及び意見交換会を行います。（学校農園奨励事
業、農業生産団地研修会、食と農に関するコンクール等）

(280)

56 継続 青年農業経営者育成対策事業 170 単独

地域農業への理解を深めるとともに、青年農業経営者の育成を図るた
め、農業青年会議所の活動を支援します。（キッズガーデン、ブランド
戦略事業、作付勉強会等）

(170)

57 継続 農業経営改善指導事業 69 単独

農業就業環境の整備を図るため、農業経営のあり方を家族全員で決める
家族経営協定の締結を推進します。

(69)

58 継続 農業委員会情報活動事業 431 単独

農業に対する理解と関心を高めるとともに、情報提供を行うため、農業
委員会だよりを発行します。

(444)

59 継続 農業後継者縁結び推進事業 808 単独

地域を担う農業後継者の結婚促進を図るため、仲人報奨金の支給や結婚
情報交換会の開催等結婚相談員の活動を支援し、交流事業を開催しま
す。

(875)

60 継続 農業委員活動推進事業 174 単独

農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、国の農業施策等に
関する情報提供を行う勉強会を開催します。

(165)

農業委員会

農業委員会

農業委員会

農業委員会

産業観光部

産業観光部

農業委員会

農業委員会

建設交通部
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Ⅱ　「交流・観光の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

1 拡充 移住・定住促進事業 949 単独

本市の人口減少・少子高齢化という課題に対し、本市の特徴を活かした
持続的な社会を創生できるよう、交流人口の増加や定住・移住を促進し
ます。
　○（仮称）こおりやま移住者ネットワーク構築
　○地域おこし協力隊事業の実施

(1,147)

2 拡充 （仮称）公文書・歴史情報館施設整備事業 9,638 単独

郡山市歴史資料館は老朽化が進んでいることなどから、（仮称）郡山市
公文書・歴史情報館整備に向けて基本構想を策定します。
　○基本構想策定に向けたコンサルティング導入

(309)

3 拡充 観光案内所運営事業 11,742 単独

観光客の利便性の高いＪＲ郡山駅の駅構内で運営し、観光客への観光案
内や情報の発信を行います。また、東北地方の各観光案内所と連携し、
広域観光を展開します。
JNTOビジットジャパン案内所カテゴリアップに向け、運営体制の見直し
やDMO機能連携強化を図ります。
  ○スタッフレベルアップ研修
　○デジタルサイネージの導入
　○多言語観光マップの制作

(9,722)

4 拡充 郡山ＤＭＯ推進事業 50,691 単独

観光地経営の中核となるＤＭＯの役割を担い、マーケティングに基づく
戦略的な観光マネジメントを推進する一般社団法人郡山市観光協会の運
営を支援し、民間活力やノウハウを活かした交流人口拡大による地域経
済の活性化を図ります。
　○ビッグデータを活用したマーケティングの実施
　○地域コンテンツ創出及び商品化
　○ICTを利用した情報発信
　○地域おこし企業人交流プログラムや地域おこし協力隊等国の制度を
　　活用した人員の確保
　○(仮称)郡山市観光推進戦略プログラム策定

(40,300)

5 拡充 観光地整備事業 49,544 単独

観光地の利便性の向上及び交流人口の拡大を図るため、観光地周辺や観
光施設の整備を行います。
　○郡山布引風の高原に水洗トイレを整備

(22,743)

6 拡充 インバウンド観光推進事業 27,304 補助

2020年東京オリンピック・パラリンピックを視野に、平成28年度に構築
した、県中エリアを中心とした広域連携によるインバウンド推進体制の
枠組みを活かし、外国人観光客の受入環境整備に継続して取り組むとと
もに、外国人向けプロモーションを実施し、郡山エリアの認知度向上・
外国人誘客の促進を図ります。
　○外国人観光客ニーズ調査及びウェブプロモーション事業
　○日本伝統文化体験マーケティングツアー

(16,751) 国
8/10

産業観光部

事　業　名　及　び　内　容

政策開発部

産業観光部

産業観光部

文化スポーツ部

産業観光部
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Ⅱ　「交流・観光の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

1 継続 守山城跡史跡整備事業 460 単独

広く市民の歴史・文化への理解を深めるため、市内で唯一石垣を持つ守
山城跡について、有識者懇談会を設置し、適切な保存と活用を図りま
す。

(455)

2 継続 歴史資料保存整備事業 9,464 単独

歴史資料の活用を図るため、歴史的に価値の高い古文書の現代文字への
翻刻や未整理資料の整理を実施します。

(8,710)

3 継続 民俗芸能伝承保存事業 2,673 単独

各地に伝承されている指定無形民俗文化財の保存・継承を図るため、各
文化財の実施状況を映像記録として保存します。（隔年事業）

(0)

4 継続 安積野開拓顕彰会運営補助事業 100 単独

安積野開拓を実践した先人達の偉業を伝承するとともに交流の促進を図
るため、会の運営に要する経費を助成します。

(100)

5 継続 指定文化財保護事業 5,098 単独

本市の貴重な文化財を継承するため、適切な文化財の保存と活用を図り
ます。

(4,234)

6 継続 埋蔵文化財発掘調査事業 46,876 単独

埋蔵文化財の保存を図るため、発掘調査による記録保存を行うととも
に、出土遺物については、郡山市の歴史と文化を理解する重要な資料と
して保存・活用を図ります。

(45,119)

7 継続 日本遺産魅力発信推進事業（安積開拓再発見事業） 413 単独

本市の近代発展の礎となった安積開拓及び安積疏水開さくについて、関
連ストーリーが平成２８年４月に日本遺産になったことも含め広く市民
にＰＲし、郷土愛の醸成を図るとともに、国内外へ情報を発信します。

(299)

8 継続 ふれあい科学館展示物更新事業 0

科学館の魅力的な運営を維持するため、現状を踏まえ、類似施設の運営
の状況を調査し、また、入館者等に対し展示物や事業のあり方等に関す
るアンケートを実施するなど、今後の方向性を検討します。

(0)

9 継続 文化芸術振興事業 8,590 単独

小学生を対象に優れた文化・芸術にふれる機会を提供するため、演劇鑑
賞教室を開催します。

(9,224)

10 継続 市民文化センター改修事業 243,162 単独

市民文化センターの機能を維持するための適切な設備更新を行うととも
に、長寿命化と安定的運営を目的とした改修を計画的に実施します。

(0)

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部
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Ⅱ　「交流・観光の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

11 継続 久米賞・百合子賞共催事業 500 単独

本市ゆかりの作家である久米正雄、宮本百合子を顕彰するとともに、中
学生の文学への関心を高めるため、市内中学３年生を対象に作品を募集
し、優秀者を表彰します。また、参加者の増加を図るため、研修会等も
実施します。

(500)

12 継続 音楽堂整備事業 0 単独

市民文化センター、音楽・文化交流館及び中央公民館多目的ホールの利
用状況並びに民間音楽施設の整備状況を分析し、市民アンケートの調査
結果を踏まえ、関係団体との情報交換を行うとともに、音楽堂整備にか
かる今後の方向性について検討します。

(0)

13 継続 こおりやま宇宙少年団活動補助事業 100 単独

科学実験等をとおして宇宙や科学に対する関心・知識を高めることを目
的として活動する日本宇宙少年団こおりやま分団への運営費助成を行い
ます。

(100)

14 継続 文化団体支援事業 5,806 単独

本市の文化芸術の振興のため、文化団体への活動を支援するとともに、
全国大会に出場する団体へ出場経費の助成やメダルの授与を行います。

(5,792)

15 継続 音楽活動推進事業 30,307 単独

「音楽都市こおりやま」のさらなる推進のため、様々な音楽事業を展開
します。また、東京藝術大学と連携を図り、将来を担う青少年や指導者
のレベルアップ支援をするとともに、音楽の力を活かした地域振興を推
進します。

(27,058)

16 継続 日本遺産魅力発信推進事業（猪苗代湖プロモーション事業） 6,460 単独

猪苗代湖を核とした日本遺産の魅力について、広く国内外に向けたプロ
モーション活動を推進することにより、観光誘客や交流人口の増加につ
なげます。

(6,452)

17 継続 都市間等交流推進事業 8,218 単独

国内外の都市との交流を推進し、郡山市の魅力や今の正確な情報を発信
することで、交流人口の増加を図り、地域・産業が活性化し、活力ある
まちづくりを推進します。

(8,175)

18 継続 多文化共生推進事業 679 単独

国際化及びユニバーサルデザインの推進から、外国人住民等の利便性の
向上を図るとともに、観光誘客及び交流人口の増加を図るため、情報媒
体の多言語化のほか、外国人住民等とのコミュニケーション能力を向上
させるとともに、防災・医療等の観点からも国際化の推進を図ります。

(882)

19 継続 グローバル人材育成事業 4,744 単独

世界で活躍できるグローバル人材育成の環境づくりを推進し、子どもた
ちの英語力の向上や将来的な留学への意識を醸成するため、海外派遣や
本市ゆかりの国際人を顕彰することにより、国際理解と見識を深めま
す。

(4,763)

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部
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Ⅱ　「交流・観光の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

20 継続 ホストタウン推進事業 4,981 単独

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を契機に、本市とオラン
ダ王国をはじめとする大会参加国・地域との人的・経済的・文化的交流
を図るとともに、地域の活性化等を推進します。

(9,568)

21 継続 シティプロモーション推進事業 13,169 単独

本市の魅力を全国に発信し、認知度・知名度の向上、交流人口や定住人
口の増加を図るため、オール郡山によるシティプロモーション活動を積
極的に推進します。

(14,015)

22 継続 郡山産品販路拡大事業 10,453 単独

こおりやま産業博の開催などを通して本市への進出企業と地元企業及び
地元企業間のマッチング等を行い地元産品の販路拡大を図ります。

(13,039)

23 継続 郡山うねめまつり開催事業 26,000 単独

郡山うねめまつり実行委員会へ参画し、本市を代表する「郡山うねめま
つり」を開催し、市内外からの誘客により、地域経済の活性化を図りま
す。

(26,000)

24 継続 郡山湖南まつり開催事業 5,500 単独

猪苗代湖・郡山布引風の高原など湖南地区の豊かな自然の魅力を発信す
るため、湖南町のまつりを支援し、観光の振興及び地域活性化を図りま
す。

(5,500)

25 継続 磐梯熱海温泉つるりんこ祭開催事業 1,000 単独

磐梯熱海温泉周辺のスポーツ施設等を会場とした冬のイベントとして、
市内外からの誘客促進及び地域活性化を図ります。

(1,000)

26 継続 物産振興事業 6,424 補助

首都圏や姉妹都市等で観光物産フェアを開催し、本市物産品の販路拡大
を図るとともに、ウェブサイトやSNSを通じたPRを実施する。

(7,001) 県
(定額)

27 継続 サマーフェスタ開催事業 18,600 単独

夏のイベントとして定着しているビール祭等の開催により、地産地消の
推進及び地域活性化を促進するとともに、市内外からの誘客を図りま
す。

(18,600)

28 継続 コンベンション都市推進事業 33,425 単独

(公財)郡山コンベンションビューローへ運営費を補助し、コンベンショ
ン誘致活動、主催者支援等の事業により、郡山地域及び福島県域におけ
る地域経済の活性化を図ります。

(33,427)

29 継続 ウィンターフェスタ開催事業 300 単独

冬のイベントとして定着している新酒まつり等の開催により、地産地消
の推進及び地域活性化を促進するとともに、市内外からの誘客を図りま
す。

(300)

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

産業観光部

文化スポーツ部

文化スポーツ部
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Ⅱ　「交流・観光の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

30 継続 こおりやまビッグツリーページェント開催事業 4,000 単独

駅西口駅前広場においてイルミネーション・音楽等のイベントを開催す
ることにより、市内外からの誘客及び中心市街地の活性化を図ります。

(4,000)

31 継続 観光誘客事業 7,962 単独

観光関係団体や県内市町村と構成する広域団体との連携により、首都圏
等を中心に観光ＰＲ等の事業を実施し、本市への観光誘客を図ります。

(13,544)

32 継続 郡山ユラックス熱海整備事業 111,546 単独

施設の主要設備の経年劣化に伴う改修工事を省エネルギー設備の導入な
どによるCO2排出量の削減や施設の安全性・利便性の向上などを図るた
めESCO事業運営により実施します。また、ESCO事業以外の設備改修につ
いても、計画的に実施します。

(13,122)

33 継続 公会堂改修事業 37,067 単独

国の有形文化財として登録されている「公会堂」の有効活用を図るた
め、２階部分の構造補強工事を実施します。

(35,427)

34 継続 こころに響くハーモニー事業～四季の風コンサート～ 701 単独

若手音楽家の発掘・育成と公会堂の有効活用、更に「音楽都市こおりや
ま」のイメージの定着を図るため、市内外で活躍する本市ゆかりの若手
音楽家の演奏会を公会堂で実施します。

(700)

35 継続 美術館展覧会等活動推進事業 48,629 単独

市民の文化的な生活の充実と向上を図るため、常設展や企画展を開催す
るとともに、美術講座等の教育普及事業を実施します。

(29,129)

