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1

若者結婚ＰＪ

1
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1

いわき市⺠総参画ＰＪ

1
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出産・子育てＰＪ
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いわき市⺠総参画ＰＪ

1-5 

医療人財確保ＰＪ

目的

起こること 

総合戦略の

目的 

▶ この２つの

 

▶ 2030

人口ビジョン

重点戦略

１ ““人づくり”と“まちづくり”の好循環を生み出す

グローカル人財育成ＰＪ

若者結婚ＰＪ 

出産・子育てＰＪ 

いわき市⺠総参画ＰＪ 

医療人財確保ＰＪ 

目的 

 ・晩婚化、未婚率の増加などに
伴い出⽣率が低下

・高齢化が進み死亡数増加
・若い世代が⾸都圏等へ流出し

戻らない

総合戦略の 人口減少に歯止めをかけ
人口構造を改善する 

・

この２つの目的

2030 年で約

人口ビジョン

重点戦略 

““人づくり”と“まちづくり”の好循環を生み出す

 

ＰＪ 

○未来につなぐ人財応援事業（
○子どもの学習環境整備事業（
○⽣徒会⻑サミット事業
○いわき「若者・しごと」マッチング事業（

○男⼥の出会いサポート事業

○出産⽀援⾦⽀給事業（
○おや
○放課後児童クラブ施設整備事業（
○病児・病後児保育事業（
○三世代同居・近居⽀援事業（
○産後ケア事業（
○子育て短期⽀援事業（３百万円）
○子育て⽀援なるほど情報発信事業（３百万円）

 

○いわきシニアボランティアポイント事業（
○男⼥共同参画推進事業（
○⼥性活躍推進事業（３百万円）

○新病院建設事業（
○大学医学部寄附講座開設事業（
○診療所開設⽀援事業（
○地域医療確保推進事業（

・晩婚化、未婚率の増加などに
伴い出⽣率が低下 

・高齢化が進み死亡数増加
・若い世代が⾸都圏等へ流出し

戻らない  etc. 

人口減少に歯止めをかけ
人口構造を改善する

目的に沿った政策・取組みを推進

年で約 30 万人、

人口ビジョン 

「いわき創生総合戦略」の概要

““人づくり”と“まちづくり”の好循環を生み出す

○未来につなぐ人財応援事業（
○子どもの学習環境整備事業（

⽣徒会⻑サミット事業
○いわき「若者・しごと」マッチング事業（

男⼥の出会いサポート事業

○出産⽀援⾦⽀給事業（
○おや CoCo ⽀援・地域連携事業（
○放課後児童クラブ施設整備事業（
○病児・病後児保育事業（
○三世代同居・近居⽀援事業（
○産後ケア事業（17

子育て短期⽀援事業（３百万円）
○子育て⽀援なるほど情報発信事業（３百万円）

○いわきシニアボランティアポイント事業（
○男⼥共同参画推進事業（
○⼥性活躍推進事業（３百万円）

○新病院建設事業（
○大学医学部寄附講座開設事業（
○診療所開設⽀援事業（
○地域医療確保推進事業（

・晩婚化、未婚率の増加などに

・高齢化が進み死亡数増加 
・若い世代が⾸都圏等へ流出し

・地域経済への影響
・暮らしへの影響
・⾏政への影響

人口減少に歯止めをかけ 
人口構造を改善する まちの活力を持続する

・
・
・

に沿った政策・取組みを推進

万人、2060

「いわき創生総合戦略」の概要

““人づくり”と“まちづくり”の好循環を生み出す

 

