（仮称）南相馬市地域創生総合戦略基本目標別事業

資料２

基本目標① 若い世代の定住の促進
○商工業の再興
☆地場産業の支援
・基盤技術産業の高度化の推進
商工労政課

災害対応、介護・医療・福祉及び農業分野におけるロボット機械購入費
に対し助成金を交付する。補助率1/2 上限100万円

商工労政課

地域の中小企業の経営革新の支援、産学連携のコーディネート等によ
り地域中小企業等を総合的にサポート。ゆめサポート南相馬の運営に
対し補助金を交付し、経営指導力向上と組織体制を強化。

商工労政課

工業用地の開発を進めることで新規企業の誘致を促進する事業を実施
するにあたり、事務補助員を雇用。

4 イノベーション・コースト構想推進事業

商工労政課

イノベーション・コースト構想に関わる各機関・団体との連携を図り、福島
ロボットテストフィールド・ロボット開発実証拠点の実現を促進。

5 産業復興・企業誘致促進事業

商工労政課

・市内企業訪問及び企業誘致のための新規企業訪問。
・既存企業の本社訪問及び企業・経済懇談会の実施。
・企業誘致推進のための企業立地サポート業務委託。

6 企業立地促進事業補助金

商工労政課

工場を新・増設する企業に助成金を交付。

7 工場誘致審議会委員費

商工労政課

工場誘致に関する計画及びその他の重要事項の調査審議や企業立地
促進条例に係る指定事業者の審議。

8 企業情報収集事業

商工労政課

企業誘致推進のための情報収集。

1 ロボット導入促進事業補助金

・販路開拓の支援
2 支援の相談窓口（産業支援センター運営費補助）

☆企業誘致の推進
・企業誘致のための工業基盤の整備
3 被災地工業用地整備開発事業（緊急雇用対策）

・戦略的な企業誘致活動の推進
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☆街なかの活性化
・街なか賑わいの創出・環境整備対策への支援
9 大町地区商業店舗整備事業

商工労政課

災害公営住宅近隣に商業用共同店舗を建設し、周辺住民の買い物の
場所を提供。

10 活力ある商店街支援事業補助金

商工労政課

空き店舗補助事業、商店街情報化対策事業、商店街環境整備事業、
商店街ソフト事業支援事業等を実施する商店会等に対し支援。

11 街なか賑わい創出事業

商工労政課

「チャレンジショップ、市民市場、屋台村（総称：まちなかひろば）」の管
理及びイベント企画。

12 商工業活性化ＰＲイベント事業

商工労政課

市内の商工業事業者や関係団体が開催するイベント等の企画・運営の
指導助言等を行うため臨時職員を雇用。
市内の魅力をＰＲするマップを作成し、セデッテかしまに設置し、街なか

13 街なかおもてなし事業

鹿島区産業建設課 への流入を促進。

14 かしま再興祭補助金

鹿島区産業建設課 （H28以降）交流市町村物産販売

（H27）ステージイベント・花火大会・投げ餅

15 ポケットパーク維持管理事業

商工労政課

旭町及び栄町にポケットパークを設置し、市民が集う場所を提供。

16 中心市街地活性化協議会運営補助金

商工労政課

商工会議所を設置主体とする中心市街地活性化協議会の運営につい
て、経費の一部を補助。

商工労政課

地域の社会に対応できる企業、独創的な商品やサービスを提供できる
企業の創業支援に取り組む民間事業者に対し補助金を交付。

18 就労人材確保支援事業補助金

商工労政課

市内民間事業所が、市内または市外から人材を確保するにあたり職業
紹介事業者を介した場合、その際生じた費用の半額を補助。

19 仮設住宅目的外貸付事業

建築住宅課

市内で就労を希望する方に仮設住宅の目的外使用として貸付。

☆地域における創業支援
・起業支援体制の充実
17 創業支援推進事業

・起業家の人材育成支援
☆雇用促進と就労支援
・地域就労支援の充実
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20 新卒者就職支援事業

商工労政課

県が行う就職促進支援員配置事業と連携し、市内各高校の就職希望者
への就職相談、面接指導を実施。

21 被災事業所等復興支援事業

商工労政課

放射線対策総合センター内で、地域における商工業振興を担うコー
ディネーター役を業務委託し、被災事業者等の復興支援や起業家支援
を実施。

22 新規就職者応援事業

商工労政課

市内での人手不足に対応するため、市内民間事業所に新規に就職し
た者について奨励金10万円を支給。

23 被災失業者の地域就職支援（相双地域雇用創造推進協議会）

商工労政課

被災者を中心とする求職者等に対し、企業求人情報の提供体制を充実
させ、個別相談窓口の設置や就職説明会などの就職機会創出活動の
実施、各種講座の開催。

24 緊急的な地域雇用の創出

商工労政課

絆づくり応援事業を活用し、緊急的な雇用の維持や創出に効果の高い
事業に取り組む。

25 地域産業情報収集発信事業

商工労政課

事業所データベース（企業・事業所・空き店舗等の情報を掲載）に係る
情報を収集し、月1回情報を更新。

商工労政課

テクノアカデミー浜の機能の早期回復に対する働きかけ、これまでの職
業能力開発機能の拡張・充実による人材育成機能強化への働きかけ。

商工労政課

子育てしている男性・女性ともに働きやすい職場づくりに取り組む企業
へ、関係機関と連携しながら相談支援を実施。

農政課

新たな農業への転換を促進するため、「南相馬市農業復興チャレンジ
塾」を設置し、経営感覚に優れた農業経営体を育成。

・人材育成による技能水準の向上と雇用機会の拡大
26 テクノアカデミー浜の職業能力開発過程の強化と充実

・仕事と子育ての両立が可能な環境醸成
27 仕事・子育て両立支援事業

○農林水産業の再興
☆農業の再生と振興
・担い手及び青年就農者の育成
28 農業経営人材育成事業

農業後継者や新規農業者の団体が、農業技術向上のための勉強会や
29 農業後継者育成実践活動事業

鹿島区産業建設課 販売活動等の実践活動を農業経営戦略上のシミュレーションとして活動
した際、補助金を交付。
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・施設園芸作物など新たな農業への転換と安心安全な農畜産物の生産
30 農林水産業復興計画推進事業

