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他 都 市 の 特 色 あ る 施 設 
平成 30年度以降に、政令指定都市･中核市に開設された施設の中から特色ある施設の概要を紹介します。 

【札幌市】 

◎円山動物園ゾウ舎 （平31.３.12 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

屋内外の床材に砂を採用することにより，足の健康を維持し，横になって眠ることができる。ゾ
ウ舎としては，国内初となる室内プール(面積136㎡，最大水深３ｍ)を設置し，冬でも大好きな水
浴びをすることができる。クレーンを設置し，餌を高い所につるしたり隠したりすることにより，
ゾウ本来の生活と同様に長い時間をかけて餌を探して食べることができる。積雪寒冷地に対応でき
る施設として，外断熱やトップライト，ミスト装置等を採用し，温度・採光・湿度等に配慮してお
り，ゾウが生き生きと過ごすことができる環境としている。 
 屋外観覧施設は，敷地勾配・放飼場の高低差を利用し，さまざまな角度から観覧が可能。屋内観
覧施設は，ガラス越しにゾウの水中歩行の様子を観察できるゾーンや，さまざまな教育プログラム
を実施するレクチャールームを設置しており，ゾウ本来の姿を観察し，分かりやすく学ぶことがで
きる施設となっている。 

○施設概要 

所在地  札幌市中央区宮ヶ丘３番地１（電話：011-621-1426） 

規 模  敷地面積：約5,200㎡ 建築面積：約2,200㎡ 延床面積：3,406㎡ 

鉄筋コンクリート一部鉄骨造地下１階・地上２階建て 

   内 容  【陸のステージ（レクチャールーム）】 

ゾウの観覧と映像プログラムによって環境教育を実施する場所 

【水のステージ】 

屋内プールでゾウが泳いでいるところを見ることができる場所 

【トレーニングゾーン】 

専用の扉からゾウに耳や足を出してもらい，削蹄や採血に慣れるためのトレーニング 

を行う場所 

休館日   毎    月：第２，第４水曜日(祝日の場合は翌日) 

４月及び11月：第２水曜日を含むその週の月曜日～金曜日 

   HPアドレス https://www.city.sapporo.jp/zoo/03doubutsu/01elephant/h30/20181010elephant2.html 

○建設費      2,910,598千円  

○設置主体  札幌市     ○管理運営主体 札幌市 

【さいたま市】 

◎さいたま市立大宮国際中等教育学校 （H31.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  埼玉県内初の中等教育となるため，中等教育学校にふさわしい魅力ある校舎を整備。グローバル

教育に特化した学習環境を整備するとともに，情報を活用しながら自ら学び，発信していく姿勢を

高める施設づくり。 

生徒が各教科に対し興味関心をもって学習に取り組めるよう，教科の魅力を伝えられる空間づく

りと，自ら課題を発見・解決する能力を育めるような学習環境を整備するとともに，学校全体が教

育活動の場となる環境づくり。 

○施設概要 

所在地   さいたま市大宮区三橋４-96（電話：048-622-8200） 

  規 模   敷地面積：50,464.24㎡ 建築面積：6,208.38㎡ 延床面積：14,362.75㎡ 

鉄筋コンクリート造 地上４階建 

   内 容   【Ⅰ期整備対象施設】普通教室，第１・２理科室，技術科室，外国語学習室，コンピ

ュータ室，音楽室，美術室，社会科講義室，第１・２家庭科室，図書室，多目的室，

校長室，事務室，職員室，保健室，会議室，プール，ホール，給食室 等 

【Ⅱ期整備対象施設】普通教室，地学室，物理室，理科講義室，生物室，化学室，外

国語学習室，コンピュータ室，視聴覚室（グローバルルーム），書道室，多目的室，

会議室，合宿所，ふれあい広場 等 

HPアドレス  http://www.city-saitama.ed.jp/ohmiyakokusai-h/ 

○建設費・管理運営費  8,452,104千円 ※PFI方式による契約 

○設置主体      さいたま市 

○管理運営主体    株式会社さいたまホームユナイテッド 
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【川崎市】 

◎動物愛護センター（愛称 ＡＮＩＭＡＭＡＬＬかわさき）（H31.２.12 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  「いのちを学ぶ場」「いのちをつなぐ場」「いのちを守る場」としての三つの役割を果たし，

動物を通じて，誰もが集い，憩い，学べる交流施設として整備を行い，人と動物の共生する社会

の実現を目指して設置。 

○施設概要 

所在地    川崎市中原区上平間1700番地８（電話：044-589-7137） 

規 模    敷地面積：2,500.01㎡ 建築面積：895.93㎡ 延床面積：2,308.00㎡ 

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上３階建  

   内 容      １階 適正飼育啓発室，野良猫手術室，鑑定室，感染症対策室，事務室 他 

２階 トリミング室，行動観察室（犬），収容室（犬），手術室，譲渡適性判断

室 他 

３階 研修室，市民協働室，行動観察室（猫），譲渡猫室，子猫室 他 

   開館時間   8:30～17:15   

休館日    金曜日，土曜日，祝日，年末年始（12月 29日～１月３日） 

HPアドレス  http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/39-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

○建設費       1,025,146 千円 

○管理運営費  116,266 千円（平成 31年度配当額） 

○設置主体   川崎市 

○管理運営主体 川崎市 

 

 

 

 

 

【新潟市】 

◎芸術創造村・国際青少年センター（愛称 ゆいぽーと）（H30.５.26 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  旧二葉中学校の校舎を利活用し，青少年健全育成と文化芸術活動にかかる様々なプログラムの

展開と活動支援･交流のための施設を整備することにより，感性を磨き心豊かな子どもの育成及

び次代を担うアーティスト・クリエイターの育成を図る。青少年体験活動施設，文化芸術活動お

よび地域交流拠点施設の機能を併せ持つ複合施設である。 

○施設概要 

所在地     新潟市中央区二葉町5932番地７（電話：025-201-7530）  

  規 模     敷地面積：20,213㎡ 建築面積：2,753.16㎡ 延床面積：6,272.73㎡ 

施設棟：地上４階建 屋内運動場：地上２階建 

   内 容     １階：工房・ギャラリー・休憩室×２区画，ラウンジ，厨房 

※アーティスト滞在型の創作活動が可能 

２階：クリエイティブスタジオ・ワークショップルーム，和室･茶室など計６室，

コミュニティスペース，ギャラリー 

※青少年体験活動のほか一般利用も可能 

３階・４階：音楽室・調理室各１室，研修室，指導員室(滞在利用のための居室) 

談話室・多目的スペース×２室 

※研修生最大128人収容可能。青少年体験活動のみ利用可 

上記のほかに，屋内運動場（地上２階建）あり。  

   開館時間    9:00～21:30 

休館日     年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス    http://www.yui-port.com 

○建設費        984,298千円 

○管理運営費   73,159千円 ※H30年度当初予算額 

○設置主体   新潟市教育委員会 

○管理運営主体 環境をサポートする株式会社きらめき（指定管理者） 
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展開と活動支援･交流のための施設を整備することにより，感性を磨き心豊かな子どもの育成及

び次代を担うアーティスト・クリエイターの育成を図る。青少年体験活動施設，文化芸術活動お

よび地域交流拠点施設の機能を併せ持つ複合施設である。 

○施設概要 

所在地     新潟市中央区二葉町5932番地７（電話：025-201-7530）  

  規 模     敷地面積：20,213㎡ 建築面積：2,753.16㎡ 延床面積：6,272.73㎡ 

施設棟：地上４階建 屋内運動場：地上２階建 

   内 容     １階：工房・ギャラリー・休憩室×２区画，ラウンジ，厨房 

※アーティスト滞在型の創作活動が可能 

２階：クリエイティブスタジオ・ワークショップルーム，和室･茶室など計６室，

コミュニティスペース，ギャラリー 

※青少年体験活動のほか一般利用も可能 

３階・４階：音楽室・調理室各１室，研修室，指導員室(滞在利用のための居室) 

談話室・多目的スペース×２室 

※研修生最大128人収容可能。青少年体験活動のみ利用可 

上記のほかに，屋内運動場（地上２階建）あり。  

   開館時間    9:00～21:30 

休館日     年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス    http://www.yui-port.com 

○建設費        984,298千円 

○管理運営費   73,159千円 ※H30年度当初予算額 

○設置主体   新潟市教育委員会 

○管理運営主体 環境をサポートする株式会社きらめき（指定管理者） 

 

【浜松市】 

◎浜松市防災学習センター（愛称 はま防～家（はまぼーや））（H30.12.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  浜松市防災学習センターは，防災に関する知識の普及啓発の拠点施設として，多くの市民に防

災の学習や体験の場を提供するとともに，次世代の担い手となる小・中学生の防災知識と意識の

向上を図ることを目的とする。 

小学校を利活用した施設となっており外観は小学校だが，内装展示は，小・中学生が防災につ

いて楽しく学び，体験できるよう，タブレットによるAR機能を導入したコンテンツや，映像によ

る実体験をイメージすることができるコンテンツなどが設置されている。 

○施設概要 

所在地    浜松市中区山下町192番地（電話：053-474-8555）  

  規 模    敷地面積：12,342㎡（一部利用） 建築面積：787㎡ 延床面積：2,013㎡ 

地上３階（鉄筋コンクリート造） 小学校跡地利用  

   内 容    【１階（展示コーナー）】 

①浜松のまちと災害の特性を学ぶ（地形模型，タッチパネル）   

②家庭での防災対策エリア（実験模型，タブレット端末） 

【２階（展示コーナー，コミュニティスペース）】 

①スクリーン映像による映像体験 

②被災したまちの再現や避難所体験 

③キッズコーナー，休憩スペース 

【３階（講座室40人×２部屋，10人×１部屋）】 

   開館時間   展示見学：9:30～17:00 貸館施設：9:30～21:30 

休館日    月曜日，祝日（土日を除く），年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス   https://hamamatsu-bousai.entetsuassist-dms.com/ 

