
福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）

産業支援拠点機能の充実 ○福山ビジネスサポートセンターFuku-Bizの運営
○ものづくり人材育成支援事業
○備後圏域創業促進事業

○福山ビジネスサポートセンター「Fuku-Biz」の相談体制強化
・売上向上，創業に係る経営相談（相談件数：2,486件）
・フクビズ3周年記念イベント（12/26）
・無料出張相談21件（世羅8件，神石4件，三原4件，井原4件，尾道１件）
・フクビズシード本格始動
・福山駅前再生ビジョン連携融資制度「にぎわい」（新規開店8件）
・チャレンジャーズマルシェの提供(利用件数：1件）
・ワークショップの開催　（12回　参加者数：計485人）
○ものづくり大学（学びなおし・最先端・啓発,PRのセミナー等）の実施
・最先端技術(9講座/406人参加) ，啓発事業（6講座/13,700人参加），学びなおし(26講
座/175人参加)
・ポリテクカレッジ福山・㈱テクノプラザと連携した実技セミナー(26講座/171人参加)
○びんご産業支援サイトの運用(アクセス数：5,636件)
○備後圏域創業促進事業の実施
・福山市立大学，福山大学，広島工業大学　研究テーマ発表会(12/3)
・研究シーズの個別マッチング（4社）

○福山ビジネスサポートセンターFuku-Bizの運営
○ものづくり人材育成支援事業

・福山ビジネスサポートセンター「Fuku-Biz」の相談体制強化
　出張相談の実施，Fuku-Biz Seedの支援体制の強化
　福の耳プロジェクト，産業支援コーディネーターとの連携
・ものづくり大学（学びなおし・最先端・啓発,PRのセミナー等）
　びんご産業支援サイト（関連団体のセミナー情報掲載）

地域の産業集積による競争力
向上

〇備中備後ジャパンデニムプロジェクトの実施 ○備中備後ジャパンデニムプロジェクト
・備中備後デニムコンテスト2019（応募点数2,979点）
・福山市立大デニムツアー（参加者数：6人）
・丸の市への出展（東京丸の内中通り）
・井原デニムストリートオープンフェス
・デニムマップ作成（2,000部：各市町，事業所，商工会等へ配布）
・Tenoha Milanoに備中備後ジャパンデニムプロジェクト初出店

〇備中備後ジャパンデニムプロジェクトの実施 ・産地表示のあるデニム製品を通じたＰＲ
　一般参加型イベント（フォトコンテストなど）による産地ＰＲ
　ウェブサイトによる情報発信
　デニムプロジェクト検討会開催による関連事業者との意見交換

企業立地の促進 ○市内への事業所設置促進
○市内事業所の流出防止
○福山北産業団地造成事業

○企業立地促進条例に基づく助成制度(新規7件)
○本市の持続的な発展と産業振興に資する新たな産業団地の造成

○市内への事業所設置促進
○市内事業所の流出防止
○福山北産業団地造成事業

・企業立地促進条例に基づく助成制度
・本市の持続的な発展と産業振興に資する新たな産業団地の造成

地場産業の振興 ○経営力強化人材育成事業
○伝統産業生産設備等の支援
○プロフェッショナル人材の活用
○まるごと実験都市ふくやまの推進
○経済循環促進策の検討
○担い手育成の支援

○ものづくり技術継承やものづくり啓発等に対する支援
○畳表など伝統産業の生産設備の整備等に対する支援
○高度専門人材（兼業・副業）の活用による事業構築　5事業
○官民協議会における実証実験の検討・推進(実証実験3件)
○実証実験まるごとサポート事業（相談28件，支援4件)
○圏域単位の地域経済循環分析の実施
・新たな広域連携促進事業「びんご圏域経済循環促進策検討事業」
○繊維産地継承に向けた縫製技能者の育成・確保

○経営力強化人材育成事業
○伝統産業生産設備等の支援
○プロフェッショナル人材の活用
○まるごと実験都市ふくやまの推進
○経済循環促進策の検討
○担い手育成の支援

・ものづくり技術継承やものづくり啓発等に対する支援
　繊維産地継承に向けた縫製技能者の育成・確保
・畳表など伝統産業の生産設備の整備等に対する支援
○高度専門人材（兼業・副業）の活用による事業構築
○スマートシティ化の取組
　地域のデジタル化（フレイルチェックのデジタル化など）
　産業のデジタル化（中小企業のＩＣＴ化支援）
　新たな都市魅力の創造（キッズラボの開催）
○「ふくやまＩＣＴ戦略」の重点取組分野に基づく実証実験の検討・推進
　モビリティ分野，その他分野（教育，ヘルスケアなど）
○実証実験まるごとサポート事業（実証実験の募集及び実験に係る支援）
　支援内容の拡充（実証実験経費の補助）
　テーマ募集「withコロナを快適に」の新規実施
　認知度向上に向けた雑誌やWebなどへの広告掲載
○地域経済循環分析に基づく，圏域単位の地域商社機能の検討
・繊維産地継承に向けた縫製技能者の育成・確保

福山港の利用促進 ○福山港利用促進に係る助成「トライアル助成制度」 ○福山港を利用したトライアル輸送の実施
　データ提供，効果検証等への協力荷主企業等に対する支援(4件)

○福山港利用促進に係る助成「トライアル助成制度」 ・福山港を利用したトライアル輸送の実施
　データ提供，効果検証等への協力荷主企業や物流事業者に対する支援

第一次産業振興のための環境
整備

○瀬戸内の地魚のブランド化の推進
○JA福山市「食と農の交流館」との連携

○瀬戸内の地魚のブランド化の推進
・既存イベントへの出展(かき水産祭など 計6回)
・第2回備後フィッシュの食べられる店認定事業 24店舗（福山12,笠岡12）
・第2回備後フィッシュグルメキャンペーン(応募者数47件）
・第4回備後フィッシュフェス（来場者6,000人）
・備後フィッシュ親子料理教室（参加者数：7組15人）
〇相可高校との連携事業
　※コロナウイルス感染症感染拡大によりイベント中止
・巻き寿司づくりイベント（16組参加予定）
・相可高校が考案したお弁当の販売（300食販売予定）

○瀬戸内の地魚のブランド化の推進
〇相可高校との連携事業

・既存イベントへの出店 （計4回）
・第3回備後フィッシュの食べられる店認定事業
・第3回備後フィッシュグルメキャンペーン
・第5回備後フィッシュフェス
  規模を縮小して参加者が特定できる予約制のイベント等で実施予定
・相可高校との連携事業
　リモートによる福山市農水産物を使用したメニューの考案及び販売
　リモートによる課外授業の実施

