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他 都 市 の 特 色 あ る 施 設 
令和２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。 

【川崎市】 

◎等々力球場（R２.10.10開設）

○設置（事業）目的・特色

大会が円滑に運営できるよう多様な諸室等を備えるとともに、公園内の野球場として親しまれる

よう、公園内遊歩道であるデッキを設けている。 

防災備蓄倉庫の整備など、災害時の活動拠点としての機能を導入しているほか、球場内に等々力

老人いこいの家を合築整備している。 

○施設概要

所在地   川崎市中原区等々力１－１（電話：044-788-2311） 

規 模   建築基準法上の仮想敷地：37,713.31㎡ 

建築面積：6,300.48㎡ 延床面積：11,980.10㎡ 

内 容    選手ロッカー室、シャワー室、選手用トイレ男女、ダッグアウト、屋内ブルペン、

屋内野球練習場、関係者室、会議室 他 

フィールド：消防機関の活動拠点

屋内野球練習場：救援物資等の市集積場所

収容人数：9,279人

開館時間  （４月～10月）6：00～20：30

（11月・３月）8：00～20：30

（12月～２月）8：00～16：00

休館日  年末年始（12月29日～１月４日）

  HPアドレス https://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/30-11-0-0-0-0-0-0-0-0.html

○建設費 7,679,390千円

○設置主体 川崎市

【横浜市】 

◎横浜みなとみらい国際コンベンションセンター（通称:パシフィコ横浜ノース）（R２.４.24開設）

○設置（事業）目的・特色

  MICE施設の機能と質の充実のため、パシフィコ横浜の隣接地であるみなとみらい２１中央地区20

街区にPFI事業により整備を行った。 

  国内最大規模となる大型多目的ホールと大中小42室の会議室は、3,000名規模の会議が開催可能。

また、多目的ホールは、約6,300㎡、無柱・床面カーペット仕様、８分割が可能であり、約300～ 

6,000名まで対応可能である。 

○施設概要

所在地   横浜市西区みなとみらい一丁目１番２号（電話：045-221-2155） 

規 模   敷地面積：約21,000㎡ 建築面積：約20,400㎡ 延床面積：約46,300㎡ 

地上６階、地下１階 

内 容    多目的ホール、会議室、駐車場、店舗 

開館時間  9：00～21：00 

休館日 定めなし（運営事業者による法定点検・清掃等による休館あり） 

HPアドレス  https://www.pacifico.co.jp/planner/facilities/north/tabid/612/Default.aspx 

○建設費 32,125,776千円(設計費等含む) 

○管理運営費 4,781,052千円（R２～21年度の整備事業(BTO方式)PFI契約による維持管理費のみ） 

○設置主体 横浜市 

○管理運営主体 株式会社横浜グローバルMICE(整備事業PFI事業者(BTO方式))

株式会社横浜国際平和会議場(運営事業PFI事業者(コンセッション方式)) 
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【新潟市】 

◎ふるまち庁舎（R２.５.７開設）

○設置（事業）目的・特色

老朽化した本庁舎について、早期に防災拠点機能を強化するため、市内中心部の古町地区に建設

が計画された再開発複合ビル「古町ルフル」の一部を購入し、市役所機能を一部移転した。 

加えて、みなとまち新潟の歴史や文化、まちなみを支えてきた古町地区に様々な移転効果を呼び

込み活力あるにいがたづくりを進める。 

○施設概要

所在地 新潟市中央区古町通７番町1010番地（電話：025-228-1000） 

規 模 敷地面積：5,221.26㎡ 建築面積：3,653.80㎡ 延床面積：32,839.70㎡ 

  鉄骨造 12階建（うち、庁舎部分は３階～６階の延床面積11,018.03㎡） 

内 容 ３階：財務部（税部門） 

  ４階：農林水産部、教育委員会事務局 

５階：都市政策部、経済部、文化スポーツ部、観光・国際交流部 

６階：建築部 

開館時間   7：00～19：00 

休館日 なし 

○建設費  市事業分 321,359千円 

○設置主体 古町通７番町地区市街地再開発組合 

○管理運営主体 古町ルフル管理組合法人

【神戸市】 

◎新型コロナウイルス感染症病棟（臨時病棟）（R２.11.９開設）

○設置（事業）目的・特色

新型コロナウイルス感染症患者への治療と、神戸市立医療センター中央市民病院における高度医

療の提供を両立し、神戸医療圏における市民の安全を継続的に確保できるよう、さらなる感染拡大

に備えて、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れに特化した臨時病棟を整備した。 

○施設概要

所在地   神戸市中央区港島南町２丁目１－１（電話：078-302-4321） 

規 模 敷地面積：約2,500㎡ 延床面積：1,446.65㎡ 

内 容 ①病床（全36床）

・重症個室14床（集中治療室（ICU）機能を備えた病床）

・中等から重症病床22床（個室２床、４床室20床）

・全床にて重症患者対応可、全室陰圧対応

②初療室１室、スタッフステーション、資材保管スペース 等

③臨時病棟に隣接して CT 撮影室を設置

HPアドレス http://chuo.kcho.jp/

○建設費 約700,000千円（機器・備品・システム費は除く）

○管理運営費 約213,330千円（令和３年度予算）

○設置主体 地方独立行政法人神戸市民病院機構

○管理運営主体 神戸市立医療センター中央市民病院
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【岡山市】 