農政課

復興総合計画を踏まえ、東日本大震災と原発事故の克服に向け、本市
の農林水産業の再生と復興の方針を定める「南相馬市農林水産業再生
ビジョン」を策定。

31 地域農業経営復興再開支援事業

農政課

経営再開マスタープランの作成、農地集積及び担い手育成の支援。

32 植物工場整備事業

農政課

津波や原発事故により被災した農業者の営農再開と風評被害克服のた
め、養液栽培設備による大規模な園芸施設を整備。

33 福島県営農再開支援事業

農政課

農地の除染、住民帰還の進捗に応じ管理耕作への支援、放射性物質
吸収抑制対策への支援、被災農地保全管理の支援等を実施。

小高区・鹿島区産業建設課

被災し農作物生産の中止を余儀なくされた園芸作物の産地において、
種苗等の生産資材等や園芸設備・施設の取得費用について支援。

34 園芸産地復興支援対策事業
35 被災農家経営農業機械・施設等貸付支援事業
36 経営改善支援活動事業

農政課

被災農業経営体に対し、農業機械及び農業施設等を貸与。
農業経営改善支援センター支援チームによる相談活動等を通じ、営農

鹿島区産業建設課 技術や支援制度等に関する情報提供や要望把握等を支援。

・風評被害対策の推進と販路拡大への支援
37 農家民宿拡大事業

農家民宿の再開や新規開始に対し、民宿経営者会議の開催、講習会

鹿島区産業建設課 の開催、先進地視察研修、開業に係る手数料等を補助。

☆森林の再生と活用の推進
・森林資源の有効活用
38 木質バイオマス発電施設等緊急調査事業

農林整備課

森林整備で産出する地元産材の活用推進や、官民共同による利活用
推進協議会の設置により、森林資源の利活用を推進。

☆水産業の再生と振興
・水産物資源の維持・増殖と漁業担い手の育成・確保
漁業後継者の育成と新たな商品開発やネットワークづくりも含めた漁業
39 沿岸漁業活性化支援事業補助金

鹿島区産業建設課 活動の向上のため、震災により就労不能となった漁業者の行う活動に対
し補助金を交付。

40 淡水魚放流事業補助金・鮭繁殖事業補助金

真野川の水産資源（鮭・アユ等）を生かした地域の新興を図るため、淡

鹿島区産業建設課 水魚及び鮭の放流事業等に対し補助金を交付。

4

○観光交流の推進
☆馬事文化を核とした観光開発
・観光ルートの確立と観光物産品のＰＲ強化
41 復興観光ガイド活用事業

観光交流課

復興を進めている過程を知ってもらうため、観光案内人としてのガイドを
育成するとともに、ガイドの利活用により観光客の誘客を推進。

42 観光振興事業

観光交流課

首都圏等で開催される観光イベント等へ参加し、相馬野馬追や観光資
源、特産品等のＰＲを行うとともに、馬事文化や歴史的文化財、観光交
流施設を活用した通年での誘客PRを実施。

43 復興支援ツアー誘致事業

観光交流課

首都圏等からの復興支援ツアーを誘致するとともに、ツアー行程に道の
駅やまちの駅、サービスエリア、博物館、馬事公苑等を取り入れ、観光
交流施設を有効活用。

観光交流課

市外でのイベントや災害時相互援助協定を締結した自治体等と地元物
産事業者等との相互物産交流事業を実施。

文化スポーツ課

本市において開催される交流・滞在型スポーツ事業を実施する団体等
を支援。

観光交流課

交流人口拡大を主たる目的として活動を行う市内・市外の民間交流活
動団体に対し、各種支援を行うとともに、市外での交流イベントや災害
時相互援助協定を締結した自治体との相互交流事業を実施。

企画課

多くの大学や大学生が市内に入り、市内をフィールドに調査・研究が行
われるよう環境整備やサポートを実施。

48 南相馬スポーツ復興事業補助金

文化スポーツ課

本市との災害時相互援助協定締結自治体や交流自治体の子どもたち
を招待し、陸上競技に関するワークショップや交流事業を実施する団体
へ必要な経費を支援。

49 南相馬市・杉並区スポーツ交流事業補助金

文化スポーツ課

杉並区とのスポーツ交流事業を実施する団体へ必要な経費を支援。

・観光交流施設の活用
☆交流人口の拡大
・各種交流の促進
44 経済交流活性化推進事業
45 交流・滞在型スポーツ事業補助金

46 交流人口拡大支援事業
47 南相馬復興大学事業

・交流活動団体等への支援充実
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・友好都市間交流の充実
50 姉妹都市相互派遣交流事業補助金

観光交流課

姉妹都市である米国ペンドルトン市と交流親善の一層の進展を目指し、
高校生の相互派遣交流事業を実施。

51 友好都市交流事業

観光交流課

友好都市である鹿児島県瀬戸内町と小中学生の相互派遣交流事業を
実施。

観光交流課

「セデッテかしま」の機能を活用し、本市の魅力ある情報を全国に発信。

観光交流課

南相馬市ふるさと回帰支援センターと連携し、観光誘客や交流人口拡
大に資するため、農家民宿を支援するとともに、ニューツーリズム及び着
地型観光を推進。また、本市の観光イベントや移住等に関する地域情
報について、道の駅などの観光交流施設やインターネット上で情報発
信。