農林水産物を活用した地域活
性化

○道の駅等のネットワーク化による地域活性化
○備後圏域ＰＲ事業（備後入封400年祭～ＢＩＮＧＯフェス
ティバルin福山城～）

○道の駅等のネットワーク化
・備後圏域「道の駅」等連絡会議の開催
・備後まるごと市(福山SA上り)
・備後圏域「道の駅」等周遊促進ルートマップ作成(36,000部作成)
○BINGOフェスティバル（9/21　福山市開催：備後入封400年祭in福山城）
　参加者　約4,000人
・備後圏域各市町の食品ブースの出展，ステージでの市町PR

○道の駅等のネットワーク化による地域活性化
○備後圏域ＰＲ事業

・備後圏域「道の駅」等連絡会議の開催
・圏域内のイベントで市町PRを実施
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福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）
項目

６次産業化の推進 ○備後圏域６次産業化ネットワーク会議の開催
○販路開拓推進
○ワインプロジェクト

○備後圏域6次産業化ネットワーク会議の開催
○販路開拓推進
・首都圏におけるびんご産品販路開拓
　商談会(参加者数：バイヤー3社，事業者7社)
　びんごフェア（東京都文京区クイーンズ伊勢丹小石川店）
　フォローアップ面談（1件）
・JA福山市「食と農の交流館」（「FUKUYAMAふくふく市」）オープン
○備後圏域6次産業化推進･設備整備等事業
○びんご6次産業化アドバイザー派遣（9件:福山6件，尾道2件，神石1件）
○備後圏域ワインプロジェクトの実施
・備後ワイン発売（5月）
・備後福山ワイン振興協議会の開催
・ワインフェスタ(福山ばら祭内)
・福山ワインフェス（元町トライアングル広場，福山美術館前広場）
・備後ワインフェス（福山美術館前広場）
・ふくやまワインまつり（とおり町交流館付近，本通商店街内）
・OPEN STREET FUKUYAMAワインブース（福山天満屋南側）
・ワインづくり体験見学会（山野町，瀬戸町）

○備後圏域６次産業化ネットワーク会議の開催
○販路開拓推進
○ワインプロジェクト

・備後圏域6次産業化ネットワーク会議の開催
・6次産業化チーム支援事業
・備後圏域6次産業化推進･設備整備等事業
・びんご6次産業化アドバイザー派遣（アドバイザー6名）
・備後圏域ワインプロジェクトの実施
・ワインオーナーズクラブの実施（収穫体験，ワイナリー見学など）
・備後ワインフェス・ワイン列車の開催

新規就農者・漁業就業者の育
成

○ふくやまブランド農産物推進事業費補助
○新規就農者等の研修
○女性農業者育成事業
○担い手発掘事業
○新規漁業就業者育成事業費補助

○ふくやまブランド農産物の安定供給等のため，出荷資材費の一部補助
○新規就農者等への研修
○備後圏域内の女性農業者及び就農希望女性を対象としたセミナー開催
○備後圏域内の農業の魅力や就農支援情報を発信
○新規漁業就業者短期研修費の一部補助

○ふくやまブランド農産物推進事業費補助
○新規就農者等の研修
○女性農業者育成事業
○担い手発掘事業
○新規漁業就業者育成事業費補助

・ふくやまブランド農産物の安定供給等のため，出荷資材費の一部補助
・新規就農者等への研修
・備後圏域内の女性農業者及び就農希望女性を対象としたセミナー開催
・備後圏域内の農業の魅力や就農支援情報を発信
・新規漁業就業者の研修費，就業に必要な漁具購入費等の一部補助

営農指導の充実 ○営農指導の実施 ○営農マイスターによる新規就農者等への指導の充実 ○営農指導の実施 ・営農マイスターによる新規就農者等への指導の充実

販路拡大の支援 〇福山の魅力的な地域資源やブランド認定品等の発信 ○ブランド認定品や地域資源を活用した商品の販路開拓等の支援 〇福山の魅力的な地域資源やブランド認定品等の発信 ・ブランド認定品や地域資源を活用した商品の販路開拓等の支援

中小企業事業者のイノベー
ション等の推進

〇びんご産業支援コーディネーター派遣事業の実施 ○外部専門家の派遣による中小企業者の課題解決(140回)
　福山106回，尾道4回，府中12回，神石1回，笠岡15回，井原2回

〇びんご産業支援コーディネーター派遣事業の実施 ・外部専門家の派遣による中小企業者の課題解決

創業支援
（旧：女性創業支援）

〇女性の創業につながる支援の実施 ○駅前女子カフェ「LADY WORK CAFÉ」の管理運営
・常設展示，チラシの設置(利用対象者を社会人女性に拡大)
○輝く女性応援サイト「BINGO WOMAN」の管理運営
・企業の紹介，イベント・セミナー情報等を福山市サブサイト上で発信
○びんご女性起業応援カフェの実施(主催：Fuku-Biz，広島銀行)
○女性のための交流イベント（主催：TREE実行委員会）

○福山ビジネスサポートセンターFuku-Bizの運営【再掲】
〇女性の創業につながる支援の実施

・びんご女性起業応援カフェの開催（主催：広島銀行，Fuku-Biz）
　女性のための交流イベント（主催：TREE実行委員会）
・Fuku-Biz Seedによる創業支援の強化

雇用対策 〇Ｕ・Ｉターン就職・総合相談会
〇障がい者，女性，若年者の就労支援
○多様な働き方実現プロジェクト

○福山，府中U・Iターン合同企業説明会の開催(各60社，延人数271人)
○サマーツアーの実施
○Web在宅ワークの普及促進
○女性の働く環境改善に係る補助
○女性活躍推進事業の実施（啓発セミナー）
○地元企業と大学生の交流促進事業
○モグジョブの開催（9回・114名・16社)
○社長の声プロジェクトの実施（掲載企業数18社）
○中小企業の採用担当者を対象とした研修会(112社)
○圏域外の学生と備後圏域企業の交流会の実施
　関西(参加企業：53社，参加者：55人)
　東京(参加企業：23社，参加学生：13人)
○UIターン就職のための採用試験時の交通費助成（25件）
○市内企業への就職応援事業（女性への引越し費用補助）
○就職ガイダンス(参加企業：125社，参加者：358人)，企業ガイド発行
○企業と学校の交流会(参加企業：60社，学校：44校）
○高校生の事業所見学補助（2校，225人，8社見学）
○高校生の職場体験学習（5校，58人，27社体験）
○人事戦略研究会－企業の人事担当者を対象とした勉強会（5回）
○BINGO企業研究会（参加企業：53社　参加学生46人)
○フリーター，ニートの就労支援セミナーの実施
○障がい者の雇用対策（福祉的就労）
・ネットワーク会議の開催
・事業所への就労支援（66事業所）
○障がい者雇用奨励金，障がい者雇用推進セミナー，障がい者就職合同面接会
○「みんなのライフスタイル応援会議」の開催(6回)
・子育てパパ活躍ウィーク（11/3～11/9）
　応募企業16社（参加約750人），協力企業・団体9件（参加約950人）

