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他 都 市 の 特 色 あ る 施 設 
令和元年度以降に、政令指定都市･中核市等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。 

【さいたま市】 

◎岩槻人形博物館（R２.２.22 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   人形や人形文化に関する資料の収集・保存、調査研究を行い、展示・教育普及活動などの拠点施

設。誰もが気軽に、身近に楽しめる施設になるように、日本文化の中に息づく人形の美と歴史を大

観し、その魅力や奥深さを広く国内外に発信していくミュージアムを目指す。 

   敷地周辺の歴史的風土を反映するとともに、周辺環境との調和を図るために、一文字瓦を用いた

軒の出の大きな切妻屋根としている。 

また、外壁のコンクリート面に本実型枠を使用しており、杉板の木目が自然の風合いとして表れ

ている。 

○施設概要 

所在地    さいたま市岩槻区本町６－１－１（電話：048-749-0222） 

規 模    敷地面積：7,543.41㎡ 建築面積：2,203.95㎡ 延床面積：2,029.07㎡ 

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）、地上１階 

   内 容    会議室、展示室１～３、ミュージアムショップ 

事務室、館長室、修復室、搬入室、収蔵庫、機械室 

駐車場30台（内車椅子駐車場２台）、駐輪場115台 

   開館時間   9：00～17：00 

休館日    月曜日（休日の場合は開館）、年末年始（12月28日～１月４日） 

   HPアドレス  https://ningyo-muse.jp/ 

○建設費       2,226,960千円 

○管理運営費  446,083千円 

○設置主体   さいたま市 

   ○管理運営主体 さいたま市 

【千葉市】 

◎（仮称）千葉公園ドーム（R３.３月 開設予定） 

○設置（事業）目的・特色 

  老朽化した千葉競輪場を、民間活力を導入し（※１）、主に「（仮称）250競輪（※２）」を開

  催する多目的スポーツ施設に整備する。 

（※１）プロポーザル方式により日本写真判定株式会社を選定し、基本協定を締結。 

（※２）１周250mの屋内木製バンクを舞台に、オリンピックや世界選手権などと同様の国際ルール

      に基づいて行われる競輪。スポーツとしての自転車競技と公営事業としての競輪が融合し

      た世界初の取り組み。 

 

○施設概要 

所在地    千葉市中央区弁天４－１－１（電話：未定） 

規 模    敷地面積：27,285.40㎡ 建築面積：9,396.44㎡ 延床面積：13,459.58㎡ 

鉄筋コンクリート造・鉄骨造、ドーム屋根、地上４階・地下１階建 

   内 容    国際規格に準拠した周長250mの木製トラック、観客席2,500席（予定） 

レストラン・カフェ等 

   開館時間   未定 

休館日    未定 

   HPアドレス  未定 

○建設費       民間事業者負担 

（市は解体工事費負担金1,523,000千円 

（税抜、上限）を負担） 

○管理運営費  民間事業者負担 

○設置主体   日本写真判定株式会社 

   ○管理運営主体 日本写真判定株式会社 
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【川崎市】 

◎川崎浮世絵ギャラリー（R元.12.３ 開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   「浮世絵等の活用に向けた基本計画」に基づき、川崎にゆかりのある作品や世界的に希少な作品

を持つ公益社団法人川崎・砂子の里資料館（以下、社団）のコレクションを活用することで、良質

な文化芸術作品の鑑賞機会提供、浮世絵の背景にある文化の発信、まちへの愛着と誇りの醸成、新

たなにぎわいの創出を達成することを目的として設置した。 

 川崎浮世絵ギャラリーは、本市と社団の基本協定書に基づき、展示に必要な作品を本市が社団か

ら無償で借用し、施設運営は川崎市文化財団が行っている。 

    ＪＲ川崎駅に隣接するアクセスの良さが特徴であり、また今後はギャラリーから徒歩５分ほどの

場所にある「東海道かわさき宿交流館」と連携した企画・イベント展開を見込んでいる。 

 

○施設概要 

所在地    川崎市川崎区駅前本町12番地１ 川崎駅前ﾀﾜｰ･ﾘﾊﾞｰｸ３階（電話：044-280-9511） 

規 模    床面積：150㎡ 

内 容    ガラスケースや可動壁を使い50～70点の浮世絵を展示できる規模のギャラリーで、

３～４週間ごとに展覧会の企画替えを行うことにより、長期展示による資料の傷み

を防ぐとともに、リピーターの来館需要喚起を図っている。 

開館時間   11：00～18：30 

休館日    月曜日及び年末年始 

   HPアドレス  https://ukiyo-e.gallery/ 

○管理運営費  （公財）川崎市文化財団で支出 

○設置主体   （公財）川崎市文化財団 

   ○管理運営主体 （公財）川崎市文化財団 

【新潟市】 

◎万代保育園・東地域保健福祉センター（R２.２.25開設） 

○設置（事業）目的・特色 

市立小学校跡地に保育園と地域保健福祉センターを新設移転した複合施設。 

低年齢児の保育需要増大に伴い、保育園の定員を拡大するため、市立万代保育園と宮浦乳児保育

園を統合・移転し、保育環境の改善を図った。 

また、ユニバーサルデザインへの対応や子育て世代に配慮した設備を確保し、利用者の利便性向

上のため、新潟市東地域保健福祉センターを移転し、施設機能の充実を図った。 

 

○施設概要 

所在地    新潟市中央区東万代町９番52号 

（電話 保育園：025-244-3344 センター：025-243-5312） 

規 模    敷地面積：4,039.44㎡ 建築面積：1,145.9㎡ 延床面積：2,791.6㎡  

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上４階建 

   内 容    保育園 １階：保育室、事務室、調理室、エントランスホール(保健福祉センター) 

２階：保育室、遊戯室、図書コーナー 

地域保健福祉センター ３階：事務室、会議・研修室、栄養指導室、相談室１・２ 

４階：健診室、診察室、歯科健診室、機能訓練室、授乳室 

   開館時間   保育園：7:30～19:30 センター：8:30～17:30 

休館日    保育園：日・祝日   センター：土・日・祝日 

○建設費       1,115,400千円 

○設置主体   新潟市 

   ○管理運営主体 新潟市 
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【静岡市】 

◎静岡市認知症ケア推進センター（R２.10.31開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  認知症になっても、本人や家族が希望を持って暮らしていくことができるように、相談や他機関

へのつなぎ、関係職種の人材育成や普及啓発、認知症本人や家族の交流や活動支援など、認知症本

人やその家族に対して、総合的な支援ができる拠点として設置。 

利便性の良い、市の中心であるまちなかに設置し、「健康長寿のまち」の先進的なモデル地域づ

 くりとして、モデル地区に当センターを設置し、一体的に推進する。 

また、運営にあたっては、企業や大学等と連携を行うことで産学官民の連携を推進する。 

 