○建設費    403,289千円 ※設計・解体費等含む 

○管理運営費  143,000千円 ※H30.12.１～H34.３.31 

○設置主体   浜松市 

○管理運営主体 遠鉄アシスト・ぴっぴ共同事業体（指定管理者） 

【京都市】 

◎京都市南部クリーンセンター第二工場（R元.10.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  高効率なごみ発電やバイオガス化施設の併設等，最新の廃棄物処理設備を整備することにより，

ごみの持つエネルギーを最大限回収し，環境負荷の軽減，地球温暖化の防止につなげるとともに，

これまでのクリーンセンターのイメージを一新させ，世界最先端の環境技術などが楽しく学べる

環境学習施設を整備している。 

○施設概要 

所在地     京都市伏見区横大路八反田29番地 

（電話：075-708-5109（環境政策局適正処理施設部施設建設課）） 

  規 模     建築面積：約13,400㎡ 延床面積：約31,600㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 地下２階，地上７階建て 

   内 容     【焼却施設】処理能力 500ｔ/日（250t×２炉） ごみ発電14,000kW 

【選別資源化施設】処理能力180t/日 

(竪型高速回転破砕機 140t/日＋竪型切断機 40t/日) 

【バイオガス化施設】処理能力 60t/日（30t×２基） バイオガス発電1,000kW 

【環境学習施設】さすてな京都 

【環境に併設する展望台】煙突高さ 約78ｍ 展望台高さ 約66ｍ  

【太陽光発電施設】175kW       

HPアドレス    http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/ 

soshiki/5-4-12-0-0.html 

○建設費        約315億円 

○設置主体   京都市 

○管理運営主体 京都市（環境学習施設「さすてな京都」 

については運営委託） 
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【堺市】 

◎堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺）(R元.７.１プレオープン R元.10.１グランドオープン） 

○設置（事業）目的・特色 

  優れた舞台芸術を始め，多彩な芸術文化の鑑賞，創造，交流及び普及活動を促進することによ

り，市民文化の更なる向上を図るとともに，魅力及び活力のある地域社会の形成並びに都市魅力

の創造及び発信に資することを目的とする。南大阪における芸術文化の創造・交流・発信の拠点

として，広いエリアからの集客を視野に入れた大規模な事業を企画するなど中枢文化施設として

の役割を担う。 

○施設概要 

所在地   堺市堺区翁橋町２丁１番１号（電話：072-232-0220）  

  規 模   敷地面積：14,333㎡ 建築面積：8,883㎡ 延床面積：19,772㎡  

地下１階，地上６階 

   内 容   【大ホール】2,000席  【小ホール】312席  【大スタジオ】287㎡ 

【文化交流室】233㎡（３分割での利用が可能） 【多目的室】161㎡ 

【小スタジオ】A：18㎡ B：36㎡ C：64㎡ 

   開館時間  9:00～22:00 

休館日   第１・第３月曜日（休日の場合は休館しない），年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス  https://www.fenice-sacay.jp/ 

○建設費      14,705,541千円 

○管理運営費 923,082千円 ※平成31年度 

○設置主体  堺市 

○管理運営主体 （公財）堺市文化振興財団（指定管理者） 

 

 

 

 

【広島市】 

◎広島市立広島みらい創生高等学校（H30.７.20 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  生徒の多様なニーズに応じた教育を提供するため，広島県・広島市それぞれが設置している高

等学校の定時制・通信制課程を，広島県・広島市が共同で，従来の定時制・通信制課程の枠組み

に捉われない新しいタイプの市立高等学校に再編するもの。 

○施設概要 

所在地    広島市中区大手町四丁目４番４号（電話：082-545-1671）  

  規 模    【校舎棟】プレキャストコンクリート造：地上４階建 

【屋内運動場棟】RC造一部鉄骨造：地上３階建 等 

   内 容    広島みらい創生高等学校では，生徒が幅広い授業時間帯に多様な教育内容を学習

でき，生徒同士や市民との交流が活発に行われるよう，以下の施設を整備してい

る。 

【主な施設】普通教室・大講義室・小会議室，特別教室・準備室，ラウンジ，図

書室，進路指導室・相談室・カウンセリング室，職員室，体育館，

屋外体育施設，市民等との交流スペース 

【その他】食堂・厨房，事務室，校長室，保健室，印刷室，会議室，応接室，休

憩室，放送室，生徒更衣室，生徒会室，倉庫など   

HPアドレス   http://www.miraisousei-h.edu.city.hiroshima.jp/ 

○建設費       4,891,519千円  

※開設後もグラウンド等の工事を継続中。 

○管理運営費  452,706千円 

○設置主体   広島市 

 ○管理運営主体 広島市 
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【堺市】 

◎堺市民芸術文化ホール(フェニーチェ堺）(R元.７.１プレオープン R元.10.１グランドオープン） 

○設置（事業）目的・特色 

  優れた舞台芸術を始め，多彩な芸術文化の鑑賞，創造，交流及び普及活動を促進することによ

り，市民文化の更なる向上を図るとともに，魅力及び活力のある地域社会の形成並びに都市魅力

の創造及び発信に資することを目的とする。南大阪における芸術文化の創造・交流・発信の拠点

として，広いエリアからの集客を視野に入れた大規模な事業を企画するなど中枢文化施設として

の役割を担う。 

○施設概要 

所在地   堺市堺区翁橋町２丁１番１号（電話：072-232-0220）  

  規 模   敷地面積：14,333㎡ 建築面積：8,883㎡ 延床面積：19,772㎡  

地下１階，地上６階 

   内 容   【大ホール】2,000席  【小ホール】312席  【大スタジオ】287㎡ 

【文化交流室】233㎡（３分割での利用が可能） 【多目的室】161㎡ 

【小スタジオ】A：18㎡ B：36㎡ C：64㎡ 

   開館時間  9:00～22:00 

休館日   第１・第３月曜日（休日の場合は休館しない），年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス  https://www.fenice-sacay.jp/ 

○建設費      14,705,541千円 

○管理運営費 923,082千円 ※平成31年度 

○設置主体  堺市 

○管理運営主体 （公財）堺市文化振興財団（指定管理者） 

 

 

 

 

【広島市】 

◎広島市立広島みらい創生高等学校（H30.７.20 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  生徒の多様なニーズに応じた教育を提供するため，広島県・広島市それぞれが設置している高

等学校の定時制・通信制課程を，広島県・広島市が共同で，従来の定時制・通信制課程の枠組み

に捉われない新しいタイプの市立高等学校に再編するもの。 

○施設概要 

所在地    広島市中区大手町四丁目４番４号（電話：082-545-1671）  

  規 模    【校舎棟】プレキャストコンクリート造：地上４階建 

【屋内運動場棟】RC造一部鉄骨造：地上３階建 等 

   内 容    広島みらい創生高等学校では，生徒が幅広い授業時間帯に多様な教育内容を学習

でき，生徒同士や市民との交流が活発に行われるよう，以下の施設を整備してい

る。 

【主な施設】普通教室・大講義室・小会議室，特別教室・準備室，ラウンジ，図

書室，進路指導室・相談室・カウンセリング室，職員室，体育館，

屋外体育施設，市民等との交流スペース 

【その他】食堂・厨房，事務室，校長室，保健室，印刷室，会議室，応接室，休

憩室，放送室，生徒更衣室，生徒会室，倉庫など   

HPアドレス   http://www.miraisousei-h.edu.city.hiroshima.jp/ 

○建設費       4,891,519千円  

※開設後もグラウンド等の工事を継続中。 

○管理運営費  452,706千円 

○設置主体   広島市 

 ○管理運営主体 広島市 

 

 

【北九州市】 

◎北九州市立子ども図書館（H30.12.22 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  「北九州市子ども読書活動推進条例」に基づき，子ども読書活動を推進する拠点として，市内

の図書館の児童部門のセンター的役割を担い，良質な資料を豊富に収集・提供するとともに，学

校図書館支援センター機能，関係機関との連携の推進等を行う。 

○施設概要 

所在地      北九州市小倉北区城内４番１号（電話：093-571-0011）  

  規 模     建築面積：約915㎡ 延床面積：約2,218㎡ RC＋PC造 地下１階地上２階建て 

   内 容     子ども向け専門図書館，シビックプライドの醸成，市立図書館による児童サービ

スの統括機能，学校図書館支援センター機能，地域や家庭等での子ども読書活動

の支援，関係機関との連携推進などを行う。 

   開館時間    平日 9:30～19:00 土・日・祝休日 9:30～18:00 

休館日     月曜日(祝休日の場合は翌日) 館内整理日  年末年始（12月29日～１月３日）他 

HPアドレス    https://www.toshokan.city.kitakyushu.jp/kodomotoshokan/ 

○建設費       約480,000千円 

○管理運営費  なし 

○設置主体   北九州市 

○管理運営主体 北九州市 

 

 

 

 

 

 

 