◎星空の郷（岡山市岡山北斎場）（R３.12.１開設予定） 

○設置（事業）目的・特色 

    今後、高齢化の進行に伴う死亡者数の増加が予測され、現状の斎場規模では将来の火葬需要に対

応することが困難になると考えられるため、市内に新たな斎場を整備するもの。 

  中庭を中心に展開し、光・風・音・緑・季節の移ろい等、内外の連続性の中で自然や季節感の感

じられる斎場とし、背後の緑に溶け込み並木越しに見え隠れする静寂で控えめな佇まいをもつ外観

をデザインコンセプトとしており、郷土の風景と自然な素材に囲まれた空間の中で会葬者の気持ち

に寄り添った「送る」場を表現している。 

○施設概要 

所在地    岡山市北区富吉2707番地８（電話：未定） 

規 模    敷地面積： 26,147㎡ 建築面積：6,615㎡ 延床面積：7,056㎡ 

鉄骨コンクリート造：地上３階建 一部鉄骨造：地上１階建・地下１階建 

   内 容    火葬棟：火葬炉14基（人体炉12基、動物炉・胞衣炉２基）、収骨室４部屋、 

収骨準備室２部屋、霊安室、管理事務室 

          待合棟：待合室12部屋、待合ホール、キッズルーム、売店 

          告別棟：多目的室（告別室）３部屋、洋室（会葬者控室）３部屋、 

和室（遺族控室）３部屋、宗教関係者控室３部屋、事務室 

          駐車場：遺族・会葬者用142台、車いす使用者用６台、動物炉利用者用５台、 

業務関係者用28台、マイクロバス８台、大型バス４台 

   開館時間   8：15～17：00 

休館日    １月１日～３日、友引日及び12月30日 

○建設費    4,903,200千円（本体建物DB事業費） 

○管理運営費  50,684千円（令和３年度予算） 

○設置主体   岡山市 

 ○管理運営主体 富士建設工業株式会社（指定管理者） 

【広島市】 

◎広島市平和記念公園レストハウス（R２.７.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

 平和記念公園内では被爆前の面影を残す唯一の建物であり、その歴史的特性をいかし、被爆の実

相を伝え、平和への思いを共有する場となるよう保存・活用を図ると同時に、観光客などへのおも

てなしを向上させるため、改修工事を行い、被爆75周年に当たる令和２年７月１日にリニューアル

オープンした。 

○施設概要 

所在地    広島市中区中島町１番１号（電話：082-546-9133） 

規 模    敷地面積：71,900㎡（平和記念公園内） 建築面積：401.12㎡  

延床面積：1,344.97㎡ 地下１階・地上３階建 

   内 容    地下：地下室、倉庫等 

１階：観光案内、特産品等の販売、事務室、倉庫、便所等 

２階：休憩・喫茶ホール、休憩・喫茶室、便所等 

３階：展示室、多目的室、便所等 

   開館時間   （12月～２月）8：30～17：00 

（３月～11月）8：30～18：00 

（８月）   8：30～19：00 

（８月５日） 8：30～20：00 

（８月６日） 7：30～20：00 

休館日    なし 

   HPアドレス  https://hiroshima-resthouse.jp/ 

○建設費       782,245千円 

○管理運営費  7,259万円/４年９か月（指定管理料限度額） 

○設置主体   広島市 

   ○管理運営主体 平和記念公園レストハウスつなぐプロジェクト共同事業体（指定管理者） 
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【北九州市】 

◎旧安川邸（R３.３.31開設）

○設置（事業）目的・特色

  旧安川邸は、明治期に石炭企業を次々と創業し、工業都市北九州市の礎を築いた企業家である安

川敬一郎により、現在の戸畑区一枝・仙水町の開発と並行して明治45年に建設された住宅である。 

  明治45年に、若松から移築された大座敷棟、南北の蔵、昭和２年竣工の洋館棟、昭和13年竣工の

洋風本館棟などが残されている。 

  明治期、大正末期、昭和初期の各時代に建築された建物群が一体的に残され、北部九州における

高級住宅史上極めて重要な住宅建築であることから、北九州市指定文化財に指定されている。 

○施設概要

所在地 北九州市戸畑区一枝一丁目４－23（電話：093-582-2466） 

規 模 敷地面積：約13,000㎡ 建築面積：約880㎡ 延床面積：約1,100㎡ 

内 容 大座敷棟１棟（木造平屋） 

本館棟１棟（木造２階） 

南北蔵１棟（煉瓦造２階、鉄筋コンクリート造２階） 

洋館１棟(木造２階） 

開館時間  令和３年度は期間等を限定して公開予定 

HPアドレス https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kensetu/05900165.html 

○設置主体 北九州市 

○管理運営主体 北九州市

【八戸市】 

◎八戸都市圏交流プラザ「８base」（R２.９.10開設）

○設置（事業）目的・特色

八戸圏域産品の認知度を高め、地場産品の販路拡大を図りながら、継続的に地域を応援してくれ

る関係人口の形成・増加を目指すとともに、観光誘客、UIJターン等を促進するための首都圏交流

拠点として開設。 

アンテナショップの基本機能である飲食・物販機能に加え、交流機能を併せ持つことが特徴であ

り、八戸圏域のファンづくりのため、定期的にファンミーティングを開催している。 

○施設概要

所在地   東京都千代田区内幸町一丁目７－１ 日比谷OKUROJI内（電話：03-6807-5611） 

規 模    店内面積：137.76㎡ 

内 容  物販スペース、飲食スペース（カウンター：９席、テーブル：26席） 

開館時間   11：00～22：00 

休館日 年末年始（12月31日～１月３日） 

HPアドレス https://8base.jp/ 

○建設費  117,300千円 

○管理運営費 29,527千円 

○設置主体 八戸市 

○管理運営主体 ㈱金剛（市からの委託による）
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【八戸市】 

◎八戸市総合保健センター（R２.６.１開設）

○設置（事業）目的・特色

  市保健所、こども家庭相談室、こども支援センター、介護予防センター、休日夜間急病診療所、

休日歯科診療所で構成される複合施設で、連携中枢都市圏域の保健衛生行政の中心ともなりうる施

設である。また、敷地内に医師会所管の臨床検査センター、総合健診センター所管の総合健診セン

ターをあわせて各団体が設置し、機能集約型施設として整備。隣接して薬剤師会所管の休日夜間薬

局も整備されている。

  低層部に市民健康サービス（こども健診・相談エリア、こども支援センター、介護予防センター）

を、高層部に事務室及び保健所検査機能を配置し、円滑な一般利用と専門性や独立性に配慮した階

構成となっている。 

○施設概要

所在地 青森県八戸市田向三丁目６－１（電話：0178-38-0708） 

模 模 敷地面積：32,275.41㎡ 建築面積：4,681.75㎡ 延床面積：11,080.85㎡ 

内 容 １階：こども健診・相談エリア、休日夜間急病診療所、休日歯科診療所、 

保健所診療所、大ホール 

２階：こども支援センター、介護予防センター 

３階：保健所、こども家庭相談室、事務室等 

４階：保健所検査施設 

開館時間  9：00～22：00 

休館日 年末年始（12月29日～１月３日） 

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

shisetsuannai/kenko_fukushi/15178.html 

○建設費 5,153,713千円 

○管理運営費  123,400千円 

○設置主体 八戸市 

○管理運営主体 八戸市

【水戸市】 

◎旧水戸城大手門・二の丸角櫓・土塀

○設置（事業）目的・特色

 古絵図や古写真及び発掘調査の結果に基づき、位置や建物の規模、意匠を特定し、当時の材料工

法等に配慮しつつ伝統工法で江戸時代天保期の姿を復元整備した。 

 水戸城は土造りの平山城で石垣を持たない城であり、建物は戦火での焼失や老朽化で取り壊され

たため、城郭の風格が失われていた。周辺の景観整備を併せて実施したことにより、市民や観光客

に水戸城の存在を認識してもらえるようになったため、郷土愛の醸成や観光客の誘客に効果が期待

できる。 

○施設概要

所在地   大手門  ：茨城県水戸市三の丸２丁目１－355（令和２年２月４日完成） 

二の丸角櫓：茨城県水戸市三の丸２丁目１－421（令和３年６月27日完成） 

電話：029-306-8132 

規 模 敷地面積：大手門敷地606㎡、二の丸角櫓・土塀敷地13,103㎡ 

延床面積：大手門118㎡、二の丸角櫓128㎡ 

大手門、二の丸角櫓は二階建て 

内 容  ・大手門（復元整備）

  外部 一階板壁、二階真壁、小舞下地、土塗、白漆喰仕上 

  内部 全面真壁、板張仕上 

・二の丸角櫓（復元整備）

  外部 全面大壁、小舞下地、土塗、白漆喰仕上 

  内部 全面真壁白漆喰仕上 

・土塀（復元的整備）

大壁、RC下地、白漆喰仕上、場外側腰板下見板張

開館時間   9:30～16:00（二の丸角櫓） 

休館日    年末年始（12月29日～１月３日）（二の丸角櫓） 

○建設費 1,584,503千円 ○管理運営費  6,000千円 

○設置主体 水戸市     ○管理運営主体 水戸市 
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【高崎市】 