54 子育て世帯及び若年夫婦世帯定住促進事業奨励金

建築住宅課

子育て及び若年夫婦世帯の定住・移住を促進させ、地域の活性化を図
るため、新たに住宅を取得した者及び新たに賃貸住宅に入居する者に
対し奨励金を交付。
住宅取得：上限100万円 賃貸：18万円

55 宅地造成事業

建築住宅課

市内へ個別移転を希望する原発被災者及び津波罹災者に対し、分譲
地を造成（計画戸数59戸）。

56 空き地空き家バンク事業

建築住宅課

市内の空き家及び空き地の売却または賃貸情報を広報紙、ホームペー
ジ、パンフレットにより提供。

文化スポーツ課

みちのく鹿島球場にプロ野球・大学・高校野球大会等を誘致するととも
に、市民が楽しめるイベントを開催。

・観光交流情報の発信充実
52 セデッテかしま活用ＰＲ事業

・多彩なツーリズムの促進

53 ニューツーリズム支援事業

○住宅の整備
☆安心して居住できる環境の整備
・移住・定住の促進

○生涯学習・スポーツ環境の充実
☆だれもがスポーツを楽しめる環境の充実
・生涯スポーツの充実
57 みらい元気挑戦ウェルカムベースボール事業
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・スポーツ施設の整備
58 体育館・グラウンドの整備（真野小学校跡地）
59 みちのく鹿島球場サブグラウンド整備事業
60 体育施設整備事業

地域間・世代間交流とスポーツ環境の充実を図るため、旧真野小学校

鹿島区地域振興課他 の施設を利活用し、体育館・グラウンドを整備。
文化スポーツ課他

みちのく鹿島球場をより有効に使うため、多目的に使えるサブグラウンド
を整備。

文化スポーツ課

スポーツ推進計画（スポーツ施設整備計画）に基づき施設整備を実施。

文化スポーツ課

災害時相互援助協定締結自治体との芸術作品の交流や、滞在型アー
ティストを活用した芸術文化の交流を推進。

文化スポーツ課

・全国大会優勝団体等を招待し、地元団体との共演による技術力の向
上。
・地元の吹奏楽、マーチング、合唱等だれもが気楽に楽しめる音楽コン
サートの開催。

総務課

市の将来を担う若い人材を育成するため、「南相馬みらい創造塾」を開
催。
また、塾生の提案による協働モデル事業を実施。

☆芸術文化にふれる機会の充実
・芸術文化活動が行いやすく、参加しやすい環境整備
61 アートによるふれあい交流事業

・身近に芸術文化にふれることのできる環境整備
62 響きあうブラス＆コーラスコンサート事業

○地域コミュニティの再生
☆地域活動の環境づくりと人材育成
・地域で活躍する人材の育成
63 南相馬みらい創造塾事業
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基本目標② 未来を担う人を育む環境の充実
○子育て環境の整備
☆親と子の健康支援の充実
・安心して妊娠・出産するための支援の充実
健康づくり課

乳幼児及び母性の健康の保持増進を図るため、母子保健サービスを提
供。また避難生活をしている親子の健康管理のために必要な母子保健
サービスを提供できるよう関係機関と調整を図り、子育ての悩み不安の
解消。

65 乳幼児こども医療費助成事業の推進

男女共同こども課

出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの医療費の
一部を助成。

66 未熟児養育医療費助成事業

男女共同こども課

養育のため入院が必要な未熟児に対し、医療の給付等を実施。

67 ひとり親家庭医療費助成事業

男女共同こども課

ひとり親家庭のうち所得の低い家庭及び父母のいない児童に対し、医
療費の一部を助成。

64 母子保健事業

・医療費の助成

68 小児インフルエンザ予防接種支援事業

健康づくり課

小児用インフルエンザ予防接種費用の一部を助成。

・発達支援体制の構築
69 のびのび発達支援事業

男女共同こども課

支援を必要とする児童等が適切な環境で成長できるよう幼稚園・保育
園、母子保健担当、教育委員会、療育機関等との連携を図りながら支
援。

・地域医療提供体制の充実
70 看護師確保推進事業

健康づくり課

・市内医療機関、相馬郡医師会、県看護師協会等の代表者で構成する
会議体の設置。
・合同就職面接会の開催（年2回程度）。
・看護師の仕事に関する学習会の開催（中学生対象）。

71 看護師等修学資金貸与事業

健康づくり課

看護師不足解消のため、看護師及び准看護師を目指す学生に対し修
学資金を貸与。

72 夜間小児科・内科初期救急事業

健康づくり課

初期救急医療の確保に向け、夜間においても小児科及び内科の受診
ができるよう初期救急体制を整備。
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73 地域医療提供体制推進事業

健康づくり課

・地域医療在り方検討委員会の開催。
・市内医療機関や国県等関係機関との協議調整。

74 かかりつけ医促進事業

健康づくり課

・かかりつけ医制度の普及啓発。
・医療機関マップの整備。
・こども救急パンフレットの整備。

75 相馬地方救急等医療体制整備事業

健康づくり課

初期救急医療の確保に向け、休日昼間においても医科歯科の受診が
できるよう相馬地方の市町村とともに初期救急体制を整備。

☆元気に遊べる環境の充実
・子どもが安心して遊ぶことができる遊び場の整備
76 子どもの遊び場整備事業

男女共同こども課

子どもが安心して遊ぶことができる施設を各区に整備。

男女共同こども課

わんぱくキッズ広場を活用した子どもの遊びイベント開催等に対し、子
育て応援基金助成金を交付・支援。

78 子育て応援情報交流事業

男女共同こども課

子育て家庭が必要な情報をインターネットで容易に入手できるとともに、
子育て中の保護者や子育てを応援する市民が相互交流できるサイトを
構築。

79 ようこそ赤ちゃん誕生祝い品支給事業

男女共同こども課

出産した家庭にお祝いの気持ちを表すとともに、経済的に支援。

・子どもの遊び環境の充実
77 市民団体が行う子育て支援活動に対する支援（子育て応援基金助成事業）

☆子育てのサポート体制の充実
・子育て世帯への相談・支援体制の整備

80 幼稚園・保育園における相談体制の充実

幼児教育課

日常生活の指導や専門家によるカウンセリングを行うなど相談体制を充
実。必要に応じ嘱託医や臨床心理士による相談体制を構築。

81 子育て支援センター管理運営事業

幼児教育課

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、支援活動の企
画・調整・育児不安等に対する相談指導・子育て支援サークルの育成
支援。