○施設概要 

所在地    静岡市葵区七間町５－８（電話：054-204-1541） 

規 模    地上４階建ての１階部分、延床144㎡ 

   内 容    １階：窓口相談コーナー、健康チェックコーナー、閲覧・交流コーナー、相談室、 

イベントホール、事務室、調理室、トイレ 

   開館時間   9：00～18：00 

休館日    土曜日（第１土曜日除く）、日曜日 

       祝日、年末年始 

  ○建設費       15,000千円（修繕費）当初予算額 

○管理運営費  4,960千円（事業費の一部）当初予算額 

○設置主体   静岡市 

   ○管理運営主体 静岡市 

【浜松市】 

◎遠州灘海浜公園江之島ビーチコート（R元.７.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

 「ビーチ・マリンスポーツの聖地」としての独自のブランド価値を創出し、大会・合宿の誘致や

アクティビティ体験等の魅力発信により誘客を図る一環として、遠州灘海浜公園江之島地区におい

て国際バレーボール連盟基準に準拠したビーチスポーツ施設の整備を行った。 

 

○施設概要 

所在地    浜松市南区江之島町1197（電話：053-425-6000） 

規 模    施設規模：1,600㎡ 整備面積：1,280㎡ 

   内 容    ビーチテニス・バレー２面、ビーチサッカー１面、選手用シャワー 

放送用コンセントボックス 

   開館時間   9：00～17：00 

休館日    月曜日（休日に当たるときはその翌日）、年末年始（12月29日～１月３日） 

   HPアドレス  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/maps/m-beach/html 

○建設費       68,205千円 

○管理運営費  遠州灘海浜公園維持管理事業費47,612千円の一部 

○設置主体   浜松市 

   ○管理運営主体 浜松公園緑地協会・三幸共同事業体（指定管理者） 
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【名古屋市】 

◎志段味古墳群歴史の里 体感！しだみ古墳群ミュージアム（H31.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項の規定により史跡に指定された志段味古墳

群（同法第113条第１項の規定により本市が保存のため必要な管理及び復旧を行うものに限る。）

並びにその周辺の古墳及び地形を保存し、かつ、その活用を図るもの。 

 

○施設概要 

所在地    名古屋市守山区大字上志段味字前山1367（電話：052-739-0520） 

規 模    敷地面積（大塚・大久手古墳群地区）：60,453㎡ 建築面積：1,229.38㎡ 

鉄骨造２階建 建物高さ：9.7ｍ 延床面積：1,560.20㎡ 

   内 容    展示室（有料200円：中学生以下無料）：埴輪など出土品や古墳時代の生活を紹介。 

収蔵庫：収蔵庫の中を窓越しに見学できる。 

体験活動室：古墳時代を体感できる講座やプログラム等を実施している。 

調査研究室：学芸員が行っている埴輪の復元等の作業を窓越しに見学できる。 

カフェレストラン：食事やデザート、テイクアウトメニューなどが楽しめる。 

こどもこふん（親子コーナー）：遊びを通じて子どもたちが古墳を体感できる。 

   開館時間   9：00～17：00 

休館日    月曜日（祝休日の場合は翌日）、12月29日～１月３日 

   HPアドレス  https://www.rekishinosato.city.nagoya.jp/ 

○建設費       801,297千円 

○管理運営費  112,114千円(令和２年度)(緑地・古墳管理等を含む) 

○設置主体   名古屋市 

   ○管理運営主体 しだみの里守グループ（指定管理者） 

【神戸市】 

◎神戸市難病相談支援センター（R元.10.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   難病患者やその家族が地域で安心して療養しながら暮らしを続けていくことができるよう、難病

の患者等に対する相談・支援、地域交流活動の推進及び就労支援などを行う拠点施設として運営。 

  神戸大学医学部附属病院は、専門医が多く在籍しており、難病の受診患者及び診療可能な疾患が

 市内で最も多いため、組織的に難病患者支援を実施することができ、これまで以上に相談機能を充

 実させることができる。 

開設までは県内に１か所（市外）であったため、市内の患者にとって利便性がよくなっている。 

 

○施設概要 

所在地    神戸市中央区楠町７丁目５番２号 

神戸大学医学部附属病院、総合相談窓口内(外来診療棟１階)(電話：078-382-6600) 

規 模      鉄筋コンクリート造、11階建（神戸大学医学部附属病院内）、70㎡(総合相談窓口) 

   内 容      神戸大学医学部附属病院総合相談窓口内に設置、以下のような活動を行っている。 

・相談事業（ソーシャルワーカーや看護師、医師相談） 

・講演会・研修会などの開催 

・ピアサポート・患者会支援 

・医療福祉情報の提供 

・就労相談・支援 

   開館時間   平日 9：00～12：00、13：00～16：30 受付、 

電話及び対面相談 

休館日    土・日・祝祭日・年末年始（病院が休みの日は休館） 

   HPアドレス  https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/kenko/health/promotion/intractable/con

sultationcenter.html 

○管理運営費  20,280千円 

○設置主体   神戸市 

   ○管理運営主体 神戸大学医学部附属病院 

https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/kenko/health/
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【青森市】 

◎あおもり親子はぐくみプラザ（R２.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を 

 提供する、青森市型ネウボラの拠点として、「あおもり親子はぐくみプラザ」を青森市健康増進 

センター（元気プラザ）内に開設。 

 

○施設概要 

所在地    青森市佃二丁目19-13（電話：017-718-2987） 

 模 模    敷地面積：6,497.73㎡（青森市健康増進センター全体） 

内 容    「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」の相談窓口の一本化とワンストッ

プ化を図り、妊娠期から出産、乳幼児期、子育て期に至るまでの一連の過程を総合

的に支援するとともに、親子の遊び場や交流の場、子育て相談や情報提供の場とし

て「プレイルーム」を新設。 

   開館時間   8：30～18：00 

休館日    年末年始（12月29日～１月３日） 

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

hagukumi-plaza/hagukumi-plaza.html 

○建設費       49,027千円（改修費） 

○設置主体   青森市 

   ○管理運営主体 青森市 

【八戸市】 

◎八戸市みなと体験学習館（R元.７.６開設） 

○設置（事業）目的・特色 

 館鼻公園に隣接する八戸測候所が平成19年10月から無人化となったことに伴い、旧八戸測候所の

土地・建物を取得し、湊地域の歴史・文化と東日本大震災の津波被害を伝える学習の場として、ま

た、災害時の防災機能を備えた施設として建物の改修を進め、地域活性化の拠点施設とするもの。 

 

○施設概要 

所在地    青森県八戸市大字湊町字館鼻67番地７（館鼻公園内） 

（電話：0178-38-0385（館鼻公園事務所）） 

規 模    敷地面積：1,764.13㎡ 建築面積：448.99㎡ 延床面積：914.79㎡ 

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    １階：防災グッズ展示、多目的室、震災タイムトンネル、津波アーカイブ、 