36 継続 美術館改修事業 92,880 単独

美術館の空調、照明、情報・防災等の設備を更新し、美術作品を安全に
管理、展示するとともに、安全安心な施設運営を図ります。

(178,000)

37 継続 鳥取・郡山　小中学生夏季研修交流事業 1,840 単独

姉妹都市である鳥取市と本市の小学生が、相互訪問により交流し、児童
生徒の見聞を広めます。

(3,648)

産業観光部

産業観光部

学校教育部

教育総務部

教育総務部

教育総務部

教育総務部

産業観光部
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Ⅲ　「学び育む子ども達の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

1 拡充 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 421,587 補助

放課後、就労等により保護者のいない児童に対し、適切な遊び及び生活
の場を提供して児童の健全育成を推進し、また、国の子ども・子育て支
援新制度へ対応しながら、放課後児童クラブの運営を推進します。
　○放課後児童クラブの新設：１校、増設：３校（平成30年度）
　○放課後児童クラブの開設基準を満たす小学校への整備

(372,299) 国
1/3
県
1/3

2 拡充 地域子ども教室事業 25,031 補助

地域の参画を得ながら、子どもたちに、勉強・スポーツ・文化活動等の
場を提供し、放課後の児童の安全で健やかな居場所づくりに取り組みま
す。
　○放課後児童クラブの開設基準を満たさない小学校への整備

(25,036) 国
10/10

3 拡充 延長保育事業 79,745 補助

就労形態の多様化により、保育標準時間認定（11時間）又は保育短時間
認定（8時間）を超える就労に対応する延長保育サービスを実施しま
す。
　○実施施設の増設：保育所２施設
　　　　　　　　　　小規模保育事業３施設

(78,134) 国
1/3
県
1/3

4 拡充 一時的保育事業 86,002 補助

急な用事や短期就労など、子育て家庭の様々なニーズに合せて、保育所
及びニコニコこども館、幼稚園等において一時預かりの保育を行いま
す。
　○実施施設の増設：4施設

(81,452) 国
1/3
県
1/3

5 拡充 小中学校英語教育推進事業 35,336 補助

語学指導外国人を小・中学校に派遣又は配置するとともに、日本人教員
の英語力の向上を図り、児童生徒のコミュニケーション能力の向上を図
ります。
　○外国人子女等教育相談員の拡充

(32,378) 国
1/3

6 拡充 奨学資金給与事業 20,359 単独

経済的理由により高等学校への修学が困難な生徒に奨学資金を給与し、
教育の機会均等を図ります。
　○篤志奨学資金新規受給者の拡充

(19,050)

7 拡充 未来を拓く教育の情報化推進事業 297,226 単独

パソコンやタブレット端末等と周辺機器及びソフトウェアの整備、充実
を図り、児童生徒の情報活用能力の育成やわかる授業の充実に努めま
す。
　○小学校のコンピュータ機器新規導入

(281,236)

1 継続 私立学校等振興事業 4,650 単独

私学教育の振興・充実を図るため、運営に要する経費を助成します。
（郡山ザベリオ学園、福島朝鮮初中級学校、私立高等学校、私立専修学
校）また、私学教育の充実に資するため、福島県私学振興大会の運営に
要する経費を助成します（隔年）。

(4,450)

事　業　名　及　び　内　容

こども部

こども部

こども部

こども部

学校教育部

学校教育部

総務部

学校教育部
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Ⅲ　「学び育む子ども達の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

2 継続 青少年の国内交流事業　 700 単独

青少年に様々な交流・体験学習の機会を与えるため、姉妹都市である久
留米市との親善交流を実施します。

(1,700)

3 継続 少年団体中級指導者研修事業 477 単独

地域活動や社会参加活動に積極的に取り組むことのできるジュニアリー
ダーを育成するため、市内の中学生を対象に、自然の中で様々な体験活
動やリーダーとしての知識、技術の習得を通して積極性や協調性、創造
性を養うことを目的に研修を実施します。

(476)

4 継続 青少年健全育成推進協議会補助事業 16,121 単独

地区協議会（34地区）に対する活動費補助、健全育成推進大会の開催等
を行います。

(16,121)

5 継続 こどもまつり開催事業 6,061 単独

５月５日のこどもの日に、本市の将来を担う子どもたちの健やかな成長
を願い、子どもたちの思い出に残るイベントを開催します。

(6,061)

6 継続 青少年団体育成事業 610 単独

郡山市子ども会育成連絡協議会をはじめ青少年団体に対する事業活動費
補助を行います。

(610)

7 継続 街頭補導活動事業 3,767 単独

青少年の非行防止と健全な環境づくりのため、街頭補導活動や環境浄化
活動等を行います。

(4,780)

8 継続 子育て環境整備促進事業 6,073 単独

子育て世帯を支援するとともに、未来を担う子どもたちの健やかな成長
を願い、新生児に記念品を贈ります。

(6,102)

9 継続 郡山市震災後子どものケアプロジェクト事業 15,357 補助

子どもの明るく健やかな成長を促す環境整備を図るため、郡山市震災後
子どものケアプロジェクトチームにおいて、引き続き子どもや保護者等
に対して、メンタルヘルスケアに関する相談会や、子どもの遊びと運動
に関する実技講習会等を開催します。

(15,590) 国
10/10

10 継続 郡山地区更生保護女性会活動支援事業 200 単独

青少年の非行防止や犯罪の予防、犯罪者の改善更生等、健全育成を図る
ための活動に対して、活動費の一部を助成します。

(200)

11 継続 児童遊園地維持管理事業 3,501 単独

子どもの安全な遊び場を確保するため、地域の集会所等に設置した遊具
の修繕等を行います。

(3,569)

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部
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Ⅲ　「学び育む子ども達の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

12 継続 幼児歯科保健事業 5,622 単独

1歳６か月児健診や３歳児健診において、むし歯有病者率が高い現状に
あるため、幼児期のむし歯予防に向けた各種事業を行います。

(5,540)

13 継続 幼児肥満予防対策事業 366 単独

東日本大震災による原発事故に伴い肥満傾向にある幼児が増加している
ことから、幼児期の肥満を予防するため、健診等の機会を通じて正しい
食習慣についての知識の普及啓発を図るとともに栄養分析ソフトを活用
した栄養指導を継続的に実施します。

(532)

14 継続 母子自立支援事業 15,625 補助

母子家庭等の母親等の自立を促進するため、就業相談やハローワークと
連携した就業活動支援を行います。求職活動の促進及び就業に必要な知
識、技能習得を容易にするため給付金を支給します。

(16,287) 国
3/4
(一部
1/2)

15 継続 母子保健推進活動事業 19,908 補助

安心して子どもを生み、育てることができる環境をつくるため、育児不
安を軽減するための教室の開催やマタニティストラップの配布等を行い
ます。

(21,145) 国
1/3
県
1/3

16 継続 地域子育て支援センター事業 39,021 補助

地域子育て支援センターにおいて、子育ての不安感の軽減のため、子育
て等に関する相談及び親子のふれあいや情報交換の場所を提供し、子育
て支援の充実を図ります。

(40,498) 国
1/3
県
1/3

17 継続 妊産婦健康診査事業 337,242 補助

妊産婦の健康保持増進を図るため、妊産婦健康診査の助成を行い、より
安全に妊娠・出産に取り組める環境を整備します。また新生児聴覚検査
の費用の一部を助成します。

(356,052) 国
1/2

18 継続 こども総合支援センター「ニコニコこども館」事業 30,342 補助

「ニコニコこども館」において、子育ての相談、親子の触れ合い、親同
士子ども同士の交流を図るため、様々な事業を実施し、総合的な子育て
支援を図ります。

(31,045) 国
1/3
県
1/3

19 継続 ファミリーサポートセンター事業 8,629 補助

地域における子育てサポート体制の整備を図るため、地域のネットワー
クの充実を図りながら取り組み、会員同士の相互援助活動を進めます。

(8,609) 国
1/3
県
1/3

20 継続 こども医療助成事業 1,378,513 補助

子どもの健康増進を図るため、18歳まで医療費の助成を行い、保護者の
負担軽減を図ります。

(1,366,906) 県
約1/2

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部
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Ⅲ　「学び育む子ども達の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

21 継続 養育支援訪問事業 1,451 補助

出産後６か月以内の家庭における母親の育児や家事の負担を軽減し、心
身の健康と安心して子育てできる環境整備を図るため、ホームヘルパー
の派遣を行うほか、育児支援が必要な家庭に助産師や保健師等を派遣
し、育児不安の解消、助言・指導を行います。

(1,530) 国
1/3
県
1/3

22 継続 児童虐待防止啓発事業 788 補助

児童虐待の未然防止及び早期発見、早期対応を推進するために、啓発活
動等を進めます。

(826) 国
1/3
県
1/3

23 継続 母子健康教育事業 2,075 単独

児童、生徒が生命の大切さを実感できるよう、発達段階に応じた思春期
保健講座を開催します。

(2,141)

24 継続 産後ケア事業 6,226 補助

妊娠期から切れ目のない子育て支援の充実を図るため、産院を退院し心
身ともに不安定になりやすい時期に産後ケア事業（ショートステイ・デ
イケア）を行い母体回復や育児不安の軽減を図ります。

(6,395) 国
1/2

25 継続 元気な遊びのひろば事業 90,126 補助

本市の未来を担う子どもの健康増進と健やかな発達に寄与するため、屋
内遊び場を運営します。

(87,850) 国
10/10

26 継続 子育て世代包括支援センター事業 1,798 補助

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、専門のコー
ディネーターを配置し、妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包
括的な支援を行います。

(3,511) 国
1/3
県
1/3

27 継続 私立幼稚園教職員研修費補助事業 700 単独

私立幼稚園の教職員研修を実施している郡山市私立幼稚園・認定こども
園連合会に対して、研修会に要する経費の一部を補助します。

(700)

28 継続 私立幼稚園運営費補助事業 121,602 単独

私立幼稚園に運営費を補助し、教育環境の向上や保護者の負担軽減を図
るとともに、幼児教育の振興を図ります。

(119,981)

29 継続 私立幼稚園就園奨励費補助事業 669,646 補助

幼児教育の振興と保護者の負担軽減を目的に、保護者に対し入園料・保
育料の一部を補助します。

(630,937) 国
1/3
以内

30 継続 就学前集団施設フッ化物洗口事業 2,984 補助

保育所、幼稚園、認可外保育施設等において、虫歯予防効果の高い集団
でのフッ化物洗口を実施することにより、子どもの虫歯予防を図りま
す。

(3,019) 県
10/10

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部
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予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

31 継続 幼稚園・保育所等保育料無料化・軽減等事業 148,056 単独

少子化対策や育児条件の改善につなげるため、第一子児童に係る保育料
の無料化・軽減等を実施します。

(170,055)

32 継続 認可保育所等整備補助事業 760,650 補助

待機児童の解消と保育環境の向上のため、計画的に民間認可保育所等の
設置を図ります。

(250,256) 国
2/3
県
2/3

33 継続 多子世帯保育料軽減事業（認可外保育施設） 19,056 単独

多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、１８歳未満の児童が２人以上
いる世帯の第２子以降を対象に、認可外保育施設の保育料の一部を助成
します。

(19,359)

34 継続 幼稚園・保育所等児童カウンセリング事業 2,202 単独

臨床心理士が助言と指導を行なうことによって、発達障がい児等の保護
者や保育士の悩みや不安の解消を図り、児童の健やかな発達を促しま
す。

(3,609)

35 継続 施設型・地域型保育給付事業 3,649,201 補助

平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度施行に伴い、認可・確認
を受けた特定教育保育施設（保育所・幼稚園など）並びに特定地域型保
育事業（小規模保育事業等）を実施する施設・事業者に対し、給付費を
支給（法定代理受領）します。

(3,232,703) 国
1/2
県
1/4

36 継続 新規参入事業者巡回支援事業 4,102 補助

認可保育所等を新たに設置した事業者を巡回し、運営等に対する支援を
行います。

(6,000) 国
1/3
県
1/3

37 継続 事業所内保育施設支援事業 1,007 単独

事業所内保育施設を対象に、児童の運動機能強化を図るため、屋内遊具
等を配布します。

(852)

38 継続 病児・病後児保育事業 43,020 補助

就労環境の整備と保護者負担の軽減を図るため、病気中で保育所等に通
所できない小学校6年生までの児童の一時預りを実施します。

(32,533) 国
1/3
県
1/3

39 継続 保育士・保育所支援センター事業 2,526 補助

保育士を安定的に確保するため、潜在保育士の掘り起こしや就労相談、
再就職支援研修会を実施します。

(2,597) 国
1/2

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部
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予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

40 継続 保育元気アップ支援事業 35,406 補助

市内の未就学児を放射線の低い地域に連れて行き、自然と触れ合う体験
活動を通し、自然に親しむとともに、思い切り体を動かして遊ぶこと
で、体力の維持増進を図ります。

(32,731) 国
10/10

41 継続 私立保育園運営費補助事業 20,968 単独

認可外保育施設に入所している乳幼児の良好な保育環境を確保するた
め、特定非営利活動法人郡山市私立保育園連絡協議会に対して助成を行
います。

(26,245)

