
 

（様式１－１ 申請書） 

２５ 行 第 ４６号 

平成２５年５月２７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提出について 
 
 
福島定住等緊急支援交付金制度要綱第５の２の規定に基づき、定住緊急支援

事業計画（平成２５年度）を提出します。 

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－１－１） 

【事業実施箇所】 

いわき市立あさひ保育園 いわき市平中神谷字北鳥沼34 

いわき市立高久保育園 いわき市平下高久字清水1-4 

いわき市立古湊保育所 いわき市小名浜字田ノ入80-1 

いわき市立本町保育所 いわき市小名浜字蛭川新川間35 

いわき市立滝尻保育所 いわき市泉町滝尻字高見坪29 

いわき市立下川保育所 いわき市泉町下川字前ノ原74 

いわき市立泉保育所 いわき市泉町三丁目2-7 

いわき市立渡辺保育所 いわき市渡辺町田部字岸8 

いわき市立錦保育所 いわき市錦町作鞍4 

いわき市立窪田保育所 いわき市勿来町窪田馬場43 

いわき市立菊田保育所 いわき市山田町東川原13 

いわき市立山田保育所 いわき市山田町堀ノ内104-3 

いわき市立田人保育所 いわき市田人町黒田字一ノ倉49 

いわき市立常磐第一保育園 いわき市常磐湯本町栄田71-1 

いわき市立常磐第二保育園 いわき市常磐湯本町山ノ神20-1 

いわき市立綴保育所 いわき市内郷綴町町之内36-1 

いわき市立高坂保育所 いわき市内郷高坂町一丁目75-2 

いわき市立三阪保育所 いわき市三和町中三坂字四座48 

いわき市立三和保育所 いわき市三和町渡戸字宿頭118-6 

いわき市立四倉保育所 いわき市四倉町字五丁目8-8 

いわき市立久之浜保育所 いわき市大久町小久字連郷89-1 

いわき市立小川保育所 いわき市小川町高萩字下川原127-1 

いわき市立桶売保育所 いわき市川前町下桶売字矢田谷地144-2 

いわき市立永井保育所 いわき市三和町下永井字横山113 

 

【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。 

 

 





 

 

（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 

 

【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。 

 

 





 

 

（別紙一覧表） 

事業実施箇所等 

（Ａ－１－３） 

【事業実施箇所】 

いわき市立平第一小学校 いわき市平字揚土５番地 

いわき市立平第二小学校 いわき市平字梅香町７番地の１ 

いわき市立平第三小学校 いわき市平字作町三丁目４番地の２ 

いわき市立平第四小学校 いわき市平下平窪字諸荷65番地 

いわき市立平第五小学校 いわき市平下荒川字川前58番地 

いわき市立平第六小学校 いわき市平中神谷字石脇22番地 

いわき市立中央台南小学校 いわき市中央台鹿島二丁目１番地の１ 

いわき市立小名浜第二小学校 いわき市小名浜愛宕町３番地の２ 

いわき市立小名浜第三小学校 いわき市小名浜住吉字浜宿１番地 

いわき市立小名浜西小学校 いわき市小名浜大原字小滝山３番地 

いわき市立鹿島小学校 いわき市鹿島町走熊字中島１番地 

いわき市立江名小学校 いわき市江名字天ケ作130番地 

いわき市立泉小学校 いわき市泉町字小山48番地の２ 

いわき市立泉北小学校 いわき市泉町玉露字定田69番地 

いわき市立植田小学校 いわき市東田町向山３番地 

いわき市立錦東小学校 いわき市錦町鷺内64番地の５ 

いわき市立勿来第一小学校 いわき市勿来町窪田伊賀屋敷１番地 

いわき市立勿来第二小学校 いわき市勿来町関田和久70番地 

いわき市立勿来第三小学校 いわき市勿来町酒井北ノ内１番地 

いわき市立川部小学校 いわき市川部町川原65番地の１ 

いわき市立湯本第三小学校 いわき市常磐水野谷町竜ケ沢230番地 

いわき市立磐崎小学校 いわき市常磐下湯長谷町勝善21番地 

いわき市立白水小学校 いわき市内郷白水町川平76番地 

いわき市立内町小学校 いわき市内郷内町水之出52番地 

いわき市立綴小学校 いわき市内郷綴町秋山88番地 

いわき市立宮小学校 いわき市内郷宮町竹之内30番地 

いわき市立高野小学校 いわき市内郷高野町中倉82番地 

いわき市立四倉小学校 いわき市四倉町字西四丁目３番地の３ 

いわき市立大浦小学校 いわき市四倉町狐塚字松橋20番地 

いわき市立大野第一小学校 いわき市四倉町玉山字林崎５番地 

いわき市立大野第二小学校 いわき市四倉町駒込字広畑11番地 

いわき市立入遠野小学校 いわき市遠野町入遠野字前田142番地 

いわき市立小川小学校 いわき市小川町上平字田ノ尻４番地 

いわき市立好間第二小学校 いわき市好間町今新田字手倉２番地 

いわき市立好間第三小学校 いわき市好間町北好間字権現堂60番地 

いわき市立好間第四小学校 いわき市好間町大利字戸作田60番地 

いわき市立三阪小学校 いわき市三和町中三坂字腰巻28番地 

いわき市立永戸小学校 いわき市三和町渡戸字弓張木95番地 



 

いわき市立永井小学校 いわき市三和町下永井字横山67番地 

いわき市立田人第一小学校 いわき市田人町黒田字中野12番地 

いわき市立桶売小学校 いわき市川前町下桶売字久保田96番地の２ 

いわき市立小白井小学校 いわき市川前町小白井字将監小屋101番地 

いわき市立久之浜第一小学校 いわき市久之浜町久之浜字糠塚15番地 

いわき市立久之浜第二小学校 いわき市大久町大久字矢ノ目沢12番地 

 

【事業の効果が見込まれる区域】 

 いわき市全域 

  

【計画の目標】 

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。 

 

 





 

 

（別紙一覧表） 

事業実施箇所等 

（Ａ－１－４） 

【事業実施箇所】 

いわき市フラワーセンター いわき市平四ツ波字石森116 

御幸山公園 いわき市常磐湯本町天王崎121-2 

山口公園 いわき市平上山口字下大沢2-5 

吹松公園 いわき市小名浜字吹松16-19 

矢田川公園 いわき市小名浜林城字日代鳥202 

横町公園 いわき市小名浜字蛭川南140-2 

観音山公園 いわき市常磐湯本町三函314 

舘下公園 いわき市四倉町字西三丁目2-3 

平窪公園 いわき市平下平窪山土内町5-1 

平南台中央公園 いわき市郷ケ丘四丁目28-9 

久世原公園 いわき市平中山字矢ノ倉33-110 

洋向台中央公園 いわき市洋向台二丁目49-6 

岡小名公園 いわき市小名浜岡小名二丁目5 

中迎二丁目公園 いわき市錦町中迎二丁目4-1 

ひがし公園 いわき市佐糠町東二丁目9-1 

上湯長谷公園 いわき市常磐上湯長谷町湯台堂172-3 

丸山公園 いわき市常磐藤原町湯ノ岳3 

 

【事業の効果が見込まれる区域】 

  いわき市全域 

 

【計画の目標】 

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。 

 

 





 

 

（別紙一覧表） 

事業実施箇所等 

（Ｂ－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 

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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