【北九州市】 

◎救急ワークステーション（H31.２.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

救急ワークステーションは，医療機関との連携による救急活動の推進を目的として，市立八幡

病院の隣接地に設置している。「救急隊」１隊のみの施設であり，救急出動の際，指令内容によ

り隣接する病院の医師同乗で出動することがある。 

併せて，大規模・特殊災害時の医療機関との連携や救急救命士の訓練・研修拠点としての機能

も有しており，本市の救急医療体制の充実を図る上で重要な役割を果たしている。 

当該施設については，市立八幡病院の移転に合わせて新病院隣接地に再整備するとともに，大

規模・特殊災害時の広域応援に対応する「緊急消防援助隊」の拠点施設として機能強化を図る。 
○施設概要 

所在地    北九州市八幡東区尾倉二丁目６番12（電話：093-661-0119）  

  規 模    敷地面積：445.18㎡ 建築面積：222.28㎡ 延床面積：321.63㎡ 鉄骨造２階建て 

   内 容    市立八幡病院の隣接地に設置した救急隊の施設 

   開館時間   常時 

休館日    なし 

○建設費       133,763千円（予定） 

○管理運営費  なし 

○設置主体   北九州市 

○管理運営主体 北九州市消防局 
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【高崎市】 

◎くらぶち英語村（H30.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  全国の小中学生を対象とした，英語で生活する山村留学施設。平成23年３月に統廃合により廃

校となった小学校の敷地を利用し，地元産の杉・檜を使用した木造の寄宿舎を建設。 

小学生，中学生が外国人スタッフとともに様々な生活や体験活動を英語で行い，「自立心」や

「思いやりの心」，「生きる力」とともに日々の暮らしの中で実践的な英語力を高める。留学コ

ースは「通年」，「週末」，「短期」の３種類。 

○施設概要 

所在地    高崎市倉渕町川浦1414番地１（電話：027-384-4508）  

  規 模    敷地面積4,214.03㎡ 延床面積1,334.71㎡ 木造２階建 

   内 容    【施設の用途】 

寄宿舎 ※学校ではなく児童・生徒が生活する施設 

【施設の構成】 

  １階：談話コーナー，テラス，短期居室（５部屋），保健室，学習室，調理室，

食堂，男女トイレ，男女風呂・脱衣室 

           ２階：留学生室（６部屋），職員用居室（４部屋），洗面・洗濯室，物干室， 

屋外物干場，男女トイレ，倉庫 

   開館時間   定めなし 

休館日    不定休（留学生の不在時には閉館する場合あり） 

HPアドレス   https://www.kurabuchi-eigomura.jp 

○建設費       398,682千円 ※本体工事費 

○管理運営費  174,199千円 ※H31年度運営事業予算 

○設置主体   高崎市 

○管理運営主体 高崎市 

 

 

 

【越谷市】 

◎大相模安全安心ステーション（H30.６.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  越谷レイクタウン駅前交番の開所に伴い，廃止となった大相模交番を改修し，防犯活動等の拠

点施設として活用し，安全で安心な防犯のまちづくりをより一層推進する。 

防犯パトロールアドバイザー（警察官OB）を配置し，周辺のパトロール活動や啓発活動，自主

防犯活動に関する支援などを行う。また，警察官の立寄所にするなど連携を図り，防犯対策を推

進する。 

○施設概要 

所在地    越谷市大成町二丁目234番地２および237番地１（電話：048-988-3025）  

  規 模    敷地面積：257.67㎡ 建築面積：50.06㎡ 延床面積：69.15㎡ 

鉄骨造 地上２階建  

   内 容    ・青パトや徒歩による防犯パトロール，防犯活動等に関する助言指導 

        ・道案内等の市民対応 

        ・越谷警察署など関係機関との連絡調整 等 

   開館時間    原則，平日（祝日を除く）概ね14:30～18:30 

HPアドレス   http://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen 

_anshin/seikatsubouhan/bouhan/oosagami_anz 

enanshin_st.html 

○整備工事費    9,635千円 

○管理運営費   3,096千円 ※平成31年度予算額 

○設置主体    越谷市 

○管理運営主体  越谷市 
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【高崎市】 

◎くらぶち英語村（H30.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  全国の小中学生を対象とした，英語で生活する山村留学施設。平成23年３月に統廃合により廃

校となった小学校の敷地を利用し，地元産の杉・檜を使用した木造の寄宿舎を建設。 

小学生，中学生が外国人スタッフとともに様々な生活や体験活動を英語で行い，「自立心」や

「思いやりの心」，「生きる力」とともに日々の暮らしの中で実践的な英語力を高める。留学コ

ースは「通年」，「週末」，「短期」の３種類。 

○施設概要 

所在地    高崎市倉渕町川浦1414番地１（電話：027-384-4508）  

  規 模    敷地面積4,214.03㎡ 延床面積1,334.71㎡ 木造２階建 

   内 容    【施設の用途】 

寄宿舎 ※学校ではなく児童・生徒が生活する施設 

【施設の構成】 

  １階：談話コーナー，テラス，短期居室（５部屋），保健室，学習室，調理室，

食堂，男女トイレ，男女風呂・脱衣室 

           ２階：留学生室（６部屋），職員用居室（４部屋），洗面・洗濯室，物干室， 

屋外物干場，男女トイレ，倉庫 

   開館時間   定めなし 

休館日    不定休（留学生の不在時には閉館する場合あり） 

HPアドレス   https://www.kurabuchi-eigomura.jp 

○建設費       398,682千円 ※本体工事費 

○管理運営費  174,199千円 ※H31年度運営事業予算 

○設置主体   高崎市 

○管理運営主体 高崎市 

 

 

 

【越谷市】 

◎大相模安全安心ステーション（H30.６.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  越谷レイクタウン駅前交番の開所に伴い，廃止となった大相模交番を改修し，防犯活動等の拠

点施設として活用し，安全で安心な防犯のまちづくりをより一層推進する。 

防犯パトロールアドバイザー（警察官OB）を配置し，周辺のパトロール活動や啓発活動，自主

防犯活動に関する支援などを行う。また，警察官の立寄所にするなど連携を図り，防犯対策を推

進する。 

○施設概要 

所在地    越谷市大成町二丁目234番地２および237番地１（電話：048-988-3025）  

  規 模    敷地面積：257.67㎡ 建築面積：50.06㎡ 延床面積：69.15㎡ 

鉄骨造 地上２階建  

   内 容    ・青パトや徒歩による防犯パトロール，防犯活動等に関する助言指導 

        ・道案内等の市民対応 

        ・越谷警察署など関係機関との連絡調整 等 

   開館時間    原則，平日（祝日を除く）概ね14:30～18:30 

HPアドレス   http://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen 

_anshin/seikatsubouhan/bouhan/oosagami_anz 

enanshin_st.html 

○整備工事費    9,635千円 

○管理運営費   3,096千円 ※平成31年度予算額 

○設置主体    越谷市 

○管理運営主体  越谷市 

【八王子市】 

◎市役所内保育園（H30.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

待機児童解消を目的に市庁舎内に整備した保育施設。児童福祉法第６条の３第10号に基づく小

模保育事業で，定員16名（０歳児４名，１歳児６名，２歳児６名）。多摩産材を用いた温かみの

ある部屋の中で，一人一人に寄り添った家庭的な保育を行っている。 

 
○施設概要 

所在地    八王子市元本郷町三丁目24番１号（電話：042-620-8816）  

  規 模    敷地面積：553㎡ 建築面積：225㎡ 延床面積：225㎡ 構造：鉄骨造１階建 

   内 容    ０歳児保育室，１歳児保育室，２歳児保育室，調乳室，沐浴室，調理室，事務室，

職員更衣室，トイレ，園庭（人工芝）  

   開所時間   7:30～18:30 延長時間 18:30～19:00 

開所日    月曜日～土曜日まで（祝日及び12月29日～１月３日を除く） 

HPアドレス   https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/kosodate/003/001/004/p022718.

html 

○建設費       87,954千円 

○管理運営費  47,315千円 ※平成30年度予算額 

○設置主体   八王子市 

○管理運営主体 社会福祉法人 鶴見会（指定管理者） 

 

 

 

 

 

 

 

【富山市】 

◎松川処理分区雨水貯留施設整備事業（H30.５月 供用開始） 

○設置（事業）目的・特色 

  富山市では，中心市街地である富山駅南側から城南公園付近までの約277ヘクタールを生活排

水と雨水を１本の管に流す合流式下水道により整備を行ってきた。 

この合流式下水道は，大雨の時には，下水を全量処理場へ流すことができず，一部が一級河川

松川などの公共用水域に放流される欠点があった。また，都市化の進展や近年の異常気象による

集中豪雨により，浸水被害が頻繁に発生している。 

このことから，一級河川松川の水質保全と中心市街地の浸水被害の解消・軽減の２つの課題を

１つの施設で解消することを目的に本施設を整備した。 

 
○施設概要 

所在地   右図を参照（問い合わせ先：076-432-8571）  

  規 模   貯留容量：20,200㎥ 

   内 容   松川貯留管：直径5～5.4ｍ 長さ1,069ｍ 

          浸水対策導水管：直径1.5～1.65ｍ 長さ409ｍ 

          水質保全対策導水管：直径0.7～2.2ｍ 長さ811ｍ 

          貯留水送水管：直径0.6ｍ 長さ626ｍ 

HPアドレス  http://www.city.toyama.toyama.jp/jogesuidokyoku/ 

gesuidoka/matsukawausuichoryu.html 

○総事業費     約5,600,000千円 

○設置主体   富山市上下水道局 

○管理運営主体 富山市上下水道局 

 