42 継続 特定教育・保育施設等補助事業 2,645 単独

認定こども園、保育所等の研修費等の一部を補助（市単独）することに
より、安定した保育所の運営を図ります。

(1,847)

43 継続 認可外保育施設絵本配布事業 491 単独

認可外保育施設入所児童の保育環境充実のため、絵本贈呈を行います。 (491)

44 継続 保育所地域ふれあい事業 5,706 単独

地域住民との交流や地域文化の伝承活動等をとおして地域に開かれた保
育所運営を図ります。

(5,309)

45 継続 小中学校施設環境整備事業 551,437 補助

老朽化した学校施設の改修や社会環境の変化等に対応するための改修を
計画的かつ継続的に行うことにより、児童生徒の安全を確保するととも
に、教育環境の充実を図ります。

(214,844) 国
1/3
起債
95％

46 継続 小中学校長寿命化改修事業 233,976 単独

校舎の老朽化対策として、施設の適正規模・適正配置を踏まえた長寿命
化改修を行い、安全・安心な学校で快適に学ぶことができる環境づくり
を進めます。

(14,803)

47 継続 家庭教育充実事業 4,508 補助

保護者等が子どもたちの発達段階に応じた行動や考え方を理解し、子ど
もたちの健全な人格形成を図るため、家庭教育に関する学習会等を開催
します。

(4,694) 国
10/10

48 継続 成人のつどい開催事業 10,605 単独

新成人を祝い、励ますとともに、地域社会の一員としての意識醸成を図
ります。

(10,609)

49 継続 のびのび！親子体験事業 2,673 補助

少年湖畔の村において、恵まれた湖南地区の自然環境を利用した親子の
宿泊体験や地域特性を生かしたコメ作り、そば打ち等の「親子体験事
業」を行います。

(2,808) 国
10/10

こども部

こども部

こども部

こども部

こども部

教育総務部

教育総務部

教育総務部

教育総務部

教育総務部
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予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

50 継続 地域のびのび子育て支援事業 1,731 補助

少子化・核家族化等で孤立しがちな親子の居場所づくりと子育ての不安
解消を図るための情報提供を行うとともに、子育てサポーターの養成を
行います。また、中央公民館託児室を始め、各公民館のスペースを子育
て中の親子に開放することにより、地域住民とのふれあいの場を提供し
ます。

(1,797) 国
10/10

51 継続 子ども読書活動推進事業 293 単独

子どもの健やかな成長を図るため、第三次郡山市子ども読書活動推進計
画に基づき、年齢別おはなし会や「おすすめする本」の作成等を実施し
ます。

(293)

52 継続 勤労青少年ホーム事業 1,165 単独

勤労青少年の余暇の有効活用と福祉の増進を図るため、教養講座を開催
します。

(1,080)

53 継続 あんしん給食・食育推進元気アップ事業 889 単独

県費学校栄養職員を配置できない学校について、学校管理課に配置する
市費栄養士が食物アレルギー対応・食育事業を行います。

(528)

54 継続 小学校フッ化物洗口事業 5,768 補助

本市における、むし歯有病率等は、全国平均と比較して高い傾向にある
ことから、子ども達にとって簡便でむし歯予防効果が高く、家庭の状況
に左右されること無く継続が可能な集団でのフッ化物洗口事業を市内小
学校で実施し、子供たちが健康な歯を持つ社会人になることを目的とす
る。

(3,334) 県
10/10

55 継続 学校保健体育指導事業 150 単独

児童生徒の体力・運動技術向上及び健康に関する指導の充実を図るた
め、市独自の学校保健・体育指導用の資料を作成します。

(150)

56 継続 小中学生の体力向上推進事業 5,300 補助

東京電力福島第一原子力発電所事故後の児童生徒の体力・運動能力等を
継続的に把握し、学校の教育活動全体を通じて、児童生徒一人一人の体
力向上につなげます。

(5,603) 国
10/10

57 継続 通学路放射線量マップ作成事業 0 単独

通学路放射線量マップの作成・公開により、児童・生徒や保護者の不安
解消に努めます。

(0)

58 継続 小中学校司書支援事業 53,766 単独

子どもの読書環境向上のため、小中学校ＰＴＡが雇用する学校司書に要
する経費の一部を補助します。また、学校司書の資質向上を図るため、
研修会を開催します。

(53,559)

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

教育総務部

教育総務部

教育総務部
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事業
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事　業　名　及　び　内　容

59 継続 小中学校理科教育設備整備事業 6,000 補助

理科教育の振興を図るため、小中学校の理科教育設備の整備を行いま
す。

(6,000) 国
1/2

60 継続 小中学校教育環境整備事業 9,744 補助

教育環境の整備充実を図るため、老朽化備品の更新や修繕等を計画的に
進めます。

(9,930) 県
1/2

61 継続 心のハーモニー学校音楽振興事業 2,914 単独

小中学校、高等学校の児童生徒の音楽性の向上や豊かな感性の育成等を
図るため、学校間の交流を行うとともに、音楽指導者の指導力向上を図
ります。

(2,923)

62 継続 教育内容・方法の充実事業（郷土を学ぶ体験学習事業） 13,703 単独

郷土の歴史や文化を学ぶ体験学習や、資料の活用を通して、郷土愛を醸
成するとともに、先人の培った文化を理解し、尊重する心を育みます。

(14,116)

63 継続 学力向上支援事業 386 単独

児童生徒一人一人の「確かな学力」の育成と教員の指導力向上を目指
し、学力向上支援事業全体会議を年２回開催します。また、算数・数学
活用力育成会議により、児童生徒の学力向上を図ります。IRTの学力調
査を西田学園で実施いたします。

(132)

64 継続 小中学校の全国音楽祭参加支援事業 19,137 単独

保護者の経済的負担の軽減を図るため、市立小中学校児童生徒の全国音
楽祭出場にかかる経費を補助します。

(26,025)

65 継続 地域を生かした教育環境パワーアップ事業 15,250 補助

学校内の教育活動はもとより、土曜日等の休日や長期休業日の学校外に
おける諸活動に、地域や民間の方々より積極的に御支援・御協力を得る
ことにより、子どもたちの学びの環境の充実を図るとともに、学校と地
域の互恵関係を生み出し、地域の教育力の向上や地域の方の生きがいづ
くり、地域コミュニティーの充実等を図ります。

(16,446) 国
10/10

66 継続 児童生徒安全安心推進事業 1,422 単独

小学校新入学生への防犯ブザーの配付や、関係機関との連携により、不
審者による事件・事故の防止を図ります。

(1,358)

67 継続 少年サポートチーム推進事業 148 単独

学校だけでは解決が困難な問題行動等、生徒指導上の問題に対して、関
係機関が連携した少年サポートチーム代表者会を活用し、児童生徒の諸
問題の解決や健全育成を図ります。また、代表者会と兼ねて「いじめ防
止対策推進法」を踏まえた、「いじめ問題対策連絡協議会」を設置し、
いじめ防止対策を総合的に推進します。

(150)

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部
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68 継続 複式学級解消事業 115 単独

複式学級を有する小学校に非常勤講師を配置し、学年ごとにきめ細かい
学習指導の充実を図ります。

(145)

69 継続 スーパーティーチャー（教科専門員）派遣事業 10 単独

専門的な知識や技術を持ったスーパーティーチャー（教科専門員）を教
科に精通した教員のいない小中学校に派遣し、学習指導の充実を図りま
す。

(10)

70 継続 通学路等交通安全確保事業 135 単独

「郡山市通学路交通安全プログラム」に基づき、道路管理者、警察、学
校、地域の関係団体が合同で通学路の安全点検を行い、安全対策の継続
的な強化を図ることにより、児童生徒を交通事故から守ります。

(136)

71 継続 いじめ防止等啓発事業 401 補助

「郡山市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ防止リーフレットやい
じめ防止啓発ポスター等を活用するなどして、児童生徒の人権意識を高
め、いじめのない環境づくりを推進します。

(403) 国
1/3

72 継続 新聞活用事業 1,076 単独

小中学校で新聞を活用した教育活動を実践することにより、児童生徒が
高度情報化社会に主体的に適応していくために必要な思考力・判断力・
表現力等の育成を図ります。

(1,096)

73 継続 教育研修事業（教職員スキルアップ事業） 18,219 単独

教科等における専門的知識を培うとともに、児童生徒理解を深め、専門
職としての実践的指導力及び教職員としての資質能力を高めるための研
修を66講座165回回行います。学校の課題解決や教職員の資質向上のた
めに、各学校に研修旅費、図書購入費を配当し、校内研修の一層の充実
を図ります。

(18,229)

74 継続 教師塾・授業づくりサポート事業 84 単独

教員や学校の課題に応じ、授業や学級経営等の指導力向上を図るため、
指導・助言を行います。

(84)

75 継続 放射線教育サポート事業 0

放射線教育を推進するため、授業に活用できる指導資料の作成を行うと
ともに、児童生徒、教職員、保護者を対象とした放射線セミナーを関係
機関と連携し、各学校の希望により実施します。

(0)

76 継続 スクールカウンセラー配置事業 36,739 補助

いじめや不登校等の課題や児童生徒の悩み等の解決のため、スクールカ
ウンセラー及びスクールソーシャルワーカー、スーパーバイザーを配置
するとともに、専門性を高めるための研修を行います。スクールカウン
セラーの配置については、学校規模や現場のニーズ等に応じて、担当す
る学校や１日の勤務時間等の見直しを図ります。

(36,221) 国
10/10

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部

学校教育部
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Ⅲ　「学び育む子ども達の未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

77 継続 小中学校特別支援教育派遣事業 51,623 補助

小中学校において支援を要する児童生徒の学校生活を支援し、学習指導
体制の充実を図ります。

(51,448) 国
1/3

78 継続 幼保小連携推進事業 330 単独

幼児の生活や発達の連続性を踏まえ、就学前後の円滑な接続を図るた
め、幼稚園・保育所・小学校の連携強化を推進します。

(310)

79 継続 適応指導事業 3,706 単独

子どもたちの様々な悩みや問題行動に対して、教育相談体制を充実させ
るとともに、直接体験の機会を提供するなど総合的な支援を行います。

(3,738)

学校教育部

学校教育部

学校教育部

－23－



Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

1 新規 熱海サッカー場耐震改修事業 6,816 補助

スポーツ環境の充実を図り、各種大会等の誘致によるスポーツ温泉コン
ベンションを推進するため、施設の長寿命化と機能の集約化を行いま
す。
　○耐震改修設計委託

(0) 国
4/10

2 新規 在宅医療・介護連携推進事業【介護保険】 2,240 補助

急速な高齢化が進展する中、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、
住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ
るよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援体制を構
築します。
 ○在宅医療・介護連携支援に関する専門職のための相談窓口の開設

(0) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

3 新規 図書館情報システム再構築事業 0

更なる利便性向上のため、図書館情報システムの再構築を実施します。
　○図書館情報システム再構築

(0)

1 拡充 こおりやまインフォメーション事業 129,077 単独

広報こおりやま、市勢要覧等を活用した広報事業を展開します。
　○シティプロモーションビデオ製作
　○広報紙スマホ等多言語化

(117,390)

2 拡充 メディア広報事業 80,710 単独

市政への理解と関心を高めるため、テレビ、ラジオ、新聞、ＳＮＳ等を
効果的に活用した市政広報を行います。
　○ＳＮＳ広告発信

(82,515)

3 拡充 協働のまちづくり推進事業 15,170 単独

「第二次郡山市協働推進基本計画」に基づき、協働のまちづくりに関す
る施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、ＮＰＯ等の活動を推進
するための支援を行います。また、市民公益活動を応援するため、市民
活動サポートセンターを運営します。
　○協働セミナー及びワークショップの開催

(16,316)

4 拡充 男女共同参画推進事業 4,185 単独

各種イベント等の実施により市民の男女共同参画に対する理解や関心を
高め、男女平等の意識づくりを推進し、男女共同参画社会の実現を目指
します。
　〇男女共同参画紙芝居作成事業

(3,621)

5 拡充 医療費適正化推進事業【国民健康保険】 30,726 補助

国民健康保険加入者の健康状態、医療機関の受診状況等を把握し、疾病
予防や健康保持・増進を図るための保健事業及び環境整備に取り組み、
医療費の適正化を推進します。
　○薬剤処方適正化事業

(28,081) 県
(定額)

事　業　名　及　び　内　容

文化スポーツ部

保健福祉部

教育総務部

政策開発部

政策開発部

市民部

市民部

市民部
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Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

6 拡充 スポーツ事業開催・助成事業 21,484 単独

本市スポーツの底辺拡大及び競技力の向上を図るため、市主催・共催大
会に対し事業運営費の助成を行います。平成30年度は全国高等学校総合
体育大会スピードスケート競技等を開催します。
　○各種大会への補助金・負担金

(30,427)