   備蓄倉庫、トイレ、事務室等 

          ２階：八戸スコープ（観光情報）、湊地域の歴史・文化展示、軽飲食スペース、 

湊ワイドスコープ 

          屋上：オープンテラス 

   開館時間   ４～６月、９～３月 9:00～19:00 

７月・８月     9:00～21:00（日曜日は6:30～21:00） 

休館日    毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）、 

年末年始（12月29日～１月３日） 

   HPアドレス  http://www.city.hachinohe.aomori.jp/ 

shisetsuannai/toshikoen/7789.html 

○建設費       690,000千円 

○設置主体   八戸市 

   ○管理運営主体 三八五流通株式会社（指定管理者） 

https://www.city.aomori.aomori.jp/
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/%0bshisetsuannai/toshikoen/7789.htm
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/%0bshisetsuannai/toshikoen/7789.htm
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【福島市】 

◎福島市十六沼公園サッカー場（天然芝コート）（R元.10.26開設） 

○設置（事業）目的・特色 

子どもから大人まで本格的な天然芝でサッカーを楽しむことができ、大会の開催などを通じて競

 技力向上や交流人口の拡大を図るため、天然芝サッカー場を整備。 

日本サッカー協会より天然芝ポット苗の提供を受け、スポーツ少年団の子供たちにポット芝苗

の植え付けに参加してもらい、利用者に愛着を持ってもらえるサッカー場とした。 

 

○施設概要 

所在地    福島市大笹生字爼板山１番地の７ほか（電話：024-525-3786） 

規 模    敷地面積 335,582.26㎡ コート面積17,940.00㎡ 

内 容    天然芝サッカー場（大人用コート（115m×78m）２面）、照明設備（10基） 

スプリンクラー及び受水槽、倉庫 

専用駐車場139台（普通自動車131台、障がい者用３台、大型バス５台） 

公益財団法人日本サッカー協会よりポット苗の無償提供あり（約75,000株） 

   開館時間   9：00～21：00 

休館日    12月28日～１月４日 

   HPアドレス  http://www.city.fukushima.fukushima.jp/sports-shisetsu/shisetsu/koensport

s/002.html 

○建設費       678,703千円 

○管理運営費  49,500千円 

○設置主体   福島市 

   ○管理運営主体 福島市 

【水戸市】 

◎水戸市清掃工場「えこみっと」（R２.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   本施設は、市内全域のごみを安全、安定的に処理するとともに、焼却後に残る灰の資源化、排 

 水を施設内に放流しないクローズドシステムの採用、焼却時に発生する熱を回収して発電を行う 

など、環境に配慮した最新式の施設である。 

 

○施設概要 

所在地    水戸市下入野町2100番地（電話：029-297-6760） 

規 模    敷地面積：47,864.98㎡ 延床面積：22,457.60㎡ 地上５階・地下１階 

   内 容    ごみ焼却施設（全連続燃焼式ストーカ炉）及びリサイクルセンター 

          処理能力：焼却設備330t／日(110t／日×３炉) 破砕設備24t／日 選別設備31t／日 

          処理方式：燃えるごみ       焼却 

               燃えないごみ・粗大ごみ 破砕 

               資源物         選別、保管 

               有害ごみ        保管 

   開館時間   8：30～17：00 

休館日    日曜日、年末年始（12月31日～１月３日） 

   HPアドレス  https://www.city.mito.lg.jp/000271/ 

        000273/00290/singomi/p014652.html 

○建設費       22,645,440千円 

○管理運営費  766,845千円（令和２年度見込額） 

○設置主体   水戸市 

   ○管理運営主体 水戸市 

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/
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【川口市】 

◎川口市こども夜間救急診療所（R２.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  年間を通して診療を行う拠点を整備し、一元化することにより、わかりやすい体制とし、安全 

安心な子育て環境の充実及び市民の利便性の向上を図るとともに一次救急と二次救急の役割を明

確化し、医師の負担軽減、医療の質の確保を図るもの。 

 

○施設概要 

所在地    川口市三ツ和１-14-３（電話：048-299-8770） 

規 模    敷地面積11,198.37㎡（鳩ヶ谷庁舎全体） 延床面積247.02㎡ 

内 容    鳩ヶ谷庁舎別棟１階部分に開設（診察室３室、処置室１室） 

診療科目：小児科 

診療の対象：子ども(０歳～中学３年生)の夜間の急な発熱や腹痛などの内科症状。 

   開館時間   【受付】平日 19:00～22:30 土日祝17:00～21:30 

【診療】平日 19:30～23:00 土日祝17:30～22:00 

休館日    なし 

   HPアドレス  https://www.city.kawaguchi.lg.jp/ 

soshiki/01090/010/4/1/5712.html 

※市ホームページに掲載 

○建設費       84,215千円 

〇管理運営費  100,449千円 

○設置主体   川口市 

   ○管理運営主体 川口市（医師会等へ委託） 

【八王子市】 

◎いずみの森義務教育学校（R２.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   学区域内の宅地開発により児童・生徒数の増加が見込まれるとともに、学校施設の老朽化が進 

 んでいるいずみの森小中学校（第六小学校・第三中学校）の施設を義務教育学校として新たに整 

備したもの。また、整備事業に伴い、保育所、学童保育所等の施設を複合化した。 

 

○施設概要 

所在地    八王子市子安町二丁目18番１号（電話：042-642-4206） 

規 模    ＲＣ造 敷地面積：27,100.96㎡ 建築面積：7,905.10㎡ 延床面積：19,572.33㎡ 

内 容    義務教育学校部分(普通教室51室、特別教室38室、大体育館、 

小体育館(兼武道場)、プール)：18,419㎡  

保育所部分：532㎡ 学童保育所部分：511㎡ 

地域コミュニティスペース部分：111㎡ 

   HPアドレス  https://hachioji-school.ed.jp/izmme/ 

○建設費       6,475,272千円 

○設置主体   八王子市 

   ○管理運営主体 八王子市 

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/
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【豊田市】 

◎豊田訪問看護師育成センター（Ｈ31.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   超高齢社会の進展に伴い在宅療養者が急増することから、訪問看護に対するニーズも増加するこ

とが想定される。一方で、市内の訪問看護ステーションは規模が小さいことから人材確保・育成に

対する余裕がなく、新たな人材確保・育成に苦慮している現状がある。 

これらの状況を踏まえて、市内の訪問看護ステーションが安心かつ積極的な人材確保・育成を可

能にするために、豊田訪問看護師育成センターを設置する。 

豊田訪問看護師育成センターを設置することで、訪問看護師を希望する看護師、訪問看護ステー

ションの管理者や指導者に向けて育成プロセスを見せる化・共有が可能となるとともに、人材の定

着、各訪問看護ステーションの技術レベルの向上・平準化も将来的には見込まれ、サービスの質の

安定・向上が期待される。 

 

○施設概要 

所在地    豊田市西山町３丁目30-１(豊田地域医療センター既存棟内)(電話：0565-34-3306) 