幼児教育課

公立幼稚園の園舎開放や子育て支援センター開放による子育てサロン
実施など、子育てサークルの育成支援。

・地域における子育て環境の整備
82 地域との連携強化
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83 子育て相談体制の構築等に対する助成（子育て応援基金助成事業）

男女共同こども課

悩みを抱えた親と子に相談の場、交流の場を提供する事業に対し、子
育て応援基金助成金を交付・支援。

84 ファミリーサポート推進事業

男女共同こども課

子育ての手助けをしてほしい方（おねがい会員）に子育ての手助けをし
たい方（まかせて会員）を紹介し、相互の信頼と合意のうえで、一時的に
子どもを預かり育児を援助。

85 青少年育成市民会議活動事業

男女共同こども課

各地区推進協議会による各種事業の開催や非行防止、社会環境浄化
について地域ぐるみで取り組み。

86 東日本大震災遺児等支援金支給事業

男女共同こども課

東日本大震災により両親またはその一方を亡くした子どもに対し支援金
を支給。
1〜6歳（年額20万円）、7〜15歳（年間30万円）、16〜18歳（年額40万
円）

87 東日本大震災遺児等支援事業

男女共同こども課

震災遺児孤児及びその保護者等の悩みや不安の解消のため、親子の
交流事業、臨床心理士による相談など心のケアに関する事業を実施。

88 震災遺児等進学支援助成金交付事業

男女共同こども課

震災遺児孤児の大学進学に係る経済的負担を軽減。

・東日本大震災遺児等の支援

☆保育環境の整備
・安心して子どもを預けられる環境の整備
89 鹿島児童クラブ整備事業

幼児教育課

現在の鹿島児童クラブが狭いため、旧鹿島学校給食センター跡地に新
しい児童クラブを整備。

90 一時預かり事業

幼児教育課

育児疲れ解消、急病や勤務形態の多様化に伴う一時的な保育需要に
対応するため、一時預かりを実施。

91 放課後児童健全育成事業

幼児教育課

昼間保護者がいない小学生を対象に、小学校の空き教室等を利用して
学童保育を実施。

92 児童館運営事業

幼児教育課

市内各児童館（児童センター）の維持、管理運営。

93 私立保育所等給食検査体制事業補助金

幼児教育課

私立保育所給食のより一層の安全確保のため、使用する給食食材及び
提供した給食を対象に事前・事後検査を実施するために要する経費を
補助。

94 保育所等給食検査体制整備事業

幼児教育課

公立保育所給食のより一層の安全確保のため、使用する給食食材及び
提供した給食を対象に事前・事後検査を実施するために要する経費を
補助。
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95 幼稚園授業料無料化事業

幼児教育課

公立幼稚園授業料を無料化するとともに、私立幼稚園在籍園児の保護
者に対して実質無料となるよう補助。

96 保育園（所）保育料無料化事業

幼児教育課

保育園（所）保育料を無料化。

97 認可外保育施設入所支援事業

幼児教育課

市内の認可外保育施設に入所する児童の保護者に対し、保育料の一
部を助成。

98 園児の健康を守る安全・安心対策支援事業

幼児教育課

外出や屋外活動等を控えている園児の精神的ストレスや運動不足の解
消を図るため、スポーツトレーナーを幼稚園・保育園へ継続して派遣。

○学校教育の充実・整備
☆「生きぬく力」の育成
・確かな学力を育む教育の推進
99 南相馬市子どもサイエンス体験事業

文化スポーツ課

本市の子どもたちが科学への興味・関心をより深める機会を提供。
原発事故等に伴う児童数の減少により生じた複式学級に講師を配置
し、児童に対しきめ細やかに学校生活への適応や学習への支援を実
施。
知能検査や学習適応性検査、標準学力テストを実施し、児童生徒の学
業不振の要因等を把握。教員の資質向上のため、先進地視察研修を
実施。

100 複式学級解消事業

学校教育課

101 基礎学力向上対策事業

学校教育課

102 学校不適応対策事業

学校教育課

やすらぎ広場（原町区）、さくら教室（鹿島区）、紅梅教室（小高区）の３
つの適応指導教室を設置し、児童生徒の不登校状態の改善に向け助
言・指導。

103 学習支援事業

学校教育課

ADHD、LD、高機能自閉症などの発達障がいのある児童生徒、問題行
動があって特別の支援を必要とする児童生徒等が在籍している学校に
学習支援員を配置。

104 介助員配置事業

学校教育課

心身に障がいのある児童生徒が市内の小中学校に就学する場合、必
要に応じ学習員を配置。

・豊かな心を育む教育の推進
105 こども交流支援事業補助金
106 郷土愛、生命の尊重、強い意志の指導に重点を置いた道徳教育の充実

文化スポーツ課

こどものつばさ事業の参加率の向上と交流の拡大を図るため、事業を運
営するNPO法人に対し支援。

学校教育課

「郷土愛」「生命の尊重」「強い意志」の指導に重点をおいた道徳教育の
充実。
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107 積極的・組織的なスクールカウンセラーの活用