7 拡充 包括的支援体制構築事業 19,991 補助

家族や地域社会の変化に伴い複雑化する支援ニーズを踏まえ、「ダブル
ケア」や「8050問題」など、一つの相談支援機関だけでは対応困難な課
題を解決するため、市民や世帯が抱える複合的かつ多様な生活課題を
「丸ごと」受け止め、様々な機関をつなぎながら、世帯等に寄り添った
支援を行う、「相談支援包括化推進員」を市内３か所に配置し、多機関
の協働による包括的な相談支援体制の構築を行います。
　○相談支援包括化推進員の配置

(0) 国
3/4

8 拡充 生活支援体制整備事業【介護保険】 17,940 補助

高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続していくために必要
な多様な生活支援・介護予防サービスを整備します。
　○地域ごとの第２層協議体、第２層生活支援コーディネーターを
　　10地区に配置

(7,839) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

9 拡充 包括的支援事業【介護保険】 387,458 補助

介護予防の推進と地域包括ケアの推進を図るため、直営の基幹型地域包
括支援センター及び委託による地域包括支援センターを設置し、高齢者
への総合相談や介護予防ケアマネジメント等を行います。
　○地域包括支援センターの１ヶ所増設

(368,908) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

10 拡充 生活習慣病対策事業 5,267 補助

生活習慣病を予防するため、適正な食習慣や運動の推進、受動喫煙防止
対策等を行います。さらに新たに食生活実態調査を実施するとともに、
運動習慣の定着を推進するため、健康ポイント事業を継続し、健康寿命
の延伸を図ります。
　○受動喫煙対策事業の実施
　○食生活実態調査の実施

(4,405) 国
1/2

11 拡充 自殺対策推進事業 6,024 補助

自殺防止を図るため、（仮称）郡山市自殺対策計画を策定するととも
に、自殺対策に携わる人材の育成や自殺予防に関する知識の普及啓発、
相談体制の強化、うつ病家族教室等を継続し行います。
　○（仮称）郡山市自殺対策計画の策定

(4,456) 県
2/3
1/2

1 継続 地域生活環境整備事業 7,000 単独

各行政センターにおいて、管内の地域特性や地域要望を踏まえた事業の
実施や貸出物品の整備等に取り組みます。

(7,000)

保健福祉部

総務部

文化スポーツ部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部
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Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

2 継続 双方向コミュニケーション事業 1,352 単独

行政サービスのカイゼンのため、市民提案制度の拡充等、市民とのコ
ミュニケーション機能の充実を図ります。

(1,358)

3 継続 ウェブ等情報発信事業 8,073 単独

市ウェブサイトによる市政情報の効果的な発信に努めるとともに、利用
者の満足度を高めるため、検索の利便性向上を図ります。

(7,957)

4 継続 こおりやまリサーチ事業 2,032 単独

まちづくりネットモニターや市民意識調査等様々な手法を通した広聴事
業を総合的に展開します。

(997)

5 継続 市民協働政策提案事業 1,682 単独

法令に基づき設立されているＮＰＯ法人や事業者等から、専門性、柔軟
性等を生かした地域課題及び社会的課題の解決や市民サービスの向上等
につながる公益的な事業に関する提案を募集し、提案者と市が共に事業
を実施することを通し、協働のまちづくりの推進を図ります。

(1,797)

6 継続 町内会長等と市長との懇談会事業 66 単独

市民の意見を広く市政に反映させ、協働のまちづくりを推進するため、
町内会や各種団体代表、市民と市長との懇談会を開催します。

(131)

7 継続 ふれあいネットワーク事業 8,197 単独

市民の市政参加を促進するため、町内会長や関係機関に市政に関する的
確な情報を提供するとともに、フリーダイヤルによる要望を受け付けま
す。

(8,254)

8 継続 町内会活動促進事業 6,100 単独

住民自治組織の健全な育成と連携強化を図るため、郡山市自治会連合会
に対し運営費を助成します。
新規町内会加入者に対し抽選で郡山市特産品が当たるプレゼントキャン
ペーンの実施や、自治会ウェブサイトによる情報発信など、町内会と市
が連携を図りながら効果的な町内会加入率向上を図ります。

(6,100)

9 継続 地域集会所補助事業 99,517 単独

地域活動の拠点となる集会所に対して、整備費等の一部を助成します。 (41,002)

10 継続 ひとまちづくり活動応援事業 2,221 単独

本市のまちづくりを支える「市民力」や「地域力」を高め、協働のまち
づくりを推進するため、市民活動団体が主体的に取り組む地域づくり活
動等の支援を行います。

(2,221)

11 継続 市刊行物等配布事業 68,250 単独

市刊行物等を配布している町内会に対して配布謝礼金を支給します。 (68,110)

政策開発部

市民部

市民部

市民部

市民部

政策開発部

政策開発部

市民部

市民部

市民部
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Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

12 継続 市民相談事業 2,476 単独

生活上のさまざまな相談に応じ、問題の解決に向けて適切な情報提供及
び助言を行うことで、市民生活の安定を図ります。

(2,476)

13 継続 人権啓発活動推進事業 1,765 補助

すべての人の人権が尊重され、互いに共存できる社会の実現のために、
人権意識の高揚に努めます。

(1,763) 県
10/10

14 継続 女性活躍推進事業 595 単独

あらゆる分野において女性が活躍できる社会の実現に向けた取り組みを
行います。

(583)

15 継続 国民健康保険特定健康診査・特定保健指導事業【国民健康保険】 269,810 補助

国民健康保険加入者への特定健康診査・特定保健指導を実施し、生活習
慣病の予防・改善と、医療費の削減に努めます。

(277,459) 国
1/3
県
1/3

16 継続 国民健康保険財政運営の県移管事業【国民健康保険】 0 補助

国民健康保険制度の安定的な運営や効率的な事業の確保を図るため、財
政運営の責任主体を県に移管します。

(78,206) 国
10/10

17 継続 郡山シティーマラソン大会開催事業 6,500 単独

マラソン大会の開催を通し、健康づくりとスポーツを通じた交流による
地域の復興、活性化を図ります。

(6,500)

18 継続 国際大会参加支援事業 700 単独

国際大会等に参加する本市在住者に対し激励金を交付し、出場者の負担
軽減及び競技力の向上や市民のスポーツ意識の高揚を図ります。

(620)

19 継続 スポーツ団体等支援事業 17,026 単独

各種競技力の向上と生涯スポーツの振興を図るため、スポーツ関係団体
を支援します。

(17,322)

20 継続 パークゴルフ場等整備事業 0

高齢者をはじめとする市民の健康促進と生涯スポーツの振興を図るた
め、パークゴルフ場等の整備の検討を行います。

(0)

21 継続 2020東京オリンピック・パラリンピック対策事業 17,046 単独

スポーツ振興及び観光振興を図るため、2020東京オリンピック・パラリ
ンピックの事前キャンプやイベントの誘致に向けた活動を行います。

(17,035)

市民部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

文化スポーツ部

市民部

市民部

市民部

市民部

文化スポーツ部
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Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

22 継続 健康づくりのためのスポーツ・レクリエーション啓発事業 2,676 単独

子どもから高齢者まで多くの市民が実践できる身近な健康づくりとし
て、気軽にできるスポーツ・レクリエーションを日常生活の中に取り入
れられるよう、運動習慣を市民に勧めていきます。

(0)

23 継続 保健・福祉フェスティバル開催事業 3,800 単独

子どもから高齢者まで多くの市民が保健・福祉に対する理解を深めるた
め、各種展示や体験ができる保健・福祉フェスティバル郡山を開催しま
す。

(3,800)

24 継続 社会福祉大会開催事業 0 単独

市民の社会福祉に対する理解を深めるとともに、地域福祉の一層の推進
を図るため、市社会福祉大会を開催します。（３年に１度）

(400)

25 継続 援護法関係団体育成事業 700 単独

戦没者遺族とその家族の福祉向上を図るため、市遺族会の運営に対して
支援を行います。

(700)

26 継続 保護司会補助事業 250 単独

犯罪・非行の防止、犯罪を犯した者の更生保護を図るため、保護司会の
運営に対して支援を行います。

(250)

27 継続 民生児童委員協議会連合会育成事業 0 単独

地域福祉の向上を図るため、民生・児童委員の活動及び研修等に対して
支援を行います。

(15,457)

28 継続 福祉のまちづくり事業 2,840 単独

地域福祉の充実を図るため、各地区の社会福祉協議会が実施する在宅福
祉サービス事業に対する支援を行います。

(2,840)

29 継続 （福）郡山市社会福祉協議会補助事業 100,229 単独

地域福祉の充実を図るため、社会福祉協議会の本部運営等に要する経費
に対する支援を行います。

(101,863)

30 継続 避難行動要支援者避難支援体制管理事業 2,509 単独

高齢者や障がい者等の災害時の安全確保を図るため、避難支援体制の管
理を行います。

(1,592)

31 継続 生活困窮者自立支援事業 24,091 補助

生活困窮者等、様々な悩みを抱えている方の自立の促進を図るため、関
係機関と連携して支援を行います。

(27,018) 国
3/4
1/2

文化スポーツ部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部
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Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

32 継続 被保護者健康管理支援事業 306 補助

生活保護受給者の健康診断を推進し、要指導者等へ生活習慣改善のため
の健康指導等をすることで、生活保護受給者の健康増進及び適正受診の
推進を図ります。

(382) 国
3/4

33 継続 被保護者就労支援事業 188 補助

生活支援課に「ハローワークコーナー」を設置し、本市とハローワーク
が連携して、生活保護受給者等に対し、ワンストップ型の就労支援を行
います。

(153) 国
3/4

34 継続 障がい者福祉施設長寿命化事業 2,614 単独

障がい福祉課が所管する障がい者施設４施設について、施設の維持補修
により長寿命化を図ります。

(0)

35 継続 児童発達支援利用者負担無料化事業 4,416 単独

第一子が児童発達支援を利用している世帯の保護者を対象として、育児
環境の改善を図るため、利用者負担額を補助します。

(4,416)

36 継続 難聴児補聴器購入費等助成事業 967 補助

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が、言語の
獲得やコミュニケーション能力の向上を図ることができるよう、補聴器
購入等費用の一部を助成します。

(1,614) 県
1/3

37 継続 手話通訳及び要約筆記事業 17,446 補助

聴覚障がい者の日常生活及び社会生活における意思疎通手段を確保する
ために、登録手話通訳者及び登録要約筆記者の養成と、通訳者派遣事業
を行います。また、手話言語条例に基づき、手話の理解、普及を図ると
ともに、手話講座等を実施します。

(16,250) 国
1/2
県
1/4

38 継続 重度障がい者入院時意思疎通支援事業 600 補助

重度障がい者が入院する際、発語困難等により医師、看護師等との意思
疎通が十分に図れない場合に、意思疎通支援員を派遣することで、医療
従事者との意思疎通の円滑化を図ります。

(600) 国
1/2
県
1/4

39 継続 障がい者相談支援事業 100,869 補助

障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、福祉制度の有効活用等に
ついて、相談者のニーズに合わせて助言を行います。
また、地域における相談支援の中核的な役割を持つ機関として、基幹相
談支援センターを設置し、総合的な相談支援業務や相談支援事業所への
指導・助言、相談支援員の育成等、障がい者の権利擁護などの業務を行
います。

(89,622) 国
1/2
県
1/4

40 継続 障がい者福祉団体育成事業 500 補助

障がい者の福祉向上を図るため、障がい者の社会参加の推進等に取り組
む団体に対して支援を行います。

(500) 国
1/2
県
1/4
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予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

41 継続 障がい者就労支援事業 0

就労移行支援事業所等と連携して障がい者の職場体験学習を実施しま
す。

(0)

42 継続 ふれあいピック大会開催事業 350 補助

障がい者（児）の体力の増進と社会参加の促進を図るため、ふれあい
ピック（合同運動会）を開催します。

(350) 国
1/2
県
1/4

43 継続 障がい者授産支援事業 6,870 単独

障がい者の授産事業を振興するため、授産事業を行う事業所等に対する
助言及び指導等を行います。

(6,920)

44 継続 発達障がい児療育支援事業 813 単独

発達障がい児の療育に関する正しい理解と養育に関する不安解消を図る
ため、保護者や支援者を対象とする講習会及び相談会を行います。

(814)

45 継続 障がい者の社会参加及び障がい者理解促進事業 1,151 補助

障がい者の社会参加と障がい者理解の促進を図るため、障がい者を対象
とした音楽・スポーツ教室等、一般参加者とのふれあい交流事業を開催
します。

(1,230) 国
1/2
県
1/4

46 継続 身体障がい者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業 1,458 単独

年齢７５歳未満で肢体不自由１・２級の身体障害者手帳を所持する方に
対し、健康の保持、心身の疲労回復を図り、もって福祉の増進に寄与す
るため、施術に要する費用の一部を助成します。

(1,530)

47 継続 社会福祉施設整備事業 0

障害福祉の向上を図るため、社会福祉法人等が設置する社会福祉施設等
（障害福祉サービス事業所等）の施設整備に要する費用の助成を行いま
す。

(0)

48 継続 希望ヶ丘学園給食放射性物質測定事業 3,419 補助

希望ヶ丘学園において放射性物質検査機器を設置し、調理済み給食及び
食材の放射性物質検査を実施することにより、園児の内部被ばく防止や
保護者等の不安解消に努めます。