 

【八王子市】 

◎市役所内保育園（H30.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   待機児童解消を目的に市庁舎内に整備した保育施設。児童福祉法第６条の３第10号に基づく小

規模保育事業で，定員16名（０歳児４名，１歳児６名，２歳児６名）。多摩産材を用いた温かみ

のある部屋の中で，一人一人に寄り添った家庭的な保育を行っている。 

 

○施設概要 

所在地    八王子市元本郷町三丁目24番１号（電話：042-620-8816）  

  規 模    敷地面積：553㎡ 建築面積：225㎡ 延床面積：225㎡ 構造：鉄骨造１階建 

   内 容    ０歳児保育室，１歳児保育室，２歳児保育室，調乳室，沐浴室，調理室，事務室，

職員更衣室，トイレ，園庭（人工芝）  

   開所時間   7:30～18:30 延長時間 18:30～19:00 

開所日    月曜日～土曜日まで（祝日及び12月29日～１月３日を除く） 

HPアドレス   https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/kosodate/003/001/004/p022718.

html 

○建設費       87,954千円 

○管理運営費  47,315千円 ※平成30年度予算額 

○設置主体   八王子市 

○管理運営主体 社会福祉法人 鶴見会（指定管理者） 
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【長野市】 

◎長野市ジビエ加工センター（H31.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  捕獲されたイノシシとニホンジカをジビエとして処理加工し販売するための施設として設置。

鉄骨造としたことで適切な温度管理ができ，衛生管理に優れる構造とした。また，移動式解体処

理車が格納できる荷受室を設置したことで，車両側から衛生的に施設側に枝肉を受け渡しするこ

とができる。 

○施設概要 

所在地    長野市中条住良木1558番地２（電話：026-268-3450）  

  規 模    敷地面積：982.86㎡ 建築面積：340.2㎡ 延床面積：330.47㎡ S造 

内 容    【搬入洗浄室】搬入個体を高圧洗浄機で洗浄 

【解体室】剥皮及び内臓摘出するための部屋 

【熟成室】枝肉を熟成させるため冷蔵保管する部屋 

【処理室】脱骨，細分，真空包装，急速冷凍するための部屋 

【冷凍室】真空包装された商品を出荷まで冷凍保管する部屋 など 

休館日    月曜日 

       夏季（８月10日～17日） 

年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス   https://www.city.nagano.nagano.jp/ 

  ○建設費    228,496千円      

○管理運営費  501,861千円 ※平成30年度当初予算額 

○設置主体   長野市 

○管理運営主体 長野市 

 

 

 

【岐阜市】 

◎リモートオフィス拠点整備（R元.12月頃 開設予定） 

○設置（事業）目的・特色 

  情報通信技術（ICT）の発展などに伴い，場所や時間にとらわれず，多様なライフスタイルに

柔軟に対応できる労働環境の提供が望まれている。このため，１月に完成した岐阜駅東地区の再

開発ビル「岐阜イーストライジング24」にリモートオフィスを設置する。 

名古屋まで約20分というポテンシャルを活かせる岐阜駅周辺にこうしたオフィス形態を整備

することで，市内外の新たなオフィス需要を開拓するとともに，雇用の創出や多様な働き方のモ

デルを提示する。併設するコワーキングスペースでは，同種・異業種にかかわらず，市内外の企

業間交流を促進し，新たな事業やサービスの創出を目指す。 

○施設概要 

所在地      岐阜市高砂町一丁目17番地 岐阜イーストライジング24 ２階（電話：未定） 

  規 模      延床面積 373.7㎡   

   内 容    

   開館時間     未定 

休館日      未定 

HPアドレス     未定 

○令和元年度予算額  49,080千円 

○管理運営費    未定 

○設置主体     岐阜市（委託事業）    

○管理運営主体   岐阜市 
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【長野市】 

◎長野市ジビエ加工センター（H31.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  捕獲されたイノシシとニホンジカをジビエとして処理加工し販売するための施設として設置。

鉄骨造としたことで適切な温度管理ができ，衛生管理に優れる構造とした。また，移動式解体処

理車が格納できる荷受室を設置したことで，車両側から衛生的に施設側に枝肉を受け渡しするこ

とができる。 

○施設概要 

所在地    長野市中条住良木1558番地２（電話：026-268-3450）  

  規 模    敷地面積：982.86㎡ 建築面積：340.2㎡ 延床面積：330.47㎡ S造 

内 容    【搬入洗浄室】搬入個体を高圧洗浄機で洗浄 

【解体室】剥皮及び内臓摘出するための部屋 

【熟成室】枝肉を熟成させるため冷蔵保管する部屋 

【処理室】脱骨，細分，真空包装，急速冷凍するための部屋 

【冷凍室】真空包装された商品を出荷まで冷凍保管する部屋 など 

休館日    月曜日 

       夏季（８月10日～17日） 

年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス   https://www.city.nagano.nagano.jp/ 

  ○建設費    228,496千円      

○管理運営費  501,861千円 ※平成30年度当初予算額 

○設置主体   長野市 

○管理運営主体 長野市 

 

 

 

【岐阜市】 

◎リモートオフィス拠点整備（R元.12月頃 開設予定） 

○設置（事業）目的・特色 

  情報通信技術（ICT）の発展などに伴い，場所や時間にとらわれず，多様なライフスタイルに

柔軟に対応できる労働環境の提供が望まれている。このため，１月に完成した岐阜駅東地区の再

開発ビル「岐阜イーストライジング24」にリモートオフィスを設置する。 

名古屋まで約20分というポテンシャルを活かせる岐阜駅周辺にこうしたオフィス形態を整備

することで，市内外の新たなオフィス需要を開拓するとともに，雇用の創出や多様な働き方のモ

デルを提示する。併設するコワーキングスペースでは，同種・異業種にかかわらず，市内外の企

業間交流を促進し，新たな事業やサービスの創出を目指す。 

○施設概要 

所在地      岐阜市高砂町一丁目17番地 岐阜イーストライジング24 ２階（電話：未定） 

  規 模      延床面積 373.7㎡   

   内 容    

   開館時間     未定 

休館日      未定 

HPアドレス     未定 

○令和元年度予算額  49,080千円 

○管理運営費    未定 

○設置主体     岐阜市（委託事業）    

○管理運営主体   岐阜市 

 

 

 

 

 

【岡崎市】 

◎東岡崎駅ペデストリアンデッキ（R元.12.27 開設予定） 

○設置（事業）目的・特色 

  東岡崎駅駅前道路上空にペデストリアンデッキを整備することにより車両と歩行者の動線を分

離し，歩行者の安全を確保するとともに，慢性化している道路渋滞を緩和させるもの。 

  さらに，市有地に誘致した民間施設と接続させることにより，賑わいと回遊性の創出を図る。

駅前の新たな観光及び滞留スポットとして，デッキ中央部に若き日の徳川家康公像（ブロンズ製

騎馬像）を設置するとともに，誘致した民間施設事業者などと連携を図り，観光産業都市にふさ

わしい活用を検討している。 

○施設概要 

所在地    岡崎市上明大寺町ほか１箇町（問い合わせ先：0564-23-6607）  

  規 模    デッキ形式：多径間連続鋼床版箱桁 延長：約170m 面積：約1,400㎡ 

         有効幅員：５m（通路部） 橋脚：11基（鋼製） 

  内 容    【付帯施設】エレベーター１基，エスカレーター２基（上下）  

               高欄，屋根，電灯，監視カメラ，電源，消防用設備，給水設備  

HPアドレス   http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1166/p007919.html 

○建設費       1,918,000千円 

○管理運営費  未定 

○設置主体   岡崎市 

○管理運営主体 岡崎市 

 

 

 

 

 

【豊田市】 

◎エコフルタウン（H31.４.27 リニューアル） 

○設置（事業）目的・特色 

  豊田市つながる社会実証推進協議会（企業，大学等と連携し，地域課題の解決に資する先進技

術の実証から実装までの取組を進める協議会）の取組の見せる化と実証フィールドとして活用。 

子どもや子育て世代からも親しまれる施設として，来場者が先進技術等を見て・触れて・体験

しながら学べる展示を行っている。「SDGs未来都市」(内閣府)として選定された豊田市の取組を

国内外に広く情報発信するための拠点。 

2012年のオープン以来，来場者数は約26万３千人(2019年３月末現在)。特に海外からは，これ

までに108の国と地域からガイドツアーの申込みが485件あり，約６千人が来場。日経BP社による

「全国自治体視察件数ランキング2017」のインバウンド部門においても３位にランキング。 

○施設概要 

所在地   豊田市元城町三丁目11番地（電話：0565-77-5669）  

  規 模   軽量鉄骨造 敷地面積：15,769.74㎡ 延床面積：334.6㎡ 

   内 容   ■パビリオン（コンセプトゾーンとプロジェクトゾーンで構成） 

【コンセプトゾーン】SDGsの取組を始め，豊田市が目指す持続可能な社会像を提示

し，ARやプロジェクションマッピングなどの技術を用いて，

本市の取組を紹介するゾーン 

【プロジェクトゾーン】つながる社会実証推進協議会の拠点として，協議会会員や

関係団体が会議やセミナー，ワークショップ等の用途にあ

わせて柔軟に活用できるスペース 

   開館時間  9:00～17:00 

休館日   月曜日（祝日は除く），年末年始（12月28日から１月４日） 

HPアドレス  https://toyota-ecofultown.com/ 

○建設費      74,995千円 

○管理運営費 129,809千円 

○設置主体  豊田市   ○管理運営主体 豊田市 
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【尼崎市】 