◎箕郷矢原宿カフェ（R２.10.10開設） 

○設置（事業）目的・特色 

箕輪城跡を訪れる観光客の休憩所や地域住民の憩いの場を作ることを目的に整備。 

大正期の養蚕住宅を改修し、箕郷地区の観光拠点となっており、お茶やコーヒー、団子など 

（有料）を味わうことができる。 

 

○施設概要 

所在地    群馬県高崎市箕郷町矢原1650（電話：027-386-8520） 

規 模    敷地面積：2,164.79㎡ 延床面積：372.32㎡ 地上２階建 

内 容    １階：土間、座敷、厨房、トイレ 

２階：立ち入り不可 

   開館時間   10：00～16：00 

休館日    月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

年末年始（12月29日～１月３日） 

   HPアドレス  https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2020100700059/ 

○建設費       26,730千円（改修費） 

○管理運営費  2,000千円/年 

○設置主体   高崎市 

   ○管理運営主体 箕郷矢原宿カフェ運営協議会 

【川口市】 

◎前川図書館（R３.４.８開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   施設老朽化のため、移転し市営住宅との複合施設として新築した。子どもから大人まで誰もが利

用しやすい図書館を目指して、通路幅を広くとり、授乳室や多目的トイレを設置するなどバリアフ

リーに対応した施設となっている。 

   また、自動貸出機を導入し、利用者の利便性の向上を図っているほか、講座室等を備え、読み聞

かせ・製本・音訳・点訳ボランティアの活動の場となっている。 

 

○施設概要 

所在地    埼玉県川口市前川３－４－27（電話：048-268-1616） 

規 模    敷地面積：6,684.07㎡（合築の市営前川住宅含む） 建築面積：1,105.36㎡ 

延床面積：3,096.86㎡ 鉄筋コンクリート造７階建（図書館１階～３階） 

   内 容    １階：駐車場30台、駐輪場80台  

２階：一般図書コーナー、子どもコーナー、おはなしのへや、 

新聞・雑誌コーナー、視聴覚資料コーナー、 

参考図書・郷土資料・閲覧コーナー 

３階：講座室、閉架書庫 

   開館時間   火曜～金曜：10：00～18：00 

土曜・日曜・祝日・休日：9：00～17：00 

休館日    月曜日（祝日・休日にあたるときは翌平日） 

毎月の末日（土・日・月曜・祝日・休日にあたるときは直前の平日） 

年末年始（12月29日～１月３日）、図書特別整理期間 

   HPアドレス  https://www.kawaguchi-lib.jp/lib02_maekawa.html 

○建設費       1,033,960千円 

○管理運営費  94,712千円 

○設置主体   川口市 

   ○管理運営主体 川口市 
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【富山市】 

◎富山市３x３バスケットボールコート（R３.３.20開設）

○設置（事業）目的・特色

  市総合体育館をホームアリーナとしているBリーグ富山グラウジーズや富山市出身の八村塁選手

のNBAでの活躍により、バスケットボールに対する注目度が高まっていることから、気軽にバスケ

ットボールを楽しめる場所を整備することでスポーツ振興を図り、競技力の向上につなげるもの。 

  市総合体育館に隣接する市有地に、国際バスケットボール連盟（FIBA)の公式ルールに準じたコ

ートを整備し、３x３JAPAN TOURなどの大規模な大会の誘致に結び付けることにより、関係人口や

交流人口の創出・拡大を図るとともに、民間イベントとの連携などにより地域経済の活性化につな

げる。 

○施設概要

所在地   富山県富山市湊入船町10番21号 

規 模 敷地面積：546.0㎡ 延床面積：352.3㎡ 

開館時間   9：00～21：00（日曜日及び休日にあっては、午後７時まで） 

休館日 年末年始（12月28日～１月４日） 

使用料   ２時間 1,100円（ただし令和４年３月31日までは無料） 

○建設費 39,380千円 

○管理運営費 市総合体育館との一体管理 

○設置主体 富山市 

○管理運営主体 富山市

【岐阜市】 

◎中山道加納宿まちづくり交流センター（R２.10.14開設）

○設置（事業）目的・特色

 加納宿を中心とした中山道沿道の歴史及び文化の継承を図り、地域住民との協働によるまちづく

り活動の場を提供することにより、地域住民相互の交流を促進し、もって地域の活性化に寄与する

もの。 

○施設概要

所在地 岐阜県岐阜市加納本町一丁目16番地１（電話：058-214-2341） 

規 模 敷地面積：1,165.72㎡ 建築面積：539.67㎡ 延べ面積：475.05㎡ 

  平屋建・木造 

内 容 貸会議室３室（予約制・１室240円/１時間） 

ロビー（休憩スペース・展示スペース）

トイレ（年末年始を除く休館日も利用可能）

開館時間 9：00～17：00

休館日  月曜日、年末年始（12月29日～１月３日）

HPアドレス https://www.city.gifu.lg.jp/38088.htm

○建設費 243,088千円

○管理運営費 15,076千円（令和２年度）

○設置主体 岐阜市

○管理運営主体 岐阜市
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【高槻市】 

◎安満遺跡公園（R３.３.27開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   京大農場の移転に伴い、その跡地を含めた一帯を、国宝級の歴史資産である弥生時代の安満遺跡

を保存・活用し、防災機能を備えた、緑豊かな公園の整備を進め、令和３年３月27日に全面開園。 

   市民活動組織「安満人倶楽部」と開園前からパートナーシップを展開するとともに、公園運営に

民間活力を最大限に導入している。 

 

○施設概要 

所在地    大阪府高槻市八丁畷町（電話：072-648-4725） 

規 模    敷地面積：21.76ha 

内 容    ・パ－クセンター 

インフォメーション、スタジオ、工作調理室、ランニングステーション等 

       ・歴史拠点 

        史跡安満遺跡に関する展示、多目的室等 

       ・各種民間店舗 

        子どもの遊び施設、レストラン、カフェ、ペットサービスショップ等 

   開館時間   24時間（パークセンター、歴史拠点は除く） 

休園日    無休（パークセンター、歴史拠点は除く） 

   HPアドレス  https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/ 

○建設費       約20,000,000千円 

○管理運営費  65,806千円（R３指定管理料） 

○設置主体   高槻市 

   ○管理運営主体 安満遺跡公園パートナーズ（指定管理者） 

【姫路市】 

◎アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)（R３.９.１開設予定） 

○設置（事業）目的・特色 

   多彩な音楽や演劇等の公演、産業展示会、学術会議その他の催事の開催により、文化芸術による

市民文化の振興と都市魅力の創造・発信を図るとともに、ものづくり力の強化、地域ブランドの育

成及び交流人口の増加による都市成長力の強化を図り、もってまちの賑わいと感動を創出し、地域

経済の活性化に寄与するもの。 

 

○施設概要 

所在地    兵庫県姫路市神屋町143－２(電話：079-263-8082) 

規 模    敷地面積：36,423㎡ 延床面積：約29,000㎡ 

地下１階、地上５階、棟屋１階 

   内 容    ホール(大2,010席、中693席、小164席)※メインスタジオあり 

展示場(約4,000㎡)※屋外展示場(約1,600㎡)あり 

会議室(大３室、中５室、小２室)※大３室、中３室は一体利用可 

スタジオ(大１室、中２室、小３室) 

