４ 復興重点戦略及び重点戦略
復興重点戦略１ 旧避難指示区域の再生 （主な取組）
施策

短期
2019年度上半期

中期
2019年度下半期

政策の柱１ 教育・子育て
③学校環境の
整備、⑤保育・
幼児教育の充
実、⑥子育て
環境の充実

2020年度

2021年度～

復興・創生期間終期

臨時スクールバス等運行事業（36ページ）ああああああああああああああああ
小高区認定こども園整備事業（41ページ）ああああ
2020年4月開園（予定）
外構工事
本体工事
建築・外構工事
小高区こどもの遊び場整備事業（48ページ）設計あ

供用開始（予定）

政策の柱２ 健康・医療・福祉
⑱被災者へ
の支援

一時帰宅等交通支援事業（86ページ）ああああああああああああああああああ
ふるさと帰還促進事業（86ページ）ああああああああああああああああああああ
旧避難指示区域内帰還者支援事業（86ページ）ああああああああああああああ

政策の柱３ 産業・仕事づくり
有害鳥獣被害防止総合対策事業補助金（小高区）（88ページ）ああああああああああああああああああああ
福島県営農再開支援事業補助金（90ページ）あああああああああああああああ
営農再開支援農地保全管理事業補助金（小高区・原町区）（90ページ）ああああ
⑲農業生産 水稲作付再開奨励事業（91ページ）あああああああああああああああああああ
基盤と農村
被災地域農業復興総合支援事業（農業用機械等）（91ページ）あああああああ
環境の整備
営農再開支援水利施設等保全事業（施設改修）（小高区）（92ページ） あああ
鳥獣被害防止緊急対策事業（小高区）（93ページ）あああああああああああああ
農地防災事業（小高区）（94ページ）ああ あああああああああああああああああ
農業基盤整備促進事業（小高区）（94ページ）
ああああああああああ
文化祭執行委員会補助金（小高区）（111ページ）、小高区イベント事業補助金（小高区） （112ページ）あ あ
小高区商業施設運営費補助金（小高区）（112ページ）ああああああああああああああああああああああああ
旧避難指示区域内店舗営業支援事業（113ページ）あああああああああああああ
実施設計
工事
㉗通年観光 浦尻貝塚史跡整備事業（116ページ）
基本設計あ
の推進
大悲山石仏保存修理事業（116ページ） 復旧工事あああああああああああああ
整備設計ほか
用地取得
㉖街なかの
活性化

政策の柱４ 都市基盤・環境・防災
㉚道路網の 小高スマートインターチェンジ整備事業（123ページ）あああああああああ
ああああ
用地取得・補償
測量設計
整備㉛上下 社会資本整備総合交付金事業（雨水ポンプ場改築）（125ページ）あ
小高川ポンプ場施設改築工事
水道の整備
㉜住環境の 社会資本整備総合交付金事業（市営住宅）（小高区）（127ページﾞ）
整備
都市公園生活環境整備事業（小高区）（128ページ）あ
㉟環境の保
全
㊶防犯・市
民相談体制
の確保

桃内駅前広場公衆トイレ整備事業（134ページ） あ
みんなで草刈ポイント事業（137ページ） あああああああああああああああ あ
旧避難指示区域見守りパトロール事業（148ページ） ああああああああああ あ
旧避難指示区域安心通報システム事業（148ページ） ああああああああああ あ
小高区花のまちづくり推進事業（151ページ） あああああああああああああ あ

政策の柱５ 地域活動・行財政
㊷地域コミュニ
ティの活性化

小高区街なか賑わい創出事業（153ページ） あ
あ
ああああああああ あ
高校生による小高区での実践事業（154ページ）ああああああああああああ あ
小高区部門別座談会事業（小高区）（154ページ）あああああああああああああああああああああああああ