   内 容    人材確保・育成（新卒･新任訪問看護師の成長プロセスの見せる化と共有、 

現任訪問看護師のスキルアップ、育成体制づくり） 

相談・交流・情報提供、普及啓発 

   開館時間   8：30～17：00 

休館日    土日・祝日 

   HPアドレス  http://ikusei-houkan-toyota.jp/ 

○改修費       1,080千円 

○管理運営費  約25,000千円 

○設置主体   豊田市 

   ○管理運営主体 豊田地域医療センター 

【吹田市】 

◎吹田市立健都ライブラリー（R２.11月 供用開始予定） 

○設置（事業）目的・特色 

   吹田市は、JR西日本の京都線岸辺駅周辺に広がる吹田操車場跡地に「北大阪健康医療都市（健 

都）」の整備を進めている。吹田市立健都ライブラリーは、この健都内に健康への「気づき」、「

楽しみ」、「学び」をコンセプトに、吹田市内で10番目の図書館として令和２年11月に供用開始す

る。隣接する健都レールサイド公園と一体的に運営することで健康・医療のまちづくりを目指す。 

また、鉄道のまちとして発展してきた吹田市の施設として、０系新幹線の先頭車両を併設して展

示する。 

 

○施設概要 

所在地    大阪府吹田市岸部新町２番31号（電話：06-6388-3800） 

規 模    敷地面積：2,983.35㎡ 延床面積：1,859.16㎡ S造地上２階塔屋１階 

   内 容    １階：健康・医療・スポーツコーナー、新聞・視聴覚資料コーナー、ラウンジ、 

カフェスペース、サービスカウンター、事務室等 

２階：多目的室、会議・交流室、一般図書コーナー、児童図書コーナー、 

集密書庫スペース、レファレンスカウンター等 

   開館時間   10：00～18：00 

木曜・金曜は20：00まで（祝日と重なる時は18：00まで） 

図書館閲覧室以外（カフェスペース、多目的室等）については9：00～21：00 

休館日    年末年始（12月28日～１月４日） 

月の最終木曜日（祝日と重なる時はその翌日） 

特別整理休館（年間約５日間） 

   HPアドレス  https://www.lib.suita.osaka.jp/ 

○建設費       1,174,013千円（見込） 

○管理運営費  約70,000千円/年（見込） 

○設置主体   吹田市 

   ○管理運営主体 健都パークライフ創造パートナーズ（指定管理者） 
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【明石市】 

◎明石こどもセンター（Ｈ31.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

 相談受付から家庭復帰後の支援まで、一貫した体制により、迅速かつ確実にこどもや家庭への支

援を実施する。児童福祉司や児童心理司、保健師、児童指導員、弁護士、指導主事、警察OBなど専

門的知識や技術を有する職員を配置。うち、児童福祉司、児童心理司、保健師は国の基準の２倍以

上の職員を配置。 

○施設概要 

所在地    明石市大久保町ゆりのき通１丁目４－７（電話：078-918-5097） 

規 模    軽量鉄骨造 地上２階建 

敷地面積：2,542㎡ 建築面積：1,175㎡ 延床面積：2,336㎡ 

内 容    児童虐待への対応：児童虐待通告への対応、児童の保護、児童虐待防止に向けた啓

発、こどもすこやかネット（要対協）の調整及び運営 など 

こども・家庭への支援：養育支援が必要なこども・家庭への支援、 

措置児童の家庭復帰及び家庭復帰後の支援、 

子育て相談ダイヤル、ショートステイ事業の実施 など 

社会的養育の推進：里親登録、研修及び支援、委託の実施、 

あかし里親１００％プロジェクトの推進 など 

障害・療育相談への対応：療育手帳の判定及び更新・発行、 

こどもの育成及び障害、発達等への相談対応 など 

開館時間   8：55～17：40 休館日 土日・祝日 

   HPアドレス  https://www.city.akashi.lg.jp/kodomo/kodomo-c/index.html 

○建設費     約650,000千円 ○管理運営費 約12,000千円／年 

○設置主体   明石市     ○管理運営主体 明石市 

【呉市】 

◎呉市消防局・西消防署（R２.３.７開設） 

○設置（事業）目的・特色 

  市民の安全・安心を確保するには、大規模地震などの災害時において、防災拠点としての役割を

果たす必要があるため、耐震性の確保や多種多様な訓練を行うことができる新消防庁舎を整備して

いる。また、円滑な119番通報の受付から消防隊への出動を支援する「ネット119緊急通報」や「多

言語通訳」などの新機能を搭載した高機能消防指令システムも整備している。 

○施設概要 

所在地    呉市西中央３丁目１番９号（電話：0823-26-0304） 

規 模    庁舎棟  延べ床面積：3,883.04㎡ 構造：鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

            階数：地上４階建て 

主訓練棟 延べ床面積：118.19㎡ 構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

            階数：地上４階建て 

副訓練棟 延べ床面積：119.38㎡ 構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

            階数：地下１階地上３階建て 

内 容    庁舎棟 １、２階：車庫、防火衣室、トレーニング室、救急消毒室、救急訓練室、 

水管倉庫、水防倉庫 

             ３階：署事務室、署長室、食堂、会議室、洗面室、浴室、仮眠室、 

女性専用の休憩・仮眠室 

４階：局事務室、局長室、副局長室、通信指令室、講堂、消防団室、 

会議室 

主訓練棟 １、２階：迷路内検索救助・放水訓練エリア 

３階：引揚救助訓練エリア、４階 渡過ブリッジ救出エリア 

副訓練棟 地下１階：低所救出・水難救助訓練エリア 

１階：資機材倉庫エリア、２階 マンホール救助訓練エリア 

３階：ロープレスキュー訓練・斜面訓練エリア 

４階：渡過ブリッジ救出エリア  

   開館時間     8:30～17:15（災害24時間対応） 休館日 土日祝日（全日災害対応） 

   HPアドレス   https://www.city.kure.lg.jp/site/syoubou/ 

○建設費       3,000,000千円  

○設置主体   呉市       ○管理運営主体 呉市消防局 
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【下関市】 

◎モーヴィ下関（Ｈ31.４.30開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   ボートレース下関場内に、親子で楽しめる屋外あそび施設をオープンすることにより、乳幼児 

