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２５ 行 第 ９９ 号

平成２５年９月１１日

内閣総理大臣 殿

いわき市長 渡辺 敬夫

定住緊急支援事業計画の変更について

平成２５年７月１０日付けで提出した、いわき市定住緊急支援事業計画につ

いて、福島定住等緊急支援交付金制度要綱第５の５の規定に基づき、別添のと

おり変更するので提出します。

なお、計画の区域及び計画の目標は、別紙のとおりです。



（別 紙）

計画の区域等

１．計画の区域：いわき市全域

 ⑴ 事業実施箇所：別紙一覧表及び添付図面のとおり

 ⑵ 事業の効果が見込まれる区域：いわき市全域

２．計画の目標

子どもの運動機会の確保のための施設整備その他の取組により、子育て世帯が安心し

て定住できる環境を整え、地域の復興の促進を図ること。

【事業ごとの個別目標】

（Ａ－１）

・ 保育所の遊具の更新を実施することにより、入所児童がのびのびと外遊びでき

る環境を整備するとともに、施設を開放することにより、地域の就学前児童の

外遊びの機会の増加を図ることを目標とする。

・ 幼稚園の遊具の更新を実施することにより、園児がのびのびと外遊びできる環

境を整備するとともに、施設を開放することにより、地域の就学前児童の外遊

びの機会の増加を図ることを目標とする。

・ 小学校の遊具の更新を実施することにより、小学生の放課後・休日における外

遊び・運動機会の増加を図り、もって本市の児童の体力を向上させることを目

標とする。

・ フラワーセンター及び都市公園における遊具の更新を実施することにより、休

日を中心に子育て世帯が安心して親子で外遊びをする機会の増加を図ることを

目標とする。

（Ｂ－１）

・ 市の北部地区の既設グラウンドの隣接地にソフトボールが同時に４面実施でき

る多目的運動場を整備することにより、ソフトボールや少年軟式野球、サッカ

ーなど多くの子どもたちが日常的に活動しているスポーツを通して、また、親

子で楽しめるスポーツ教室や、地域の子ども会やスポーツ少年団が大会を開催

することで、小中学生の運動機会を確保するともに、親子で運動する機会の増

加を図る。

・ 既存の屋内ヘルスプールを改築し、リニューアルすることにより、年間を通し

た運動機会の確保を図り、子どもたちの体力・運動能力の向上やストレスの解

消等につなげる。

（Ｃ－１）

・ 平地区の市街地にある既存の松ヶ岡公園において、芝生広場や大型遊具等を配

した遊具広場、季節を感じながら安全に利用出来る散策園路等を整備し、子ど

も達の安全な遊び場を確保する。

・ 市の南部地区の市街地に位置する後宿児童遊園に屋内運動施設を新設するとと

もに、公園内遊具の更新等を行うなど、南部地区の拠点施設として整備するこ

とで、子どもの運動機会の確保を図る。

【他の計画との整合】

○ 「医療・福祉体制の強化、子育て・教育環境の整備、地域力の強化など、安心して

暮らすことができる生活環境の整備・充実や災害対応力の強化に取り組みます。」

「震災により、離散している児童・生徒等が、もとの学校に戻って学び、生活でき

るよう教育環境の整備に取り組みます。」

（いわき市復興ビジョン６ページから抜粋）



○ 「被災した児童生徒の通学支援や震災遺児への支援活動を推進するとともに、安心

して遊べる場所を整備するほか、保育所、幼稚園、小中学校の耐震化など、教育・福

祉環境の整備・充実に努めます。」

（いわき市復興事業計画５ページから抜粋）



（別紙一覧表）

事業実施箇所等

（Ａ－１－２）

【事業実施箇所】

いわき市立すずかけ幼稚園 いわき市平字五色町28-3

いわき市立西小名浜幼稚園 いわき市小名浜愛宕町3-2

いわき市立玉川幼稚園 いわき市小名浜玉川町東11

いわき市立江名幼稚園 いわき市江名字上代21

いわき市立錦幼稚園 いわき市錦町鷺内3-1

いわき市立汐見が丘幼稚園 いわき市小浜町西ノ作68

いわき市立湯本第二幼稚園 いわき市常磐湯本町日渡17

いわき市立湯本第三幼稚園 いわき市常磐湯本町上浅貝177

いわき市立藤原幼稚園 いわき市常磐藤原町大畑81

いわき市立内町幼稚園 いわき市内郷内町前田19

いわき市立高坂幼稚園 いわき市内郷高坂町桜井76

いわき市立宮幼稚園 いわき市内郷宮町竹之内30

いわき市立四倉第一幼稚園 いわき市四倉町字西三丁目65

いわき市立四倉第二幼稚園 いわき市四倉町狐塚字松橋65

いわき市立四倉第三幼稚園 いわき市四倉町玉山字林崎5

いわき市立四倉第四幼稚園 いわき市四倉町駒込字広畑20-2

いわき市立湯本第一幼稚園 いわき市常磐湯本町吹谷11

いわき市立磐崎幼稚園 いわき市常磐西郷町金山163

【事業の効果が見込まれる区域】

いわき市全域

【計画の目標】

幼稚園の遊具の更新を実施することにより、園児がのびのびと外遊びできる環境を整

備するとともに、施設を開放することにより、地域の就学前児童の外遊びの機会の増加

を図ることを目標とする。
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いわき市定住緊急支援事業計画区域図
（A-1-2 市立幼稚園遊具更新事業）