学校教育課

児童生徒がPTSD（心的外傷後ストレス障害）等にならないよう心の回復
を支援。

108 防災・安全教育の充実

学校教育課

危機管理マニュアルによる防災訓練や学校の教育活動全体を通した防
災教育。

文化スポーツ課

生きる力と自然の大切さを学ぶとともに、親子のふれあいや子どもの社
会性を身につけるため、子ども・親子の自然体験学習を実施。

学校教育課

全小中学校において学校体育全体計画及び体力向上推進計画を作
成。体育の授業においては、運動身体づくりプログラムを活用し、効果
的に体力向上。

111 家庭教育支援総合推進事業

文化スポーツ課

学校・社会・家庭との連携協力を図り、家庭教育に関する学習機会を提
供。

112 紅梅の里・親と子の絆づくり体験事業

文化スポーツ課

旧警戒区域の児童・生徒とその家族の交流の場を提供。

113 中学生職場体験等支援事業

文化スポーツ課

生徒一人ひとりの勤労観・職業観を育て、社会人・職業人として自立で
きるよう、市内中学校で実施する職場体験活動・福祉体験活動を支援。

114 子どものための情報誌発行事業

文化スポーツ課

家庭教育の充実を図るため、親子や子どもが参加できる行事・イベント
等の情報を提供。

学校教育課

学校教育の充実を図るため、教育に関する相談、学校適応指導、教育
関係職員の研修、教育に関する調査研究等を支援。

116 特色ある学校づくり事業補助金

教育総務課

児童生徒の「生きる力」を育むため、各学校が独自に実施する特色ある
教育活動及び復興教育推進事業を推進するため、小学校校長会及び
中学校校長会を通して補助金を交付。

117 小中学校交流の集い補助金事業

教育総務課

市立小中学校の在籍児童生徒及びその保護者と、区域外就学を行っ
ている児童生徒及びその保護者の絆を深め、さらには市外に避難する
市民の帰還意欲の向上に資する事業に補助金を交付。

・健やかな体を育む教育の推進
109 子ども自然体験学習事業

110 体力と運動能力の向上

・学校と家庭や地域が連携した学習機会の提供

115 学校教育支援センター事業

☆特色ある教育・魅力ある学校づくり
・特色ある学校づくりの推進
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学校教育課

・医師やスポーツトレーナー等を学校等に派遣し、講話や実技講習会を
実施。
・放射線の知識のある専門医等を派遣し、保護者や教職員向け講習会
を実施。

119 スーパーティーチャー招へい事業

学校教育課

高い指導力のある教員、著名な有識者等を招へいし、教職員の指導力
向上、児童生徒の学力向上、学習することの楽しさや意義について考
えさせる授業を実施。

120 キャリア教育支援事業

学校教育課

中学生を対象に、キャリアカウンセラー等の資格者、指導経験者による
「キャリア出前講座」を実施。

121 特色ある教育施策推進研究事業

教育総務課

子どもたちの帰還促進を図るための特色ある学校づくりや教育施策を推
進するための方策を研究。

122 放射線に関する指導の実施

学校教育課

児童生徒の発達段階に応じた放射線に関する系統的・継続的な指導の
実施。理科の授業での学習、パンフレットの配布、教職員の研修等。

123 外部講師招へい事業補助金

学校教育課

中学校の音楽部活動に外部から専門的な知識や技能を有する専門講
師を派遣し、生徒の演奏技術の向上や顧問の指導力の向上を図るた
め、補助金を交付。

124 外国青年招致事業

学校教育課

外国青年を各中学校に配置するとともに、各幼・小学校に派遣。英語に
よる実践的コミュニケーション能力を育成。

125 市教育振興基本計画策定事業

教育総務課

復興下の教育行政施策の推進に向け新たな教育振興基本計画を策
定。

126 学校等芸術文化活動支援事業

文化スポーツ課

学校等の芸術文化及び教育活動の新興を図るため、市民文化会館を
利用する際の利用料金の一部を助成。

118 児童・生徒の健康を守る安全・安心対策支援事業

・特色と魅力ある教育の推進

・ＩＣＴ整備事業の推進
127 ＩＣＴ整備事業

教育総務課・学校教育課

デジタル黒板やタブレット等を活用した授業を実施するための教育環境
整備。情報教育活動を支援する体制の構築。

・学校図書館の充実
128 杉並文庫整備事業

教育総務課

杉並区からの義援金を活用し、杉並区との交流等を紹介しつつ「杉並
文庫」として杉並区ゆかりの作家、著名人の図書や復興に資する放射
線、防災、環境教育に関する図書等を整備。

129 学校図書館支援事業

中央図書館

小中学校の学校図書館における自由な読書活動の推進や主体的な学
習活動を支援するため、学校図書館支援員を支援。

13

130 小中学校図書館教育事業

教育総務課

児童生徒の豊かな心を育むとともに教養を高めるため、読書活動を推
進し、学校図書館を整備・充実。

学校教育課

学校給食のより一層の安全安心確保のため、使用する給食食材を対象
に事前検査を実施するとともに、提供した給食の丸ごと検査（事後検査）
を実施。

中央図書館

子どもの読書活動の推進に関する法律に基づく南相馬市子ども読書活
動推進計画を改定。

・安全・安心な学校給食の提供
131 学校給食検査体制の充実

○生涯学習・スポーツ環境の充実
☆だれもが学習できる環境の充実
・読書環境の充実
132 子ども読書活動推進計画改定

☆だれもがスポーツを楽しめる環境の充実
・生涯スポーツの充実
133 スポーツ少年団育成補助金

文化スポーツ課

スポーツ少年団の育成と活性化を図るため、運営に必要な経費を支
援。

134 中学校部活動支援事業

学校教育課

中学校の運動部活動に技術的、理論的に優れた外部指導者や中央の
講師等を派遣し、技術指導会、スポーツ教室を開催。

135 小学校部活動支援事業

学校教育課

小学校の音楽部活動に専門的な知識や技能を有する外部講師を派
遣。

文化スポーツ課

県大会以上の大会に参加するスポーツ少年団へ必要な経費を支援。

学校教育課

県大会以上の音楽・スポーツ大会等に参加する児童生徒に対し、交通
費、宿泊費、大会参加料等に補助金を交付。

・競技力の向上
136 スポーツ少年団選手派遣事業補助金
137 音楽・スポーツ大会等補助金
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基本目標③ 地域の絆づくりと安心生活の再生
○地域医療・介護の充実
☆安心して医療が受けられる環境の整備
・地域医療提供体制の充実
138 夜間小児科・内科初期救急事業