復興重点戦略２ 福島ロボットテストフィールドを核とした新産業創出と人材誘導（主な取組）

政策の柱１ 教育・子育て
②教育水準の
向上

ロボット活用スクールチャレンジ事業（33ページ）あ

World Robot Summit 2020
8月中旬の3日間程度
一部のインフラ・災害対応カテゴリーの競技

政策の柱３ 産業・仕事づくり
㉓
ロボット関連
産業等の新
産業創出・
育成

企業立地促進事業助成金（102ページ）、 産業支援センター運営費補助金（102ページ）あああああああ
ロボット導入促進事業補助金（103ページ）、ロボット実証実験支援事業助成金（103ページ）ああああああ
創業支援推進事業補助金（103ページ）あああああ ああああああああああああああああああああああああ
ロボット産業推進事業（104ページ） 、 産業復興・企業誘致促進事業（104ページ）ああああああああああ
復興賃貸事業所整備事業（104ページ）あああああ
- 13 基盤技術産業高度化支援事業補助金（106ページ）ああああああああああああああああああああああああ

重点戦略１ 子育て世代に選ばれるまち （主な取組）
施策

短期
2019年度上半期

中期
2019年度下半期

2020年度

2021年度～

政策の柱１ 教育・子育て
①豊かな心
と体の育成

学校不適応対策事業（28ページ）あああああああ ああああああああああああああああああああああああ
いじめ問題対策事業（28ページ）ああああああ
あああああああああああああああああああああああ
小学校音楽・スポーツ大会等補助金 、中学校音楽・スポーツ大会等補助金 （29ページ）
あああ
中学校部活動外部講師活用事業補助金（29ページ）あああ
ああああああああああああああ
スクールカウンセラー等派遣事業 （30ページ）
あああ

②教育水準
の向上

基礎学力向上対策事業 、 学校教育支援センター事業
（31ページ）ああああああああああああああ
介助員配置事業 、 学習支援事 、 学力向上教員配置事業 、 中学生海外研修事業（32ページ）ああ
公立学校適正化推進事業 、 特色ある学校づくり事業補助金 （33ページ） ああああああああああああ
学習塾と連携した学力強化推進事業 （33ページ）ああああああああああああ
ＩＣＴ利活用教育推進事業 （34ページ）ああああ
あああああああああああ
教育先進地との教員交流研修事業 （34ページ）
複式学級解消事業 （34ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああああ

③学校環境
の整備

開かれた学校づくり事業（35ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああ
小中学校トイレ洋式化事業（36ページ）ああ
ああああああああああああああ

④結婚・妊
娠・出産へ
の支援

子育て世代包括支援センター事業 （37ページ）あああああああああああああああああああああああああ
産後ケア事業 （38ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああああああ
母子保健事業 （38ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああああああ

⑤保育・幼
児教育の充
実

延長保育促進事業補助金 （39ページ）ああ ああああああああああああああああああああああああああ
民間保育所等施設整備事業補助金 （39ページ）
地域保育施設支援事業補助金 、 障がい児保育事業補助金（39ページ）ああああああああああああああ
認定こども園・地域型保育事業保護者助成事業補助金 、 私立幼稚園保護者助成事業補助金（40.41ページ）

⑥子育て環
境の充実

子育て応援基金助成事業 、 ファミリーサポート推進事業（43ページ）ああああああ
ああああああ
幼児通級指導（ことばの教室）事業 、 発達障がい等児童早期発見・早期支援事業（44ページ）ああああ
ひとり親家庭ファミリーサポートセンター利用者支援事業 、 児童虐待防止対策事業（44ページ）ああああ
子育て応援情報交流事業 、ようこそ赤ちゃん誕生祝い品支給事業 、子育て短期支援事業（45ページ）
ひとり親家庭医療費助成事業 、 ひとり親家庭総合支援事業（46ページ）あああああああああああああ
被災児童の心のケア支援事業 （47ページ） あ
在宅保育支援金（47ページ） ああああああああああああああああああああああああああああああ あ

⑦生涯学習
の充実

家庭教育支援総合推進事業 、 子ども自然体験学習事業 （52ページ） ああああああああああ あ
移動図書館管理運営事業 （53ページ） あああああああああああああああああああああああああ あ
中央図書館開館１０周年記念事業（53ページ）
図書整備事業（原町区） （53ページ）あああああああああああああああああああああああああああ あ
こども交流支援事業補助金 （55ページ）あああああああああああああああああああああああああああ

⑧芸術文
化の充実

学校等市民文化会館利用支援補助金（56ページ）ああああああああああああああああああああああああ

政策の柱２ 健康・医療・福祉
⑭救急医療体
制の維持

夜間小児科・内科初期救急医療事業 （73ページ）ああああああああああああああああああああああああ
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重点戦略２ 多様な人材が活躍するまち （主な取組）
施策