(3,408) 国
10/10

49 継続 ロコモ予防推進事業 0

若い世代から高齢者まで幅広い年齢層に対し、ロコモ（ロコモティブシ
ンドローム）、フレイル、サルコペニアという言葉や概念の認知度を高
め、自らその予防に向けた取り組みを行うことができるよう、普及啓発
を行います。

(121)

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

－30－



Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
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50 継続 高齢者健康長寿サポート事業 272,652 単独

高齢者の社会参加の促進や健康の保持・増進、閉じこもり解消等の推進
のため、70 歳以上の方には、はり・きゅう・マッサージ、温泉、75 歳
以上の方には併せて路線バスやタクシーにも利用することのできる共通
利用券を交付します。

(272,644)

51 継続 老人クラブ育成事業 14,491 補助

仲間づくりを通じて自らの生きがいと健康づくり、生活を豊かにする活
動を行うとともに、地域を豊かにする社会活動に取り組む老人クラブの
活動を支援します。

(14,501) 国
1/3

52 継続 高齢者の生きがいと健康づくり事業 1,427 単独

高齢者の生きがいと創造性を高める「高齢者作品展」や高齢者が相互の
親睦を深め、健康で生きがいのある生活が送れるよう「高齢者スポーツ
大会」を関係団体と連携し開催します。

(1,427)

53 継続 長寿社会対策推進事業 44,529 単独

豊かな長寿社会の構築と地域社会への参加を促進するため、60歳以上の
高齢者を対象とした「あさかの学園大学」を運営し、各分野における教
養や専門知識を習得する機会等を提供します。また、豊かな長寿社会を
進めるため各年代より提言等をいただき全市民で考える契機となるよう
「いきいきふれあいの集い」を開催します。

(44,855)

54 継続 軽費老人ホーム事務費補助事業 153,703 単独

軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減するため、入所者から徴収す
べき事務費の一部を免除した場合に減免額を助成します。

(157,238)

55 継続 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業 7,009 単独

介護保険の要介護認定を受けていない高齢者が、転倒等により要介護状
態になることを防止するため、自宅への手すりの取り付けや段差解消等
の軽易な住宅改修費用の一部を助成し、セーフコミュニティの推進を図
ります。

(5,607)

56 継続 社会参加推進事業 402 単独

福祉活動を行う高齢者団体への助成等を行うことにより、高齢者の社会
参加や生きがいづくりの支援を行います。

(454)

57 継続 介護予防・生活支援サービス事業【介護保険】 819,612 補助

 地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービス
を充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に
対する効果的かつ効率的な支援等を可能とします。

(782,693) 国
1/4
県
1/8
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58 継続 認知症総合支援事業【介護保険】 28,077 補助

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の
よい環境で暮らし続けられるために、認知症初期集中支援チームや認知
症地域支援推進員の配置・認知症カフェの設置などにより認知症の方や
家族等への支援を行います。

(27,505) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

59 継続 認知症高齢者家族支援事業【介護保険】 4,296 補助

認知症などにより、はいかいのおそれのある高齢者の安全を確保するた
め、家族に対し、高齢者が外出した際の所在が確認できる位置情報検索
機器の貸し出しや、緊急連絡先等が確認できるＱＲコードの配付を行い
ます。また、関係機関と構築したＳＯＳ見守りネットワークの充実強化
を図ります。

(5,757) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

60 継続 一般介護予防事業【介護保険】 16,744 補助

高齢者自らがより介護予防に関心をもてるよう、親しみやすく継続して
取り組めるような運動を広く周知するとともに、高齢者を年齢や心身の
状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、
人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大してい
くような地域づくりを推進します。

(16,804) 国
1/4
県
1/8

61 継続 ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 28,330 単独

心身に支障のあるひとり暮らし高齢者等の在宅生活での不安感解消と事
故発生を防止するため、緊急時に緊急通報受信センターと連絡できる機
器の貸与を行います。

(29,118)

62 継続 高齢者日常生活支援事業【介護保険】※一般会計分も含む 136,777 補助

高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を継続するため、日常生活
の支援を行います。

(133,304) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

63 継続 いきいきデイクラブ事業 58,489 単独

在宅高齢者の介護予防や閉じこもり防止、社会的孤立感の解消を図るた
め、地域交流センターなどで趣味や創作活動を行います。

(58,024)

64 継続 シルバーハウジング生活援助員派遣事業【介護保険】 4,358 補助

在宅福祉サービスの充実を図るため、高齢者世話付き住宅入居者に対し
て生活援助員を派遣し、生活指導や安否確認を行います。

(4,301) 国
38.5/
100
県

19.25/
100
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65 継続 配食サービス活用事業【介護保険】※一般会計分も含む 26,348 補助

食事管理が困難な高齢者の栄養改善及び安否の確認を行うため、配食
サービスを行います。

(21,487) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

66 継続 家族介護慰労金支給事業【介護保険】 301 補助

介護者の労をねぎらうため、要介護４又は５の認定を受けた高齢者を一
年間介護保険のサービスを受けずに在宅で介護した方に慰労金を支給し
ます。

(401) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

67 継続 介護人材確保育成支援事業【介護保険】 646 単独

介護保険サービス事業所に従事する者や介護サービス事業の運営者を対
象に、職員個々のスキルアップ及び事業運営者の管理能力の向上につな
げるセミナー等を実施し、介護サービス事業所の環境改善と介護人材の
定着率の向上を図ります。
また、介護労働安定センター等が行う関連事業の周知等の連携を強化
し、人材確保を支援します。

(388)

68 継続 老人福祉施設整備補助事業(特別養護老人ホーム等建設) 0

高齢者が地域において生きいきと安心して暮らせるよう、老人福祉施設
の整備に要する費用の補助を行います。

(216,239)

69 継続 地域密着型サービス拠点整備補助事業 80,829

地域における高齢者支援のためのサービスの拠点となる小規模多機能型
居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の整備に
要する費用の補助を行います。

(47,889)

70 継続 介護サービス適正実施指導事業【介護保険】 18,290 補助

介護サービスの質の確保・向上や介護サービスの適正な実施を図るた
め、介護サービス事業者等へ指導・支援を行います。

(18,112) 国
38.5/
100
県

19.25/
100

71 継続 (公財)郡山市健康振興財団運営補助事業 53,594 単独

市民の健康管理・増進を図るため、郡山市健康振興財団に補助金を交付
し、健康づくりのための環境整備を行います。

(65,897)

72 継続 保健衛生団体等活動支援事業　 12,567 単独

市民の健康意識の高揚と健康づくりの推進、保健衛生行政の向上を図る
ため、関係団体の育成と連携強化を図ります。

(12,567)
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73 継続 子どもの薬物乱用防止教室実施事業 232 単独

薬物乱用の低年齢化を防止するため、薬物に対する正しい知識の普及と
乱用防止を図る授業を行います。
※対象薬物は、覚せい剤・危険ドラッグ、酒・たばこ、医薬品等を含む

(236)

74 継続 看護職支援事業 1,395 単独

保健師、助産師、看護師等いわゆる看護職の就労支援について関係機関
と情報交換し、就労の現状と課題を整理するとともに、未就労看護職に
対し関係機関と連携し復職へ向けた支援を行います。

(1,472)

75 継続 救急医療体制確保事業 206,183 補助

救急医療体制を維持するため、二次救急医療を担う救急告示病院等の運
営経費の助成を行うとともに、休日・夜間急病センターを運営します。

(210,494) 県
1/4

76 継続 献血運動推進事業 2,836 単独

医療に必要な血液の安定供給の確保を図るため、イベント等啓発活動を
行います。また、骨髄移植の推進を図るため、献血イベントに併せて骨
髄バンクの登録会等を行います。

(2,868)

77 継続 特定歯科保健事業 518 単独

地区診断に基づく重点地区（日和田町・西田町）への歯科保健事業（小
中学校巡回歯科指導・幼稚園児歯科指導・歯科に関する子育て相談）を
実施し、生活習慣病と関連する歯科保健対策を推進します。

(544)

78 継続 難病患者等地域支援対策推進事業 5,102 補助

難病患者やその家族の疾病等に対する不安を解消するため、相談会や研
修会等を行います。

(5,052) 国
1/2

79 継続 精神障がい者相談支援事業 32,800 補助

障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、福祉制度の有効活用等に
ついて、相談者のニーズに合わせて指導や助言を行います。

(32,800) 国
1/2
県
1/4

80 継続 食育推進事業 584 単独

市民が「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、安全・安心
な郷土の食の継承や、健全な食生活を実践できるよう、市民へ食育の周
知啓発を図るとともに、関係団体等と連携し食育を推進します。

(2,106)

81 継続 健康増進事業 765,505 補助

市民の健康の保持増進を図るため、健康増進法に基づく健康教育、相談
等を実施し、生涯にわたる健康づくりを支援します。さらに、がん予防
のために周知啓発を充実させるとともに、早期発見を目的に各種がん検
診の受診率の向上を図ります。

(738,435) 国
1/2
県
1/2

82 継続 精神保健福祉事業 4,123 単独

こころの健康の保持増進や精神疾患の早期発見・治療、正しい知識の普
及啓発を図るため、健康相談や講演会を行います。

(4,055)

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部
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Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

83 継続 保健所駅前健康相談センター運営事業 4,242 単独

市民の健康増進を図るため、ビッグアイ７階の郡山駅前健康相談セン
ターで健康相談や保健指導、エイズ相談やＨＩＶ・梅毒抗体検査を行い
ます。

(4,333)

84 継続 予防接種事業 991,997 補助

感染症の発生及びまん延を予防するため、こどものロタウイルス、おた
ふくかぜ、成人の風しんなどの任意予防接種について市独自に接種費用
の一部助成を継続的に行います。

(998,117) 県
3/4

85 継続 特定感染症検査等対策事業 8,364 補助

性感染症のまん延防止を図るため、正しい知識の普及啓発活動やＨＩ
Ｖ・梅毒抗体検査、健康相談等を行います。また、胎児の先天性風しん
症候群の発症を防止する風しんワクチンの接種を効果的に行うため、抗
体検査を実施します。

(7,773) 国
1/2

86 継続 生涯学習支援事業 73 単独

生涯学習機会の充実を図るため、市民が技能や知識等を生かした達人先
生として実施する「生涯学習きらめきバンク」や市職員が講師として出
向き、市政情報を伝える「きらめき出前講座」を実施します。

(73)

87 継続 社会教育団体育成事業 1,000 単独

社会教育団体に対する運営活動費補助を行い、社会教育の振興を図りま
す。

(1,000)

88 継続 明るいまちづくり事業 7,143 単独

地域の連帯意識を醸成するため、明るいまちづくり推進委員会協議会へ
の活動支援や花いっぱい運動の推進、地域内の危険箇所調査及び改善に
向けた情報提供を行います。

(7,147)

89 継続 地区・地域公民館の定期講座等開催事業 19,101 単独

地区・地域公民館において様々な講座を開催し、市民へ多様な学習機会
の提供を図ります。

(19,293)

90 継続 地区・地域公民館の共催事業 7,472 単独

地域活動の活性化を図るため、地区・地域を挙げて開催する文化祭や体
育祭等を支援します。

(7,472)

91 継続 熱海公民館建設事業 0

「ほっとあたみ」に、熱海地区の生涯学習の拠点施設であり、社会教育
を推進する場である公民館の整備を行います。

(0)

92 継続 中央公民館の共催事業 3,398 単独

地域活動の活性化を図るため、中央地区及び全地区をあげて開催する文
化祭等の事業を支援します。

(3,373)

教育総務部

教育総務部

教育総務部

教育総務部

教育総務部

保健福祉部

保健福祉部

保健福祉部

教育総務部

教育総務部
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Ⅳ　「誰もが地域で輝く未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

93 継続 中央公民館の定期講座開催事業 3,864 単独

中央公民館で各種講座を開催し、市民に多様な学習機会を提供します。 (4,226)

94 継続 ＩＣＴ活用啓発事業 293 単独

60歳以上のインターネット未経験者、初心者を対象としたタブレット端
末によるインターネット講座を開催します。

(293)

95 継続 図書館デジタルアーカイブ事業 1,582 単独

郷土に関する古書や古地図等の貴重資料をデジタル化し保存するととも
に、ウェブサイトで公開します。

(1,582)

96 継続 中学校体育大会支援事業 17,000 単独

体育大会参加者の負担軽減を図るため、参加生徒に対して参加費用を助
成します。

(16,869)

教育総務部

教育総務部

学校教育部

教育総務部
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Ⅴ　「暮らしやすいまちの未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

1 新規 水害ハザードマップ改訂事業 9,500 補助

新たな浸水想定区域等に対応した水害ハザードマップへの改訂を行いま
す。
　○水害ハザードマップ改訂

(0) 国
1/2

2 新規 土砂災害ハザードマップ改訂事業 12,323 補助

新たに指定された土砂災害警戒区域等を加えた土砂災害ハザードマップ
への改訂を行います。
　○土砂災害ハザードマップ改訂

(0) 国
1/2

1 拡充 セーフコミュニティ推進事業 7,603 単独

セーフコミュニティを中心的概念とした協働による安全で安心なまちづ
くりを推進します。
庁内の推進体制の充実を図り、全庁横断的なセーフコミｭニティ活動を
推進します。
各地区、地域でのセーフコミュニティ活動の体制を構築し、全市的な取
り組みを行います。
　○地区、地域での説明会、安全・安心の意見交換会を開催
　○地区、地域でのセーフコミュニティ推進体制を構築
　○第３回けがや事故に関する地域診断の実施