健康づくり課

初期救急医療の確保に向け、夜間においても小児科及び内科の受診
ができるよう初期救急体制を整備。

139 地域医療提供体制推進事業

健康づくり課

初期救急医療の確保に向け、夜間においても小児科及び内科の受診
ができるよう初期救急体制を整備。

140 かかりつけ医促進事業

健康づくり課

・地域医療在り方検討委員会の開催。
・市内医療機関や国県等関係機関との協議調整。

141 相馬地方救急等医療体制整備事業

健康づくり課

初期救急医療の確保に向け、休日昼間においても医科歯科の受診が
できるよう相馬地方の市町村とともに初期救急体制を整備。

142 看護師確保推進事業

健康づくり課

・市内医療機関、相馬郡医師会、県看護師協会等の代表者で構成する
会議体の設置。
・合同就職面接会の開催（年2回程度）。
・看護師の仕事に関する学習会の開催（中学生対象）。

143 看護師等修学資金貸与事業

健康づくり課

看護師不足解消のため、看護師及び准看護師を目指す学生に対し修
学資金を貸与。

144 脳卒中センター整備事業

総合病院事務課

今後の脳卒中医療及び救急医療に十分対応できるよう、当地方におけ
る中核施設として整備拡充。

145 電子カルテシステム導入事業

総合病院医事課

システム導入により診療情報を一元管理することで、各部門間で情報共
有し、迅速かつ適切な質の高い医療を提供。

146 医師・看護師確保定着促進事業

総合病院事務課

安定した病院運営のため、主要診療科の常勤医師複数配置、看護師
の確保と定着に向けた対応を推進。

・医療スタッフの確保策の推進

☆市立病院の機能の充実
・医療の提供と水準の向上
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・地域医療の連携
医療・介護・福祉の情報を、患者本人や医療従事者の関係者間で共有
147 地域医療福祉情報ネットワーク推進事業

総合病院地域医療連携室 する病院間ネットワークとなる「地域医療福祉連携ネットワークシステム」

を構築。総合病院とかかりつけ医の連携を推進。

・被災地医療の推進
148 被災地医療推進事業（放射線対策事業）

総合病院医事課

放射線内部被ばく検査、甲状腺検査、放射線カウンセリングを実施。

149 被災地医療推進事業（在宅診療、訪問診療の実施）

総合病院医事課

震災後の療養型医療、介護施設等のサービスの減少により、在宅での
医療需要が高いことから、在宅診療科による在宅診療・訪問診療を継続
して実施。

150 地域介護予防支援事業（高齢者の集いの場）

長寿福祉課

高齢者が地域で積極的に健康づくりや介護予防に取り組むことができる
よう、身近な地域に住民主体の集いの場を設置し、支援。

151 介護予防サポーターの育成

長寿福祉課

高齢者が地域で積極的に健康づくりや介護予防に取り組むことができる
よう、支援するための介護予防サポーターの育成。

152 筋力向上トレーニング事業

長寿福祉課

転倒や骨折の予防、加齢に伴う運動機能の低下防止を図るため、高齢
者の体力に応じた、高齢者向けのトレーニング機器を使用した介護予
防に資する運動教室及びそのフォローアップ教室の実施。

153 認知症初期集中支援チーム設置

長寿福祉課

認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域、環境で暮
らし続けることができるよう、認知症の人や家族にかかわり、アセスメン
ト、家族支援など初期支援を包括的、集中的に実施。

154 認知症サポーター養成

長寿福祉課

地域の認知症の人やその家族を温かく見守り、応援者となる認知症サ
ポーターを養成。認知症サポーター養成講座の開催。

長寿福祉課

市内介護保険事業所で不足する介護スタッフを確保するため、介護保
険事業所での就業経験のある者や、資格はあるものの就業経験のない
者に対し復職に向けた研修講座を開催。

☆介護予防の充実
・介護予防の充実

・認知症予防の推進

☆介護保険制度の安定的運営
・介護保険施設のサービス向上
155 介護職員復職支援事業
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長寿福祉課