 などの身体づくりをサポートするとともに、地域に開かれ市民に親しまれるボートレース場を目 

指した。令和２年11月７日には屋内施設を新たに増設、全天候型の遊び場となった。 

乳幼児・未就園児向けにはトンネル型遊具やブランコ状のスイング遊具、木製プレイハウスや 

キッチンセット、児童向けには大きなお城や帆船アスレチック遊具、ドーム型のネットクライミ 

ング遊具、ボルダリングや九州・山口エリアでは初のパルクールなどの高難度で最先端の遊びを 

体験できる遊具もある。 

   ㈱ボーネルンドが手掛けた屋内・屋外併設型の有料あそび場では、国内最大級の施設。子ども 

の発達や興味に合わせたあそびを提案し、親子のあそびをサポートする「プレイリーダー」を配 

置。 

○施設概要 

所在地    山口県下関市長府松小田東町１-１（電話：083-246-4058） 

規 模    敷地面積：3,730㎡ 

   開館時間   平日 14：00～17：00 

土日祝 90分完全入替制（４クール） 

①10：00～11：30 ②12：00～13：30 

③14：00～15：30 ④16：00～17：30 

※夏季期間延長あり 

休館日    原則としてレース非開催日  

   HPアドレス  http://mooovi-shimonoseki.jp/ 

○建設費       334,800千円 

○設置主体   下関市ボートレース企業局 

   ○管理運営主体 下関市ボートレース企業局 

【久留米市】 

◎環境部庁舎（ZEB化改修）（R３.１月改修完了予定） 

○設置（事業）目的・特色 

 久留米市では、温室効果ガス排出量の削減及び防災機能の強化を目的として、環境部庁舎のZEB

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化に取り組んでいる。なお、この取り組みで、令和２年７月

に、設計段階において、BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）の最高ランク５つ星の評価を受

け、ZEB認証を取得した。自治体所有の既存建築物において、３段階あるZEBの定義の中でも、最も

省エネ性能に優れた『ZEB』の認証取得は全国初となる。 

省エネ対策で、温室効果ガスの大幅削減と災害時の業務継続性（停電時の電力供給）が向上し、

低炭素化と防災機能強化を同時実現。 

また、イニシャルコストは環境省補助金の活用等により削減、ランニングコストは省エネにより

削減される。 

 

○施設概要 

所在地    久留米市荘島町375（電話：0942-30-9142） 

規 模    鉄骨鉄筋コンクリート造３階建て、延べ床面積：2,089㎡ 

内 容    太陽光発電：約50kW 蓄電池：約90kWh 

断熱：床裏断熱材吹きつけ・LOW-E真空ペアガラス 

LED照明、高効率パッケージエアコン、全熱交換器、 

受変電設備（アモルファストランス）、エネルギー計測装置 

   開館時間   8：30～17：15 

休館日    土日・祝日 

○建設費       改修中のため未定 

○設置主体   久留米市 

   ○管理運営主体 久留米市 
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【佐賀市】 

◎佐賀市富士地域振興センター(SAGA FURUYU CAMP)（R２.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   廃校により使用されなくなった小学校跡地を活用し、地場産業の生産性向上及び地域交流の促 

 進を図るための拠点として活用している。スポーツをメインとした合宿施設で、150名程度収容で

きる。１チームでの宿泊はもちろん、複数チームでの宿泊にも対応。 

また、近隣には人工芝のグラウンド、体育館、音楽ホール、研修所といった施設もあり、様々な

スポーツ合宿の受け入れが可能。スポーツ合宿以外でも、企業の研修や塾合宿を目的とした宿泊も

可能で、集中して研修できる環境が整っている。 

 

○施設概要 

所在地    佐賀市富士町大字古湯898（電話：0952-51-8835） 

規 模    敷地面積：約11,600㎡ 延床面積：約2,500㎡ 鉄筋コンクリート造４階建 

（富士山村広場約18,000㎡） 

内 容    コミュニティスペース、オフィススペース、簡易宿泊施設、会議室、多目的広場、 

屋内運動場、富士山村広場 

   HPアドレス  https://sf-camp.com/ 

○建設費       704,853千円 

○管理運営費  （指定管理料）０円 

○設置主体   佐賀市 

   ○管理運営主体 株式会社佐賀古湯キャンプ（指定管理者） 

 



自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

札幌ドーム活用促進費 スポーツ局

多様な規模のコンサート開催に対応し集客力の向上を
図るため、空間の間仕切りや吊り天井システムの整備
など、機能拡充に向けた改修工事の実施設計を実施す
る。

16,000

奨学金返還支援費 経済観光局
学生が就職した企業（市が認定）との共同による、地
元定着を促すための奨学金返還支援を実施する。（支
給開始は令和４年度を想定）

1,000

スタートアップ創出支援費 経済観光局

スタートアップ企業の創出支援のため、スタートアッ
プに特化した相談窓口の開設等を実施するほか、さっ
ぽろ連携中枢都市圏における行政課題について、ス
タートアップ企業との協業により課題解決を図る。

40,000

ヒグマ等の市街地侵入抑制費 環境局
ヒグマの市街地侵入抑制に有効な電気柵の普及に向け
た購入費の補助制度の新設等。

13,000

若者版市民協働事業提案制度 市民局
若者からの柔軟なアイディア等をまちづくりや協働事
業に反映するため、現行の市民協働事業提案制度に新
たに若者を対象とした募集枠を設ける。

1,000

職員間伝承プログラム構築
まちづくり政
策局

震災記録誌や震災エスノグラフィーの記録等を活用し
た職員間伝承プログラムを大学と連携しながら構築す
る。

2,500

中小企業者への省エネ設備等導
入補助

環境局

市域の温室効果ガス排出量の約６割を占める事業活動
からの排出削減を進める「温室効果ガス削減アクショ
ンプログラム」について、中小企業の幅広い参加を促
すため、省エネ・再エネ設備や次世代自動車導入のた
めの補助を行う。

20,000

津波避難広報体制強化 危機管理室
東部沿岸地域において、プライベートLTE網を構築し、
津波警報等発表時に避難広報や情報収集を自動で行う
ドローンを整備する。

79,700

「スマートシティ」の取り組み
の加速化

都市戦略本部

浦和美園地区を中心に「スマートシティさいたまモデ
ル」の構築を進めるほか、ICTにより複数の交通手段を
組み合わせる次世代型移動サービス「MaaS」等の導入
に向けた検討を行う。

348,426

ICTを活用したアクティブラー
ニングの推進

教育委員会
教育の情報化を推進し、確かな学力を育成するととも
に、中学校21校と小学校35校にタブレット型コン
ピュータ等を整備する。

303,055

大宮駅グランドセントラルス
テーション化構想の推進

都市局
大宮駅グランドセントラルステーション化構想に基づ
き、交通基盤整備、駅周辺のまちづくり、駅機能の高
度化を一体的に推進する。

146,438

国家戦略特区の推進 総合政策局

国家戦略特区の制度を活用した規制改革による取り組
みを推進するとともに、未来技術の社会実装を見据
え、民間事業者によるドローン宅配や自動運転モビリ
ティなどの実証実験を支援する。

23,710

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、
戦略プラン中間調査など）を実施する。

8,617

政令指定都市の特色ある施策・事業
令和２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
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台
市
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い
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市

千
葉
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

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、これをいかに未
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、取り組み（記念漫画の作成
や絵画・写真コンクールなど）を進める。

80,150

受動喫煙対策 保健福祉局
市民の健康増進を図るため、受動喫煙の防止に係る取
り組みを実施する。

54,000

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。

1,340,069

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。

77,492,518

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。

9,805,854

活力ある都市農業の展開 環境創造局

市内農業の振興に向けて、付加価値の高い市内産農畜
産物の生産振興を進めるとともに、農業を支える担い
手への支援として、新規就農者が円滑に営農できるよ
う、農業機械や倉庫等必要な農業経費への助成を行
う。
また、中心的な担い手である認定農業者の新たな農業
手法にチャレンジする経営改善の取り組みを支援す
る。