○未来につなぐ人財応援事業（
○子どもの学習環境整備事業（

⽣徒会⻑サミット事業（20
○いわき「若者・しごと」マッチング事業（

男⼥の出会いサポート事業（

○出産⽀援⾦⽀給事業（272 百万円）
⽀援・地域連携事業（

○放課後児童クラブ施設整備事業（
○病児・病後児保育事業（73 百万円）
○三世代同居・近居⽀援事業（

17 百万円） 
子育て短期⽀援事業（３百万円）

○子育て⽀援なるほど情報発信事業（３百万円）

○いわきシニアボランティアポイント事業（
○男⼥共同参画推進事業（9 百万円）
○⼥性活躍推進事業（３百万円）

○新病院建設事業（2,444 百万円）
○大学医学部寄附講座開設事業（
○診療所開設⽀援事業（30 百万円）
○地域医療確保推進事業（21

・地域経済への影響
・暮らしへの影響
・⾏政への影響 

将来にわたり
まちの活力を持続する 

に沿った政策・取組みを推進 

2060 年で約

「いわき創生総合戦略」の概要

““人づくり”と“まちづくり”の好循環を生み出す

○未来につなぐ人財応援事業（126 百万円）
○子どもの学習環境整備事業（21 百万円）

20 百万円） 
○いわき「若者・しごと」マッチング事業（

（5 百万円）

百万円） 
⽀援・地域連携事業（112 百万円）※⺟子・子育てｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ

○放課後児童クラブ施設整備事業（58 百万円）
百万円） 

○三世代同居・近居⽀援事業（40 百万円）
 

子育て短期⽀援事業（３百万円） 
○子育て⽀援なるほど情報発信事業（３百万円）

○いわきシニアボランティアポイント事業（
百万円） 

○⼥性活躍推進事業（３百万円） 

百万円） 
○大学医学部寄附講座開設事業（299 百万円）

百万円） 
21 百万円） 

・地域経済への影響 

・暮らしへの影響 

  

将来にわたり 
まちの活力を持続する 

年で約 22 万人の人口を維持

「いわき創生総合戦略」の概要

““人づくり”と“まちづくり”の好循環を生み出す 39 事業

百万円） 
百万円） 

 
○いわき「若者・しごと」マッチング事業（16 百万円）

百万円） 

百万円）※⺟子・子育てｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
百万円） 

百万円） 

○子育て⽀援なるほど情報発信事業（３百万円） 

○いわきシニアボランティアポイント事業（21 百万円）

百万円） 

 

基本目標

万人の人口を維持

「いわき創生総合戦略」の概要 

事業 ２年間事業費：

百万円） 

百万円）※⺟子・子育てｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ

百万円） 

基本目標 

万人の人口を維持 

年間事業費：5,434

主な事業を記載

百万円）※⺟子・子育てｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ 

5,434 百万円

主な事業を記載

百万円 

主な事業を記載 
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廃校リノベーションＰＪ

2

2

デマンド交通ＰＪ

3

ｸﾘｰﾝ

3

3

稼げる農林⽔産業

3
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デマンド交通ＰＪ
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ｸﾘｰﾝ･ｴﾈﾙｷﾞｰ循環ＰＪ

3-3 

3-4 

稼げる農林⽔産業

3-5 

3-6 

２ 市⺠からも市外からも“選ばれるまち”をつくる

３ 地域に培われた“生業”を磨き上げ、伸ばす

地域⼒アップＰＪ 

廃校リノベーションＰＪ

デマンド交通ＰＪ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ循環ＰＪ 

稼げる農林⽔産業ＰＪ 

市⺠からも市外からも“選ばれるまち”をつくる

地域に培われた“生業”を磨き上げ、伸ばす

○地域おこし協⼒隊活動事業（
○未来の有権者育成モデル事業（
○公⺠連携推進モデル事業（４百万円）

○企業誘致推進事業（９百万円）
○ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想調査推進事業（百万円未満）

○ふるさと納税推進事業（
○いわき観光まちづくりビューロー負担⾦（
○外国人観光客誘客促進事業（
○シティセールス推進事業（
○サイクルツーリズムモデル事業（１百万円）
 
○スポーツを軸とした地域創⽣推進事業（
○東京オリンピック・パラリンピック推進事業（
○ホストタウン推進事業（
○スポーツイベント開催⽀援事業（
○磐城平城の歴史を後世に伝える事業（９百万円）
○いわき芸術⽂化交流館次期運営体制検討調査事業（
○「みんなが主役」芸術⽂化体験交流事業（６百万円）

廃校リノベーションＰＪ ○廃校施設等利活⽤推進事業（百万円未満）

○いわき市空家等対策推進事業（
○中心市街地活性化推進事業（６百万円）
○リノベーションまちづくり⽀援事業（１百万円）

○共創型地域交通モデル事業（８百万円）
○公共交通活性化推進事業（２百万円）
○次世代交通ｼｽﾃﾑによる交通ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業（