市内介護保険事業所で不足する介護スタッフを養成・確保するため、介
護職員初任者研修講座を開催。

157 放射線被ばく検診事業

健康づくり課

市内に住所のある者及び市内の学校等に通学する希望者へ問診、
ホールボディカウンターにより検査及び診察。

158 健康管理支援事業（個人積算線量計）

健康づくり課

市に住所を有する希望者にガラスバッジ式個人積算線量計を貸与し、
外部被ばく個人積算線量を年数回測定。

商工労政課

放射線測定、除染・環境影響についての研究及び被災した中小企業相
談室などを集約した放射線対策総合センターを管理運営。

農政課

避難指示区域において、水稲への放射性物質による影響とその要因等
を把握するため、実証栽培を実施。

161 農作物等放射線測定事業

商工労政課

安全・安心な農作物の生産を推進するため、農地土壌、農業用水及び
農作物等の放射性物質を測定。

162 食品等放射能簡易分析事業

生活環境課

市内の生涯学習センター等に放射能測定装置及び測定員を配し、自
家消費野菜等の放射能測定を実施し、測定結果を公表。

163 飲用井戸水核種濃度及び水質測定事業

生活環境課

地下水核種濃度及び水質検査を実施。

156 介護職員養成事業

○放射線対策の充実
☆健康管理対策の推進
・被ばく線量測定の実施

・放射線被ばくデータ分析の推進
159 放射線対策総合センター管理運営事業
160 地域水田再生試験栽培実証事業

164 水道水放射性物質モニタリング事業

水道課

【セシウム】週３回モニタリング実施。
【プルトニウム・ストロンチウム】年１回モニタリング実施。
いずれも広報紙・ホームページで結果公表。

生活環境課

市内の指定地点において大気浮遊じんのモニタリング。

☆放射線に関する情報の提供
・モニタリング設備の充実
165 大気浮遊じんモニタリング事業
166 帰還住民放射能対策機器点検校正事業

企画課
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住民に配布した放射線量測定器の性能維持のため、点検・校正を実
施。

・放射線に関する基礎知識の周知
167 放射線健康相談員設置事業

健康づくり課

放射線の健康への影響に対する市民の個別具体的な不安の声にきめ
細かく対応できるよう相談員を育成・設置。

168 放射線に対する講演会

生活環境課

放射能の専門家を講師として招聘し、放射能に関する講演会やシンポ
ジウムを開催し、放射能の基礎知識等を市民に分かりやすく解説。

169 健康管理支援事業（講演会等）

健康づくり課

放射線に関する知識の普及を図るため、座談会・相談会を開催。放射
線健康対策委員会を設置し、市民への情報提供、保健事業等につい
て検討。

社会福祉課

高齢者の一人暮らしなど独居世帯の孤立死を未然に防ぐため、市内事
業所と見守りに関する協定書を締結。

長寿福祉課

今後ますます進行する超高齢社会に対応するため、医療・介護予防・生
活支援・住居・介護サービスを一体的に提供する地域包括ケアシステム
を構築。

172 高齢者等生活支援巡回バス運行事業

長寿福祉課

仮設住宅等に入居している高齢者等の通院手段の確保、買い物等の
生活支援のため、仮設住宅地域と市内病院や公共施設等を巡回する
バスを運行。

173 車いす同乗軽自動車貸出事業

長寿福祉課

市内に居住する歩行が困難な高齢者や交通手段を持たない高齢者等
の家族に対し、車いすを同乗させることができる軽自動車を貸与。

174 外出支援サービス事業

長寿福祉課

市内に居住する交通手段を持たない高齢者が医療機関等へ外出する
際、軽自動車により送迎。

175 高齢者日常生活用具給付等事業

長寿福祉課

市県民税が非課税の概ね65歳以上の一人暮らし高齢者等で、日常生
活上安全確保が必要な方に対し、火災警報器、電磁調理器、自動消火
器を給付、または高齢者用福祉電話を貸与。

○福祉の充実
☆地域福祉活動の推進
・高齢者世帯の見守り活動の充実
170 安心見守りネットワーク協定締結

☆高齢者福祉の充実
・地域包括ケアシステムの構築
171 包括的支援事業

・サービス環境の整備
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176 敬老祝金等支給事業

長寿福祉課

市内に住所のある高齢者の長寿を祝い、祝金及び祝品を支給。
99歳：1万円相当の記念品 100歳：10万円

177 軽度生活援助事業

長寿福祉課

概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯に対しヘルパーを派遣
し、掃除、洗濯、買い物等軽易な日常生活上の援助。

178 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

長寿福祉課

高齢者が自宅で転倒等により要介護等の状態にならないよう住宅改修
を実施する者に対し、住宅改修資金を助成。補助金上限18万円。

179 マッサージ等施術費助成事業

長寿福祉課

高齢者等に対し、鍼灸マッサージ施術料の一部を助成。

180 高齢者賀寿事業

長寿福祉課

結婚50周年という大きな節目を迎えた夫婦に対し、市として祝意を表す
るため金婚祝賀会を開催。

181 家族介護教室事業

長寿福祉課

要介護高齢者を介護する家族等に対し、適切な介護知識・技術を習得
することを内容とした教室を開催。

182 住宅改修支援事業

長寿福祉課

介護認定者の居宅を介護保険により改修する際、ケアマネージャーが
作成する改修が必要であることの理由書にかかる費用を負担。

183 配食サービス事業

長寿福祉課

心身の障がい、傷病等の理由により調理が困難な独居高齢者等に昼食
を配達するサービスを実施。

184 生活支援ショートステイ事業

長寿福祉課

在宅で被介護者を介護している家族が、疾病等により介護困難となった
場合、一時的に被介護者を養護老人ホームに入所させる事業。

185 安心見守りネットワーク協定締結

社会福祉課

高齢者の一人暮らしなど独居世帯の孤立死を未然に防ぐため、市内事
業所と見守りに関する協定書を締結。

186 緊急通報装置設置事業

長寿福祉課

65歳以上の独居高齢者等で日常生活上安全確保が必要な者に対し、
緊急通報装置を貸与。

187 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金

長寿福祉課

高齢者の生きがいを高め、健康増進・社会参加を促すため、老人クラブ
活動を支援。

188 シルバー人材センター運営費補助金

長寿福祉課

高齢者の就業の機会を提供するシルバー人材センターに対する運営
補助。

・高齢者の孤立予防対策と、地域全体での見守り体制の整備

・高齢者の健康意識の向上と生きがいづくりの推進

・高齢者の不安を解消するための相談窓口の充実
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☆被災者支援の充実
・仮設借上げ住宅入居者の見守りの実施
189 仮設借上見守り訪問事業