〇Ｕ・Ｉターン就職・総合相談会
〇障がい者，女性，若年者の就労支援
○多様な働き方実現プロジェクト

・福山・府中U・Iターン合同企業説明会の開催
・サマーツアーの実施
・女性の働く環境改善に係る補助
・女性活躍推進事業の実施（セミナー）
・企業と大学生のマッチング強化（モグジョブ，社長の声プロジェクト）
●女性向け合同企業説明会の開催
・企業経営者，人事担当者向け採用力強化研修の実施
・経営者意識改革支援事業
・学生を対象とした企業見学会の実施
・フリーター，ニートの就労支援セミナーの実施
・圏域外の学生と備後圏域企業の交流会の実施(企業研究会）
・UIターン就職のための採用試験時の交通費助成
・雇用対策協議会事業の実施
・障がい者の雇用対策（福祉的就労）
　ネットワーク会議の開催（中止）
　事業所への就労支援（未定）
・障がい者雇用奨励金
　障がい者雇用推進セミナー，障がい者就職合同面接会の実施
　障がい者，就労施設等を対象とした農福連携に関する研修会
・みんなのライフスタイル応援会議の運営
　3回開催予定（2020年7月，11月，2020年2月）
○（仮）サンクス！家族ウィーク開催
　昨年度の「子育てパパ活躍ウィーク」をリニューアル
・産学官連携調査研究事業（スーパーグローバル大学等との連携）

創業促進支援 ○U24高校生大学生創業体験プログラムの開催 ○若者の創業機運を醸成するセミナーの開催 ○U24高校生大学生創業体験プログラムの開催 ・若者の創業機運を醸成するセミナーの開催

新商品・新技術の開発支援 〇販路開拓支援事業費補助 ○中小企業者が実施する販路開拓事業に対する支援 〇販路開拓支援事業費補助 ・中小企業者が実施する販路開拓事業に対する支援

知的財産等総合相談の充実 〇知財アドバイザーによる総合相談等 ○知財アドバイザーによる総合相談（来訪指導，訪問指導） 〇知財アドバイザーによる総合相談等 ・知財アドバイザーによる総合相談（来訪指導，訪問指導）
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福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）
項目

勤労者福祉の充実 〇生活安定資金（ローズライフローン） ○市内の勤労者に対する低利での資金融資 〇生活安定資金（ローズライフローン） ・市内の勤労者に対する低利での資金融資

(4)高等教育機能
の強化

次世代の人材育成に向けた高
等教育の充実

○6大学エクステンション連携会議
○公開講座の共同開催，各大学の公開講座の情報発信
○備後圏域発達支援研究会の開催
　発達支援に係る講座の開催や実態把握の分析
 （報告書の取りまとめ）
○グローバル人材育成事業の実施
　びんご圏域連携グローバル人材育成事業の実施
○官民協働留学支援事業
○福山市立大学法人化準備
○産学官連携調査研究事業

○6大学エクステンション連携会議の開催(26人)
・特別企画「びんご圏域6大学連携講座」の開催（32人）
・6大学連携講座の開催（チラシ・ポスターによる情報発信）
○備後圏域発達支援研究会の開催
・発達支援に関わる実践家を対象とした研修会の開催
・発達障がいに関する報告書作成，報告会の開催
○グローバル人材育成事業
・2019年度びんご圏域連携グローバル人材育成事業の実施
　講義(福山大学全8回,参加者55人），海外研修（参加者22人）
○官民協働留学支援事業の実施
・トビタテ！留学JAPAN（派遣留学生：10人）
○2021年4月 公立大学法人設立に向けた準備
○市外大学等と連携した事業の実施

○官民協働留学支援事業
○福山市立大学法人化準備
○産学官連携調査研究事業

・トビタテ！留学JAPAN(新型コロナウイルス感染症のため中止)
・2021年4月 公立大学法人設立に向けた準備
・市外大学等と連携した事業の実施
●データサイエンティスト養成講座
　データサイエンティストの基礎を醸成することを目的とした講座の実施
●市内外大学から，本市の課題を解決するためのアイデアを募集
　(内閣府，市立大学との連携による地域課題発掘,解決策に向けたGW)
○市外大学との人口減少対策の共同研究

戦略的な観光振興 ○総合的なプロモーションの実施
○サイクリングロード整備・誘客事業
○周遊観光促進キャンペーンの実施

○広域観光ワーキングの開催（9/26）
○備後圏域における2次交通（タクシー）を活用し周遊プラン等のPR
○備後圏域サイクリングエリアの構築
・しおまち海道サイクリングロード設定，ガイドマップ作成(20,000部）
・ふくやまサイクリングロードしおまち海道の整備
・せとうちPEDAL Life設立

○総合的なプロモーションの実施
○サイクリングロード整備・誘客事業
○周遊観光促進キャンペーンの実施

・広域観光ワーキング会議の開催
　備後圏域における2次交通（タクシー）を活用した旅行商品の企画販売
・鞆の浦しおまち海道サイクリングロードの整備
　鞆の浦しおまち海道サイクリングロードのＰＲ
・市内観光スポットを周遊するキャンページ実施・周遊データの分析

コンベンション誘致の推進 ○コンベンション誘致推進事業 ○コンベンション誘致活動
・中国・四国地区コンベンション誘致懇談会参加
・第29回国際MICEエキスポIME2020へ参加
○コンベンション開催支援
・開催助成金 28件（学会,大会等11件，スポーツ大会17件）

○コンベンション誘致推進事業 ・コンベンション誘致活動，コンベンション開催支援

民泊の推進 ○民泊受入
○民泊受入家庭，インストラクター向け講習会

○民泊受入(受入校数：18校，受入人数：2,187人)
○講演会・受入家庭への研修会の開催
・民泊受入前説明会6回，受入家庭研修会5回，
　受入家庭スキルアップ研修会6回，食品衛生・安全講習会4回
○広島湾海生都市圏研究協議会の旅行会社プロモーションへの参加

○民泊受入
○民泊受入家庭，インストラクター向け講習会

・民泊受入(新型コロナウイルス感染症の影響により受入中止)
・講演会・受入家庭への研修会の開催等による受入体制整備
・広島湾海生都市圏研究協議会の旅行会社プロモーションへの参加

大学を活用した地域活性化 ○関係人口創出事業

【再掲】
○6大学エクステンション連携会議
○公開講座の共同開催，各大学の公開講座の情報発信
○備後圏域発達支援研究会の開催
　発達支援に係る講座の開催や実態把握の分析
 （報告書の取りまとめ）
○グローバル人材育成事業の実施
　びんご圏域連携グローバル人材育成事業の実施
○官民協働留学支援事業
○福山市立大学法人化準備
○産学官連携調査研究事業

