
 

（別 紙） 

計画の目標 

 
位置付けられている復興計画、まちづくり計画等は別紙のとおり 

  

事業番号 事業名 目標 

A-1-1 都市公園等遊具更新事業 須賀川市内 5 箇所の都市公園の遊具 33 基を更新することにより、特

に運動習慣の定着をはかる必要のある時期の子どもたちが、安心して屋

外で運動する機会を確保する。 

A-1-2 児童遊び場遊具更新事業 須賀川市内 16箇所の児童遊び場の遊具 65基を更新することにより、

特に運動習慣の定着をはかる必要のある時期の子どもたちが、安心して

屋外で運動する機会を確保する。 

A-1-3 保育所・幼稚園遊具更新事業 須賀川市内 14箇所の保育所及び幼稚園の遊具 83基を更新することに

より、特に運動習慣の定着をはかる必要のある時期の子どもたちが、安

心して屋外で運動する機会を確保する。 

B-1-2 いわせ悠久の里多目的グラ

ウンド整備事業 

いわせ悠久の里内に屋外運動施設を整備することにより、特に運動習

慣の定着をはかる必要のある時期の子どもたちが、安心して屋外で運動

する機会を確保する。 

B-1-3 いわせ悠久の里多目的グラ

ウンド上屋新築事業 

いわせ悠久の里内に屋外運動施設を整備することにより、特に運動習

慣の定着をはかる必要のある時期の子どもたちが、安心して屋外で運動

する機会を確保する。 

◆C-1-1-1 翠ヶ丘公園プレイリーダー

養成事業 

基幹事業として大型遊具を整備する翠ヶ丘公園内で、効果促進事業と

して「プレイリーダー養成講座」を 3回開催することで、保護者や保育

園、幼稚園教諭等へ、遊具の安全な遊び方や福島の実情に合わせた外遊

びの方法を周知し、子どもの運動機会確保に繋げる。 

 



 

計画の区域 

 

各施設の位置は別紙のとおり 

 

事業番号 事業名 事業箇所 効果区域 事業箇所 効果区域 事業箇所 効果区域 

A-1-1 都市公園等 

遊具更新事

業 

和田池公園 和田外 岡東公園 岡東町外 影沼公園 影沼町外 

小作田公園 小作田外 あおば公園 北横田外   

A-1-2 児童遊び場 

遊具更新事

業 

滝公園 滝 志茂公園 志茂 上江花公園 江花 

堀込公園 堀込 町守屋広場 守屋 
今泉児童遊び

場 
今泉 

東部公園 柱田 梅田広場 梅田 白山公園 矢沢 

舘ヶ岡東児

童遊び場 
舘ヶ岡 

稲ふれあい広

場 
稲 

越久児童遊び

場 
越久 

大桑原児童

遊び場 
大桑原 

江持わんぱく

広場 
江持 

雨田わんぱく

広場 
雨田 

前田川わん

ぱく広場 
前田川     

A-1-3 保育所・幼稚

園遊具更新

事業 

第一保育所 丸田町外 第二保育所 栄町外 第三保育所 旭町外 

うつみね保

育園 
和田外 ぼたん保育園 桜岡外 白鳩保育園 南町外 

長沼保育所 長沼 長沼東保育所 木之崎外 白江こども園 大久保外 

白方こども

園 
今泉 稲田幼稚園 岩淵 小塩江幼稚園 塩田外 

仁井田幼稚

園 
仁井田 長沼幼稚園 長沼   

B-1-2 いわせ悠久の里

多目的グラウン

ド整備事業 

須賀川市畑

田地内 
市内全域     

B-1-3 いわせ悠久の里

多目的グラウン

ド上屋新築事業 

須賀川市畑

田地内 
市内全域     

◆C-1-1-1 翠ヶ丘公園プ

レイリーダー

養成事業 

須賀川市愛

宕山地内 
市内全域     

 



須賀川市定住等緊急支援事業 箇所図 

2-3：上江花公園 

2-1：滝公園 

2-2：志茂公園 

2-8：梅田公園 

2-5：町守屋公園 

2-7：東部公園 

2-6：今泉児童遊び場 
2-12：越久児童遊び場 

2-13：大桑原児童遊び場 

2-9：白山公園 

2-10：舘ヶ岡児童遊び場 

2-4：堀込公園 

2-16：前田川わんぱく広場 

2-15：雨田わんぱく広場 

2-14：江持わんぱく広場 

1-4：小作田公園 

1-1：和田池公園 

2-11：稲ふれあい広場 

1-3：影沼公園 

3-5：ぼたん保育園 

3-6：白鳩保育園 

1-5：あおば公園 

1-2：岡東公園 

3-2：第二保育所 

3-4：うつみね保育園 

3-3：第三保育所 

3-12：小塩江幼稚園 

3-11：稲田幼稚園 

3-1：第一保育所 

3-8：長沼東保育所 

3-7：長沼保育所 

3-14：長沼幼稚園 

3-9：白江こども園 

3-10：白方こども園 

3-13：仁井田幼稚園 

4：いわせ悠久の里 

№ 施設名 字名 № 施設名 字名 № 施設名 字名
1-1 和田池公園 和田外 2-1 滝公園 滝 3-1 第一保育所 丸田町外
1-2 岡東公園 岡東町外 2-2 志茂公園 志茂 3-2 第二保育所 栄町外
1-3 影沼公園 影沼町外 2-3 上江花公園 江花 3-3 第三保育所 旭町外
1-4 小作田公園 小作田外 2-4 堀込公園 堀込 3-4 うつみね保育園 和田外
1-5 あおば公園 北横田外 2-5 町守屋広場 守屋 3-5 ぼたん保育園 桜岡外

2-6 今泉児童遊び場 今泉 3-6 白鳩保育園 南町外
2-7 東部公園 柱田 3-7 長沼保育所 長沼
2-8 梅田広場 梅田 3-8 長沼東保育所 木之崎外
2-9 白山公園 矢沢 3-9 白江こども園 大久保外
2-10 舘ヶ岡東児童遊び場 舘ヶ岡 3-10 白方こども園 今泉
2-11 稲ふれあい広場 稲 3-11 稲田幼稚園 岩淵
2-12 越久児童遊び場 越久 3-12 小塩江幼稚園 塩田外
2-13 大桑原児童遊び場 大桑原 3-13 仁井田幼稚園 仁井田
2-14 江持わんぱく広場 江持 3-14 長沼幼稚園 長沼

2-15 雨田わんぱく広場 雨田

2-16 前田川わんぱく広場 前田川

４．いわせ悠久の里整備事業　◆

３．保育所・幼稚園遊具更新事業（14箇所）　　▲２．児童遊び場遊具更新事業（16箇所）　　●１．都市公園等遊具更新事業（5箇所）　　■