湯本第一幼稚園

磐崎幼稚園



（別紙一覧表）

事業実施箇所等

（Ａ－１－５）

【事業実施箇所】

社会福祉法人高月会 たかつき保育園 平字六人町 26-30

社会福祉法人いわき厚生会 むつみ保育所 平字東町 14－1

社会福祉法人かべや保育園 かべや保育園 平中神谷字寺前 28

社会福祉法人松涛会 蛍保育園 平山崎字熊ノ宮 42-1

社会福祉法人来迎保育園 来迎保育園 平下神谷字宿 38

社会福祉法人春日会 はと保育園 平赤井字田中 43

社会福祉法人栄和会 中央台保育園 中央台飯野一丁目 25－1

社会福祉法人慈育会 若葉台保育園 若葉台一丁目 24－3

社会福祉法人いわき福音協会 小島保育園 内郷小島町作田 3

社会福祉法人松涛会 梅香保育園 平字梅香町 3-8

社会福祉法人さくらんぼ会 いわき・さくらんぼ保育園 鹿島町下蔵持字沢目 20－1

社会福祉法人慈育会 愛宕保育園 小名浜字鳥居北 55-3

社会福祉法人敬和会 東田保育園 東田町一丁目 27-6

社会福祉法人誠友会 大倉保育園 錦町中迎二丁目 5-1

社会福祉法人育英会 みそら保育園 勿来町酒井北ノ内 4

社会福祉法人敬和会 金山保育園 金山町朝日台 9-2

社会福祉法人敬和会 植田保育園 佐糠町一丁目 4-1

社会福祉法人清和会 船尾保育園 常磐下船尾町村山 5-1

社会福祉法人栄和会 さかえ保育園 常磐上湯長谷町扇田 74

社会福祉法人こひつじ会 白水のぞみ保育園 内郷白水町入山 10-18

社会福祉法人友花會 梨花の里保育園 好間町上好間字田代 67-8

社会福祉法人慈心会 さくら保育園 好間町下好間字沼田 112

社会福祉法人さくらんぼ会 好間保育所 好間町上好間字馬場前 19-3

社会福祉法人三宝護念会 三宝保育園 四倉町下仁井田字北追切 19

学校法人小林学園 アイリス保育園 鹿島町船戸字堤 13

【事業の効果が見込まれる区域】

いわき市全域

【計画の目標】

保育所の遊具の更新を実施することにより、入所児童がのびのびと外遊びできる環境

を整備するとともに、施設を開放することにより、地域の就学前児童の外遊びの機会の

増加を図ることを目標とする。



いわき市定住緊急支援事業計画区域図
（A-1-5 私立保育所遊具更新事業）
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（別紙一覧表）