社会福祉課

仮設住宅及び借上げ住宅で暮らす被災者への訪問活動を実施し、被
災者のニーズ把握や福祉サービスを橋渡し。

・市外避難者への情報提供の実施
○原子力災害対策の推進
☆原子力災害への備え
・原子力発電所の事故により高い濃度の放射性物質にさらされた場合の備え
危機管理課

原子力災害避難計画に基づく訓練等の実施、避難方法、避難経路、日
頃からの備えなどの周知徹底、安定ヨウ素剤の備蓄、配布。

191 消防団員支援体制整備事業

危機管理課

市内事業所の協力・協賛を得て、団員及びその同居する家族に対して
行う代金の割引、特典の付与その他の支援。

192 消防団体制の充実

危機管理課

消防団活動への理解と加入促進のための周知活動や行政区の再編等
の状況を考慮しながら消防団を再編。

193 消防施設整備・消防団活性化対策事業

危機管理課

消防用ホースや安全帽、消防団活動服等消防資器材の整備を行い、
消防団が活動しやすい環境を整備。

190 原子力防災推進事業

○消防・防災機能の充実
☆防災体制の充実
・地域の防災力の強化

危機管理課他

常備消防と協力し、自主防災組織に対する定期的な訓練実施の働きか
けと自主防災組織の結成率100%を目指し、自主防災組織の活動及び
育成を支援。

195 避難所看板等整備事業

危機管理課

避難体制の強化及び防災意識の高揚を図るため、海抜・津波到達地点
の表示板設置、避難路、避難所の案内板整備。

196 市総合防災訓練事業

危機管理課

災害時における迅速かつ的確な初動防災体制の確立や市民一人ひと
りの防災意識の高揚、避難の仕方や避難場所、避難経路、日頃からの
備えなどを周知徹底するため、防災訓練を実施。

194 自主防災組織

・防災意識の向上
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・災害時の迅速な情報提供体制の充実
197 緊急情報等メールサービス事業

危機管理課

配信登録者に対し、気象情報、地震情報などの防災情報をはじめ、各
種情報をメール配信。

198 臨時災害ＦＭ運営事業

危機管理課

生活関連情報、交通情報、医療情報、モニタリング、イベント情報などを
迅速、適切に伝えるため、臨時災害FM放送局の管理運営を委託。

199 防災行政無線管理事業

危機管理課

災害時の迅速な情報提供体制の充実を図るため、防災行政無線設備
の維持管理及び防災ラジオを配布。

200 防災備蓄倉庫整備事業

危機管理課

今後の災害発生に備えるため、防災拠点となる防災備蓄倉庫を整備
し、食糧、水、毛布等の備蓄品を整備。

201 消防防災センター管理事業

危機管理課

東日本大震災記録の展示などにより、消防防災意識の高揚を図るた
め、消防防災センターを活用。

危機管理課

東日本大震災及び原子力災害の教訓を踏まえ、今後の大規模災害時
における基礎的自治体間の連携の有効性・重要性に鑑み、協定締結自
治体の連携を強化。

203 防犯カメラ設置事業

生活環境課

復旧・復興事業の本格化に伴い市内の人の出入りが増え、犯罪に対す
る不安が高くなっているため、市内各所に防犯カメラを設置。

204 南相馬市復興事業等・地域安全連絡協議会

生活環境課

復興事業者の事件や事故を防止するため、警察、国、県、復興事業者
等と連携し、復興事業関連の事件や事故を防止。

・避難体制の強化
・防災体制の整備

・自治体間の連携強化
202 災害時相互援助協定締結自治体との連携強化事業

○防犯・交通安全の推進
☆地域の連携による防犯体制の確保
・防犯体制の充実
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○地域文化の伝承
☆伝統文化の継承支援
・民俗芸能の継承支援
205 地域文化振興助成事業

文化スポーツ課

206 民俗芸能保存伝承事業

文化財課

民俗芸能発表会を開催し、市内に継承されている民俗芸能の発表の場
を提供。

207 民俗芸能保存伝承用具整備支援事業補助金

文化財課

東日本大震災により被災した民俗芸能伝承用具の新調・修理にかかわ
る費用に対し補助金を交付し、被災地区の伝統芸能活動を支援。

市民の文化活動事業の振興育成を図る事業に対し、補助金を交付。

○地域コミュニティの再生
☆地域活動の環境づくりと人材育成
・地域主体のまちづくりの推進
総務課

地域課題の解決や地域資源を活かした地域づくりを住民自らが計画
し、実施するまちづくり委員会の運営及び活動に対し支援。

209 地域の絆づくり支援事業補助金

総務課他

地域コミュニティの活性化により地域の絆を再生するため、住民自らが
絆づくりを行うために実施する事業に対し、経費の一部を助成。

210 隣組加入の促進

総務課他

地域コミュニティの再生のため、地域への啓発を行うとともに、アパートを
管理する不動産業者に協力を依頼し、隣組への加入を促進。

211 行政区の再編

総務課他

地域コミュニティの再生のため、防災集団移転等により大幅に増加する
行政区及び津波被害や原子力災害により世帯数が減少する行政区を
再編。

総務課他

行政区の維持及び発展と、東日本大震災により被災した行政区の地域
活動の拠点を確保するため、集会施設の新築・改築に対し助成。

208 まちづくり委員会支援交付金

・集会施設確保への支援
212 集会施設整備事業補助金
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○市民参加・協働の推進
☆市民活動の活性化と協働事業の推進
・市民活動団体の育成と連携強化
213 まちづくり活動支援事業補助金

総務課

まちづくりを通じた市民活動団体の育成のため、市民活動団体が自主
的、主体的に実施する事業に対し、経費の一部を助成。

214 まちづくり市民活動団体支援事業補助金

総務課

市民活動団体の組織運営、ネットワーク化、情報提供等を図り、公益活
動を推進するため、中間支援組織である市民活動サポートセンターに
対し、運営費を助成。
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