
Ⅲ  令和２年度 新規・主要施策 

 

 

市名 
事業・施策名 

（担当課名） 
予算額(千円) 事業概要・特色 

札幌市 

奨学金返還支援費 

（経済観光局雇用推

進部雇用推進課） 

1，000 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（支給開始はＲ４年度を想定） 

スタートアップ創出

支援費 

（経済観光局国際経

済戦略室ＩＴ・クリエ

イティブ産業担当課） 

40，000 中学校修了前の子どもの医療費の一部を助

成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。 

ヒグマ等の市街地侵

入抑制費 

（環境局環境都市推

進部） 

248,000 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 

札幌ドーム活用促進

費 

（スポーツ局スポー

ツ部施設課） 

35,000 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。 

 

仙台市 

職員間伝承プログラ

ム構築 

（防災環境都市・震災

復興室） 

2，500 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。 

子ども家庭応援セン

ター体制の構築（子供

家庭支援課） 

213 各区役所・宮城総合支所に、子ども・子育

て家庭に対するワンストップの総合的な支援

体制を構築する。 

中小企業者への省エ

ネ設備等導入補助 

（環境企画課） 

20，000 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。 

若者版市民協働事業

提案制度 

（市民協働推進課） 

1，000 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。 



市名 
事業・施策名 

（担当課名） 
予算額(千円) 事業概要・特色 

さいたま市 

災害時防災情報電話

サービス事業 

（防災課） 

6，116 携帯電話を所有しておらず、避難勧告など

防災情報の入手が困難な高齢者等へ、電話・

ＦＡＸにより情報を配信するサービスを導入

する。 

スマートシティさい

たまモデル推進事業 

（未来都市推進部） 

152，900 環境未来都市の実現を目指すため、「公民＋ 

学」の連携・協力のもと、総合特区事業で

得た知見などを活用しながら「経済・社会・

環境」が連携して発展するまちづくりを推進

する。 

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 

（東日本交流拠点整

備課） 

146，438 大宮駅周辺地域戦略ビジョンのターミナル

街区を中心にまちづくりの具体化を図るた

め、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。 

アクティブ・ラーニン

グ推進事業 

（指導１課） 

77，210 確かな学力を育成するとともに、アクティ

ブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学び）

の視点から授業改善を図るため、タブレット

型コンピュータに導入するソフトウェアの整

備や実践事例集の作成を実施する。 

千葉市 

ＳＮＳを活用した災

害情報の収集 

（防災対策課） 

1，650 災害情報を把握するため、ＳＮＳに投稿さ

れる情報を分析・抽出するシステムを導入す

る。 

受動喫煙対策 

（健康推進課） 

54，000 市民の健康増進を図るため、受動喫煙の防

止に係る取組を実施する。 

国家戦略特区の推進 

（国家戦略特区推進

課） 

23，710 国家戦略特区の制度を活用した規制改革に

よる取組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。 

都市アイデンティテ

ィの確立 

（都市アイデンティ

ティ推進課） 

8，617 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（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。 

市制100周年に向けた 

取り組み 

（都市アイデンティ

ティ推進課） 

80，150 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、取組（記念漫画の作成や絵画・

写真コンクールなど）を進める。 

 



  

市名 
事業・施策名 

（担当課名） 
予算額(千円) 事業概要・特色 

横浜市 

 