67,000

ラグビーワールドカップレガ
シーの推進

市民局

ラグビーワールドカップ2019TMの開催を契機としたさ
らなるスポーツ振興に向けて、体験・観戦機会の提供
による子どもたちへのラグビーの普及や、トップレベ
ルの試合の誘致等を行う。
また、ラグビー等の球技の推進に関する調査を実施す
る。

28,000

2025年に向けた医療機能の確保 医療局

将来の医療需要に対応するため、医療人材の確保・育
成支援、医師等の働き方改革の啓発のほか、複数病院
の連携による遠隔集中治療室（Tele-ICU) 体制の市民
病院への拡大に取り組む。
将来の医療需要と既存の医療資源についての調査を行
うほか、地域における医療連携の推進に向けた取り組
みを拡充する。また、全区の「在宅医療連携拠点」を
中心に、在宅医療の推進に向け、引き続き、取り組み
を推進する。

469,000

千
葉
市
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崎
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市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

子どもの可能性を広げる教育の
推進

教育委員会

令和２年度から全面実施される小学校の新学習指導要
領の着実な実施等に向け、英語指導助手（AET）の配置
を拡充するとともに、プログラミング教育の必修化に
対応するため、令和元年度の国の経済対策補正も活用
し、ICT環境を整備する。教育の質の向上と教職員の働
き方改革の推進に向け、一部教科分担制の拡充や、学
校と家庭をつなぐ情報共有システムの構築に取り組
む。また、新たな教育センターについて事業手法等の
検討を実施する。

5,265,000

地震・地震火災に強い都市づく
りの推進

建築局
都市整備局
総務局

多数の方が利用する特定建築物や木造住宅・マンショ
ンの耐震診断・改修を進める。加えて、専門家と連携
した病院の所有者等の支援や、木造住宅の除却補助制
度の拡充により、一層の耐震化を図る。
木造密集市街地における地震火災対策を推進するた
め、条例に基づく防火規制区域内の建築物不燃化等を
進める。
また、感震ブレーカー設置補助について従来の町内会
単位での申請受付に加えて、延焼火災の危険性が特に
高い地域においては個別の世帯からの申請受付と高齢
者世帯等への取付支援を開始するとともに、効果的な
普及方策の検討・実証を行う。

2,979,000

シビックプライド向上事業 市長公室
定住人口の確保や地域の活性化を図るため、市民の本
市への誇りや愛着の醸成、”さがみはらファン”を増
やすための取り組みを行う。

5,552

SDGs推進事業 市長公室
「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けて、市
民、企業、団体等と連携した取り組みを進めるため、
パートナー制度の創設や普及啓発事業等を実施する。

10,662

産前・産後支援事業
こども・若者
未来局

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、
産婦健康診査の費用を助成するとともに、母子の心身
のケアや育児のサポート等を行う。
○産婦健康診査の助成
産後２週間後、１か月後の産婦健康診査に対し、２
回・各5,000円を限度として費用の一部を助成する。
○産後ケアの実施
医療機関・助産所・家庭等で母子の心身のケア、授乳
ケアや相談支援等を実施する。
〇産前・産後サポートの実施
外国人妊産婦が抱える悩み等に対応するため、外国語
の分かる相談相手を派遣する。

22,531

乳幼児健康診査事業
こども・若者
未来局

乳幼児の健康保持・増進及び育児不安の解消等を図る
ため、生後４か月から３歳６か月までの乳幼児を対象
に健康診査等を実施する。
また、新生児等の聴覚障害を早期に発見し、適切な治
療や支援につなげるため、検査に必要な費用の一部を
助成する新生児聴覚検査事業を実施する。

192,891

保育士宿舎借り上げ支援事業 こども未来部

保育の担い手の県外流出抑制及び県外からの移住促進
を兼ねた保育人材確保と定住人口増加を目的に、保育
士宿舎の借り上げを行う市内民間保育事業者へ費用の
一部を補助する。

11,520

地域と学校パートナーシップ事
業

教育委員会

「学・社・民の融合」による教育を進めるため、学校
に地域教育コーディネーターを配置して、学校教育活
動の充実を図るとともに、社会教育施設（公民館・図
書館など）や地域活動を結ぶネットワークづくり、協
働事業を推進する。

135,550

新潟駅周辺地区の整備 都市政策部

鉄道高架化や幹線道路及び駅前広場の整備を進め、鉄
道を挟んだ南北市街地の一体化や自動車・自転車・歩
行者の安全かつ円滑な交通を確保するとともに「日本
海拠点都市にいがた」としてふさわしい都市機能の強
化を図る。

10,110,573

横
浜
市

相
模
原
市

新
潟
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

新
潟
市

元気な農業応援事業 農林水産部

本市農業の持続的発展と効率的で安定した魅力ある農
業の担い手の育成を目的に、需要に応じた米生産や園
芸作物の導入による経営の複合化、規模拡大や経営改
善、農産物の付加価値向上などの取り組みを支援す
る。

766,900

清水港線跡遊歩道整備事業 経済局
清水港線跡遊歩道（自転車歩行者道）のうち、特に賑
わい拠点となっている区間について再整備し、回遊性
の向上を図る。

105,350

駿府城公園お堀の水辺（葵舟）
活用事業

観光交流文化
局

駿府城公園を取り囲む「二ノ丸堀」を活用し、魅力あ
る歴史的かつ高い石垣や櫓を水辺から見上げる等の体
験ができる遊覧船事業を実施する。

38,694

「静岡市プラモデル化計画」推
進事業

経済局

主要な地場産品であるプラモデルを連想させる形状の
工作物（プラモニュメント）等を活用したシティープ
ロモーションを行い、市のイメージ向上及び地域経済
の活性化を図る。

30,000

（仮称）認知症ケア推進セン
ター設置事業

保健福祉長寿
局

認知症支援の中心的かつシンボリックな拠点となる
「認知症ケア推進センター」を交通アクセスの良いま
ちなかに開設し、認知症にやさしいまちを実現してい
く。

37,077

デジタル・スマートシティ推進
事業

デジタル・ス
マートシティ
推進事業本部

データやICT（情報通信技術）等の先端技術を活用し、
都市全体を 適化することで、市民生活の質の向上や
地域の持続的な発展を図る。

40,809

移動支援拡充に対応したヘル
パー養成事業

健康福祉部
通学、通園等への移動支援事業の拡充に伴い、研修の
実施及び受講料の助成により、移動支援従事者を養成
する。

856

テレワーク推進事業 産業部

テレワークに関連する民間事業者と連携し、「テレ
ワークをしやすいまち」としての情報発信を行うこと
で、市外企業の人材を本市に呼び込み、市外ベン
チャー企業等の誘致につなげる。

800

交通事故ワースト１脱出事業 土木部

交通事故発生件数が多く、かつ重大事故につながる危
険性の高い交差点における交通事故未然防止策や、区
画線の修繕及び緊急性の高い通学路の安全対策を実施
することにより、交通事故ワースト１からの脱出を図
る。