複合施設としての強みを活かし、コンサートや展示会、会議など、様々な規模・用

途の利用に幅広く対応可能。 

   開館時間   9：00～22：00 

休館日    毎月第２火曜日 

年末年始（12月29日～１月３日） 

   HPアドレス  https://www.himeji-ccc.jp/ 

○建設費       25,577,866千円 

○設置主体   姫路市 

   ○管理運営主体 姫路市文化コンベンションセンター 

運営共同事業体（指定管理者） 

 

 



-9-

【明石市】 

◎明石市立あかしユニバーサル歯科診療所（R２.６.８開設）

○設置（事業）目的・特色

すべての市民が、生涯にわたって歯と口腔衛生の健康を保持・増進できるための拠点施設として、

また、あかしの「ユニバーサルのまちづくり」の一翼を担う施設として、障害者等歯科診療及び休

日の応急歯科診療を行う、あかしユニバーサル歯科診療所を明石市立市民病院敷地内に開設。 

○施設概要

所在地   兵庫県明石市鷹匠町１番33号（電話：078-918-5664） 

規 模   敷地面積：415.45㎡ 延床面積：369.09㎡ 建築面積：305.91㎡ 

  木造２階建 

内 容 診察室（診察台４台）、エックス線撮影室、全身麻酔室、カウンセリングルーム、

多機能トイレ、待合室 ほか 

※車いすの患者も利用しやすい設備設計となっている

開館時間  月～土 9:30～12:30/13:30～17:00 

※土曜日は午前診のみ

日・祝 10:00～14:00 

休館日 なし 

HPアドレス https://akashi-udo.jp/ 

○建設費 169,771千円 

○管理運営費 97,065千円(令和２年度) 

○設置主体 明石市 

○管理運営主体 一般社団法人明石市歯科医師会（指定管理者）

【和歌山市】 

◎和歌山城ホール（R３.10開設予定）

○設置（事業）目的・特色

和歌山城に面し、県立医科大学薬学部キャンパス及びビジネスホテルに隣接した和歌山市の中心

市街地に立地しており、音楽、演劇、舞踊、演芸などの多様な文化芸術の鑑賞、市民の文化芸術活

動や相互交流、産業展示会、学術会議及びコンベンションに活用することを通して、地域の文化芸

術の振興及びにぎわいの創出を図る。 

○施設概要

所在地 和歌山県和歌山市七番丁25番１の一部外（電話：073-432-1212） 

規 模 敷地面積：6,627.84㎡ 床面積：14,279.86㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄筋コンクリート造・鉄骨造 

地上５階建（一部地下１階） 

内 容  ホール（大 954席、小 395席）※楽屋（大２室、中４室、小５室）あり

会議室（大１室、中３室、小２室、特別会議室１室）

展示室（386㎡）※屋外の多目的広場と一体的に使用可能

リハーサル室（227㎡）

練習室（大１室、中１室、小２室）

工房（99㎡）

和室（3室）

屋上（1,700㎡）※展望テラス、野外ステージあり

開館時間 9：00～22：00

休館日 年末年始（12月29日～１月３日）

○建設費 10,637,770千円

○管理運営費 101,104千円

○設置主体 和歌山市

○管理運営主体 公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財団

（指定管理者） 
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【松江市】 

◎義務教育学校玉湯学園（R３.４.１開設） 

○設置（事業）目的・特色 

   玉湯小学校と大谷小学校を統合し、玉湯中学校と併せ義務教育学校を設置。 

   義務教育学校と幼稚園、児童クラブを同一敷地内に整備し、幼稚園から義務教育が修了するまで

一貫した教育環境を整備した。 

   また、松江市産及び県内産木材の活用により、木のあたたかみの溢れる学校にするとともに、様

々な延焼防止対策を施した、木造でありながら大規模かつ３階建の校舎としている。 

 

○施設概要 

所在地    島根県松江市玉湯町湯町717番地（電話：0852-62-0020） 

規 模    敷地面積：41,042㎡ 

       建築面積：3,275.51㎡（校舎） 1,280.43㎡（屋内運動場） 

       延床面積：6,356.16㎡（校舎） 1,419.56㎡（屋内運動場） 

   内 容    校舎：木造３階建（一部鉄筋コンクリート造・鉄骨造） 

          屋内運動場：鉄筋コンクリート造２階建（一部木造） 

          使用木材量：集成材1,510㎥、製材596㎥（校舎・屋内運動場・幼稚園・児童クラブ） 

   HPアドレス  http://www.city.matsue.ed.jp/tamayu-ej/ 

○建設費       3,872,333千円 

（校舎・屋内運動場・幼稚園・児童クラブ） 

○設置主体   松江市 

   ○管理運営主体 松江市 

【倉敷市】 

◎西阿知小学校・西阿知幼稚園（R２.11開設） 

○設置（事業）目的・特色 

 児童数・園児数の増加に対応するため、校舎と園舎を合築して建設した。 

 

 