○⽔素等利活⽤促進事業（
○事業化⽀援事業（
○再⽣可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活⽤まちづくり推進事業（
○新産業創出⽀援事業（７百万円）
○風⼒関連産業推進事業（

○バッテリーバレー推進事業（

 

○第四期新農業⽣産振興プラン推進補助⾦（
○農福商⼯連携・着地交流体験型施設整備事業（８百万円）
○第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業（２百万円）
○農業・農村振興基本計画策定事業

○市創業者⽀援融資制度預託⾦（
○創業者⽀援事業（
○産業振興推進事業（５百万円）
○市創業者⽀援融資制度信⽤保証料補助⾦（４百万円）

○本社機能移転等事業者奨励⾦（
○ふるさといわき就業⽀援事業（
○就労⽀援システム運⽤事業
○働きやすいまち推進事業（

市⺠からも市外からも“選ばれるまち”をつくる

地域に培われた“生業”を磨き上げ、伸ばす

○地域おこし協⼒隊活動事業（
未来の有権者育成モデル事業（

○公⺠連携推進モデル事業（４百万円）

○企業誘致推進事業（９百万円）
○ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想調査推進事業（百万円未満）

○ふるさと納税推進事業（
○いわき観光まちづくりビューロー負担⾦（
○外国人観光客誘客促進事業（
○シティセールス推進事業（
○サイクルツーリズムモデル事業（１百万円）

○スポーツを軸とした地域創⽣推進事業（
○東京オリンピック・パラリンピック推進事業（
○ホストタウン推進事業（
○スポーツイベント開催⽀援事業（
○磐城平城の歴史を後世に伝える事業（９百万円）
○いわき芸術⽂化交流館次期運営体制検討調査事業（
○「みんなが主役」芸術⽂化体験交流事業（６百万円）

○廃校施設等利活⽤推進事業（百万円未満）

○いわき市空家等対策推進事業（
○中心市街地活性化推進事業（６百万円）
○リノベーションまちづくり⽀援事業（１百万円）

○共創型地域交通モデル事業（８百万円）
○公共交通活性化推進事業（２百万円）
○次世代交通ｼｽﾃﾑによる交通ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業（

○⽔素等利活⽤促進事業（
○事業化⽀援事業（62
○再⽣可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活⽤まちづくり推進事業（
○新産業創出⽀援事業（７百万円）
○風⼒関連産業推進事業（

○バッテリーバレー推進事業（

○第四期新農業⽣産振興プラン推進補助⾦（
○農福商⼯連携・着地交流体験型施設整備事業（８百万円）

第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業（２百万円）
○農業・農村振興基本計画策定事業

○市創業者⽀援融資制度預託⾦（
○創業者⽀援事業（10
○産業振興推進事業（５百万円）
○市創業者⽀援融資制度信⽤保証料補助⾦（４百万円）

本社機能移転等事業者奨励⾦（
○ふるさといわき就業⽀援事業（
○就労⽀援システム運⽤事業
○働きやすいまち推進事業（

市⺠からも市外からも“選ばれるまち”をつくる

地域に培われた“生業”を磨き上げ、伸ばす

 

○地域おこし協⼒隊活動事業（61
未来の有権者育成モデル事業（6

○公⺠連携推進モデル事業（４百万円）

○企業誘致推進事業（９百万円） 
○ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想調査推進事業（百万円未満）

○ふるさと納税推進事業（543 百万円）
○いわき観光まちづくりビューロー負担⾦（
○外国人観光客誘客促進事業（22
○シティセールス推進事業（18 百万円）
○サイクルツーリズムモデル事業（１百万円）

○スポーツを軸とした地域創⽣推進事業（
○東京オリンピック・パラリンピック推進事業（
○ホストタウン推進事業（20 百万円）
○スポーツイベント開催⽀援事業（
○磐城平城の歴史を後世に伝える事業（９百万円）
○いわき芸術⽂化交流館次期運営体制検討調査事業（
○「みんなが主役」芸術⽂化体験交流事業（６百万円）