◎尼崎城天守（H31.３.29 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  平成27年11月，旧家電量販店の創業者から，創業の地である尼崎において尼崎城を建築し，平

成30年11月に市に寄付された。内部の展示については，「まちにたたずむ歴史文化を花咲かせ，

未来を見渡す交流と学びの天守」を基本コンセプトとし歴史を学べる施設「見て，触って，体験

して」としている。 

○施設概要 

所在地   尼崎市北城内27（電話：06-6480-5646）  

   規 模   ４重天守及び２重付櫓，鉄筋コンクリート一部鉄骨造，地上５階(エレベーター１基) 

敷地面積:約14,000㎡(尼崎城址公園含む),建築面積:641.96㎡,延床面積:1,408.99㎡ 

   内 容   【１階 尼崎ガイダンスゾーン】（展示面積：天守約240㎡・付櫓約100㎡） 

          尼崎まちあるきガイダンス＆ショップ，尼崎いまむかし，イベントや講演会など交 

流スペース 

【２階 尼崎城体験ゾーン】（展示面積：天守約320㎡・付櫓約70㎡） 

          近世尼崎タイムスリップ体験，近世尼崎城下体験コーナー 

【３階 尼崎体験イベントスペース】（展示面積：約160㎡） 

          タタミ・ステージ，なりきり体験コーナー 

【４階 ひと咲きあまがさきギャラリー】（展示面積：約100㎡） 

          荻原一青ワールド，尼崎ゆかりの人びと，企画展・特別展 

【５階 わがまち尼崎展望室】（展示面積：約70㎡）わがまち尼崎展望スタンド 

   開館時間   9:00～17:00（最終入城は16:30） 

休館日   月曜日（祝日の場合は翌日），年末年始（12月29日～１月２日） 

HPアドレス  https://kansai-tourism-amagasaki.jp/ 

○建設費      なし（内部展示にかかる費用204,520千円） 

○管理運営費 111,019千円 

○管理運営主体 尼崎城址公園管理運営企業体（指定管理者） 

 

 

 

【松江市】 

◎なかうみスカイポート（松江市中海振興多目的施設）（H30.６.24 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  国の拠点整備交付金等を活用し，水陸両用機を核とした中海振興プロジェクトとして，「水陸

両用機」のみならず船舶も利用可能な桟橋のほか，サイクリング休憩所や野鳥観察などの機能を

持つ本施設を整備。 

○施設概要 

所在地    松江市上宇部尾町626番地（電話：0852-55-5519（松江市地域振興課））  

  規 模    敷地面積：9,760㎡ 延床面積：145.74㎡  

   内 容    ①多目的施設：サイクリング休憩室，野鳥観察室，トイレ，搭乗待合室 

②保安検査室 

③浮き桟橋 

④駐機場 

⑤斜路 

⑥駐車場 

   開館時間   8:30～17:30（７月～９月は8:30～18:00） 

休館日    年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス   http://www1.city.matsue.shimane.jp/ shisei/ 

       kouikirenkei/suijyouhikouki/nakaumi_skyport.html 

○建設費       362,010千円 

○管理運営費  3,120千円 

○設置主体   松江市 

○管理運営主体 松江市 
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【尼崎市】 

◎尼崎城天守（H31.３.29 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  平成27年11月，旧家電量販店の創業者から，創業の地である尼崎において尼崎城を建築し，平

成30年11月に市に寄付された。内部の展示については，「まちにたたずむ歴史文化を花咲かせ，

未来を見渡す交流と学びの天守」を基本コンセプトとし歴史を学べる施設「見て，触って，体験

して」としている。 

○施設概要 

所在地   尼崎市北城内27（電話：06-6480-5646）  

   規 模   ４重天守及び２重付櫓，鉄筋コンクリート一部鉄骨造，地上５階(エレベーター１基) 

敷地面積:約14,000㎡(尼崎城址公園含む),建築面積:641.96㎡,延床面積:1,408.99㎡ 

   内 容   【１階 尼崎ガイダンスゾーン】（展示面積：天守約240㎡・付櫓約100㎡） 

          尼崎まちあるきガイダンス＆ショップ，尼崎いまむかし，イベントや講演会など交 

流スペース 

【２階 尼崎城体験ゾーン】（展示面積：天守約320㎡・付櫓約70㎡） 

          近世尼崎タイムスリップ体験，近世尼崎城下体験コーナー 

【３階 尼崎体験イベントスペース】（展示面積：約160㎡） 

          タタミ・ステージ，なりきり体験コーナー 

【４階 ひと咲きあまがさきギャラリー】（展示面積：約100㎡） 

          荻原一青ワールド，尼崎ゆかりの人びと，企画展・特別展 

【５階 わがまち尼崎展望室】（展示面積：約70㎡）わがまち尼崎展望スタンド 

   開館時間   9:00～17:00（最終入城は16:30） 

休館日   月曜日（祝日の場合は翌日），年末年始（12月29日～１月２日） 

HPアドレス  https://kansai-tourism-amagasaki.jp/ 

○建設費      なし（内部展示にかかる費用204,520千円） 

○管理運営費 111,019千円 

○管理運営主体 尼崎城址公園管理運営企業体（指定管理者） 

 

 

 

【松江市】 

◎なかうみスカイポート（松江市中海振興多目的施設）（H30.６.24 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  国の拠点整備交付金等を活用し，水陸両用機を核とした中海振興プロジェクトとして，「水陸

両用機」のみならず船舶も利用可能な桟橋のほか，サイクリング休憩所や野鳥観察などの機能を

持つ本施設を整備。 

○施設概要 

所在地    松江市上宇部尾町626番地（電話：0852-55-5519（松江市地域振興課））  

  規 模    敷地面積：9,760㎡ 延床面積：145.74㎡  

   内 容    ①多目的施設：サイクリング休憩室，野鳥観察室，トイレ，搭乗待合室 

②保安検査室 

③浮き桟橋 

④駐機場 

⑤斜路 

⑥駐車場 

   開館時間   8:30～17:30（７月～９月は8:30～18:00） 

休館日    年末年始（12月29日～１月３日） 

HPアドレス   http://www1.city.matsue.shimane.jp/ shisei/ 

       kouikirenkei/suijyouhikouki/nakaumi_skyport.html 

○建設費       362,010千円 

○管理運営費  3,120千円 

○設置主体   松江市 

○管理運営主体 松江市 

【下関市】 

◎山陰終末処理場消化ガス発電施設（H31.４.１ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

下水処理の過程で発生する汚泥の消化ガスから得られる，可燃性分であるメタンガスを燃料と

する消化ガス発電機（12台）にて，「再生可能エネルギー固定価格（FIT制度）」の適用を受け

た事業者により，中国電力からの電力売電収入を得て，これにより発電施設の設計，建設，維持

管理，運営及び撤去までの経費を全て賄う，民設民営方式による施設。 

 

 枯渇性資源でない消化ガスの有効利用を促進することにより，地球温暖化防止及び循環型社会

形成への貢献を行うと同時に，公民連携事業により公民共に事業収益を得ることができる。当市

は消化ガスの売却収益（事業用地の占用料含む）を得られ下水道経営に資することができ，資金

調達・施設設計建設・維持管理運営・施設所有を事業者が行う民設民営方式により事業者は電力

売電収益を得られる公民連携事業の施設である。 

 

 また，発電に伴い発生する廃熱は，消化槽の加温熱源として有効利用される。民設民営方式を
採用することにより，当市における施設の導入と維持管理におけるリスク低減及びコスト負担を
無くすことで，公的負担を限りなくゼロにし，民間資金により優れた技術力と経験によって長期
間（20年間）の事業を実施する。 
 

○施設概要 

所在地  下関市大字垢田洞の上（電話：083-250-1040）  

  規 模  事業用地：216㎡ 発電出力：300kW（バイオマス発電機25kW×12台） 

発電量：年間最大 約270万kWh/年（一般家庭 約800世帯分相当） 

燃料：消化ガス（メタン濃度 約64％） 

内 容  バイオマス発電機（売電用）：12台 

不純物除去装置（硫化水素・シロキサンの除去）：２台 

ガスブースター（消化ガスの昇圧）：３台 中継熱交換機：１台 

   開館時間  8:30～17:15 

休館日   土曜日，日曜日，祝日，年末年始(12月29日から１月３日) 

HPアドレス http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1565072144637/index.html 

 

○建設費 ・管理運営費 民設民営のため市の事業費なし 

 

○設置主体 公民連携：下関市・山口合同ガス㈱（代表企業） 

 

○管理運営主体 代表企業：山口合同ガス㈱  

構成員：㈱神鋼環境ソリューション 

ヤンマーエネルギーシステム㈱ 
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【大分市】 

◎三佐命山（H31.３.28 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

三佐地区沿岸部の標高が約２～４ｍであるのに対し，南海トラフ地震における最大想定津波高
は３.６ｍと想定されている。そのため，津波避難は浸水想定区域外の高台等への避難が基本であ
るが，三佐地区には津波避難ビル等が少ないため，標高10ｍの人工高台（命山）を築造。 