○施設概要 

所在地    岡山県倉敷市西阿知町西原1003番地（電話：086-465-2056） 

規 模    敷地面積：22,372㎡ 建築面積：2,306㎡ 延床面積：5,853㎡ 

４階建・鉄筋コンクリート造 

内 容    １階：幼稚園 

       ２階～４階：小学校 

   HPアドレス  http://www.kurashiki-oky.ed.jp/nishiachi-e 

○建設費       1,557,382千円 

○設置主体   倉敷市 

   ○管理運営主体 倉敷市 
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【下関市】 

◎グラウンド・ゴルフ場（R３.５.１開設）

○設置（事業）目的・特色

スポーツ・レクリエーション需要に対応した中核的な総合公園を目指すため、現在下関市の山陽

地区で不足している運動施設の充実や市民の憩いの場を提供し、健康増進や地域コミュニティーの

形成を目的として整備。 

日本グラウンド・ゴルフ協会の認定基準に合わせたコースであり、今後認定を取得予定。全面が

天然の芝で起伏のあるコースとなっており、芝には「ひめの」という種類の芝を使用。踏まれるこ

とに強く、横方向への繁殖は早いにもかかわらず、上方向への生育が非常に遅い省管理型の芝とな

っている。 

○施設概要

所在地   山口県下関市乃木浜一丁目（電話：080-5732-9334） 

規 模 敷地面積：24,900㎡ 建築面積：46㎡ 延床面積：46㎡ 

内 容 天然芝４コース、32ホール（１コースの構成：50m、30m、25m、15mが各２ホール） 

  全体面積 約24,900㎡、芝面積 約20,180㎡、四阿５基、ベンチ10基、管理棟１棟、

トイレ（男子、女子、多目的）

駐車場47台（普通車46台、身障者用１台）、案内看板１基、水飲み場１箇所

開館時間  9：00～16：00

休館日 年末年始（12月28日～１月４日）

お盆（８月14日～８月16日）

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

www/contents/1619744753963/index.html

○建設費 327,910千円

○管理運営費 10,757千円

○設置主体 下関市

○管理運営主体 下関市

【松山市】 

◎ほしふるテラス姫ケ浜（姫ケ浜荘）（R２.７.18開設）

○設置（事業）目的・特色

松山市島しょ部の中島にある老朽化した宿泊施設を建て替え。 

瀬戸内海国立公園の中にあり瀬戸内ならではの海と多島美が広がる絶好のロケーションで、海水

浴やレジャー、キャンプのほか、全国でも屈指の歴史を誇るトライアスロン中島大会などで島を訪

れた方の受入れ先として、また、交流人口の拡大や移住・定住の促進といった離島振興施策の拠点

となる施設として活用する。 

○施設概要

所在地   愛媛県松山市長師68番地１（電話：089-948-6816） 

規 模 敷地面積：4673.96㎡（施設駐車場含む） 延床面積：987.39㎡ 

  宿泊棟：地上２階建 

交流棟・倉庫棟・トイレ・シャワー棟：地上１階建 

内 容 ・宿泊棟

１階：８人部屋×４室 ２階：５人部屋×２室、２人部屋×３室 計48人宿泊可

・交流棟

食堂（50人規模）、厨房、研修室（大小各１室）、浴室、事務室 など

・倉庫棟

・トイレ・シャワー棟

開館時間  （１泊の利用時間）15:00～翌10：00

休館日  なし

HPアドレス https://www.himegahamasou.com/

○建設費 約440,000千円

○管理運営費 なし（利用料金制）

○設置主体 松山市

○管理運営主体 特定非営利活動法人ふれ愛ランド中島（指定管理者）
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【佐世保市】 

◎新西部クリーンセンター（R２.４.１開設）

○設置（事業）目的・特色

高効率ごみ発電施設では、熱回収を図り、余熱を有効利用している。また、マテリアルリサイク

ル推進施設と合わせて本地域のリサイクル推進の拠点となり、循環型社会にふさわしいごみ処理・

資源化システムを構築している。

  本事業はDBO方式により実施され、民間事業者において施設の設計施工を行った後に、特別目的

会社（SPC)を設立し、15年間の運営業務を行っている。 

○施設概要

所在地 長崎県佐世保市下本山町２番地１（電話：0956-47-5292） 

規 模 敷地面積：約23,300㎡ 延床面積：10,085㎡ 地下１階、地上５階建 

  鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造 

内 容 ・高効率ごみ発電施設

処理方式：全連続燃焼式（ストーカ方式）

処理能力：110ｔ/日（55ｔ/ｈ×２炉）

発電能力：2,420ｋｗ

・マテリアルリサイクル推進施設

破砕選別施設：粗大ごみ等の破砕・選別 14ｔ/５ｈ

缶類選別圧縮施設：スチール・アルミ缶の選別・圧縮 １ｔ/５ｈ

ペットボトル圧縮梱包施設：ペットボトルの圧縮 ２ｔ/５ｈ

ストックヤード棟：資源物の貯留・保管

HPアドレス  https://www.city.sasebo.lg.jp/kankyo/sisetu/seibucc.html 

開館時間   8：30～17：00 

休館日 日曜日、国民の祝日の一部、年末年始（12月31日～１月３日） 

○建設費  12,376,800千円  ○管理運営費  9,260,000千円（税抜、15年計） 

○設置主体 佐世保市 ○管理運営主体 エコサービス佐世保株式会社

【佐賀市】 

◎東よか干潟ビジターセンター「ひがさす」（R２.10.20開設）

○設置（事業）目的・特色

国際的に重要な湿地として平成27年５月にラムサール条約に登録された「東よか干潟」の自然環

境及び生物多様性の保全を推進するとともに、持続可能な利用による地域の活性化を図るための拠

点として整備。 

目線高地上13ｍの高さからの360度パノラマ眺望は圧巻の景色であり、南は有明海から雲仙岳ま

で見渡せ、北は田園風景から天山、脊振山の山並みを天候に左右されず楽しむことができる。 

環境対策として、九州では導入例が少ない「地中熱利用空調システム」を導入し、CO2削減、ヒ

ートアイランド現象の軽減、省エネに取り組んでいる。 

○施設概要

所在地   佐賀県佐賀市東与賀町大字田中2757番地４（電話：0952-37-0515） 

規 模 敷地面積：3,173㎡ 建築面積：729.24㎡ 延床面積：759.00㎡ 

  展示棟（木造／１階建） 展望棟（鉄骨造／２階建） 

内 容 ・展示棟

管理機能：事務室、ボランティア活動室、倉庫、トイレ（多目的トイレ）、授乳室

交流スペース：情報発信コーナー、物販コーナー

レクチャールーム：スクール形式で36名収容可能な研修室

展示エリア:ラムサール条約湿地「東よか干潟」の価値や魅力、未来を創造する展示

・展望棟

展望フロア：地上13ｍから有明海と佐賀平野の360度パノラマ眺望を天候を気にせず

楽しめる。 

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

開館時間   9：00～17：00  

休館日    月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月29日～１月３日） 

○建設費 439,638千円  ○管理運営費  約7,948千円（令和３年度予算／人件費除く） 

○設置主体 佐賀市  ○管理運営主体 佐賀市



自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

区役所総合案内等導入費 市民文化局
総合案内及びおくやみ窓口の設置、待合環境の改善に
よる窓口サービスの向上を図る。

19,000

町内会リモート活動助成費 市民文化局
電子回覧板のモデル事業など、新しい生活様式に合致
した町内会活動への支援を行う。

13,000

民間公共的施設バリアフリー化
推進

保健福祉局
障がいのある方等が利用する2,000㎡未満の身近な公共
的施設におけるバリアフリー化改修工事に対する補助
を行う。

31,000

バイオベンチャー育成支援費 経済観光局
官民連携の地域ファンドを創設し、健康医療分野など
において事業を展開するベンチャー企業の成長発展を
支援する。

150,000

SNSを活用した子ども・子育て
相談

子供未来局
子育て・家庭・親子関係などの悩みを持つ方が気軽に
相談できるよう、SNSを活用した相談窓口を開設する。

23,870

広瀬川親水施設等整備 建設局
緑化フェアのメイン会場である広瀬川の基盤整備とし
て、広場や遊歩道の整備を行う。
令和３年度は、基本設計及び実施設計を行う。

31,590

コロナ禍に対応した文化芸術未
来プロジェクト助成

文化観光局

ウィズコロナ・アフターコロナの時代を見据え、地域
における文化芸術の創造力や発信力を高め、まちづく
りや人びとの暮らしの課題解決に寄与するため、高い
独自性や優れた発信力もしくは社会課題解決に寄与す
る公益性の高い事業に対し助成を行う。

30,530

議会のICT化推進 議会事務局
タブレット端末の導入等により、ペーパーレス化と業
務の効率化を図り、議会のICT化を推進する。

7,731

防災アプリ構築事業 総務局
平常時からの防災啓発及び災害時の防災情報の的確な
伝達等による円滑な避難等を目的に新たにスマート
フォンアプリを構築する。

17,226

ゼロカーボンシティ実現への共
創推進事業

環境局
電力の地産地消等のエネルギーの利活用スキームを構
築するとともに、都市間連携の取組を推進する。

16,460

就学援助オンライン学習通信費
の支給事業

教育委員会
経済的理由で就学困難な就学援助世帯に対して、家庭
でのオンライン学習に係る通信費の支援を新たに実施
する。

65,772

私立幼稚園入園料補助事業 子ども未来局
幼児教育・保育の無償化後も多額の負担が残る私立幼
稚園入園初年度の保護者負担を軽減するため、新たに
入園料の一部を補助する。