(13,740)

2 拡充 エネルギー３Ｒ推進事業 29,643 単独

家庭での一体的な二酸化炭素排出量の削減を図るため、エネルギーを自
ら生み出す「創エネ（Re-create:リクリエイト）」、消費エネルギーを
減らす「省エネ（Reduce:リデュース）」、創ったエネルギーを蓄えて
利用する「蓄エネ（Reuse:リユース）」を推進し、設備の導入支援を行
います。
　○家庭用燃料電池（エネファーム）の設置補助の新設

(8,222)

3 拡充 踏切改良促進事業 240 単独

安全で安心な通行を確保するため、踏切の改良を実施します。
　○守山中学校踏切改良工事

(251)

1 継続 平和推進事業 5,907 単独

核兵器廃絶都市宣言を具現化するため、平和を考える市民の集い実行委
員会の事業を支援し、平和の尊さや核兵器廃絶の必要性を広く市民に伝
えます。また、平和首長会議及び日本非核宣言自治体協議会を通し、加
盟している他都市と連携して平和の推進を図ります。

(5,868)

2 継続 危機管理啓発事業 119 単独

職員の危機管理意識の醸成を図り、市民が安全で安心して暮らせるまち
づくりを推進します。

(119)

3 継続 減災プロジェクト事業 7,476 単独

民間気象会社が提供する気象情報及び災害対応体制判断に必要な情報を
受け、災害対応にあたる職員の的確な配置に努めます。また、市民が災
害情報等を掲載できるウェブサイトを公開し、情報の共有化を推進しま
す。

(7,692)

総務部

事　業　名　及　び　内　容

建設交通部

建設交通部

市民部

生活環境部

建設交通部

総務部

総務部
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Ⅴ　「暮らしやすいまちの未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

4 継続 新設消防署所整備事業 45,614 単独

地域の実情に即した消防体制を整備するとともに、市民の安全・安心に
寄与するため、富久山地区に新設消防署所を整備し、消防力の充実を図
ります。

(48,866)

5 継続 地域防災充実事業 15,046 単独

災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、防災会議を開催すると
ともに、防災計画の見直しや各種防災啓発事業を行います。

(20,304)

6 継続 防災啓発事業 4,211 単独

防災ハンドブックの活用や親子防災体験事業等により、防災知識の普及
啓発を図るとともに、全市一斉の防災訓練を実施し、防災意識の高揚と
災害対応能力の向上を図ります。

(4,366)

7 継続 災害時用備蓄品整備事業 2,608 単独

災害時の応急対策と市民の安全確保を図るため、行政センターや公共施
設等に、備蓄用食糧など避難所用応急物資の備蓄を行います。また、家
庭における備蓄品準備の啓発を行うとともに、災害時応援協定の締結に
より生活必需物資等の確保に努めます。

(5,282)

8 継続 防災情報発信事業 400,975 起債

災害による被害の未然防止・拡大防止を図るため、多様なメディアを活
用し、災害時の情報を市民や関係機関へ迅速に提供する情報発信体制を
整備します。特に、防災行政無線に替わる新たな情報伝達システムの再
構築を行います。

(737,615) 100%

9 継続 消防力整備事業 165,009 起債

消防力の整備及び消防体制の充実を図るため、消防施設、消防装備及び
消防水利の整備を行います。

(221,204) 75%

10 継続 自主防災組織活動支援事業 4,271 単独

各地区の防災体制を強化するため、自主的に防災活動を行う自主防災組
織に対する支援を行います。また、「市民防災リーダー」養成事業、応
急手当普及員養成事業を実施します。さらに、地域住民や関係機関・団
体と連携し作成する「地域防災マップ」への積極的支援を行い、地域に
おける防災力の向上に努めます。

(4,269)

11 継続 旧豊田貯水池利活用事業 0 単独

旧豊田貯水池の利活用について検討します。 (0)

12 継続 ユニバーサルデザイン推進事業 1,109 単独

ＵＤ社会の実現のため、「第二次こおりやまユニバーサルデザイン推進
指針」に基づき、市民・市民活動団体・事業者・行政が協働でユニバー
サルデザインの推進を図ります。

(2,814)

総務部

総務部

総務部

総務部

総務部

総務部

総務部

財務部

市民部
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Ⅴ　「暮らしやすいまちの未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

13 継続 防犯灯設置事業 227,957 単独

夜間における安全・安心なまちづくりを進めるため、市道等への防犯灯
の設置を進めるとともに、防犯灯の光源をＬＥＤ灯へ変更するよう推進
します。

(240,717)

14 継続 郡山市防犯まちづくり推進事業 8,311 単独

情報の交換や団体間の連携を図ること、防犯・暴排団体の活動を支援す
ること等、セーフコミュニティの理念に基づき、安全・安心なまちづく
りを進めます。

(7,858)

15 継続 自転車等放置対策事業 12,185 単独

郡山駅前の自転車等放置防止のため、啓発や自転車等駐車場への誘導、
放置自転車の撤去を行います。

(14,632)

16 継続 消費者行政推進事業 3,085 単独

情報化や高齢化に伴い、なりすまし詐欺やインターネットトラブル等消
費者の相談内容が複雑化していることから、相談体制の一層の強化と消
費者への啓発を行っていきます。

(6,463)

17 継続 交通安全活動事業 26,389 単独

交通事故をなくすため、セーフコミュニティ活動を推進しながら、交通
安全教室、市民大会等を実施するとともに、交通安全活動団体の活動を
支援します。また、高齢者の運転免許証の自主返納を促し、高齢運転者
が原因となる交通事故の防止を図ります。

(20,664)

18 継続 水素利活用推進事業 13,672 単独

本庁舎敷地内へ整備・導入した水素ステーションと燃料電池自動車
（FCV）を活用し、FCVの各種イベントでの展示や試乗会等を実施するこ
とにより、水素社会実現に向けた普及啓発活動を積極的に行います。

(11,757)

19 継続 地球温暖化対策事業 13,019 単独

市が率先的に公共施設の省エネなどに取り組む「公共施設見える化推進
事業」、市民に対し地球温暖化対策に関する情報提供や取組紹介などを
行うクールチョイス普及啓発活動、市民・事業者への温室効果ガスを排
出しない電気自動車などの普及活動等を積極的に推進することにより、
市民・事業者の地球温暖化対策への意識向上を図るとともに、市民・事
業者・市が連携して温室効果ガス排出量の削減に取り組みます。

(127)

20 継続 環境保全啓発事業 1,745 単独

市民・事業者の環境に対する意識を高めるため、環境情報の提供、講師
派遣、体験活動の実施、環境活動の支援など様々な啓発事業を実施しま
す。

(1,822)

21 継続 猪苗代湖岸環境美化事業 1,000 単独

猪苗代湖の環境美化を図るため、砂浜清掃機による湖岸清掃や市民参加
による湖岸一斉クリーンアップ作戦を実施します。また、庁内関係課で
構成する連絡会議において、情報の共有化や水質保全対策の検討を行い
ます。

(1,000)

生活環境部

生活環境部

市民部

市民部

市民部

生活環境部

生活環境部

市民部

市民部
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Ⅴ　「暮らしやすいまちの未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

22 継続 新エネルギー導入促進事業 74 単独

市内に存在する「風力」、「水力」、「地中熱」、「バイオマス」等の
未利用資源を活用した新エネルギー発電設備導入に向けた可能性を調査
し、公共施設への設置や民間事業者への導入支援を行います。

(78)

23 継続 簡易水道事業地方公営企業法適用推進事業 0

簡易水道事業の経営状況をより的確に把握し、経営のさらなる健全化を
図ることを目的として、総務省が示す地方公営企業法適用の集中取組期
間の期限である平成31年度末を目標に法適用を推進します。

(0)

24 継続 生ごみ減量啓発事業 1,212 単独

一般家庭における生ごみの減量化を推進するため、生ごみ処理容器を無
償で貸与します。

(1,212)

25 継続 ３Ｒ推進事業 4,414 単独

ごみの発生抑制、再使用及び再生利用（３Ｒ）を推進するため、一般家
庭及び事業所に対して分別排出の徹底や意識改革を行うとともに、リサ
イクル率の向上に努めます。また、水銀使用廃製品を分別収集すること
により、水銀のリサイクルを推進します。

(4,964)

26 継続 ポイ捨て・犬のふん放置防止啓発推進事業 5,450 単独

市民の環境美化への関心や理解を高めるため、ポイ捨て等防止の継続的
な啓発活動を行います。

(4,721)

27 継続 公衆便所整備事業 877 単独

公衆便所を清潔で快適に利用できるよう、老朽化した施設の建替えや改
修を行います。

(274)

28 継続 河内埋立処分場第４期埋立地拡張事業 80,670 補助

平成35年に第３期埋立地の埋め立てが終了する見込みであることから、
第３期埋立地西側に、第４期埋立地を整備します。

(48,238) 国
1/3

29 継続 廃棄物の不法投棄・不適正処理の監視指導事業 12,753 補助

廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、県産業廃棄物税交付金を活用
して、不法投棄多発箇所への監視カメラの設置等により、監視体制を強
化します。また、奥州安積の関として産廃積載車両等を対象に検問を実
施します。

(7,507) 県
(定額)

30 継続 環境調査事業 513 単独

市民の健康や生活環境を守るため、本市の独自調査として、「酸性雨調
査」や「猪苗代湖及びその流入河川の水質調査」等を実施し、環境変化
の把握に努めます。

(548)

31 継続 地籍調査事業 45,018 補助

地図及び地籍（土地の権利関係や境界）を明確化するため調査を実施し
ます。

(39,048) 県
7.5/10

生活環境部

生活環境部

生活環境部

生活環境部

農林部

生活環境部

生活環境部

生活環境部

生活環境部

生活環境部
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Ⅴ　「暮らしやすいまちの未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

32 継続 交通渋滞対策事業（ハード施策） 15,520 単独

円滑な交通を確保するため、レーン増設やバス停車帯整備を含む渋滞対
策に関するハード施策の検討等を行います。

(6,175)

33 継続 （仮称）郡山中央スマートインターチェンジ設置事業 183,376 補助

市街地へのアクセス性の向上や広域移動の円滑化、さらに災害時におけ
る車両の円滑な移動を確保するため、（仮称）郡山中央スマートＩＣの
整備について取り組みます。

(413,769) 国
5.5/10
起債
90%

34 継続 生活道路改良舗装事業 353,772 単独

安全で快適な生活環境を構築するため、生活道路の整備を実施します。 (356,038)

35 継続 私道整備補助事業 5,000 単独

快適な生活道路環境を創出するため、私道の舗装整備に対する補助金交
付等の支援を行います。

(5,000)

36 継続 無電柱化促進計画検討事業 0 単独

災害に強い道路環境整備のため、電線地中化の推進を図ります。 (0)

37 継続 幹線道路新設改良舗装事業 151,280 補助

生活環境（利便性、安全性）の向上を図るため、幹線道路の整備を実施
します。
また、通学路の安全確保のため歩道の整備を行います。

(520,141) 国
5.5/10
起債
90%

38 継続 橋りょう整備事業 56,900 補助

円滑な道路交通を確保するため、橋りょうの整備を実施します。 (39,000) 国
5.5/10
起債
90%

39 継続 橋りょう耐震整備事業 191,629 補助

災害時における被災地への救護ルートの確保や落橋による鉄道等への二
次被害への防止などのため、橋りょうの耐震整備を行います。

(121) 国
5.5/10
起債
90％

40 継続 通学路安全対策事業（道路建設課） 70,000 補助

登下校中の児童を巻き込む、悲惨な交通事故が全国で多発したことを受
け、対策工事等により通学路における安全対策の継続的な強化を図りま
す。

(62,200) 国
5.5/10
起債
90％

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部
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予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

41 継続 水路側溝整備事業 430,000 単独

市民の快適な生活を実現するため、水路・側溝の整備を実施します。 (430,000)

42 継続 道路台帳整備事業 89,356 単独

道路台帳の閲覧の迅速化とともに、補修正の経費削減等を図るため、デ
ジタル化を推進します。

(82,562)

43 継続 アイラブロード事業 360 単独

美しい道路環境の整備を推進するため、市民との協働による道路美化活
動を行います。

(349)

44 継続 道路ストック整備事業 214,300 補助

道路は市民生活の基礎となる社会インフラであり、その予防保全のた
め、道路施設の点検を実施し、計画的な修繕工事を実施していますが、
今後は、道路施設修繕計画の策定により、道路施設の維持管理に関する
方針を明確化するとともに、メンテナンスサイクルを確立させ、それに
基づき点検や修繕工事を計画的に実施します。