事業実施箇所等

（Ａ－１－６）

【事業実施箇所】

学校法人相双キリスト教学園 清風幼稚園 いわき市平谷川瀬字仲山町２５

学校法人信栄学園 平幼稚園 いわき市明治団地８０－７

学校法人志賀学園 平第一幼稚園 いわき市平山崎字熊ノ宮３９

学校法人志賀学園 平第二幼稚園 いわき市常磐松久須根町内田１－１

学校法人明照学園 九品寺附属幼稚園 いわき市平字九品寺町３－２

学校法人明照学園 九品寺附属平窪幼稚園 いわき市平中平窪字杉内２７－２

学校法人いわき幼稚園 いわき幼稚園 いわき市平下荒川字川前１２－１

学校法人いわき幼稚園 白ばら幼稚園 いわき市山田町林崎前１５

学校法人いわき幼稚園 ありす幼稚園 いわき市中央台鹿島一丁目５０－１

学校法人あかい幼稚園 あかい幼稚園 いわき市平赤井字田中５

学校法人あかい幼稚園 小川幼稚園 いわき市小川町西小川字滝ノ作５

学校法人松崎学園 神谷幼稚園 いわき市平中神谷字南鳥沼２６

学校法人昌平黌 いわき短期大学附属幼稚園 いわき市平鎌田字石名坂６

学校法人吉田学園 はるな幼稚園 いわき市好間町今新田字畑合８

学校法人明徳舘 明徳舘幼稚園 いわき市常磐関船町諏訪下７

学校法人まこと学園 まこと幼稚園 いわき市常磐湯本町宝海１３３－７

学校法人まこと学園 遠野町まこと幼稚園 いわき市遠野町上遠野字風呂脇３２

学校法人まこと学園 入遠野まこと幼稚園 いわき市遠野町上根本字上原田１０－２

学校法人さかえ学園 さかえ幼稚園 いわき市内郷御台境町前田１８－３

学校法人志向学園 金谷幼稚園 いわき市内郷綴町金谷２３－１

学校法人杜の子学園 わかぎ幼稚園 いわき市小名浜字下明神町３３－１

学校法人小林学園 船戸幼稚園 いわき市鹿島町船戸字堤７

学校法人新妻学園 かしま幼稚園 いわき市鹿島町走熊字渡折１９－１

学校法人星学園 泉幼稚園 いわき市泉町四丁目５－３

学校法人星学園 錦星幼稚園 いわき市錦町花ノ井１８

学校法人宝徳学園 ほうとく幼稚園 いわき市後田町石田３４

学校法人勿来中野学園 勿来幼稚園 いわき市勿来町窪田伊賀屋敷５８－２

学校法人勿来リズム学園 勿来リズム学園幼稚園 いわき市勿来町関田北作１１５

学校法人千鳥学園 千鳥幼稚園 いわき市勿来町関田須賀１－３２

学校法人寿幼稚園 寿幼稚園 いわき市好間町北好間字塊坪１０－３

学校法人エービーシー学苑 郷ヶ丘幼稚園 いわき市郷ケ丘三丁目１８－３

カトリック聖ドミニコ修道会 小名浜白百合幼稚園 いわき市小名浜花畑町１３－１

宗教法人日本聖公会 小名浜聖テモテ教会附属

聖テモテ幼稚園
いわき市小名浜愛宕町１６－２

宗教法人カトリック聖ドミニコ修道会 勿来カトリック

幼稚園
いわき市錦町竹の花７６－１

あざみ野幼稚園 いわき市川部町赤坂１１０



【事業の効果が見込まれる区域】

いわき市全域

【計画の目標】

幼稚園の遊具の更新を実施することにより、園児がのびのびと外遊びできる環境を整備

するとともに、施設を開放することにより、地域の就学前児童の外遊びの機会の増加を図

ることを目標とする。



いわき市定住緊急支援事業計画区域図
（A-1-6 私立幼稚園遊具更新事業）
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（別紙一覧表）

事業実施箇所等

（Ｂ－１－１、◆Ｂ－１－１－１）

【事業実施箇所】

スポーツ交流促進施設（多目的運動

場）整備事業、

スポーツ交流促進施設（多目的運動

場）駐車場整備事業

いわき市平下高久字南谷地16-4

【事業の効果が見込まれる区域】

いわき市北部地区

【計画の目標】

市の北部地区の既設グラウンドの隣接地にソフトボールが同時に４面実施できる多目

的運動場を整備することにより、ソフトボールや少年軟式野球、サッカーなど多くの子

どもたちが日常的に活動しているスポーツを通して、また、親子で楽しめるスポーツ教

室や、地域の子ども会やスポーツ少年団が大会を開催することで、小中学生の運動機会

を確保するともに、親子で運動する機会の増加を図る。

（Ｂ－１－２）

【事業実施箇所】

屋内ヘルスプール施設（いわき新舞

子ハイツヘルスプール棟）改築事業

いわき市平下高久字南谷地16-4

【事業の効果が見込まれる区域】

いわき市北部地区

【計画の目標】

既存の屋内ヘルスプールを改築し、リニューアルすることにより、年間を通した運動

機会の確保を図り、子どもたちの体力・運動能力の向上やストレスの解消等につなげる。

（Ｃ－１－１）

【事業実施箇所】

松ヶ岡公園整備事業 いわき市平字薬王寺台3

【事業の効果が見込まれる区域】

いわき市平地区

【計画の目標】

平地区の市街地にある既存の松ヶ岡公園において、芝生広場や大型遊具等を配した遊

具広場、季節を感じながら安全に利用出来る散策園路等を整備し、子ども達の安全な遊



び場を確保する。

（Ｃ－１－２）

【事業実施箇所】

なこそ子ども元気パーク整備事業 いわき市植田町本町一丁目12

【事業の効果が見込まれる区域】

いわき市南部地区

【計画の目標】

市の南部地区の市街地に位置する後宿児童遊園に屋内運動施設を新設するとともに、

公園内遊具の更新等を行うなど、南部地区の拠点施設として整備することで、子どもの

運動機会の確保を図る。



いわき市定住緊急支援事業計画
区域図（Ｂ－１事業、Ｃ－１事業）
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なこそ子ども元気パー
ク整備事業
（いわき市植田町本町一
丁目12）

松ヶ岡公園整備事
業
（いわき市平字薬王
寺台3番地）

いわき市

屋内ヘルスプール施設
（いわき新舞子ハイツヘ
ルスプール棟）改築事業
（いわき市平下高久字南谷地
16-4）

スポーツ交流促進施設
（多目的運動場）整備事
業

スポーツ交流促進施設
（多目的運動場）駐車場
整備事業

（いわき市平下高久字南谷
地16-4）