122,820

新生児聴覚検査費用助成 保健福祉局
先天性難聴の早期発見・早期療育につなげるため、新
生児の聴覚検査に要する費用を助成する。

15,990

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。

34,553

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
活用した取組みを実施する。

21,647

政令指定都市の特色ある施策・事業
令和３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

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）

千
葉
市

市制100周年関連事業 総合政策局

本市の都市のあゆみを知り、未来について考え、行動
する機会を創出するため、「市制100周年記念協議会」
による記念事業の運営や、学校と連携した本市の歴史
を振り返る取組みを実施する。

73,899

国土強靭化・地震防災戦略の推
進

危機管理室

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
報伝達機能の充実等により防災対策の強化を図る。
また、自らの生命は自ら守る意識の向上や、災害時に
地域で助け合えるしくみづくりを行い、地域における
自助・共助（互助）による防災・減災の取組を推進す
る。

1,617,429

水素社会の実現
臨海部国際戦
略本部

水素社会の実現に向けて、「川崎水素戦略」に基づ
き、臨海部における水素供給システムの構築、多分野
にわたる水素利用の拡大及び水素に対する社会認知度
向上に向けた取組を推進する。

19,841

中小企業の支援・商業の振興 経済労働局

中小企業活性化条例に基づき、地域経済の発展に大き
く貢献する中小企業の技術力・製品開発力の強化や販
路拡大・新事業創出の支援等、中小企業の活性化に向
けた取組を行う。

31,082,610

スポーツ・文化芸術の振興 市民文化局

スポーツを通じた市民生活の充実と、スポーツ資源を
活用したまちづくりを進めるとともに、誰もが文化芸
術を楽しむことのできる「アート・フォー・オール」
のまちづくりを目指す取組を進める。

2,587,221

活力ある都市農業の展開 環境創造局

活力ある農業経営につながる取組として、ICT活用等の
スマート農業技術の導入支援等、多様なニーズに対応
した生産振興と、都市農業の新たな担い手である新規
就農者に対する農業機械等の導入に必要な経費の助成
や農福連携の参入促進の検討など、多様な担い手に対
する支援を進める。
北部下水道センター内に設置する環境制御型モデルハ
ウスに最先端のスマート農業機器を導入し、離れた場
所からでも農産物の生育管理が可能となる新しい農業
の実証実験・PRを進めるとともに、下水道資源(二酸化
炭素、熱、再生水等)の有効活用を図る。

160,000

川
崎
市

グリーン成長につながる2050
年の脱炭素社会実現に向けた取
組の推進

温暖化対策統
括本部

横
浜
市

ゼロカーボンヨコハマの実現のため、市民の皆様が
再生可能エネルギーを身近に感じる地産地消手法の検
討、市内企業への再エネ需要等に関する調査、金融機
関と連携した事業者向け脱炭素ガイドラインの作成・
実践など、市民・事業者への再エネへの転換の働きか
けをより一層強化するとともに、区庁舎へのLEDの導入
や再エネ電力への転換による「市役所RE100」の推進な
ど、脱炭素の取組をさらに促進する。
また、国や産業界等とも連携し、カーボンニュートラ
ルポートの形成に向けた、水素等の輸入拠点化、ふ頭
における自立分散型の電源確保等、港湾での次世代エ
ネルギーの活用検討や、脱炭素化に係る様々なイノ
ベーションの推進に向けた検討を進める。
住まいの脱炭素化に向けた省エネ住宅の普及促進、次
世代自動車の普及拡大に向けた燃料電池自動車（FCV）
の導入、水素ステーションの設置及び集合住宅への電
気自動車（EV）充電設備設置に対する補助等を行う。
また、これらの脱炭素化に向けた取組をグリーン成長
につなげる。

5,798,000

-14-



自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

多様な教育的ニーズに対応した
教育の推進

教育委員会事
務局

日本語指導が必要な児童生徒の増加を踏まえ、日本語
講師の派遣時間数や外国語補助指導員の配置を拡充す
るとともに、日本語支援拠点施設での初期の集中的な
支援を行う。また、いじめ防止や早期解決に向け、引
き続き、学校へスクールソーシャルワーカーやカウン
セラーを配置するほか、不登校児童生徒に対して、
ハートフルルームやハートフルスペースによる支援、
校内の特別支援教室におけるオンライン学習教材等を
活用した支援を実施する。このほか、ひきこもり傾向
にある小中学生を対象に、オンライン学習教材を活用
した家庭における学習支援を新たに実施する。

1,731,000

シビックプライド向上事業 市長公室
市民等の本市への誇りや愛着を醸成し、定住人口の確
保や地域の活性化につながるよう、シビックプライド
の向上に向けた取組を実施する。

7,198

企業誘致等推進事業 環境経済局

本市の産業集積基盤の強化及び持続可能な都市経営に
資するため、本市経済を牽引する「リーディング産
業」及び市外企業や本社機能の立地等に対して奨励金
を交付するなど、多彩な支援メニューにより戦略的な
企業誘致を推進する。

724,631

リニアまちづくり関連推進事業
等

都市建設局

首都圏南西部の広域交流拠点にふさわしい魅力あるま
ちづくりを進めるため、リニア中央新幹線開業や小田
急多摩線延伸等を見据えた橋本・相模原両駅周辺地区
における都市基盤、土地利用等の検討や関係機関との
協議等を行う。
また、リニア中央新幹線の建設促進に向けた取組や、
リニア中央新幹線を活用した地域振興等の検討、JR東
海との協定に基づく市内（相模川以東）の用地取得等
に関する事務を行う。

456,038

中学校夜間学級の設置準備 教育局
様々な理由により中学校で学ぶことができなかった方
を対象とした中学校夜間学級を令和４年４月に設置す
るため、必要な環境設備や生徒募集等を実施する。

19,951

都心のまちづくり推進事業 政策企画部

新潟駅・万代・古町をつなぐ「にいがた2km」と名付け
た都心エリアの魅力を高めるため、まちづくりの情報
発信と機運醸成を図るとともに、古町地区将来ビジョ
ンの具現化に向けた魅力的なコンテンツの創出を支援
する。

17,000

スタートアップ企業と既存企業
との協業促進、起業家予備軍の
育成

経済部

フードテック・アグリテック（食・農×テクノロ
ジー）をキーワードに、市内企業の新事業やスタート
アップ企業が次々と生まれる好循環の形成を目標に、
産業界の機運醸成や市内企業とスタートアップ企業の
協業を促進する。

33,900

横
浜
市

子どもの可能性を広げる教育の
推進

教育委員会事
務局

5,705,000

英語教育の推進のため、英語指導助手（AET）の配置を
継続するほか、これまで全小学校等で実施してきた、
外国出身の講師が外国の生活や文化を英語で紹介する
国際理解教室を、中学校18校程度でモデル実施する。
また、児童の学力向上・心の安定・教職員の働き方改
革を目的とした小学校高学年における一部教科分担制
を推進するとともに、中学校部活動の更なる充実と教
職員の負担軽減を目的として、部活動指導員の配置を
拡充する。さらに、新型コロナウイルス感染症対策に
より増加する各種業務のサポートのため、小・中・義
務教育・特別支援学校の職員室業務アシスタントの臨
時的な追加配置を継続する。
子どもの新たな学びを創造する新たな教育センターの
実現に向けては、新型コロナウイルス感染症による社
会環境の変化等を踏まえ、基本構想の一部見直しを行
うとともに、施設確保に向けた事業手法の検討を行
う。