○関係人口と地域をつなぐプラットフォームの確立
・地域住民×外部人材×地元大学生プロジェクトで得たノウハウの蓄積

【再掲】
○6大学エクステンション連携会議の開催(26人)
・特別企画「びんご圏域6大学連携講座」の開催（32人）
・6大学連携講座の開催（チラシ・ポスターによる情報発信）
○備後圏域発達支援研究会の開催
・発達支援に関わる実践家を対象とした研修会の開催
・発達障がいに関する報告書作成，報告会の開催
○グローバル人材育成事業
・2019年度びんご圏域連携グローバル人材育成事業の実施
　講義(福山大学全8回,参加者55人），海外研修（参加者22人）
○官民協働留学支援事業の実施
・トビタテ！留学JAPAN（派遣留学生：10人）
○2021年4月 公立大学法人設立に向けた準備
○市外大学等と連携した事業の実施

○関係人口創出事業

【再掲】
○官民協働留学支援事業
○福山市立大学法人化準備
○産学官連携調査研究事業

・関係人口と地域をつなぐプラットフォームの確立
　地域住民×外部人材×地元大学生プロジェクトで得たノウハウの蓄積

【再掲】
・トビタテ！留学JAPAN(新型コロナウイルス感染症のため中止)
・2021年4月 公立大学法人設立に向けた準備
・市外大学等と連携した事業の実施
●データサイエンティスト養成講座
　データサイエンティストの基礎を醸成することを目的とした講座の実施
●市内外大学から，本市の課題を解決するためのアイデアを募集
　(内閣府，市立大学との連携による地域課題発掘,解決策に向けたGW)
○市外大学との人口減少対策の共同研究

公共交通体系やデマンド交通
の検討

○圏域における公共交通体系やデマンド交通の在り方研究 ・福塩線，井原線を活用した地域活性化事業

定住人口や関係人口等の増加
に向けた取組の推進

○備後圏域定住促進事業
○備後圏域ウェブサイト「びんごライフ」の活用
○備後圏域「地域おこし協力隊」合同研修会の開催
○ワーケーションふくやま
○民間ビッグデータを活用した移住促進策

・ふるさと回帰センターのウェブサイトでの情報発信等
・圏域外から就職する若者に対する就職活動費補助
・地元企業と若手社員の特集ページの充実
・SNSを活用した情報発信の強化(SNS広告の実施)
・地元企業と若手社員の取材ページやリトリートページの充実
・備後圏域地域おこし協力隊担当者会議，合同研修会
・首都圏，関西圏のクリエイティブ人材に移住体験を提供
〇ビッグデータの分析・活用による情報発信
　ターゲットを絞り，特性に応じた情報発信などの移住促進施策を検討
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福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）
項目

中心市街地の活性化 〇コンセンサス形成，街なか賑わい創出支援
〇商店街等が行う活性化事業の支援
○福山駅前の再生

〇コンセンサス形成，街なか賑わい創出支援
・OPEN STREET FUKUYAMA2019開催(利用者数1,618人，参加者満足度84％)
・第12回，13回まちゼミ開催(参加者409人)
・福山おさんぽウォーク開催(参加者1,200人)
・ふくやまMarche開催(77ブース出店）
〇商店街等が行う活性化事業の支援
・福山市商店街活力向上事業補助金(活用件数9件)
○福山駅周辺デザイン計画の策定
○リノベーションまちづくりの推進
・リノベーションスクールの開催（参加者16人・提案件数3件）
○道路空間等の有効活用によるにぎわいや回遊性の創出
○中央公園Park-PFIの導入に向けた実証実験（Park-PFI事業者の決定）
○福山駅周辺都市公園活用促進
・まちづくり会社などによる主体的な公園の活用を支援（実施数1件）
○三之丸町地区優良建築物等整備
・再生事業計画概要を発表，基本設計，除却工事（進捗率51%）を実施中）
〇中央公園Park-PFIの導入実証実験(利用者約2,400人，売上約1,900千円)
・福山駅周辺都市公園活用促進（公園等の環境改善に要する経費の補助）
・三之丸町地区優良建築物等整備

〇コンセンサス形成，街なか賑わい創出支援
〇商店街等が行う活性化事業の支援
○福山駅前の再生

・コンセンサス形成，街なか賑わい創出支援
・OPEN STREET FUKUYAMA2020の開催
・継続的賑わい創出イベントの開催
・商店街等が行う活性化事業の支援
・福山市商店街活力向上事業補助金の実施
●福山市商店街活性化支援事業補助金（新しい生活様式対応型）の実施
・福山駅周辺デザイン計画の推進
・リノベーションまちづくりの推進
・道路空間等の有効活用によるにぎわいや回遊性の創出
・福山駅周辺都市公園等活用促進事業
・三之丸町地区優良建築物等整備事業
●エフピコRimのリノベーション再生事業
（運営事業者の決定，再生に向けた設計）

都市ブランド戦略の推進 〇福山市都市ブランド戦略によるクリエイティブなまちづくり
の推進

○福山の魅力を高める産品・活動等の磨き上げ
・ブランド認定・登録（応募38件，認定・登録10件）
・日本最大のカメラコミュニティ「カメラガールズ」活用による首都圏へ広報
・福山アンバサダーの推進(アンバサダー654人(総フォロワー数182万人))

〇福山市都市ブランド戦略によるクリエイティブなまちづくりの
推進

・福山の魅力を高める産品・活動等の磨き上げ
　福山の魅力を高める産品・活動等のブランド認定・登録
●福山ブランドデザインアワードの初開催
　情報発信の強化
　福山アンバサダーの推進

ばらのまちづくりの推進 〇ばらのまちづくりの環境整備
〇ローズマインドの醸成
〇都市ブランドの向上

○福山ばら大学の開講
○ばら苗等無料配布事業の実施
〇ばらの日啓発事業（ばらの日結婚祝福事業等）
・福山ばら祭2019　「ばらの日」ＰＲ活動
・福山駅「ばらの日」ＰＲ活動，切りばらを300本配布。
・ふくやま子どもフェスティバル「ばらの日」ＰＲ活動
〇ばらのまち福山ＰＲ大使を活用したＰＲ活動
・福山ばら祭2019（みんなでつくる！フラワーウォールづくり）
・プリザーブドフラワーづくりワークショップ
○世界バラ会議福山大会に向けた取組
　・世界バラ会議福山大会基本計画策定
　・福山ばら祭2019でのＰＲ活動

〇ばらのまちづくりの環境整備ほか
〇ばらのまち福山ＰＲ活動
〇世界バラ会議福山大会の開催に向けた取組

・ばらのまちづくりの環境整備ほか
・福山ばら大学の開講
・ばら苗（肥料）無料配布
・ばらの日啓発事業
　ばらのまち福山ＰＲ活動
　ばらのまち福山ＰＲ大使「ニコライ バーグマン」を活用したＰＲ
　福山駅アートプロジェクト
〇世界バラ会議福山大会の開催に向けた取組
　世界バラ会議福山大会実行委員会（専門委員会）設立
　世界バラ会議福山大会実施計画策定
  世界バラ会議福山大会ウェブサイト構築
  世界バラ会議福山大会ロゴマーク製作（公募）
　福山ばら祭2020などでのPR活動