(121,616) 国
5.5/10
起債
90％

45 継続 橋りょう長寿命化事業 201,235 補助

橋りょう長寿命化修繕計画により、予防保全型の修繕を実施し、橋りょ
うの長寿命化を図ります。

(351,679) 国
5.5/10
起債
90％

46 継続 浸水対策事業 11,800 単独

樋管の内水ポンプ用の電源を発電機から商用電源に切り替えることによ
り電源の副次化と稼働までの時間短縮化を図り、冠水被害の軽減に努め
ます。

(13,980)

47 継続 交通安全施設整備事業 109,225 補助

市民が安心して暮らせる生活環境の実現のため、交通安全施設（カーブ
ミラー等）の整備を実施します。

(119,939) 国
5.5/10
起債
90％

48 継続 通学路安全対策事業 115,000 補助

登下校中の児童を巻き込む、悲惨な交通事故が全国で多発したことを受
け、対策工事等により通学路における安全対策の継続的な強化を図りま
す。

(90,000) 国
5.5/10

49 継続 生活路線バス維持対策事業 173,095 補助

公共交通の利便性を図り市民生活の足を確保するため、バス路線等の見
直しや改善について、定期的な交通事業者及び地域との協議を行うとと
もに、県等の補助制度を活用し、生活に必要なバス路線の維持を図りま
す。

(160,075) 県
1,272

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部

建設交通部
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事　業　名　及　び　内　容

50 継続 福島空港利活用促進事業 6,090 単独

福島空港利用促進協議会、郡山市福島空港活用促進協議会及び県中地域
福島空港活性化推進会議等と連携しながら福島空港の利活用の促進を図
ります。

(5,720)

51 継続 総合都市交通戦略推進事業 2,766 単独

郡山市総合都市交通戦略協議会において、郡山市総合都市交通戦略及び
郡山市地域公共交通網形成計画の進行管理を行うとともに、デマンド交
通の検討も含め、誰もが利用しやすい公共交通体系の構築など、各種施
策を推進します。

(9,767)

52 継続 水辺空間整備事業 19,413 補助

河川環境に配慮した、水辺空間を創出するため、河川愛護団体や町内会
等の地域住民と一体となり環境整備を行います。

(20,053) 県
6,310

53 継続 南川都市基盤河川改修事業（ゲリラ豪雨対策9年プラン） 9,199 単独

南川において都市化で著しく低下した治水安全度を高めるとともに、環
境に配慮した河川整備を推進するため、河川改修を実施します。

(60,513)

54 継続 準用河川改修事業 162,599 補助

治水安全度を高めるとともに、環境に配慮した河川整備を推進するた
め、準用河川の改修を実施します。

(354,251) 国
1/3
起債
90%

55 継続 普通河川改修事業 39,457 単独

川幅狭小区間を解消し、河川の氾濫防止に努めるため普通河川の改修を
実施します。

(27,079)

56 継続 避難案内看板設置事業 2,400 単独

水害や土砂災害時の迅速な避難誘導のため避難案内看板の設置を進めま
す。

(3,150)

57 継続 水防管理事業 10,084 補助

排水ポンプ車等の水防機材の整備及び水害時に土のうの設置や内水処理
を行うとともに、水防の技術向上と新たな人材確保を図るため、水防講
習会等を実施します。

(7,231) 国
2,000

58 継続 浸水対策推進事業 2,967 単独

浸水被害の軽減を図り、安全・安心に生活できるまちづくりを目指し、
総合的な浸水対策の推進を図ります。

(2,136)

59 継続 市営住宅ストック総合改善事業 330,197 補助

市営住宅の居住環境の向上、安全性の確保を図るため、既存市営住宅の
各種改善工事等を行います。

(265,346) 国
4.5/10
起債
100％
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予算額(千円)
(前年度予算額)
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区分

事　業　名　及　び　内　容

60 継続 空家等対策事業 2,669 補助

安全・安心に暮らせる居住環境を確保するため、空き家の適切な管理を
推進します。

(582) 国
1/2

61 継続 インフラ有効活用（ストック効果向上）事業 0

市街化調整区域において、道路や鉄道(駅)、学校等の既存インフラを有
効活用し、地域それぞれの個性を活かしたまちづくりを推進するため、
地区計画制度の活用等について市民周知を図ります。

(9,000)

62 継続 都市計画図更新事業 18,380 単独

都市計画行政の推進には正確な都市計画図が必要であり、市民への最新
の都市計画情報を提供するためにも、新たに整備された道路等の施設や
東日本大震災により大きく変化した地形、建築物について、最新の航空
写真をもとに図の作成・更新を行うとともに各種データの修正を行いま
す。

(17,450)

63 継続 立地適正化計画策定事業 1,150 単独

市街化区域において持続可能なまちづくりを進めるため、公共交通ネッ
トワークと連携を図り、住居や医療、福祉、商業等の生活に必要なサー
ビスを身近に享受できるまちの姿の実現に向けて策定する「立地適正化
計画」について、国県等との協議を図りながら原案を作成します。

(1,383)

64 継続 中心市街地活性化推進事業 3,193 単独

本市及び連携中枢都市圏の活力向上に資するため、民間活力の活用や既
存ストックの有効活用などにより、本市中心市街地の都市機能の増進と
経済活力の向上を図ります。

(3,375)

65 継続 環状線等街路整備事業 290,918 補助

安全・円滑な道路交通や地域間のアクセス向上を図るため、環状道路網
を構成する都市計画道路の整備を進めます。

(663,568) 国
5.5/10
起債
90％

66 継続 伊賀河原土地区画整理事業【伊賀河原土地区画整理事業】 356,614 補助

区画整理の手法により宅地の整理を行い、安全で安心して暮らせる都市
基盤の整備を進めます。(事業計画期間:H6～H31)

(214,790) 国
5.5/10
起債
90％

67 継続 徳定土地区画整理事業【徳定土地区画整理事業】 563,939 補助

区画整理の手法により宅地の整理を行い、安全で安心して暮らせる都市
基盤の整備を進めます。(事業計画期間:H6～H30)

(860,380) 国
5.5/10
起債
90％

68 継続 富田第二土地区画整理事業【富田第二土地区画整理事業】 94,104 単独

区画整理の手法により宅地の整理を行い、安全で安心して暮らせる都市
基盤の整備を進めます。(事業計画期間:H6～H31)

(197,237)

建設交通部

都市整備部

都市整備部

都市整備部
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事　業　名　及　び　内　容

69 継続 大町土地区画整理事業【大町土地区画整理事業】 201,807 補助

中心市街地の空洞化を防止し活性化を図るため、宅地の整理を行い街区
の再編を推進します。

(102,303) 国
5.5/10
起債
90％

70 継続 緑あふれるまちづくり事業　 3,958 単独

緑化木や花苗の交付等により、緑化の促進及び保全を促し、都市全体の
緑の創出及び保全を図ります。

(3,911)

71 継続 こどものもり公園自然体験事業 336 単独

当該公園の豊かな自然を生かした自然観察会及び体験学習会を実施し、
市民や子供達の自然や環境の保護に対する意識高揚を図ります。

(293)

72 継続 公園トイレ整備事業　　　 14,130 単独

老朽化したトイレのユニバーサルデザイン化を進め、施設利用者の利便
性の向上を図ります。

(7,800)

73 継続 公園改修事業 10,000 補助

老朽化した公園の施設について、「遊具の安全に関する規準」に基づく
改修・更新を行い、遊具の安全確保及び公園の快適性の向上を図りま
す。また、公園施設長寿命化計画の策定を行い、公園施設の計画的な改
修・更新に係るライフサイクルコストの縮減や平準化を図ります。

(9,000) 国
1/2

74 継続 公園整備事業 9,870 単独

地域住民の憩いの場、活動の場として、日常的な利用に供される都市公
園の整備を図ります。

(12,475)

75 継続 住宅・建築物耐震化事業 353,783 補助

耐震基準に適合しない木造住宅等について、耐震化に要する費用（耐震
診断、補強設計、耐震改修工事）の一部を補助し、安全安心なまちづく
りの推進を図ります。

(71,351) 国
県

76 継続 屋外広告物指導業務 455 単独

良好な景観形成及び風致の維持等を図るため、屋外広告物の適正な規制
誘導等を行います。

(1,102)

77 継続 技術力向上職員研修事業【水道事業】 0

専門的な上下水道技術の向上を図るため、職員による技術研修会の実施
及び日本水道協会等が開催する各種研修へ職員を派遣します。

(0)

78 継続 猪苗代湖の水を守りたい事業【水道事業】 1,158 単独

水道水源である猪苗代湖の環境保全を啓発するために、市民及び上下水
道局職員による猪苗代湖岸清掃を実施します。

(1,158)
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79 継続 下水道等普及促進事業【下水道事業】 3,755 単独

公共下水道や農業集落排水施設への早期接続及び合併処理浄化槽への転
換を促進します。下水道等の意義、役割について理解と協力を求めま
す。

(4,723)

80 継続 浄化槽汚水処理対策補助事業 77,830 補助

公共下水道等の整備が見込まれない区域において、水質汚濁の防止及び
公衆衛生の向上を図るため、単独処理浄化槽及び汲み取り便槽から合併
処理浄化槽への転換に対し、設置及び撤去費の一部を補助します。湖南
地区においては、猪苗代湖の水環境保全のため、窒素及びリン除去型合
併処理浄化槽の設置が義務付けられていることから、新築等に対しても
補助します。また、合併処理浄化槽の適切な維持管理を促進し、公共用
水域の水質保全を図るため、維持管理費の一部を補助します。

(79,776) 国
1/3
県
1/3

81 継続 特定環境保全公共下水道接続補助事業【下水道事業】 2,000 単独

下水道の接続率が低い特定環境保全公共下水道の事業区域（湖南町）に
おいて、接続率の向上と猪苗代湖など公共用水域の水質保全を図るた
め、高齢者世帯のうち、市県民税が非課税又は均等割のみであることな
どの要件を満たす世帯に対し接続工事費の一部を補助します。

(2,000)

82 継続 雨水流出抑制施設整備促進事業(ゲリラ豪雨対策9年プラン)【下水道事業】 14,600 補助

洪水、浸水被害の軽減及び良好な水循環の維持回復に向けた水資源の有
効利用を図るため、公共下水道への接続により不用となった浄化槽を雨
水流出抑制施設へ転用するための費用及び浸透桝等を設置するための費
用の一部を補助します。また、貯留タンクを購入する費用の一部を補助
します。

(14,600) 国
1/2
県

0.1/10

83 継続 小水力発電事業【水道事業】 0

低炭素社会の推進やエネルギー自給率の向上を図るため、小水力発電を
事業化に向けて取り組みます。

(0)

84 継続 浄水施設等撤去事業【水道事業】 512,439 単独

旧豊田浄水場内の浄水施設である沈でん池、ろ過池、浄水池等の土木構
造物等の撤去工事を実施します。

(656,272)

85 継続 水道水放射性物質モニタリング検査事業【水道事業】 5,561 補助

安全で安心な水道水を提供するため、水道水の放射性物質モニタリング
検査を実施し、公表します。

(5,464) 国
10/10

86 継続 鉛給水管対策事業【水道事業】 199,387 単独

安全で良質な水を安定供給するために、鉛給水管布設替工事を実施しま
す。

(199,223)

87 継続 未給水地区解消事業【水道事業】 466,815 単独

計画給水区域内で水道水が給水されていない地区（未給水地区）の公衆
衛生の向上と生活環境の改善を図ります。

(385,000) 企業債
80％

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局
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Ⅴ　「暮らしやすいまちの未来」

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

88 継続 公共下水道汚水処理施設整備事業【下水道事業】 1,098,279 補助

公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、面整備及び汚水
幹線の整備を行います。

(993,866) 国
1/2
県

0.1/10
企業債
100％

89 継続 特定環境保全公共下水道整備事業【下水道事業】 84,616 補助

公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、湖南地区におけ
る面整備を行います。

(57,416) 国
1/2
県

0.1/10
企業債
100％

90 継続 公共下水道雨水対策整備事業【下水道事業】 332,481 補助

浸水被害の軽減を図るため、雨水幹線等の整備を行います。 (177,634) 国
1/2
県

0.1/10
企業債
100％

91 継続 雨水貯留施設等整備事業（ゲリラ豪雨対策9年プラン）【下水道事業】 2,210,000 補助

これまでの計画雨水量を超過する局所的な豪雨等、雨水流出量の増大に
より発生する浸水被害を軽減するため、雨水貯留施設等の整備を行いま
す。

(738,098) 国
1/2
県

0.1/10
企業債
100％

92 継続 下水道管理センター遊休施設有効利用事業【下水道事業】 32,832 単独

県中流域下水道への接続に伴い下水道管理センター内に発生した遊休施
設の有効利用やセンター内の老朽化施設の更新について再編計画を作成
します。

(7,800) 企業債
100％

93 継続 下水道施設長寿命化事業【下水道事業】 133,500 補助

下水道施設の老朽化による事故等の未然防止、及び、ライフサイクルコ
ストの最小化を図るため、下水道ストックの長寿命化を含めた計画的な
改築を進めます。

(357,500) 国
1/2
県

0.1/10
企業債
100％

94 継続 郡山市止水板設置補助事業(ゲリラ豪雨対策9年プラン)【下水道事業】 1,500 補助

建物等の浸水被害を軽減するため、郡山市内で、浸水被害があったと市
長が認める区域における建物等の所有者又は使用者を対象に、止水板設
置等工事費の一部を補助します。