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）

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。

695,400

新潟駅周辺地区の整備 都市政策部

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し、「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
ることを目的に、鉄道高架化や幹線道路及び駅前広場
の整備を進める。

9,671,539

清水区脳梗塞予防実証実験事業
保健福祉長寿
局

東京医科歯科大学、静岡市清水医師会及び清水病院の
三者が連携し、脳梗塞の原因の一つである心房細動
を、ＡＩなどを用いて発症予測する実証実験を実施す
ることにより、脳梗塞の予防及び健康寿命の延伸に結
びつける。

28,030

「お茶のまち静岡市」推進事業 経済局

第２次静岡市茶どころ日本一計画（計画期間：令和２
年度～令和12年度）に基づき、「お茶のまち静岡市」
の認知度向上・ブランド力を強化するとともに、「静
岡市のお茶」の消費の拡大を図る。

21,376

東静岡地区広場運営事業(「東
静岡アート＆スポーツ/ヒロ
バ」運営事業)

企画局

静岡市第３次総合計画で「文化・スポーツ等の拠点」
として位置付けた、東静岡市有地(2.5ha)について、本
格的な整備方針が決定するまでの間、賑わいづくりの
実験場として利活用するための基盤整備及びソフト事
業の展開を推進している。

31,340

歴史文化施設建設事業
観光交流文化
局

静岡市への愛着と憧れを生み出す施設を目指して、歴
史文化のまちづくりの拠点となる歴史文化施設を、令
和５年春開館に向けて整備する。

4,318,837

インターカルチュラル・シティ
推進事業

企画調整部

本市がアジアの都市として初めて加盟したインターカ
ルチュラル・シティ（ICC）・ネットワークの政策理念
を踏まえ、外国人市民と地域市民の協働により、新た
な価値を創造するまちづくりを進める。

3,200

浜松城公園整備事業 都市整備部
かつての浜松城の姿を「見える化」することで、歴史
的価値の顕在化を図るとともに、周遊性を高め、利便
性や利用者の満足度の向上を図る。

110,712

浜松国際ピアノコンクール開催
事業

市民部
世界の優秀な若手ピアニストを発掘・育成するととも
に、市民に対し質の高い音楽を提供することで、「音
楽の都・浜松」を世界へ発信する。

140,377

中山間地域交流デラックス事業 市民部
都市部及び中山間地域の市民が、相互に交流する機会
を創出することで、市内間の連携・協働による地域づ
くりを促進する。

2,312

バス・地下鉄車両の抗ウイルス
加工

交通局
安心してバス・地下鉄を利用していただけるよう、全
車両の手すりやつり革をはじめ、車内全体に抗ウイル
ス・抗菌加工を行う。

216,575

指定避難所通信環境の整備及び
電源の確保

防災危機管理
局

主要な指定避難所である市立小中学校において、災害
時に避難者が通信環境を活用できるよう整備するとと
もに、電気自動車等を活用して指定避難所における避
難者用の電源確保を行うことにより、災害による通信
障害や長期停電への対応強化を図る。

126,500

小学校３年生での35人学級の実
施

教育委員会事
務局

国が令和３年度に小学校２年生の学級編制基準を35人
とし、令和４年度以降に順次学年を拡大することに伴
い、本市において令和３年度に先行して３年生での35
人学級を実施する。

569,697

新
潟
市

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）

名
古
屋
市

農業センターの官民連携事業に
向けた調査・整備

緑政土木局
令和５年度目途の指定管理者制度の導入に向け、公募
要件の精査と基盤整備を実施する。

109,100

公民連携・課題解決推進事業～
SDGsの新たな挑戦に向けて～

総合企画局

公民連携を担う窓口機能と実装に取り組む仕組み「公
民連携支援ラボの運営」により、民間企業等の技術や
ノウハウを社会課題解決や市の施策・事業に活かそう
とする提案について、機を逸せずに把握し、社会課
題・行政課題解決に有用なものを適切に各部局につな
ぎ、プロジェクト化及び実践を通じて、施策・事業へ
の反映を図る。

19,400

持続可能な文化芸術の振興
～ウイズコロナからポストコロ
ナへ～

文化市民局

令和２年度は、「京都市文化芸術活動緊急奨励金」の
創設をはじめ、京都芸術センターでの「総合相談窓
口」の開設など、ウイズコロナ社会において文化芸術
活動を継続・再開するための基盤を整備してきた。
令和３年度は、この基盤を維持・発展させながら、ポ
ストコロナ社会に向けて、持続可能な文化芸術活動の
振興を図る施策を展開する。

50,000

新しい修学旅行「京都スタイ
ル」実現に向けた受入環境整備

産業観光局

ウイズコロナ社会において、市民の安心・安全はもと
より、修学旅行生の学習の機会を確保するとともに、
観光関連事業者への影響を最小限に食い止めるため、
安心・安全に受け入れる環境の整備と京都の強みを活
かした誘致活動に取り組む。

49,000

中小企業デジタル化推進事業 産業観光局

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、非対面、非
接触に対応した事業活動を継続し、コロナ禍を契機と
した新事業展開を図るためには、デジタル技術を活用
したビジネスの変革に取り組むことが非常に重要であ
ることから、専門家による経営課題、業務課題の分析
から、課題解決に向けた最適なITツールの選定、導入
までを支援することにより、着実に中小企業のデジタ
ル化を推進していく。

156,000

地中熱等導入促進事業 環境局

CO2削減・ヒートアイランド現象の緩和にもつながる地
下水を利用した冷暖房技術である帯水層蓄熱冷暖房の
導入促進をめざしている。都市域のビル空調での利用
を想定し、大容量化が可能となるよう、初めて、１本
の井戸で複数の帯水層を利用できる実証設備を令和２
年３月に舞洲地区の市有施設に構築した。今年度は、
運用によるCO2削減効果、周辺地盤環境への影響を調査
する予定である。

6,006

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。また、「いじめアンケート」や
「相談申告」を記入できる機能を新たに加える。

810,590

伝統産業のブランド力強化事業 産業振興局

・販路をもつデザイナーやバイヤー等と連携すること
で、刃物や注染、線香などの伝統産業事業者の商品開
発力の向上を支援し、首都圏で質の高い堺の伝産品を
販売・PRすることにより、ブランド力を強化する。
・堺伝統産業会館を環濠エリアにおける伝統産業の振
興、情報発信拠点として、展示・体験・販売等の機能
強化を図るため、リニューアルを実施する。