  津波到達までに高台や津波避難ビル等へ避難できない地域住民や公園利用者が緊急に避難する

場所として整備。 

  標高10ｍの人工高台を本体とし，避難スペースとなる頂上部分にはテントや簡易トイレ等の防
災資機材を備蓄した防災倉庫やパーゴラを設置しており，最大600名の収容が可能となっている。 

○施設概要 

所在地    大分市大字三佐（松原緑地内）（問い合わせ先：防災危機管理課 097-537-5664） 

 規 模    600㎡ ※避難スペースのみ 

   内 容    【防災倉庫】１基（簡易トイレ，アルミブランケット等を収納） 

【防災ベンチ】８基（テントを収納） 

【防災パーゴラ】１基（テントを設営可能） 

【照明施設】３基（太陽光電池を使用） 

○建設費       191,994千円 

○管理運営費  なし 

○設置主体   大分市 

○管理運営主体 大分市 

【鹿児島市】 

◎鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設（マークメイザン）（H31.２.８ リニューアル開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  １階にはオープンな交流スペースがあり，クリエイティブ産業に携わる方のコワーキングスペ

ースとしても利用できる。１階の各所はフリーWi-Fiが利用できるほか，ギャラリーやキッチン

なども備えており，さまざまな方が集えるスペースとして機能する。 

２階にはテストキッチンや，最大90名が利用できるオープンなユーティリティスタジオ，シェ

アオフィス，小規模入居室がある。３～５階は様々な規模の入居室を用意。また，企画運営事業

者とインキュベーション・マネージャーが関係機関と連携し，入居企業の事業活動を幅広くサポ

ートする。 

○施設概要 

所在地  鹿児島市名山町９番15号（電話：099-227-1214）  

  規 模  面積：867.68㎡ 延床面積：2,732.2㎡ 構造：鉄骨造（５階建） 

       １階：交流スペース，ギャラリー，商談室，会議室，キッチン，授乳室 

２階：ユーティリティスタジオA～C，テストキッチン 

シェアオフィス（６ブース），入居室（４室） 

３階～５階：入居室（20室） 

   内 容  〈入居室 概要〉使用期間：最長５年間 ※審査のうえ１年ごとに使用期間を更新 

入居用施設：24室（17.60㎡～101.63㎡） 

月額使用料：26,000～152,000円 利用時間：年中無休・24時間 

〈シェアオフィス 概要〉 

使用期間：最長１年間 ※使用開始後半年の時点で審査のうえ使用期間を更新 

シェアオフィス：６ブース ※各ブースはパーテーションによる仕切り 

月額使用料：13,000円 利用時間：年中無休・24時間 

   開館時間  ９時～19時 ※スタジオ等使用可能時間21時30分まで 

HPアドレス  https://mark-meizan.io/ 

○リニューアル整備費  169,175千円  

○管理運営費  72,665千円 

○設置主体   鹿児島市   ○管理運営主体 鹿児島市 
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【大分市】 

◎三佐命山（H31.３.28 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

三佐地区沿岸部の標高が約２～４ｍであるのに対し，南海トラフ地震における最大想定津波高
は３.６ｍと想定されている。そのため，津波避難は浸水想定区域外の高台等への避難が基本であ
るが，三佐地区には津波避難ビル等が少ないため，標高10ｍの人工高台（命山）を築造。 

  津波到達までに高台や津波避難ビル等へ避難できない地域住民や公園利用者が緊急に避難する

場所として整備。 

  標高10ｍの人工高台を本体とし，避難スペースとなる頂上部分にはテントや簡易トイレ等の防
災資機材を備蓄した防災倉庫やパーゴラを設置しており，最大600名の収容が可能となっている。 

○施設概要 

所在地    大分市大字三佐（松原緑地内）（問い合わせ先：防災危機管理課 097-537-5664） 

 規 模    600㎡ ※避難スペースのみ 

   内 容    【防災倉庫】１基（簡易トイレ，アルミブランケット等を収納） 

【防災ベンチ】８基（テントを収納） 

【防災パーゴラ】１基（テントを設営可能） 

【照明施設】３基（太陽光電池を使用） 

○建設費       191,994千円 

○管理運営費  なし 

○設置主体   大分市 

○管理運営主体 大分市 

【鹿児島市】 

◎鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設（マークメイザン）（H31.２.８ リニューアル開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  １階にはオープンな交流スペースがあり，クリエイティブ産業に携わる方のコワーキングスペ

ースとしても利用できる。１階の各所はフリーWi-Fiが利用できるほか，ギャラリーやキッチン

なども備えており，さまざまな方が集えるスペースとして機能する。 

２階にはテストキッチンや，最大90名が利用できるオープンなユーティリティスタジオ，シェ

アオフィス，小規模入居室がある。３～５階は様々な規模の入居室を用意。また，企画運営事業

者とインキュベーション・マネージャーが関係機関と連携し，入居企業の事業活動を幅広くサポ

ートする。 

○施設概要 

所在地  鹿児島市名山町９番15号（電話：099-227-1214）  

  規 模  面積：867.68㎡ 延床面積：2,732.2㎡ 構造：鉄骨造（５階建） 

       １階：交流スペース，ギャラリー，商談室，会議室，キッチン，授乳室 

２階：ユーティリティスタジオA～C，テストキッチン 

シェアオフィス（６ブース），入居室（４室） 

３階～５階：入居室（20室） 

   内 容  〈入居室 概要〉使用期間：最長５年間 ※審査のうえ１年ごとに使用期間を更新 

入居用施設：24室（17.60㎡～101.63㎡） 

月額使用料：26,000～152,000円 利用時間：年中無休・24時間 

〈シェアオフィス 概要〉 

使用期間：最長１年間 ※使用開始後半年の時点で審査のうえ使用期間を更新 

シェアオフィス：６ブース ※各ブースはパーテーションによる仕切り 

月額使用料：13,000円 利用時間：年中無休・24時間 

   開館時間  ９時～19時 ※スタジオ等使用可能時間21時30分まで 

HPアドレス  https://mark-meizan.io/ 

○リニューアル整備費  169,175千円  

○管理運営費  72,665千円 

○設置主体   鹿児島市   ○管理運営主体 鹿児島市 

 

自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

子ども医療助成 保健福祉局 中学校修了前の子どもの医療費の一部を助成する。 3,557,000

ラグビーワールドカップ
2019

スポーツ局

ラグビーワールドカップ2019を札幌ドームにおいて
２試合開催。さまざまな関係機関と連携を取りなが
ら大会の成功・ラグビー競技のさらなる発展・普及
を図る。

735,330

観光客受入環境整備関係 経済観光局

札幌観光の満足度を向上させるため，観光バス路上
駐車対策やWi-Fi運用等，観光客を受け入れる環境整
備を行う他，富裕層向けのハード整備の補助やソー
ラーシステムによる発電機能，停電時の非常用電源
を備えたデジタルサイネージの設置を行う。

248,000

AIを活用した公共事業の
最適化に関する研究

まちづくり
政策局

AI（人工知能）の技術を活用し，札幌市の行政課題
を解決する仕組みの研究・構築を図る。

35,000

RPA利活用推進に係る
実証及び適用方針等の
策定等

まちづくり
政策局

職員がパソコン上で行う定型的な作業を自動化する
RPAについて，本市の事務事業の効率化に向けて有効
活用するため，実証実験による効果測定や適用業務
検討，導入・利用の各種基準案及び全庁展開に向け
たロードマップ・推進体制等を検討する。また，RPA
ツールの運用等サポート業務を委託し，RPAツール利
用による業務効率化を図る。

21,360

次世代放射光施設関連
産業振興

経済局
次世代放射光施設の立地を仙台・東北の産業におけ
るイノベーションや付加価値の創造などにつなげ，
地域経済への波及効果を最大限に生み出す。

555,690

体験プログラム創出 文化観光局
３年間で1,000本の体験プログラムを発掘・創出する
ため，仙台観光国際協会内に専門職員を配置し，新
規プログラム創出事業者への支援を行う。

42,462

六郷東部地区現地再建
まちづくり

若林区役所

東六郷小学校跡地を新たな地域コミュニティ拠点と
なる東六郷コミュニティ広場として整備するほか，
六郷東部地区（藤塚地区）地域モニュメントの外構
を整備する。

125,500

情報システム最適化推進
事業

都市戦略本
部

仮想化等のICT技術を導入した庁内クラウド環境の構
築を実施する。

225,154

大宮駅グランドセントラ
ルステーション化構想推
進事業

都市局
大宮駅の機能高度化，交通基盤の整備及び駅周辺の
まちづくりの検討等に取り組み、「(仮称)GCSプラン
案」を作成する。

137,152

教育の情報化推進事業
教育委員会
事務局

児童生徒の情報活用能力育成のため、コンピュータ
室以外へのタブレット型コンピュータ等の整備を拡
充する。

899,358

にぎわい交流館いわつき
整備事業

経済局
歴史・文化の発信と併せて地域活性化拠点として、
にぎわいの核となるまちづくり拠点の整備を進め
る。

285,600

政令指定都市の特色ある施策・事業
令和元年度の実施（予定）施策・事業の中から各政令指定都市の特色ある施策・事業を紹介します。

札
幌
市

仙
台
市

さ
い
た
ま
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

国家戦略特区の推進 総合政策局

国家戦略特区として，幕張新都心を中核としたド
ローンや自動運転モビリティなどの近未来技術の実
証実験を実施するとともに，その他特区制度を活用
した規制緩和事業を推進する。