○廃校施設等利活⽤推進事業（百万円未満）

○いわき市空家等対策推進事業（90
○中心市街地活性化推進事業（６百万円）
○リノベーションまちづくり⽀援事業（１百万円）

○共創型地域交通モデル事業（８百万円）
○公共交通活性化推進事業（２百万円）
○次世代交通ｼｽﾃﾑによる交通ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業（

○⽔素等利活⽤促進事業（68 百万円）
62 百万円） 

○再⽣可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活⽤まちづくり推進事業（
○新産業創出⽀援事業（７百万円）
○風⼒関連産業推進事業（5 百万円）

○バッテリーバレー推進事業（18

○第四期新農業⽣産振興プラン推進補助⾦（
○農福商⼯連携・着地交流体験型施設整備事業（８百万円）

第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業（２百万円）
○農業・農村振興基本計画策定事業

○市創業者⽀援融資制度預託⾦（120
10 百万円） 

○産業振興推進事業（５百万円） 
○市創業者⽀援融資制度信⽤保証料補助⾦（４百万円）

本社機能移転等事業者奨励⾦（44
○ふるさといわき就業⽀援事業（26
○就労⽀援システム運⽤事業（２百万円）
○働きやすいまち推進事業（4 百万円）

市⺠からも市外からも“選ばれるまち”をつくる

地域に培われた“生業”を磨き上げ、伸ばす 

61 百万円） 
6 百万円） 

○公⺠連携推進モデル事業（４百万円） 

 
○ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想調査推進事業（百万円未満）

百万円） 
○いわき観光まちづくりビューロー負担⾦（125

22 百万円） 
百万円） 

○サイクルツーリズムモデル事業（１百万円）

○スポーツを軸とした地域創⽣推進事業（78 百万円）
○東京オリンピック・パラリンピック推進事業（

百万円） 
○スポーツイベント開催⽀援事業（6 百万円） 
○磐城平城の歴史を後世に伝える事業（９百万円）
○いわき芸術⽂化交流館次期運営体制検討調査事業（
○「みんなが主役」芸術⽂化体験交流事業（６百万円）

○廃校施設等利活⽤推進事業（百万円未満） 

90 百万円） 
○中心市街地活性化推進事業（６百万円） 
○リノベーションまちづくり⽀援事業（１百万円）

○共創型地域交通モデル事業（８百万円） 
○公共交通活性化推進事業（２百万円） 
○次世代交通ｼｽﾃﾑによる交通ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業（

百万円） 
 

○再⽣可能ｴﾈﾙｷﾞｰ活⽤まちづくり推進事業（35
○新産業創出⽀援事業（７百万円） 

百万円） 

18 百万円） 

○第四期新農業⽣産振興プラン推進補助⾦（46
○農福商⼯連携・着地交流体験型施設整備事業（８百万円）

第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業（２百万円）
○農業・農村振興基本計画策定事業（２百万円）

120 百万円）
 
 

○市創業者⽀援融資制度信⽤保証料補助⾦（４百万円）

44 百万円） 
26 百万円） 

（２百万円） 
百万円） 

市⺠からも市外からも“選ばれるまち”をつくる 49 事業

35

○ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構想調査推進事業（百万円未満） 

125 百万円） 

 

百万円） 
○東京オリンピック・パラリンピック推進事業（13 百万円）

 
○磐城平城の歴史を後世に伝える事業（９百万円） 
○いわき芸術⽂化交流館次期運営体制検討調査事業（6 百万円）
○「みんなが主役」芸術⽂化体験交流事業（６百万円） 

 

○リノベーションまちづくり⽀援事業（１百万円） 

○次世代交通ｼｽﾃﾑによる交通ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業（1 百万円） 

35 百万円） 

46 百万円） 
○農福商⼯連携・着地交流体験型施設整備事業（８百万円） 

第三者認証ＧＡＰ取得等促進事業（２百万円） 
（２百万円） 

百万円） 

○市創業者⽀援融資制度信⽤保証料補助⾦（４百万円） 

 
 

事業 ２年間事業費：

事業 ２年間事業費：

 

百万円） 

百万円） 

 

 

年間事業費：1,469

年間事業費：

1,469 百万円

年間事業費：556 百万円

百万円 

百万円 