1,344,500

在宅高齢者訪問理美容サービス
事業

健康福祉局

外出により理美容サービスを利用することが困難な在
宅高齢者が、訪問による理美容サービスを受けやすく
なるよう支援し、福祉の向上を図る。対象者は、要介
護３～５の認定を受けており、外出が困難な65歳以上
の在宅高齢者。令和２年10月開始予定。

16,331

民間木造住宅の無料耐震診断 住宅都市局

昭和56年５月31日以前に着工された２階建て以下の在
来軸組構法及び伝統構法の木造住宅（専用住宅（一戸
建て）、併用住宅、長屋及び共同住宅で貸家を含
む。）の無料耐震診断を実施する。

56,640

ナゴヤ・スクール・イノベー
ション事業

教育委員会事
務局

社会が劇的に変化する中で、「自らの可能性を 大限
に伸ばし、人生をたくましく生きていく」なごやっ子
を育成するため、子ども一人ひとりの興味・関心や能
力、進度に応じた学習（個別 適化された学び）を推
進する。

975,847

静
岡
市

浜
松
市

名
古
屋
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

再エネの普及拡大と省エネの推
進（「2050年CO₂ゼロをめざす
再エネ 大化アクション」及び
「2050年CO₂ゼロをめざす市民
省エネ行動促進事業」）

環境政策局

CO₂排出量の削減を促進するため、太陽光パネル設置の
可能性がある施設の所有者と発電事業者とをマッチン
グする仕組みを構築するとともに、太陽光パネルや再
エネ電力の購入を価格面で有利にするグループ購入を
展開する。
また、省エネ家電への買替えを促進する「令和生まれ
の家電に買替キャンペーン」を実施する。

8,600

西陵中学校区小中一貫教育校整
備事業

教育委員会事
務局

西京区西陵中学校区の２小学校（竹の里小学校及び福
西小学校）と西陵中学校を一体化した施設一体型小中
一貫教育校の新設を求める地元からの要望書（令和元
年７月31日提出）を踏まえ、福西小学校敷地に９学年
すべての子どもたちが共に学ぶことができ、地域のシ
ンボルとなる新校舎を建設し、令和７年度を目途に施
設一体型小中一貫教育校の開校を目指す。（令和２年
度：基本計画 着手・完了、設計 着手予定）

130,000

小栗栖中学校区小中一貫教育校
整備事業

教育委員会事
務局

小栗栖中学校区の３小学校（小栗栖小学校、小栗栖宮
山小学校及び石田小学校）と小栗栖中学校を一体化し
た施設一体型小中一貫教育校の新設を求める地元から
の要望書（令和元年12月17日提出）を踏まえ、小栗栖
小学校敷地に９学年すべての子どもたちが共に学ぶこ
とができ、地域のシンボルとなる新校舎を建設し、令
和７年度を目途に施設一体型小中一貫教育校の開校を
目指す。（令和２年度：基本計画 着手・完了、設計
着手予定）

134,400

KYOTO STEAM
－世界文化交流祭－

文化市民局

京都のアイデンティティ・オリジナリティを発揮し、
「アート×サイエンス・テクノロジー」をテーマにし
た「KYOTO STEAM－世界文化交流祭－」の開催を中心
に、人材育成、ネットワーク構築の三位一体の事業に
取り組んでいる。

170,000

京都スタートアップ・エコシス
テム推進プロジェクト～「ス
タートアップの都・京都」を目
指して～（仮称）

産業観光局

「スタートアップの都・京都」を目指すため、京都
府、地域企業、大学、経済界、金融機関、産業支援機
関、さらには、近年、開設が相次ぐインキュベー
ター・アクセラレーターとも連携し、京都スタート
アップ・エコシステムの形成を推進するとともに、外
国人の起業活動促進や中高生をはじめとした若者の起
業マインドの醸成を図る。

１　スタートアップ・エコシステム推進事業
国内外のスタートアップ企業に対して、京都の魅力を
伝えるツアーや、地域企業とのマッチングを行うほ
か、企業とクリエイター等の連携による製品開発等へ
の支援を実施する。

２　スタートアップビザを活用した外国人起業活動促
進事業
京都府、ジェトロ京都等と共同で、スタートアップビ
ザ制度を活用し、円滑な起業を支援する相談窓口の設
置など、外国人の起業準備活動に対する支援や管理に
関する活動を実施する。

３　ユース・アントレプレナーシップ事業
若者の起業マインドを醸成するため、市内の高校生等
を対象に、起業家教育の専門家やスタートアップ企業
等の経営者による講演会等を開催する。

34,500

京
都
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

外国からの児童生徒の受入れ・
共生のための教育推進事業

教育委員会事
務局

外国から受け入れる児童生徒が学校生活にスムーズに
入るための就学直後のプレクラス実施、および母語支
援員配置による授業支援を行う。

174,020

スマートスクール次世代学校支
援事業

教育委員会事
務局

校務系システムと学習系システムそれぞれに蓄積され
ているデータを安全かつ効果的・効率的にシステム連
携させ、データを可視化し活用することにより、教育
の質の向上を図る。

360,970

新たなペットボトル回収・リサ
イクルシステムの取り組み推進

環境局

家庭から排出される大量のペットボトルを、市内全域
で効率的に回収し、市内のどの地域でも対応できる輸
送効率や処理能力の強化等を図るとともに、実施地域
コミュニティの拡大を推進する。

23,541

ウォーターディスペンサーの設
置

水道局

安全でおいしい水と当局の取り組みのPR、市民や大阪
を訪れる方へのホスピタリティ、プラスチックごみや
CO₂の削減につながるマイボトルで水道水を飲むという
環境配慮行動を普及させることを目的として、市内の
観光施設等６か所にデジタルサイネージ付きウォー
ターディスペンサーを設置し、水道水を無料で提供す
るとともに、デジタルサイネージでは、水道水のおい
しさや水道事業の基盤強化などに向けた取り組みを
ショートムービーで放映し、情報発信を行う。

43,600

百舌鳥古墳群周辺整備・来訪者
対策事業

文化観光局
建設局

・百舌鳥古市古墳群の価値や魅力を伝える新たなガイ
ダンス展示や、観光案内所の整備（新規）
・ガス気球や飲食・物販施設を整備・運営する民間事
業者を誘致（新規）
・来訪者の安全確保や園路改修等（拡充）

375,125

大
阪
市

民間認定こども園などと連携し
た待機児童の解消事業

子ども青少年
局

〇認定こども園等整備に要する経費を補助（拡充）
　公有財産などを活用した認定こども園の整備を促進
　（令和元～２年度事業）創設８か所
　（令和２年度）分園１か所、増築１か所、
　　　　　　　　大規模修繕１か所
　（令和２～３年度事業）創設９か所、増築１か所
〇事業者の用地確保を促進するため、事業者が賃借す
る土地の所有者に課せられる固定資産税等相当額を新
たに補助（新設）１か所
〇駅前の利便性の高い地域など、高額になる賃料の一
部を補助（新設）５か所
〇駅直結の堺東駅南側に整備される再開発ビルの公益
床に設置した送迎保育ステーションから、郊外の認定
こども園へ送迎を行う事業の実施に必要な施設の改修
及び車両の購入に要する経費を補助（新設）１か所
〇「さかい子育て応援アプリ」にそれぞれの家庭に適
した保育施設情報を提示するマッチング機能を追加
し、24時間いつでも適切な情報及び選択肢を提供（拡
充）
〇認定こども園や小規模保育事業所などの整備にあた
り、保育ニーズをより的確に把握するため、保健セン
ターが実施する４か月児健康診査の場を活用したアン
ケート調査を実施（新規）