福山城築城400年記念事業の推
進

○福山城築城400年記念事業 ・福山城天守他耐震改修工事
・福山城博物館展示リニューアル
●福山城本丸土塀改修
・夜間景観照明整備
・福山城整備（史跡整備等）
・福山城公園樹木整備
・福山城公園施設整備（ライフライン）
・福山城公園池撤去
・福山城周辺道路整備
・記念事業(歴史･文化事業,交流事業,市民企画,情報発信,募金委員会）
●クラウドファンディング実施

道の駅等を活用した地域活性
化

○道の駅等のネットワーク化による地域活性化 ○道の駅等連絡会議の開催
　備後圏域道の駅等ルートマップの作成
　地域資源活用イベント「高校生レストラン」

○道の駅等のネットワーク化による地域活性化 ○道の駅等連絡会議の開催
　地域資源活用イベント「高校生レストラン」

スポーツによる地域振興 〇スポーツプロジェクト（スポーツの裾野の拡大）
〇総合体育館エリアの賑わいの創出
〇東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組
○かわまち広場整備工事

○スポーツプロジェクト（スポーツの裾野の拡大）
・アスリートや民間事業者による魅力的なスポーツ事業の創出支援（2件）
・サイクリングイベントの実施(延期)
○総合体育館エリアの賑わいの創出
・総合体育館の整備（全工事完了）
・新総合体育館の完成式典やオープニングイベントの実施
・プロスポーツ・大会誘致（9回）
○東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組
・JOCとの連携によるオリンピック教室（3校）
・オリンピアン招へい事業（4件）
・メキシコ・パラグアイチームの合宿の調整，聖火リレーの誘致活動
○かわまち広場整備工事
・かわまち広場の整備（全工事完了）

○総合体育館エリアの賑わいの創出
○東京オリンピックムーブメントによるスポーツ機運の醸成
○スポーツの裾野の拡大（スポーツプロジェクト）
○スポーツ施設の再編

・大会・プロスポーツ等誘致及び賑わい関係事業
・サイクリングイベントの実施（中止）
・聖火リレー実施事業（延期）
・メキシコ・パラグアイ合宿受入事業（延期）
・オリンピックレガシー関連事業（一部延期)
・スポーツ施策推進にかかるプロジェクト事業
・庭球場・水泳場の再編事業

MICE戦略の推進 ○MICE誘致ディレクター等との連携
○MICEの受け入れ体制の整備

○人脈を生かした首都圏等でのセールス活動の実施
　MICE理解を促進するセミナーの開催
○MICE専門誌での情報発信
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福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）
項目

(1)結婚の支援 若者交流の支援 ○ふくやまde愛サポーターの活動支援 ○地域サポーターや企業内サポーター等を通じた婚活への支援
・ふくやまde愛地域サポーター（婚活Caféの開催 3回）
・ふくやまde愛企業内サポーター（企業間交流会の開催 2回）
・県イベント(1回共催)
・インターネット，SNS等を活用した情報発信

○ふくやまde愛サポーターの活動支援 ・地域サポーターや企業内サポーター等を通じた婚活への支援

子育て支援の充実 〇こども発達支援センターの共同運営
○ふくやま子育て応援センター「ことばの相談室」
○ネウボラ関連事業の実施

○こども発達支援センター関係市町連絡会議の開催
・発達障がい児の支援方法やセンター運営状況の共有等
・こども発達支援ネットワーク協議会の開催
　各市町の就学支援の現状と課題，事例検討など
・相談や診察，訓練などの医療的支援の実施(センター利用延件数2,267件)
○子育て応援センター ことばの相談室での障がい児保育・特別支援教育研修
・備後圏域発達支援研究会(2回)，報告会の開催
・産前産後ケア事業の圏域市町の情報共有
○福山ネウボラ相談窓口「あのね」の運営(相談件数17,912件)
・全ネウボラ相談窓口で母子健康手帳の交付
・あのね手帳を活用した相談の充実
・13か所目の相談窓口「あのね ぬまくま」の開設
・子育て応援プレゼント（あのねBOX，来所プレゼント）
・子どもの医療費助成を中学生まで拡充
・子育て世帯向けの住宅改修（供給戸数10戸）

〇こども発達支援センターの共同運営
○ふくやま子育て応援センター「ことばの相談室」
○ネウボラ関連事業の実施

・こども発達支援センター関係市町連絡会議の開催
・こども発達支援ネットワーク協議会の開催
・相談や診察，訓練などの医療的支援の実施
・拠点指定陪席研修受入れ
・ことばの相談室における障がい児保育・特別支援教育の研修
　備後圏域発達支援研究会の開催
　産前産後ケア事業の広域的な実施に向けた検討
・福山ネウボラ相談窓口「あのね」の運営
●支援が必要な家庭へヘルパーを派遣
・中学生まで拡充した子どもの医療費助成
・子育て世帯向けの住宅改修（供給戸数10戸）

出産支援の充実 ○不妊治療，不育治療への助成
○風しん抗体検査の実施

○一般不妊治療及び特定不妊治療に係る費用の一部助成(一般不妊治療138件）
○不育症の検査や治療に要した費用の一部を助成（29件）
○妊娠希望女性,配偶者等の同居者等を対象にした風しん抗体検査（827件）

○不妊治療，不育治療への助成
○風しん抗体検査の実施

・一般不妊治療及び特定不妊治療に係る費用の一部助成
・不育症の検査や治療に要した費用の一部を助成
・妊娠希望の女性及び配偶者等の同居者等を対象に風しん抗体検査を実施

児童虐待防止の周知・啓発 〇児童虐待防止の周知・啓発 ○児童虐待防止等ネットワーク関係機関・団体との連携の充実
○児童相談システムの構築
○オレンジリボンキャンペーンを中心とした市民啓発の推進
　児童虐待啓発講演会の開催(参加者120人)
　啓発リーフレットの作成，配布　90,000部

〇児童虐待防止の周知・啓発 ・児童虐待防止等ネットワーク関係機関・団体との連携の充実
・オレンジリボンキャンペーンを中心とした市民啓発の推進

ひとり親家庭の就業支援の推
進

○母子父子自立支援プログラム策定
○ハローワークと連携した就労支援
○高等技能訓練促進事業等
○ひとり親家庭移住支援事業

○自立支援プログラムの策定
○ハローワークとの連携によるきめ細かな就労支援の実施,福山市母子寡婦福祉連合会に
おける就業相談
○ひとり親家庭の親に対して就労に有効な資格取得の支援
　教育訓練給付金支給件数(4件)
　高等技能訓練促進費支給件数(44件)
　入学支援終了一時金支給件数(12件)
○備後圏域外で暮らす母子家庭への就職活動や引越費用支援(助成件数1件)

○母子父子自立支援プログラム策定
○ハローワークと連携した就労支援
○高等技能訓練促進事業等

・自立支援プログラムの策定
・ハローワークとの連携によるきめ細かな就労支援の実施，福山市母子寡婦福祉連合
会における就業相談
・ひとり親家庭の親に対し，就労に有効な資格取得の支援