(1,500) 国
1／2

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局

上下水道局
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横断的取組

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

1 継続 長期避難者等支援事業 902 単独

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故によって本市に避
難された方々が、各々の故郷に帰還できる日まで、行政サービスの提供
等の支援を行います。また、本市から自主避難している方々の帰還・自
立支援の促進を図ります。

(1,313)

2 継続 除去土壌等搬出事業 11,846,409 補助

除染により発生した除去土壌等について、保管場所からの運び出しを進
めます。

(16,061,840) 県
10/10

3 継続 線量計貸与事業 16,376 補助

町内会及び市民に空間線量計等を貸し出すなど、放射線からの不安解消
や健康管理を行います。

(29,253) 県
10/10

4 継続 放射線量等見える化事業 30,900 補助

汚染状況重点調査地域の指定解除に向けた放射線量の継続的なモニタリ
ングを実施するとともに、きめ細やかな情報の提供を行います。

(76,097) 国
10/10
県

10/10

5 継続 内部被ばく検査事業 21,781 補助

原発事故に伴う放射線の人体への健康影響を測定し、市民の長期的な健
康管理を図るため、ホールボディカウンターによる内部被ばく検査を実
施します。

(21,488) 国
10/10

6 継続 自家消費野菜等放射能検査事業 59,594 補助

原発事故後の食品の安全確保及び食品に対する不安を解消するため、市
民が持ち込む食品等に含まれる放射能を検査します。

(79,589) 国
10/10

7 継続 個人積算線量測定事業 50,539 補助

中学生以下の子どものうち希望者に対し個人積算線量計を貸し出し、積
算線量を確認することにより、子どもの健康管理に努めるとともに、保
護者等の不安解消を図ります。

(52,613) 国
10/10
県

10/10

8 継続 保育所等給食放射性物質測定事業 205,300 補助

放射性物質測定器を導入した認可外保育施設などを含む保育所等におい
て、調理済み給食及び食材の放射性物質検査を実施することにより、児
童の内部被ばく防止や保護者等の不安解消に努めます。

(193,753) 国
10/10

9 継続 農産物等放射性物質対策事業 165,904 補助

放射性物質の農産物への影響を軽減するため、吸収抑制対策としてカリ
肥料を農業者へ配付するとともに、農産物等のモニタリング検査を実施
する。

(185,317) 県
10/10

10 継続 ため池放射性物質対策事業 1,901,376 補助

ため池の放射性物質対策を実施し、原発事故に伴う放射線量の低減を図
ります。

(21,325) 県
10/10
3/4

事　業　名　及　び　内　容

総務部

生活環境部

生活環境部

農林部

農林部

生活環境部

保健福祉部

保健福祉部

こども部
学校教育部

こども部
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横断的取組

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

11 継続 未除染道路等側溝堆積物撤去・処理事業 281,559 補助

市内における未除染道路等の側溝堆積物（放射性物質汚染対処特別措置
法に基づく除染の対象にならない道路等側溝堆積物）を撤去・処理しま
す。

(131,755) 国
1/2

12 継続 小中学校給食放射性物質測定事業 178,672 単独

共同調理場及び自校給食校全てに放射線測定器を導入し、学校給食の放
射性物質検査を行うことにより、児童・生徒の内部被ばく防止や保護者
の不安解消に努めます。

(182,595)

建設交通部

学校教育部
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基盤的取組

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

1 新規 あすまち郡山推進事業（スモールスタート支援事業） 5,284 補助

基金を運用する財団や地域団体等によるコンソーシアムにより、まちづ
くりに資する先駆的かつ実験的な取組を始めようとする個人、事業者、
地域団体等を、資金面及びノウハウ面で支援します。
　○プラットフォーム構築

(0) 国
1/2

2 新規 ＡＩ等利活用推進事業 5,593 単独

ＡＩ等の新たなＩＣＴを活用した市民サービス向上や業務改善のための
事業の導入を図ります。
　○ＡＩロボット・モバイルワークの検証

(0)

3 新規 債権管理適正化推進事業 836 単独

市有債権管理における統一的な基準や手続を定めるなど、適正な債権管
理に向けた環境の整備を行います。
　○統一的マニュアルの策定
　○条例の制定

(0)

1 拡充 窓口サービスカイゼン事業 125 単独

市民の視点に立った行政サービスを提供するため、部局横断型会議「窓
口サービスカイゼン研究会」等を活用し、「窓口業務のアウトソーシン
グ」、「申請手続き等の簡素化」等の具体的なサービス改善策の検討を
行います。
　○市民課・国保・福祉・こども等の窓口サービスのカイゼン

(20)

2 拡充 連携中枢都市圏形成事業 1,911 単独

人口減少・少子高齢社会にあっても、地域が活性化し、経済を持続可能
なものとし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするた
め、「連携中枢都市圏」の形成を推進します。
　○都市圏ビジョン懇談会開催等

(0)

3 拡充 Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業 6,509 単独

公共施設の窓口等にＷｉ－Ｆｉ環境を整備し、来訪者へブロードバンド
サービスを提供するとともに、災害時にはライフラインとしての活用を
図ります。
　○公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境の拡充

(4,016)

4 拡充 マイナンバー利活用推進事業 696 単独

社会保障・税番号制度を利用した新たな行政サービスについて検討し、
市民サービスの向上を図ります。
　○マイナポータル「子育てワンストップサービス（ぴったりサービ
　　ス）」の拡充

(574)

5 拡充 ウェブサービス推進事業 35,987 単独

市民サービスの向上と行政運営の効率化を図るため、インターネットに
よる行政サービスの提供が可能なシステムの運用を行います。
　○電子申請手続きの拡充

(22,402)

事　業　名　及　び　内　容

政策開発部

政策開発部

税務部

総務部

政策開発部

政策開発部

政策開発部

政策開発部
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基盤的取組

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

6 拡充 地域情報化推進事業 63,996 補助

地域情報化を推進するため、郡山地域ニューメディア・コミュニティ事
業推進協議会に対し支援するなど、デジタルデバイドの解消及び機会の
提供等の事業を行います。
　○携帯電話基地局の整備

(10,280) 国
2/3

その他
1/9

7 拡充 情報システム運営事業 1,248,543 単独

市民サービスの向上と行政運営の効率化を図るため、ネットワーク全体
の最適化を進めます。
　○クラウドを活用したシステム等の導入検討

(1,217,353)

8 拡充 国保税収納対策事業【国民健康保険】 8,757 単独

納期内納付を推進するとともに、滞納者に対しては厳正な滞納処分を行
い、収納率の向上と滞納繰越額の縮減を図ります。
　○自動音声電話催告システムの導入

(6,879)

1 継続 公用車集中管理事業 24,515 単独

公用車台数や維持管理費の削減など効率的な運用を図るため、公用車を
集中管理します。

(19,149)

2 継続 熱海行政センター整備事業 0 単独

地域住民の安全・安心の確保と住民サービスの充実を図るため、熱海行
政センターの建設整備に取り組みます。

(0)

3 継続 人材育成推進事業 41,974 単独

職員の能力開発を効果的に推進するため、各種研修及び地方公務員法に
基づく人事評価制度の実施等により、人材育成やコミュニケーションを
重視した職場環境の構築に努めます。また、女性職員の活躍推進を人材
育成の観点から支援するため、各種研修等を積極的に実施します。

(37,895)

4 継続 わかもの政策討論事業 43 単独

中核市であり、県内の復興をけん引する本市といわき市が連携し、将来
を担う若者の市政参画機会の拡充と施策・事業への意見反映を図るた
め、本市及びいわき市の高校生で構成する政策討論会を開催し、意見交
換、まちづくりへの提言等を行います。

(240)

5 継続 チャレンジ市役所新発想研究塾事業 997 単独

市民ニーズを的確に捉え、地域の魅力を高めた市民満足度の高いまちづ
くりを実現するため、市の若手職員で構成する政策研究会を開催し、意
見交換、まちづくりへの提言等を行います。

(1,057)

6 継続 地方分権推進事業 1,739 単独

地方分権の更なる推進を図るため、中核市市長会における活動等を通じ
て、規制緩和や、権限移譲に係る課題の調査・研究及び情報発信等を行
います。また、住民参加型ワークショップの開催により、地域課題の把
握、解決と一層の住民自治の意識の向上を目指します。

(1,829)

政策開発部

政策開発部

総務部

総務部

総務部

市民部

政策開発部

政策開発部

政策開発部

－51－



基盤的取組

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

7 継続 自治体スマホ連絡協議会事業 62 単独

自治体共通の様々な地域課題をスマートフォンを利活用することで解決
する方法を検討するとともに、自治体と民間企業との連携を促進し、地
域課題を解決するための取組を実践することを目的とします。

(62)

8 継続 ＩＣＴ活用研究推進事業 99 単独

各部局から推薦された職員により、ICTを活用した新サービスの事例
や、各部局の事業課題について調査研究し、研究成果を事業化します。

(123)

9 継続 Web会議システム推進事業 3,952 単独

本庁と行政センター等の間に整備したＷｅｂ会議システムを活用し、窓
口業務やペーパーレス会議等のほか、災害発生時の迅速な情報収集など
市民サービスの向上と事務の効率化を図ります。

(5,815)

10 継続 オープンデータ利活用推進事業 493 単独

市が保有するデータを、市民や企業等が容易に二次利用できる形式で整
備し、公開することにより、市民サービスの向上やまちづくりの促進、
経済の活性化を図ります。

(551)

11 継続 情報セキュリティ対策事業 1,174 単独

個人情報をはじめとする行政の重要な情報資産の流出等を防止するた
め、情報セキュリティ監査やセキュリティ研修を実施し、情報を適切か
つ安全に管理するセキュリティマネジメントを継続的かつ組織的に実施
します。

(2,051)

12 継続 公有資産マネジメント推進事業 11,256 単独

土地や建物等の公有資産の活用など、経営的視点に立った行政運営を図
るため、公有資産のマネジメントを推進します。

(4,745)

13 継続 熱海多目的交流施設整備事業 281,274 補助

磐梯熱海駅前の市有地を活用し、住民交流や観光交流の拠点施設の整備
に取組みます。

(657,692) 国
4/10
起債
90％

14 継続 建設系技術職員育成事業 50 単独

技術系職員の育成や意識改革を図るため、工事現場における研修及び業
務に関連する根拠法令等の研修を実施します。

(50)

15 継続 こおりやま応援寄附金事業 11,304 単独

ウェブサイト及び民間運営のポータルサイト等で寄附金制度を周知し、
こおりやま応援者の拡大及び寄附金額の増大を図ります。

(11,397)

16 継続 市税啓発促進事業 1,099 単独

市税に対する市民の理解を深め、納税意識の高揚を図るため、課税や収
納の仕組み等を簡潔に、わかりやすくパンフレット等にまとめ広報しま
す。

(829)

政策開発部

政策開発部

財務部

税務部

税務部

政策開発部

政策開発部

政策開発部

財務部

財務部
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基盤的取組

予算額(千円)
(前年度予算額)

事業
区分

事　業　名　及　び　内　容

17 継続 税収確保対策事業 2,277 単独

滞納者へ納税を促すため、納税相談の促進及び差押財産処分に伴う不動
産・動産の公売を実施します。また、未納発生・長期滞納の予防のた
め、納税コールセンターの設置についての調査・検討を行います。

(1,865)

18 継続 納税貯蓄組合運営奨励事業 10,813 単独

税収確保を図るため、納税貯蓄組合を支援します。 (12,446)

19 継続 臨時窓口開設事業 374 単独

住民異動届出等が多くなる3月下旬から4月上旬の休日及び平日夜間に窓
口を開設し、市民の利便性の向上を図ります。

(383)

20 継続 証明書等コンビニ交付サービス事業 20,138 単独

マイナンバーカードを利用した証明書等のコンビニ交付サービスを実施
し、市民の利便性の向上を図ります。

(20,362)

市民部

市民部

税務部

税務部
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計 新規 拡充 継続 計 新規 拡充 継続

Ⅰ 産業・仕事の未来 73 1 12 60 3,956,785 3,436 135,232 3,818,117

Ⅱ 交流・観光の未来 43 0 6 37 947,995 0 149,868 798,127

Ⅲ 学び育む子どもた
ちの未来

86 0 7 79 9,503,906 0 965,286 8,538,620

Ⅳ 誰もが地域で輝く
未来

110 3 11 96 5,394,836 9,056 718,032 4,667,748

Ⅴ 暮らしやすいまち
の未来

99 2 3 94 11,229,077 21,823 37,486 11,169,768

横断的取組 12 0 0 12 14,759,312 0 0 14,759,312

重点分野
事業数（件） 事業費（千円）

「郡山市まちづくり基本指針」事業総括表

横断的取組 12 0 0 12 14,759,312 0 0 14,759,312

基盤的取組 31 3 8 20 1,791,870 11,713 1,366,524 413,633

計 454 9 47 398 47,583,781 46,028 3,372,428 44,165,325
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