2,994,140

堺
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

学校教育ICT化推進事業
教育委員会事
務局

令和２年度に全小学校、中学校、高等学校、支援学校
において、大容量の通信ネットワークを整備するとと
もに、小学校５、６年生及び中学校１年生の全児童生
徒に学習用パソコンを整備する。

1,686,530

神戸医療産業都市の推進 企画調整局
・「次世代医療開発センター（仮称）」の整備
・神戸未来医療構想の推進
・革新的医療技術の創出・事業化促進

1,406,200

動物愛護事業の拠点整備 健康局

・しあわせの村に動物愛護拠点を整備
　（令和３年度供用開始予定）
・犬猫の譲渡会の開催日数拡大
　（月１回→毎週土日）等

99,080

次世代自動車による外部給電
（神戸モデル）の普及啓発

環境局
災害による停電時に電動自動車（燃料電池自動車や電
気自動車等）から天井照明等への外部給電を行うため
の施設改修費等に対し、補助を実施する。

1,350

六甲山上スマートシティ構想の
推進

経済観光局

六甲山上での都市型創造産業の振興のため、施設改修
補助の創設や市内外事業者のオフィス誘致促進等を行
うほか、事業者と住民等の共創・新たなコミュニティ
形成の場として交流拠点を設置する。
また、高速インターネットサービスの提供に向けた光
ケーブル敷設補助を行う。

172,000

特色ある英語教育の推進
教育委員会事
務局

小学校の全ての外国語授業で外国人英語指導助手
（ALT）を配置する。（131人→209人）

356,382

企業投資促進事業 産業振興局

・企業投資に対し固定資産税等の市税の軽減を行う
「堺市ものづくり投資促進条例」を全面改正。製造業
等の従来の投資促進に加えて、成長産業分野に関する
投資へのインセンティブを強化するとともに、都市拠
点における本社棟の事業所の立地を促進する。
・都市拠点の特性に応じた事業所の立地を促進するた
め、都心エリアには業務系機能、中百舌鳥エリアはス
タートアップやICT関連企業、泉ヶ丘エリアは次世代ヘ
ルスケア関連企業の各オフィス開設に係る賃料等を補
助する。
・魅力あるオフィスの供給を促進するため、都心・中
百舌鳥エリアにおける賃貸オフィスの建設費の一部を
補助する。

295,981

高齢者の社会参加の促進 福祉局

高齢者の社会参加を促進するため、次の３つの施策を
実施する。
（１）KOBEシニア元気ポイント制度の創設（151,022千
円）
　高齢者施設で配膳の手伝いや話し相手などの活動を
行った65歳以上の高齢者に対し、敬老パス等のICカー
ドを介してポイントを付与し、交通費などへの換金を
行うポイント制度を創設する。
（２）つどいの場支援事業（25,000千円）
　住民が運営するつどいの場（地域の身近な場所で開
催される高齢者の交流の場）について、既存事業によ
る運営費の補助を行っているが、補助内容の拡充によ
り、新たなつどいの場の立ち上げや開催頻度を高める
支援を行う。
（３）運転免許返納促進施策（60,606千円）
　運転に不安のある市内在住の65歳以上の高齢者に対
して、運転免許の自主返納を促進するため、マイナン
バーカード所持者に交通系ICカードを配布する支援を
行う。

236,628

堺
市

神
戸
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

（路面電車の乗り入れを含め
た）岡山駅前広場整備事業

都市整備局
岡山駅前広場整備及び交差点改良のための用地買収、
整備工事等を行う。

559,300

山南義務教育学校（仮称）整備
事業

教育委員会
４小学校及び中学校の統合による義務教育学校設立に
向けた校舎の改修、増築を行う。
令和４年度：開校予定

926,660

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市民の利用促進、生
涯活躍のための就労支援」を一体的に実施する。

166,588

事業承継支援事業 産業観光局
市内中小企業者を対象とした事業承継、M&Aに関する取
り組みへの助成、事業承継の際に必要な金融支援を実
施する。

23,000

公立保育園等ICT化推進事業 こども未来局

公立保育園等における保育士の負担軽減等を図るた
め、保育に関する計画・記録の作成業務等をICT化する
保育システムを導入するとともに、タブレット端末等
を配置する。
また、外国人保護者との意思疎通を円滑化するため、
通訳機を試験的に導入する。

14,645

人工呼吸器非常用電源設備補助 健康福祉局
災害時等における電力供給の停止が生命の危機に直結
する、在宅で常時人工呼吸器を使用している患者に対
して、非常用電源設備の購入費を補助する。

10,824

総合文化芸術イベントの開催 市民局

市民や観光客に文化芸術に触れる機会を提供するとと
もに、国際平和文化都市としての国内外の認知度を高
めるため、音楽演奏とメディア芸術を柱とした総合文
化芸術イベントを開催する。

10,000

学校における働き方改革の推進 教育委員会
テストの採点及び集計をパソコン上で行うことができ
る採点システムを導入する。

4,738

戸山地域・湯来地域の活性化プ
ランの作成

企画総務局
戸山地域と湯来地域における都市部住民を含めた交流
促進につながるよう、地域の持つ資源や特長を踏まえ
た活性化プランを作成する。

2,000

オフィスリノベーション補助金 産業経済局
IT企業等の誘致促進を図るため、企業に選ばれるオ
フィス環境の整備を目的とした改修を行う市内ビルの
所有者に対し、オフィスの改修費用等を補助する。

40,000

地元就職促進に向けた市内大学
等助成事業

企画調整局
若者の地元定着による社会動態の改善を図るため、大
学生の地元就職促進等に取り組む市内大学等に対し、
１校あたり1,000万円を上限として助成する。

50,000

高齢者の生活交通を確保する
「おでかけ交通支援事業」

建築都市局

公共交通空白地区のうち、地元要望があり、一定の需
要が見込める地区において、おでかけ交通（定路線
型、自由経路型）を導入し、高齢者の生活交通を確保
する。

104,000

健康ポイント事業 健康福祉局
スマートフォンアプリを活用し、市民の健康づくり活
動にポイントを付与するインセンティブ制度を導入す
る。

42,000

バス運行効率化関係経費 都市建設局
バス事業者の共同経営の実施に向けた検討等への支援
や、まちなかの回遊性を高める新規路線を検討する。

15,000

マイクロプラスチック調査等経
費

環境局
江津湖のマイクロプラスチックの現状把握や発生原因
解明のためのプラスチックごみ自動回収装置を設置す
る。

1,184
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