子育て支援情報の発信強化 ○子育て応援ガイドの発行・配布
○ホームページやアプリを活用した子育て支援情報の発信

○あんしん子育て応援ガイドの発行・配布(発行部数33,000部)
○子育て支援サイト「あのね育ナビ」の運用
　2019年度末ダウンロード数　4,164件
○ホームページ「子育て支援サイト」による情報発信
○子育て情報誌「びんまる」と，子育て応援に関する連携協定を締結

○子育て応援ガイドの発行・配布
○ホームページやアプリを活用した子育て支援情報の発信

・あんしん子育て応援ガイドの発行・配布
・子育て支援サイト「あのね育ナビ」の運用
〇ホームページ「子育て支援サイト」の改修

保育サービスの充実 〇病児・病後児保育による子育て及び就労の両立支援
〇子育て支援の場による子育て応援ささえあい
〇地域子育て支援拠点による子育て支援

○病児・病後児保育の実施(医療機関4か所,利用者1,577人)
○子育て応援ささえあい事業の認定グループ数拡充(4グループに拡大)
○地域子育て支援拠点事業(33か所，利用者212,880人)

〇病児・病後児保育による子育て及び就労の両立支援
〇子育て支援の場による子育て応援ささえあい
〇地域子育て支援拠点による子育て支援

・病児・病後児保育の実施
・子育て応援ささえあい事業の認定グループ数の拡充
・地域子育て支援拠点事業の実施

ワーク・ライフ・バランスの
推進

〇ふくやまワーク・ライフ・バランス認定制度の浸透
〇男女共同参画推進表彰

○ふくやまワーク・ライフ・バランス認定制度の周知，啓発
　子育てにやさしい企業の発信
　認定事業者の特典の充実
○男女共同参画推進表彰

〇ふくやまワーク・ライフ・バランス認定制度の浸透
〇男女共同参画推進表彰

・ふくやまワーク・ライフ・バランス認定制度の周知，啓発
　子育てにやさしい企業の発信
　認定事業者の特典の充実
・男女共同参画推進表彰

小児救急医療体制の確保 〇小児救急医療体制の確保 ○夜間・休日等の輪番体制による小児救急医療の提供
　岡山大学寄付講座による小児救急医療体制の研究
　小児救急医療に係る啓発事業の実施

〇小児救急医療体制の確保 ・夜間・休日等の輪番体制による小児救急医療の提供
　岡山大学寄付講座による小児救急医療体制の研究
　小児救急医療に係る啓発事業の実施

高度な医療サービスの提供 ○広島県ナースセンター・サテライト福山の設置
〇広島県・岡山県との医療連携の促進

○広島県ナースセンター・サテライト福山設置（エフピコRiM 6F）
○医療連携会議の開催

○広島県ナースセンター・サテライト福山との連携
〇広島県・岡山県との医療連携の促進

・看護職員の地元就職を促進する拠点である広島県ナースセンター・サテライト福山
との更なる連携
・医療連携会議の開催

地域医療の充実 〇夜間における初期救急医療体制の提供
〇備後圏域公立病院等の連携促進
○医療通訳ボランティアの養成

○夜間成人診療所の運営
○びんご圏公立病院等連絡会議の開催
○医療スタッフの知識・技術の標準化等を図る合同研修や病院訪問
○びんご圏域感染管理研修会の開催(3回,108人)
○公立病院事務担当者会議の開催(2回)
○福山市民病院からの診療支援の実施
　神石高原町立病院,中国中央病院,井原市立井原市民病院
○HIC医療通訳ボランティア養成研修の開催

〇夜間における初期救急医療体制の提供
〇備後圏域公立病院等の連携促進
○医療通訳ボランティアの養成

・夜間成人診療所の運営
・びんご圏公立病院等連絡会議の開催
・びんご圏域感染管理研修会の開催（岡山県，井笠圏の病院と合同）
・公立病院事務担当者会議の開催
・福山市民病院からの診療支援の実施
・がん化学療法ネットワーク該当患者の紹介業務の実施
・備後圏域で医療通訳ボランティアを養成し，広島県内の医療機関等に派遣
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福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）
項目

高齢者や障がい者等の福祉の
充実

〇地域包括ケアシステムの構築
　　在宅医療・介護連携の推進，認知症施策の推進，
　　生活支援
　　サービスの充実，地域ケア会議の推進
　　普及啓発等の研修会・講演会の開催
〇備後圏域地域包括ケア資源マップの運用・保守
〇市民後見人の育成
〇介護保険事業者等対象の研修会等の実施
○手話言語条例関連事業

○ご長寿ワーキングの開催
○地域包括ケアシステムの構築
・認知症普及啓発講演会（参加者477人)
・高齢者虐待防止講演会（参加者240人）
・高齢者徘徊SOSネットワークの実施
・地域包括ケアシステムの普及啓発
・備後圏域地域包括ケア資源マップ運用・保守(システムへの情報追加)
・福山つながりブック（認知症ガイドブック）の更新・配布
○社会福祉法人・社会福祉事業等の適正運営とサービスの質の向上
・有料老人ホーム等事業者研修,感染症予防研修,介護保険事業者集団指導
○市民後見人養成講座（参加者8人)
・成年後見制度講演会の実施(参加者80人)
・金融機関と連携した高齢者の生活支援
・郵便局と連携した高齢者・子ども等の見守り
○備後圏域福祉・介護人材確保等連絡会議）
・圏域内事業所の福祉・介護人材の確保及び就職面談会を実施
・人材定着のための研修を開催「アサーティブコミュニケーション」
○手話言語条例関連事業
　手話出前講座の開催（14会場,755人受講）

〇市民後見人の育成
〇介護保険事業者等対象の研修会等の実施
○手話言語条例関連事業
【再掲】
〇地域包括ケアシステムの構築

・備後圏域福祉・介護人材確保等連絡会議
・社会福祉法人・社会福祉事業等の適正運営とサービスの質の向上
　有料老人ホーム等事業者研修
　感染症予防研修
　介護保険事業者集団指導
・手話出前講座の開催

【再掲】
・地域包括ケアシステムの構築
　認知症普及啓発パネル展
　高齢者虐待防止講演会
　認知症ひとり歩きSOSネットワーク事業の実施
　地域包括ケアシステムの普及啓発（チャレンジフォーラム）
　備後圏域地域包括ケア資源マップ運用・保守
　市民後見人養成講座・成年後見制度講演会の実施
　金融機関と連携した高齢者の生活支援
　郵便局と連携した高齢者・子ども等の見守り

医師や看護師等の人材確保 〇看護専門学校等への運営費補助
〇看護学生向け市内就職セミナーの実施
○看護職員安定供給協議会の開催

○福山府中二次保健医療圏の看護専門学校等への運営費補助
○看護学生向け市内就職セミナーの実施(中止)