35,277

地域の持続的発展のための商店
街支援事業

産業振興局
新型コロナウイルス感染症拡大防止や「新しい生活様
式」に対応しながら地域活性化に取り組む商店街の自
主的な事業を支援する。

30,000

大
阪
市

京
都
市

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）

ガス気球運行事業 文化観光局
上空から世界遺産百舌鳥・古市古墳群や堺の街並みを
眺望し、魅力を体感できるよう民間主体のガス気球を
整備する。

81,138

ひとり親家庭家計相談事業
子ども青少年
局

当面の生活費や子どもの教育費のことなど家計に関す
る様々な不安を抱えているひとり親世帯に対し、ファ
イナンシャル・プランナーによる個別相談を実施す
る。

3,809

区政策会議運営事業 市民人権局
区民等の意見を反映しつつ、地域の実情や特性に応じ
た政策形成を進めるため、区政策会議を開催し、特色
ある区行政を推進する。

28,046

DXの推進 企画調整局 「スマート自治体」の実現に向け、DXを推進する。 958,270

神戸医療産業都市の推進 企画調整局
デジタルヘルス分野の研究開発の推進やスーパーコン
ピューティング拠点形成の促進等に取り組む。

528,681

こども・若者ケアラーへの支援 福祉局

家族の介護等により重い責任や負担を負っている「こ
ども・若者ケアラー」の孤立を防ぎ、地域で支援して
いくことを目指し、関係者及び当事者からの相談窓口
を設置するとともに、身近で接する方々への理解促進
や当事者同士の交流・情報交換の場づくりに取り組
む。

15,000

空家空地対策の推進 建築住宅局

管理不全の空家空地解消への取り組みを進めるため、
老朽空家等の解体費用補助や管理不全空き家等の所有
者に対する法令に基づく助言・指導、相談員派遣モデ
ル事業を実施する。

500,749

英語教育の推進
教育委員会事
務局

ネイティブスピーカーとの生きたコミュニケーション
をはかる機会を拡大することにより、児童生徒の英語
力向上および国際理解を深めるため、全小中・高等学
校に外国人英語指導助手（ALT）を配置する。小学校に
おいては、１～６年生の外国語授業において、全ての
時間ALTとの協同授業を行う。
また、世界で活躍できるグローバル人材を育成するた
め、米国スタンフォード大学と連携し、同大学が提供
するオンライン教育プログラムを神戸市立高等学校な
どの生徒向けにカスタマイズした「Stanford e-Kobe
Program」を実施する。

972,963

周辺エリアの経済・文化・生活
の向上

政策局
地域振興基金を活用し、経済・産業の振興・地域の歴
史・文化の継承や生活機能サービスの維持・向上に資
する事業を実施する。

535,748

岡山城の魅力アップ 産業観光局
岡山城天守閣等大規模改修工事、イベント実施等を行
う。

979,635

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」の一体的実施を行う。

166,349

岡山芸術創造劇場の整備 産業観光局
保留床（建物部分の一部）の取得、劇場開館に向けて
の体制整備やプレ事業を実施する。
令和４年度：開館予定

7,607,400

岡
山
市

神
戸
市

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）

日勤救急隊の創設 消防局
救急需要の増加に対応するため、重症以上の救急事案
の発生割合の高い平日・日中に限定して出勤する日勤
救急隊を創設する。

29,993

かわなみサイクリングロードの
環境整備

道路交通局
地元による太田川沿いのサイクリングロードを活用し
たにぎわい創出の取組を支援するため、必要な環境整
備を行う。

7,100

湯来地域におけるスポーツと温
泉の連携施策

市民局
湯来地域の活性化を図るため、クアハウス湯の山等の
活用に向けた整備や健康増進教室の開催など、スポー
ツと温泉を連携させた取組を行う。

7,000

DX推進計画の策定 企画総務局
機動的かつ全庁横断的にDXの取組を進めていくため、
デジタル化の基本的な考え方や取組の方向性などをま
とめた計画を策定する。

6,800

介護人材資格取得・就業促進事
業

健康福祉局
介護の仕事に就くことを希望する人の資格取得・就業
を一体的に支援し、多様な介護人材の新規就業を促進
する。

3,411

グリーンエネルギーポートひび
き事業

港湾空港局

響灘地区の充実した港湾インフラと広大な産業用地を
活用し、風力発電関連産業の総合拠点の形成などを図
る「グリーンエネルギーポートひびき」事業を推進す
る。

1,107,033

子ども医療費支給事業 子ども家庭局

子育てに関する経済的負担を軽減し、子どもの健康の
保持と健やかな育成を図るため、保険診療による医療
費の自己負担額を助成する。
所得制限なし。通院の自己負担額は、３歳未満は無
料、３歳以上未就学児は600円、小学生は1,200円、中
学生・高校生は1,600円、いずれも１医療機関あたり１
月の上限額。入院は無料。
令和３年４月から中学生の通院医療費、令和４年１月
から高校生の入院・通院まで対象を拡充する。

3,180,000

35人以下学級編制の拡充 教育委員会

きめ細やかな指導体制の充実等の観点から、35人以下
学級編制を令和３年度から小学校全学年に拡充するた
め、必要となる普通教室を整備する。

※ 令和２年度２月補正予算として計上

81,300

次世代スマートビル建設促進補
助金

産業経済局

賃貸用オフィスの新規供給を促すため、感染症対策、
デジタル技術の活用、ゼロカーボンなどの仕様を備え
た新規賃貸用オフィスの整備に対する補助金を創設す
る。（要綱策定中・７月施行予定）

10,000

オフィスリノベーション補助金 産業経済局

ＩＴ企業向けにオフィスを改修するビルオーナー等へ
の補助金(オフィスリノベーション補助金)を交付す
る。
①補助上限：5億円
②補助率：1/5以内
③対象経費：OAフロア化、パーテーション設置、照明
の設置、オフィス共有部の新設・改修

350,000

お試しサテライトオフィス誘致
促進事業

産業経済局

首都圏等企業（主にIT・オフィス系企業）を対象に、
サテライトオフィス設置に向けた検討のための経費を
助成するとともに、進出検討企業と本市企業や学生と
のマッチングを支援するコーディネーターが滞在をサ
ポートする。
①宿泊費：上限6,000円/日・人
②交通費：片道上限30,000円/人
③ワークスペース利用料：上限1,500円/日・人

30,000

広
島
市

北
九
州
市
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自治体名 施策・事業名 所管部局 概要
予算

（千円）

コロナ対応型議会デジタル化推
進経費

議会局
常任委員会等の動画配信や、議会視聴環境の更なる充
実（同時手話通訳を画面表示）を図る。

8,000

ICTを活用した健康コミュニ
ティづくり推進経費

健康福祉局
ビッグデータ分析などから得られる科学的根拠を活用
し、地域における住民主体の健康・介護予防活動の活
性化につなげるもの。

20,000

アジア・太平洋水サミット開催
経費

環境局
2022年4月のアジア・太平洋水サミットの準備・開催に
かかる経費で、当市の地下水保全の取組や熊本地震か
らの復興を世界へ発信する。

216,000

バス交通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、熊本駅から桜町、通町筋を結ぶ新たな動線「まち
なかループバス」の社会実験を行う。

31,200

熊
本
市

-20-



他都市の特色ある施設、施策・事業 

令和３年８月発行 

福岡市議会事務局調査法制課 

福岡市中央区天神一丁目８番１号 

ＴＥＬ 092-711-4749 

ＦＡＸ 092-733-5869 

市議会ホームページ 

https://gikai.city.fukuoka.lg.jp/ 

議会調査レポート 第 29号 


	01議会調査レポート（表紙）
	02目次（都市別）
	03目次（分野別）
	04施設原稿（p1-p12）
	05施策事業一覧(P13-P20)
	06奥付
	空白ページ
	空白ページ