短期
2019年度上半期

中期
2019年度下半期

2020年度

2021年度～

政策の柱１ 教育・子育て
⑤保育・幼
児教育の
充実
⑥子育て環
境の充実

保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 （40ページ）ああああああああああああああああああああああああ
保育士等人材確保事業 （41ページ）ああああ
あああああああああああああああああああああああ
幼稚園教諭宿舎借り上げ支援事業補助金 （42ページ）
あああ
みらい育成修学資金事業（49ページ）あああ

ああああああああああああああああああああ

政策の柱２ 健康・医療・福祉
⑬地域医
療の連携
強化

地域医療提供体制推進事業 （71ページ）ああああああああああああああああああああああああああああ
地域医療提供体制整備事業補助金 （72ページ）あああああああああああああああああああああああああ
寄附講座設置事業 （72ページ）ああ あああああ
看護師確保推進事業 （72ページ）あああああああ

⑯介護福祉
と高齢者福
祉の向上

あああああああああああああああああああああああ
あああああああああああああああああああああああ

外国人介護人材受入推進事業（77ページ）ああ

あああああああああああ

介護員養成事業（81ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああああああ

政策の柱３ 産業・仕事づくり

⑳担い手
の育成・確
保

多様な担い手育成・確保事業補助金（95ページ）あああああああああああああああああああああああああ
農業次世代人材投資事業補助金（95ページ）あああああああああああああああああああああああああああ
農業後継者育成対策実践活動事業補助金（鹿島区）（95ページ）ああああああああああああああああああ
認定農業者経営改善ステップアップ事業補助金(鹿島区)（96ページ）ああああああああああああああああ
経営改善支援事業（96ページ）あああああああああああああああああああああああああああああああああ
農業経営人材育成事業（南相馬農業復興チャレンジ塾）（96ページ）ああああああああああああああああ
人・農地プラン作成・見直し等支援事業（96ページ）ああ あああああああああああああああああああああ

㉕多様な
人材の育
成と誘導

外国人材活用支援事業（108ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああ
市内事業所情報発信事業（108ページ）あああああああああああああああああああああああああああああ
中小企業若年労働者定着支援事業（108ページ）あああああああああああああああああああああああああ
UIターン就職支援助成事業（108ページ）ああああああああああああああああああああ
ああああああ
多様な働き方と人づくり支援事業（109ページ）ああああああああああああああ
人材確保のための奨学金返還支援事業（109ページ）あああああああああああああああああああああああ
就業等人材確保住宅管理事業（109ページ）あああああああああああああああああああああああああああ

㉙移住の
推進

移住定住推進事業（120ページ）ああああああ
地域おこし協力隊活動事業（120ページ）

あああああああ
あ

政策の柱４ 都市基盤・環境・防災
㉜住環境
の整備
㉝公共交
通の確保

若者等世帯定住促進事業（129ページ）

あああああ あああああああ あ

第二種運転免許取得支援事業助成金（131ページ）ああああああああああああああああああああああああ
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重点戦略３ 健康づくりが盛んなまち （主な取組）
施策

短期
2019年度上半期

中期
2019年度下半期

2020年度

2021年度～

政策の柱１ 教育・子育て
①豊かな
心と体の育
成

⑨スポーツ
の振興

中学校部活動支援事業（29ページ）ああ

あああああああああ

児童生徒の健康を守る安全安心対策支援事業（30ページ）ああああああああ
スポーツ少年団育成補助金（58ページ）ああああああああああああああああああああああああああああ
体育協会事業補助金（58ページ）あああああああああああああああああああああああああああああああ
健康マラソン大会補助金（59ページ）あああああああああああああああああああああああああああああ
レクリエーション協会事業補助金（59ページ）あああああああああああああああああああああああああ
地域スポーツ振興助成事業補助金（60ページ）あああああああああああああああああああああああああ
健康スポーツ推進事業（61ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああ
体育施設整備事業（61ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああああ
みらい元気挑戦 スポーツ招致事業（62ページ）ああああああああああああああああああああああああ
子どもスポーツ活動促進事業（63ページ）あああああああああああああああああああああああああああ