〇看護専門学校等への運営費補助
〇看護学生向け市内就職セミナーの実施

・福山府中二次保健医療圏の看護専門学校等への運営費補助
・看護学生向け市内就職セミナーの実施

地域包括ケアシステムの構築 〇地域包括ケアシステムの構築
　　在宅医療・介護連携の推進，認知症施策の推進，
　　生活支援
　　サービスの充実，地域ケア会議の推進

・地域包括ケアシステムの構築
　認知症普及啓発パネル展
　高齢者虐待防止講演会
　認知症ひとり歩きSOSネットワーク事業の実施
　地域包括ケアシステムの普及啓発（チャレンジフォーラム）
　備後圏域地域包括ケア資源マップ運用・保守
　市民後見人養成講座・成年後見制度講演会の実施
　金融機関と連携した高齢者の生活支援
　郵便局と連携した高齢者・子ども等の見守り

健康づくりの推進 〇「ボランティアの共同育成と広域的な活動の促進」をテーマ
とするワーキングの開催
○備後圏域リトリート事業の実施

○健康ワーキングの開催
・産前・産後のケア体制の整備をテーマとするワーキング
・ボランティアの共同育成と広域的な活動の促進をテーマとするワーキング
○ボランティアの共同育成と広域的な活動の推進
・びんご圏域わが町のオススメ料理レシピ集の研修会やイベントでの配布
・びんご圏域ウォーキングマップの研修会やイベントでの配布
○備後圏域ウェブサイト「びんごライフ」にリトリート特集ページを作製
・備後圏域の市町の情報を掲載（8市町×5件）

○フレイル予防の推進
〇「ボランティアの共同育成と広域的な活動の促進」をテーマと
するワーキングの開催
○備後圏域リトリート事業の実施

○フレイル予防の推進
・市町職員間の情報交換会の開催
　地元食材を使ったレシピの作成（食のボランティア）
　各市町のウォーキングコースを紹介するマップの作成
・圏域内のリトリートコンテンツ情報の発信
・SNSを活用した情報発信

食育の推進 〇「ふくやま健康・食育市民会議（フクイク21）」や食に関す
る部会を開催
〇大学生の為の「ひとり暮らしの料理教室」の実施
○大学生に「生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事
業」の開催

〇ふくやま健康・食育市民会議（フクイク21）の開催
○食に関する部会の開催
〇ひとり暮らしの料理教室の実施
○生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業の開催

〇「ふくやま健康・食育市民会議（フクイク21）」や食に関する
部会を開催
〇大学生の為の「ひとり暮らしの料理教室」の実施
○大学生に「生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事
業」の開催

・ふくやま健康・食育市民会議（フクイク21）の開催
・食に関する部会の開催
・ひとり暮らしの料理教室の実施
・生活習慣病予防のための減塩推進スキルアップ事業の開催

広域的な都市基盤の整備 〇備後圏域立地適正化計画等連絡調整会議の開催
○地域公共交通再編実施計画の検討

○福山市立地適正化計画の作成
・立地適正化計画担当者会,地域別カルテ等説明会等
・福山市立地適正化計画の案の縦覧（12/13～27）
・福山市都市計画審議会,福山市都市再生協議会
・「福山市立地適正化計画」作成
○地域公共交通再編実施計画の策定
・地域公共交通の利用を促進施策の実施（福山＆笠岡の総合時刻表無料配布)
・福山・笠岡地域公共交通活性化協議会の開催
・グリーンスローモビリティ本格導入
・次世代オンデマンドモビリティサービス実証実験
・バス停利用環境整備

〇備後圏域立地適正化計画等連絡調整会議の開催
○地域公共交通再編実施計画の検討

・備後圏立地適正化計画等連絡調整会議の開催
・福山市都市再生協議会の開催
●特定用途誘導地区・駐車場配置適正化区域調査検討
●商圏人口プラットフォーム作成
○地域公共交通の利用を促進するための施策の実施
　福山・笠岡地域公共交通活性化協議会の開催
　グリーンスローモビリティ本格導入
　次世代オンデマンドモビリティサービス実証実験
　バス停利用環境整備

災害に対する安心・安全の確
保

〇地域防災を担う人材の育成 ○防災士養成講座を兼ねた福山防災大学の開講(3回・280人)
○防災リーダーの活用
・防災リーダーの防災講座等への講師派遣(派遣数87件,102人)

〇地域防災を担う人材の育成 ・防災士養成講座を兼ねた福山防災大学の開講
・防災リーダーの活用
　防災リーダーの防災講座等への講師派遣
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福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）
項目

環境に配慮した循環型社会の
構築

〇ベスト運動のＰＲ強化
〇次期ごみ処理施設の整備
○ごみの広域処理の検討
○再生可能エネルギーの地産地消

○ベスト運動の会員増に向けた圏域の市町連携によるＰＲ強化
・イベントでのPR 4/27　メーデー，5/12　JFE西日本フェスタ，9/28　サイエンスフェス
ティバル，11/3　バスまつり
・企業啓発・協賛依頼を実施（協力及び協賛企業数：年66社）
・学校TFP（福山市の事業を紹介し，連携可能な事業の検討)
〇次期ごみ処理施設の整備
・福山市次期ごみ処理施設整備・運営事業実施方針の公表
・福山市次期ごみ処理施設整備・運営事業特定事業の選定の公表
・福山市次期ごみ処理施設整備・運営事業入札公告
〇ごみの広域処理の検討
・次期ごみ処理施設での府中市・神石高原町の可燃ごみ等の広域処理検討
　福山市・府中市・神石高原町一般廃棄物広域処理検討連絡調整会議作業部会
　福山市・府中市・神石高原町一般廃棄物広域処理検討連絡調整会議
　一般廃棄物の処理に関する基本協定締結(福山市・府中市・神石高原町)
〇再生可能エネルギーの地産地消
・循環型エネルギー供給システムの構築
・福山未来エナジー株式会社（モデル事業期間：2019年度～2023年度）
　2019年度から福山市をはじめとする公共施設に電力供給を開始
・備後圏域内での電力の供給先の拡大
・備後圏域内での再エネ地産電源の調達拡大
・公共施設の屋根貸しによる太陽光発電設備の導入を検討

〇ベスト運動のＰＲ強化
〇次期ごみ処理施設の整備
○ごみの広域処理の検討
○再生可能エネルギーの地産地消

○ベスト運動の会員増に向けた圏域の市町連携によるＰＲ強化
　各市町所在の企業情報の取得について連携
　企業への啓発・協賛依頼を実施
　学校TFPの実施
●福山市次期ごみ処理施設整備・運営事業事業者の決定
●福山市次期ごみ処理施設整備・運営事業基本協定，特定事業契約の締結
●次期ごみ処理施設用地購入
・次期ごみ処理施設での府中市・神石高原町の可燃ごみ等の広域処理の検討
・福山市,府中市,神石高原町一般廃棄物広域処理検討連絡調整会議作業部会
・備後圏域内での電力の供給先の拡大
・備後圏域内での再エネ地産電源の調達拡大
・公共施設の屋根貸しによる太陽光発電設備の導入