17,070

東京オリンピック・パラ
リンピック開催に向けた
取り組み

総合政策局

市民の大会機運の醸成及び開催競技への理解促進を
図るため，競技体験イベントやパラスポーツの普及
啓発等を実施する。
・パラスポーツ窓口の設置
・パラスポーツ大会応援イベント
・障害者アスリートによる学校訪問
・機運醸成イベントの実施
・大会開催機運の醸成に寄与する市民団体などの活
動への補助制度（新規）
・都市ボランティアの育成

164,141

都市アイデンティティの
確立

総合政策局

都市アイデンティティ（千葉市らしさ）を確立する
ため，本市固有の歴史やルーツに基づく地域資源で
ある「加曽利貝塚」「オオガハス」「千葉氏」「海
辺」を活用した取り組み（千葉開府900年に向けた団
体支援，海の副読本の制作，映像を活用したPRな
ど）を実施する。

17,937

市制100周年に向けた
取り組み

総合政策局

2021年に迎える市制100周年が，本市が日本の中で果
たしてきた役割や価値を見つめなおし，これを如何
に未来へ継承・発展させていくのかを考え，行動に
つなげていく機会となるように，ロゴ・キャッチフ
レーズの策定や特設ホームページの開設などの取り
組みを進める。

10,000

国土強靭化・地震防災
戦略の推進

総務企画局

大規模な災害が発生しても市民の生命や財産を確実
に守るため，各種防災計画の推進，防災行政無線等
の情報伝達機能の強化等により防災対策を図る。ま
た，自らの生命は自ら守る意識の向上や，災害時に
地域で支え合える仕組みづくりを行い，地域におけ
る自助・共助（互助）による防災・減災の取り組み
を推進する。

1,798,658

待機児童の解消
こども未来
局

待機児童解消の継続を図るため，認可保育所等の整
備ほか，民間保育所職員等への総合的な処遇改善の
推進，認可外保育施設への支援の充実，保育士確保
対策の充実等，あらゆる手法により取り組みを推進
する。

70,828,199

総合的なケアの推進 健康福祉局

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮
らし続けることができる地域を実現するため，「地
域包括ケアシステム推進ビジョン」に基づく取り組
みを推進する。また，介護サービス，障害福祉サー
ビスの基盤整備に向けた取り組みを推進する。

5,035,545

東京オリンピック・パラ
リンピックを契機とした
まちづくり

市民文化局

東京2020オリンピック・パラリンピック大会の開催
を契機として，誰もが自分らしく暮らし，自己実現
を目指せる地域づくりのために，かわさきパラムー
ブメント第２期推進ビジョンに基づく取り組みを推
進する。また，大会に向けて事前キャンプの受入準
備やホストタウンの取り組みを推進する。さらに，
若者文化の発信のためにイベントの支援や環境づく
りに向けた取り組みを推進する。

1,416,182

千
葉
市

川
崎
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

生活習慣病予防対策の
強化

健康福祉局
経済局

がんの早期発見・早期治療の促進に向け，新たに31
年度から３年間，大腸がん検診を無料化する。ま
た，オーラルフレイル※予防の普及啓発を新たに開始
するなど，生活習慣病予防対策を進めるとともに，
横浜健康経営認証制度等を活用し，働き世代の健康
づくりにも取り組む。
※滑舌の低下，食べこぼし，かめない食品が増える
など，ささいな口の機能の衰えの症状が現れている
状態。

4,481,000

小児医療費助成の対象
拡大

健康福祉局

子どもがけがや病気の時にも安心して医療を受けら
れるよう，医療費の自己負担分を助成する。本年４
月から通院助成の対象を「小学６年生まで」から
「中学３年生まで」に拡大する。

10,570,000

より良い教育環境の整備
教育委員会
事務局

小・中学校の主な特別教室への空調設備を新たに68
校で設置し，全市立学校への設置を完了させる。ま
た，新たに学校体育館への空調設備の設置を検討す
る。

2,471,000

子どもの貧困対策の推進
健康福祉局
こども青少
年局

養育環境等に課題がある家庭の小中学生への寄り添
い型生活支援を新たに２か所（累計14か所）で実施
するとともに，高校進学希望の中学生への寄り添い
型学習支援の受入枠拡充のほか，新たに高校生世代
への進路選択等の支援を７区でモデル実施する。
月２回以上取り組む子ども食堂等の創設や開催頻度
増に対する助成の全区展開など，地域における子ど
もの居場所づくりへの支援に取り組む。
また，新たに父子家庭の交流事業の実施や，資格取
得を支援するための給付金事業の拡充など，ひとり
親家庭の自立支援を充実させる。

627,000

視聴覚広報費 総務局

市政情報や市のイベント情報等を，テレビやラジ
オ，インターネット，新聞紙面の広告等を活用し，
発信する。情報発信の強化を図るため，新たなテレ
ビ番組を制作する。

31,740

高齢者移動支援推進
モデル事業（特別会計）

健康福祉局
公共交通等の利用が不便な高齢者に対する移動支援
策の検討及びモデル事業を実施し，地域における取
り組みを支援・促進する。

6,699

社会的養護自立支援事業
こども・若
者未来局

〈相談型支援〉
18歳到達まで入所等していた全ての人を対象に，支
援コーディネーターが，自立に向けた継続支援計画
を作成する。また，入所中も生活相談員及び就労相
談員による，生活上の相談，進路相談，就労相談等
を実施する。
〈給付型支援〉
大学や専修学校等進学後，国の奨学金に上乗せし
て，給付型奨学金を支給。また，22歳到達後の年度
末までの期間，施設や里親宅等で生活する人に対し
て，居住費及び生活費を支給。

28,839

特別支援教育事業 教育局

児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な
指導等のため全小中学校に支援教育支援員を配置す
るなど，様々な困難や悩みを抱える児童生徒への支
援を充実させる。
①支援教育指導事業（拡充）
教育的支援が必要な児童生徒に対応する教員等のサ
ポートを充実するため，支援教育指導員を３名から
４名に増員する。
② 医療的ケアの実施（新規）
日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒のため
に，新たに看護師を配置し，学校生活を支援する。

131,710

横
浜
市

相
模
原
市

-15-
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

国民文化祭及び全国
障害者芸術・文化祭の
開催

文化スポー
ツ部

新潟県で開催される「第34回国民文化祭・にいがた
2019」，「第19回全国障害者芸術・文化祭」におい
て，文化団体連携事業や市町村独自事業などを官民
協働で実施し，市民の文化活動の活性化や裾野の拡
大を図る。

18,700

航空機産業クラスターの
推進

経済部

地域の技術力のある中小企業を取りまとめ，航空機
部品の一貫受注生産体制を構築する事業者を支援す
るとともに，品質マニュアルの策定や製造現場の効
率化に向けた活動などを支援する。

17,000

観光交流空間の整備
（古町花街エリア街路
　美装化）

都市政策部
戦前からの町並みが残る現役の花街としては全国屈
指の古町花街地区について，石畳舗装により街路の
整備を行い，交流人口の拡大を図る。

45,000

防犯カメラ整備補助金 市民生活部
子どもたちの安全確保のため，地域における見守り
活動の補完を目的として，自治会・町内会等が設置
する防犯カメラの整備費用の一部を補助する。

12,500

海洋文化施設整備推進
事業

経済局
「国際海洋文化都市・清水」の実現に向けて，清水
港日の出地区の新たなシンボル施設として「海洋・
地球総合ミュージアム」を整備する。

1,419,930

賑わい創出イベント
（大道芸ワールド
　カップ）

観光交流文
化局

多くの市民の参画を得て開催される，大道芸を中心
としたパフォーミングアーツ（身体表現による芸
術）のイベントを開催する。

107,180

高齢者就労促進事業・
企業OB等の活用による
中小企業支援

保健福祉長
寿局
経済局

多くの元気な高齢者が健康長寿で企業や地域で働
き，活躍することができる環境を整備し，課題を抱
える市内中小企業と，経験・スキル・知識・人材
ネットワーク等を有する企業OB等のシニア人材との
出会いの場を創出する。

43,910

駿府城天守台発掘調査・
見える化事業

観光交流文
化局

天守台発掘調査現場や発掘調査の内容を積極的に公
開し，発掘調査を観光資源化することで集客を図
る。

19,384

ビーチ・マリンスポーツ
推進事業

市民部
ビーチ・マリンスポーツ事業化計画に基づき，
「ビーチ・マリンスポーツの聖地」として独自のブ
ランド価値を創出する。

96,698

FSC認証材利用拡大
推進事業

産業部
天竜材の地産外商の積極的な推進により，新たな利
用価値を創出し，利用の拡大につなげる。

8,022

高校生世代医療費助成
事業

健康福祉部
乳幼児から中学生までの子ども医療費助成に加え，
新たに高校生年齢を対象とし，子育て家庭の経済的
負担の軽減を図る。

199,100

AI・RPA等先進技術
導入促進事業

総務部

「AI（人工知能）」や「RPA（ロボットによる業務自
動化）」等の先進技術を積極的に活用し住民サービ
スの向上や業務の効率化を図るため，実証実験の実
施などに向けた取り組みを進める。

11,368

新
潟
市

静
岡
市

浜
松
市

― 16 ―



自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

指定避難所へのテレビの
配備

防災危機
管理局

市立小中学校等376か所に，テレビ，非常用電池，屋
内用アンテナ等を配備する。

81,000

認知症検診等の実施 健康福祉局

65歳以上の高齢者に対し，市内の協力医療機関にお
いて，年１回，無料で認知症の疑いの有無の早期発
見を目的とする検診を実施するとともに，認知症本
人・家族の「気づき」を促すことを目的とするセル
フチェックリストを作成する。