政策の柱２ 健康・医療・福祉
⑩疾病の
予防

感染症予防事業（64ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああああああ
健康診査事業（65ページ）あああああああああああああああああああああああああああああああああああ
県外避難者健診体制整備事業（65ページ）ああああああああああああああああああああああああああああ
小児用インフルエンザ予防接種支援事業（65ページ）

⑪心身の
健康づくり

心のケア事業（66ページ）あああああああああああああああああああああああああああああああああああ
食生活改善推進事業補助金（66ページ）あああああああああああああああああああああああああああああ
フッ化物でぶくぶくむし歯予防事業（66ページ）ああああああああああああああああああああああああああ
健康づくり推進事業（67ページ）ああああああああああああああああああああああああ
ああああああ
食育推進事業（67ページ）ああああ
あああああああああああああああああああ
歯科保健事業（67ページ）あああああああああああああああああああああああああああああああああああ
健康増進事業（67ページ）あああああああああああああああああああああああああああああああああああ

政策の柱５ 地域活動・行財政
㊷地域コ
ミュニティ
の活性化

市民一体感醸成事業（鹿島区）（153ページ）ああああああああああああああ
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重点戦略４ 一円融合のコミュニティづくり （主な取組）
施策

短期
2019年度上半期

中期
2019年度下半期

2020年度

2021年度～

政策の柱１ 教育・子育て
⑦生涯学
習の充実

⑧芸術文
化の充実

報徳精神がいきづくまちづくり事業（50ページ）あ
高等学校開放講座事業 （51ページ）ああああ
中学生職場体験等支援事業（51ページ）
生涯学習講座事業 （52ページ）

ああああああああああ
あああああああああああああああああああああああ
あああ
あああ

芸術文化協会等事業補助金（56ページ）ああああああああああああああああああああああああああああ
地域文化振興助成事業補助金（56ページ）あああああああああああああああああああああああああああ
ふるさと民俗芸能伝承事業（56ページ）
あ
文化芸術祭事業（57ページ）あああああああ
ああああああああああああああああああ
市総合美術展覧会事業（57ページ）あああああああ あああああああああああああああああああああああ

政策の柱２ 健康・医療・福祉
⑯介護福祉
と高齢者福
祉の向上

老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金（76ページ）あ
あああああああああああ
高齢者賀寿事業（小高区・鹿島区・原町区）（77ページ）あああああああああああああああああああああ
老人クラブ育成事業（78ページ）あああああああああああああああああああああああああああああああ
金婚祝賀会開催事業（80ページ）ああああああああああああああああああああああああああああああ

政策の柱４ 都市基盤・環境・防災
㉜住環境の
整備
㉝公共交通
の確保
㊳防災体制
の強化
㊴消防力の
強化

空家等対策推進事業（126ページ）あああああ
公共交通体系推進事業（130ページ）あ
あああああああああああああああ
定額タクシー事業（131ページ）ああ
あああああああああああああああああああああ
市総合防災訓練事業（142ページ）あああああああ あああああああああああああああああああああああ
防災士養成研修事業（142ページ）ああああああ あああああああああああああああああああああああ
女性消防隊育成事業補助金（144ページ）あああ
ああああああああああああああああああああああ

政策の柱５ 地域活動・行財政
㊷地域コ
ミュニティ
の活性化

㊸ＮＰＯ・市
民活動団
体等との協
働

まちづくり委員会支援交付金（151ページ）あああああ
あああああああああ
地域自治組織活性化推進事業（151ページ）あああああああああ
ああああああああああああああ
集会施設整備事業補助金（小高区・鹿島区・原町区）（151.152ページ）あああああああああああああああ
地域の絆づくり支援事業補助金（小高区・鹿島区・原町区）（152ページ）ああ
民俗芸能保存伝承事業補助金（154ページ） あああ
ああ あああああああ あ
民俗芸能等保存伝承事業（154ページ）あああああああ
ああああああああああああああああ

まちづくり活動支援事業補助金（155ページ）

あ

ふるさと応援寄附金協働のまちづくり事業助成金（155ページ）
まちづくり市民活動団体支援事業（155ページ）

ああああ

あああああ あ
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あ あああああああ あ
ああああああ あ