行政サービスの向上 ○ＲＰＡ導入の研究
○自治体業務プロセスの標準化の研究
○電子図書貸出サービス試行導入

○行政事務におけるＲＰＡ等の導入に向けた調査・研究・情報交換
○業務プロセスの改革・改善・標準化の実施
●備後圏域の各市町と連携し，業務の具体的な改善
○圏域住民が利用可能な電子図書貸出サービスの試行導入

公共施設サービスの再構築 ○福山市公共施設等サービス再構築基本方針に基づいた公共施
設等の再構築・再整備

○公共施設等の集約・複合化や長寿命化等の検討，実施
・福山市公共施設等サービス再構築基本方針の改訂
・公共施設サービス再構築検討委員会の開催（2回）

○福山市公共施設等サービス再構築基本方針に基づいた公共施設
等の再構築・再整備

○公共施設等の集約・複合化や長寿命化等の検討，実施
・公共施設サービス再構築検討委員会の開催
・公共施設再構築特別委員会への福山市公共施設等サービス再構築基本方針の進捗報
告

生涯活躍のまちづくり 〇生涯活躍のまちの構築に向けた研究 ○事業実施の意義，効果，リスク，場所，財源・資金，住民理解獲得の可能性等に係る検
討

〇生涯活躍のまちの構築に向けた研究 ・事業の意義，効果，リスク，場所，財源・資金，住民理解に係る検討

未来を拓く拠点づくり ○未来づくりに向けた協働 ○福山未来共創塾2019
  全4回のミーティング開催(応募数:30プロジェクト,12プロジェクト発表)
  12のプロジェクトに共感・応援したいサポーター登録数:延べ273人
○持続可能な地域コミュニティ形成モデル事業(2地域)
○地域づくり講演会・ふくやま地域づくり塾開催(5回，参加者延べ523人)
○市民協働に係る研修会(3回，参加者延べ403人)

○未来づくりに向けた協働 〇未来づくり支援事業「福山未来共創塾2020」
  SDGsをテーマに，共創による未来づくりにチャレンジする活動を応援
●福山未来共創塾×SDGｓオンラインセミナー
・ふくやま地域づくり塾開催（6回）
・持続可能な地域コミュニティ形成支援事業（2地域）
〇公民館・交流館職員専門研修（6回）

外国人が活躍できるまちづく
り

○外国人受け入れ体制等の整備
　日本語教室の開設

・多文化共生のための地域連携懇話会の開催
●県主催外国人との共生推進事業業務委託への協力
　（外国人市民の情報収集に係る実態調査及び共生推進人材発掘事業）
○外国人相談窓口の運営・拡充
　多言語情報紙「ニューズレター」発行
　外国人相談窓口の拡充
　行政書士による休日相談の実施
　ベトナム語通訳・翻訳職員の追加配置（１人）
　市民への支援策一覧の多言語化
・ふくやま国際交流協会との共催事業(福山多文化共生大学の実施ほか)
・日本語教育の充実
・多文化共生のための外国人市民支援事業
●日本語教室の実施
●日本語教室ボランティア養成講座

歴史・文化・教育・スポーツ
の振興

〇スポーツプロジェクト（スポーツの裾野の拡大）
○郷土愛の醸成

○アスリートや民間事業者による魅力的なスポーツ事業の創出支援
○副読本を活用した子どもたちの郷土愛の醸成

人材の育成と人材ネットワー
クの構築

○自治体職員の人材育成 ・人材育成担当課による意見交換会
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福山市総合戦略施策一覧 〈2019年度〉 〈2020年度〉 （参考資料）

具体的な施策 2019年度の主な計画 2019年度の実績 2020年度の主な計画
主な計画の詳細

（●新規，〇一部新規，・継続）
項目

持続発展教育（ＥＳＤ）の推
進

○福山100ＮＥＮ教育の推進
　　（自ら考え学ぶ授業づくり，学校教育環境の整備）

○小学校「学びづくりフロンティア校」事業
・教科や学年の枠を越えたカリキュラムの編成・実施(指定校7校)
○中学校「教科の専門性パワーアップ」事業
・総合的な学習の時間における探究学習プログラムの実施(指定校5校)
○学力の伸びを把握する調査(2中学校区：小6校，中2校》
・学力向上アドバイザーを招聘した結果分析に係る市教委主催研修(4回)
○小中一貫教育推進事業
・自ら考え学ぶ授業づくりの推進,小中交流活動の推進　等
○学校経営戦略推進事業
・中学校での提案型事業の取組の推進(指定校2校)
○芸術文化体験事業
・10歳の君へ ようこそ美術館プロジェクト(75校実施)
・ばらのまち福山国際音楽祭に全小５児童を招待(77校実施)
○学校図書館推進事業（「学びを拓く学校図書館」充実プラン）
・改装実施校15校(小学校11校，中学校3校，義務教育学校1校）
・部活動指導員の導入(延べ52人)
・地域課題解決プロジェクト（グローカル人材育成事業）
・学校再編事前事業(授業や合同行事等の交流事業 9地域27回）
・再編後の新たな学校の整備(遺芳丘，駅家北小学校校舎等大規模改修ほか)
・義務教育学校の整備
　（仮称）千年小中一貫教育校校舎新築設計・用地取得ほか
・中学校給食実施に係る施設整備等
　７校で新たに開始（28校で実施）　実施率80％
・ＩＣＴ教育機器整備
・空調設備整備事業
　市立小中学校の全普通教室と特別教室の一部に空調設備を整備

○福山100ＮＥＮ教育の推進
　　（自ら考え学ぶ授業づくり，学校教育環境の整備）

・小学校「学びづくりフロンティア校」事業
○中学校「教科の専門性パワーアップ」事業(ティーチャーズアカデミー)
・学力の伸びをを把握する調査
・小中一貫教育推進事業
・芸術文化体験事業
・学校図書館推進事業
・部活動指導員の導入
　地域課題解決プロジェクト（グローカル人材育成事業）
・学校再編事前事業
　再編に向け交流を深めるため，授業や合同行事等の交流事業の実施
・再編後の新たな学校の整備
　再編に向けた校舎改修等の設計業務ほか
・義務教育学校の整備
　（仮称）千年小中一貫教育校用地造成工事ほか
○中学校給食実施に係る施設整備等
　7校で新たに開始（35校で実施）　実施率100％
・ＩＣＴ教育機器整備

地域で学習できる環境づくり ○地域学習活動支援事業（放課後・土曜チャレンジ教室） ○放課後・土曜チャレンジ教室の実施 ○地域学習活動支援事業（放課後・土曜チャレンジ教室） ○放課後・土曜チャレンジ教室の実施

４
　
安
心
・
安
全
に
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
を
つ
く
る

(4)地域を支える
人材育成

－ 8 －