47,630

がん対策の推進 健康福祉局
ウィッグ購入費助成やがん診療連携拠点病院への出
張個別相談支援の実施等のがん患者支援の充実を図
る。

31,030

地域療育センター初診前
サポートモデル事業

子ども青少
年局

相談受付から診断に至るまでの間に相談・支援を開
始する仕組みを構築し，保護者の不安軽減及び子ど
もの早期発達支援を図る。

20,212

IPCC総会京都市開催
記念事業

環境政策局

京都議定書誕生の地であり，平成29年12月に発表し
た「持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言」
の宣言主体である本市の責任と役割を踏まえるとと
もに，本市が誘致した気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC）第49回総会が本年５月に開催されること
に合わせて，脱炭素社会の実現に向けたシンポジウ
ムを実施することなどを通じて，市民の環境意識の
更なる向上や取り組み促進の機運醸成を図る。

5,300

京都経済センターを核と
した産業振興事業

産業観光局

「京都経済百年の計」として，京都市，京都府，経
済界が一体となって取り組みを進めてきた京都経済
センターのオープンを機に，様々な知恵の融合によ
る新たな価値の創造を図るととともに，次代の京都
産業の担い手育成や，オール京都の中小企業・地域
企業支援など，本市の産業振興施策を戦略的に推進
し，知恵と文化，技術を基軸に持続可能な京都の産
業発展と経済活性化を図る。

53,800

学校現場における児童
虐待啓発事業

こども青少
年局

こども自身が児童虐待について知り，児童虐待の被
害から自らを守る力をつけるようにするため，啓発
授業等の実施に向けて，こどもの成長段階に応じた
内容の教材を作成する。

9,165

西成版サービスハブ
構築・運営事業

西成区

支援対象者に対して実効性のある支援を行い，就労
やボランティア活動などにつなげ，社会への再循環
を促すことにより，利用者自身の能力向上（エンパ
ワーメント）を図るとともに，社会に対する負荷
（扶助費増など）の低減を図っていく。
生活困窮者等への居場所を提供することにより，上
記取り組みを行う前提としての地域や対象者とのつ
ながりを構築する。これらの取り組みにより，あい
りん地域まちづくりビジョン（H30.10）における
テーマ候補の一つとして提唱されている「再チャレ
ンジが可能なまち」を実現する。

19,256

空家利活用改修促進事業 都市整備局

空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促
進するため，住宅の性能向上に資する改修や地域ま
ちづくりに資する用途への改修に要する費用等に対
して補助を実施する。

28,650

SNSの活用による児童
生徒相談体制の本格実施

教育委員会
いじめなどの様々な悩みをSNSを活用して幅広く受け
止める相談体制を本格実施する。

15,000
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

子ども医療費助成事業 健康福祉局

所得に関わりなく，入院や通院に要する医療費の一
部を助成する。
【対象年齢の拡充】
中学校卒業までから18歳（18歳に達した日以降の最
初の３月31日）までに拡充。

3,119,808

区域まちづくり事業
市民人権局
各区役所

区役所が，区民評議会及び区教育・健全育成会議の
答申等や区民ニーズを踏まえながら，主体的に区域
のまちづくり事業を実施する。また，区長裁量によ
り，区民ニーズに柔軟に対応するとともに，住民に
身近な区域の環境整備等を区局連携で対応すること
で，きめ細かなまちづくりを推進する。

1,257,016

次世代モビリティ等
導入事業

市長公室

SDGs未来都市として，泉北ニュータウン地域におい
て，高齢者の引きこもり防止や買い物等日常生活拠
点間の円滑な移動に資する次世代（自動運転）モビ
リティの実証実験を公民連携により実施する。

25,000

地域安全推進事業 市民人権局

クラウドファンディング手法を活用し，性犯罪被害
が特に多い10代・20代女性の防犯ブザーの携行率を
高めるため，市内授産施設と連携してオリジナルデ
ザインのブザーを開発する。

9,875

認知症の人にやさしい
まちづくりの推進

保健福祉局

認知症の早期受診を支援する診断助成制度と，認知
症の方が事故に遭われた場合に救済する事故救済制
度を，市民税均等割の上乗せを財源として開始（認
知症「神戸モデル」）。また，認知症疾患医療セン
ターに，診断後の日常生活支援を行う専門医療相談
窓口を開設する。

239,788

待機児童解消対策の強化
こども家庭
局

保育所等の整備による保育定員の拡大や，保育士に
対する一時金給付，奨学金の返還支援，ICT機器を活
用した業務負担の軽減等による保育人材確保対策の
充実を図る。

2,893,000

みんなで進めるエコな
まちづくり事業

環境局

スマートフォンアプリ「KOBEエコアクション応援ア
プリ」を活用し，市民のエコアクションの実践・定
着による環境負荷の少ない持続可能なまちづくりを
推進する。

16,539

国際コンテナ戦略港湾の
推進

港湾局
平成31年のコンテナ取扱個数300万TEUを目指して，
集貨施策を強化するとともに高規格コンテナターミ
ナルの整備等を実施する。

6,373,001

企業立地推進事業 産業観光局

以下のような取り組みを通じ，企業誘致を促進し，
地域経済の活性化と雇用創出につなげる。
・外資系企業を含む医療・福祉関連企業の誘致に向
けたニーズ調査
・市内企業の本社の新増設に対する補助
・生産性向上・職場環境改善に必要な設備投資への
補助　など

340,000

地域の未来づくり推進
事業

政策局
中山間・周辺地域等において，地域の伝統産業や文
化・産品などの地域資源を活かしたコミュニティビ
ジネスを行う人材の育成や活動支援を行う。

187,000

健康づくりと生涯活躍
推進事業

保健福祉局

「AIを活用した市民の将来疾病リスクの見える
化」，「SIB手法を活用した生活習慣改善に資する
サービスの創出とインセンティブ付与による利用促
進」，「SIB手法を活用した生涯活躍のための就労支
援」の一体的実施による健康の好循環を促進する。

199,000

G20保健大臣会合推進
事業

政策局
会合の成功に向けた開催支援を実施するとともに，
保健・医療の取り組みや，歴史・文化・食など岡山
の持つ多彩な魅力を広く国内外に発信する。

48,000
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

防災ライブカメラの設置
支援

危機管理室
自主防災組織に対し，河川の水位状況などを確認で
きる防災ライブカメラの設置等に要する経費を補助
する。

9,000

ドイツとの交流推進事業 市民局

似島に収容されていたドイツ人捕虜が，日本で初め
てバウムクーヘンを作るとともに，日本初となる
サッカーの国際親善試合を行ってから100年目となる
ことを契機に，イベントを開催する。

5,000

広島平和記念都市建設法
制定70周年記念事業

都市整備局
建設法制定70周年を機に，これからの広島のまちづ
くりを考えるイベント等を実施する。

4,086

ユースピース
ボランティア事業

市民局
広島市の高校生や大学生が平和記念公園を訪れる外
国人に対して，被爆の実相を英語で伝えるガイド活
動を支援する。

361

みんな de Bousai
まちづくり推進事業

危機管理室

災害から命を守りぬくために，自ら命を守る「自
助」意識の醸成や地域で助け合う「共助」の風土づ
くりなどによる地域防災力の向上を目指して，「地
区bousai会議運営支援事業」を実施するとともに，
地域防災の新たな担い手の育成に取り組む。

16,393

北九州SDGsクラブ活動
推進事業

企画調整局

SDGsの活動を活発化するために，「北九州SDGsクラ
ブ」会員のSDGsに資する活動の表彰や活動助成，勉
強会や活動主体間の交流事業等を推進する。
※SDGsクラブについて
　北九州市では，SDGsに関連する活動にすでに取り
組んでいる，又は関心をもっている団体・企業・個
人等が参加できる組織「北九州SDGsクラブ」を創設
し，会員同士の交流や情報交換を通じて，各々の活
動の活性化を目指している。

10,000

介護ロボット等
開発・導入実証事業

保健福祉局

少子高齢化の進展，介護人材の不足に対応するた
め，介護ロボット等の導入を踏まえた介護現場の働
き方改革を進め，人とテクノロジーが融合した「北
九州モデル」の構築に取り組む。

80,000

子ども食堂開設支援事業
子ども家庭
局

地域や民間団体を主体とした「子ども食堂」の活動
を支援するため，平成29年度に子ども食堂ネット
ワーク北九州および開設支援の補助金制度を創設し
た。さらに、子ども食堂の安定した運営とさらなる
開設機運の醸成を図り，相談対応を充実させるため
に平成30年度にはコーディネーターの配置や運営支
援の補助金を創設し，今後も子ども食堂が継続した
活動として取組めるようにきめ細かなサポートをし
ていく。

7,500

住まい再建助成経費 政策局
被災者一人ひとりの住宅再建方法に応じた，公営住
宅入居経費助成や住宅再建利子補給等の経済的な支
援を実施する。

1,640,800

災害公営住宅整備 都市建設局 災害公営住宅を整備する。 1,277,900

熊本城災害復旧経費 経済観光局
熊本城天守閣の本格復旧及び特別見学通路を整備す
る。

4,866,400

桜町地区再開発事業等 経済観光局
桜町再開発ビルの開業をはじめ，熊本城ホール，シ
ンボルプロムナード整備により，中心市街地の賑わ
いを創出し，産業界全体の振興を図る。

15,086,262
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