公民連携による国際

技術協力の推進 

（Ｙ－ＰＯＲＴ事業） 

120，000 市内企業が有する技術と横浜市の都市づく

りの経験を結集し、国際開発機関等と連携し

ながら、新興国のニーズに対応した公民連携

による国際技術協力や海外のスマートシティ

事業等への市内企業インフラ展開支援をより

一層推進する。あわせて、都市開発に関する

国際的な情報発信の強化、アジア・スマート

シティ会議開催などを通じたビジネスマッチ

ングを進める。 

保育・幼児教育の充実 1，558，000 保育所等の待機児童の解消に向け、保育所

や認定こども園等の整備とともに、幼稚園で

の２歳児受入れの推進など、既存の保育・教

育資源を最大限活用し、新たに 2，155 人分

を整備する（定員構成の見直し等により、受

入枠は 2，016 人分増）。また、保育士宿舎借

り上げ支援に加え、市型預かり保育等を実施

する幼稚園に勤務する幼稚園教諭等の住居手

当を補助するなど人材確保に取り組むほか、

研修の充実や園長経験者等による巡回訪問の

強化などによって、幼児教育・保育の無償化

を契機とした全ての保育・教育施設の質の確

保・向上に取り組む。 

中小企業への総合的

な支援 

36，402，000 小規模事業者の資金繰り安定や、自然災害

等に備えた事業継続力強化に向けた制度融資

メニュー等を創設する。また、販路開拓や事

業承継等に関する企業訪問や地域での相談会

の開催、生産性向上に向けた設備投資助成の

ほか、深刻化する人手不足に対応するため、

市内中小企業で働く魅力の発信、外国人材の

活躍に向けた支援、健康経営の普及啓発等に

取り組む。 

市民の憩いの場とな

る公園の整備 

15，128，000 身近な公園の整備・改良を進めるとともに、

（仮称）鶴見花月園公園、（仮称）小柴貯油施

設跡地公園（令和２年度末に一部供用開始予

定）、（仮称）舞岡町公園などの大規模公園の

整備を進めます。また、横浜国際総合競技場

（日産スタジアム）の改修を行うほか、三ツ

沢公園球技場の改修に向けた検討を行う。 



市名 
事業・施策名 

（担当課名） 
予算額(千円) 事業概要・特色 

川崎市 

国土強靭化・地震防災 

戦略の推進 

（危機管理室） 

1，340，069  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。 

災害時の拠点となる

本庁舎等の建替え 

（総務企画局） 

2，470，129 本庁舎等について、市民の安全で安心な暮

しを確保するため、災害対策活動の中枢拠点

として、高い耐震性能と業務継続性を確保し

た新本庁舎への建替えの取組を進める。 

待機児童の解消 

（こども未来局） 

77，492，518 待機児童の解消を図るため、認可保育所等

の整備のほか、民間保育所職員等への総合的

な処遇改善の推進、認可外保育施設等への支

援の充実、保育士確保対策の充実等、保育の

質の維持・向上を図りながら、あらゆる手法

により取組を推進する。 

小児医療費助成制度

の充実 

（こども未来局） 

4，644，487 子どもの健全な育成や子育て家庭における

経済的負担の軽減を図るため、入通院に係る

医療費の自己負担分を助成する。 

子どもがすこやかに

育つ安全な環境づく

り 

（こども未来局・教育

委員会事務局） 

7，270，748 子どもがすこやかに安心して育つよう、児

童虐待の未然防止や支援が必要な家庭・子ど

もへの専門的な支援体制を充実する。また、

児童相談体制の強化に向けた施設整備とし

て、中部児童相談所一時保護所の改築に向け

た基本構想・基本計画の策定及び北部児童相

談所の増築に向けた設計の実施に取り組む。 

臨海部の活性化 

（臨海部国際戦略本

部・建設緑政局・港湾

局） 

19，874，326 力強い産業都市づくりの中心的な役割を担

う川崎臨海部の活性化に向け、「臨海部ビジョ

ン」に基づき、高付加価値なものづくりや国

際競争力の高い企業活動を支える操業環境の

整備、殿町国際戦略拠点（キングスカイフロ

ント）におけるイノベーションの創出、戦略

的な土地利用の誘導などの取組を推進する。

さらに、産業活動を支える交通や港湾機能の

強化に取り組む。また、国際戦略拠点の形成・

マネジメントとして、キングスカイフロント

における新たなクラスター運営体制の構築に

取り組む。 

 



 

 

 

市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

川崎市 

中小企業の支援・商業 

の振興 

（経済労働局） 

20，940，511 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。 

まち全体の耐震化な

ど 

（防災まちづくり推

進課） 

463，624 民間開発の適切な誘導と支援により、商業・ 

業務施設、公共施設、都市型住宅等がコンパ

クトに集積し、個性と魅力にあふれた広域拠

点の形成を推進する。 

小杉駅周辺の整備 

（拠点整備推進室） 

463，624 民間開発の適切な誘導と支援により、商業・ 

業務施設、公共施設、都市型住宅等がコンパ

クトに集積し、個性と魅力にあふれた広域拠

点の形成を推進する。 

安全対策によるまち

の価値の向上 

（地域安全推進課） 

868，852 多様な主体との協働・連携による防犯対策

の強化や、自主防犯活動団体への支援を行う

など、犯罪の未然防止に向けた取組を実施す

るとともに、鉄道事業者と連携した鉄道駅や

駅周辺の安全対策を進めることにより、安

全・安心なまちづくりを進める。 

 

スポーツ・文化芸術の 

振興 

5，671，680 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、多くの市民が文化芸術の楽しさを感じ

ることができるよう文化芸術活動に参加しや

すい環境づくりを進める。 

 

相模原市 

シビックプライド向

上事業 

（観光・シティプロモ

ーション課） 

5，552 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”を増やすための取組を行う。 

ＳＤＧｓ推進事業 

（政策課） 

10，662 「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

組を進めるため、パートナー制度の創設や普

及啓発事業等を実施する。 

在宅医療・介護連携支

援センターの設置 

（地域包括ケア推進

課） 

33，680 在宅医療・介護連携支援センターを設置し、

医療・介護従事者への相談支援等の充実を図

り、高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅

療養できる環境づくりに取り組む。 

 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

相模原市 

産前・産後支援事業 

（こども・若者政策

課） 

22，531 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。 

１ 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。 

２ 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。 

３ 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。 

小中学校の環境改善 3，567，844 学校施設の維持・保全、機能向上を図るた

め、校舎の長寿命化改修工事及び大規模改造

工事を実施する。 

・校舎改造 小学校４校 

      中学校６校 

新潟市 

保育士宿舎借り上げ

支援事業 

11，520 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。 

元気な農業応援事業 766，900 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組を支援する。 

園芸作物販路拡大の

促進 

2，700 「もうかる農業」の実現を目指し生産を拡

大する園芸品目について、多様な販売先を確

保するため、新たな需要の開拓やＰＲ等に取

り組む。 

新潟駅周辺地区の整

備 

10，110，573 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。 

地域と学校パートナ

ーシップ事業 

135，550 「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。 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

静岡市 

（仮称）認知症ケア推 

進センターの設置事

業 

（地域包括ケア推進

本部） 

37，077 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する。 

ナイトツーリズム推

進事業 

（観光・MICE推進課） 

15，000 日本平をはじめとする「夜景の魅力向上」

「夜のイベント」の充実、繁華街の食べ歩き

など、「夜のアクティビティ」の開発を推進す

る。 

駿府城公園お堀の水

辺（葵舟）活用事業 

（観光・MICE推進課） 

38，694 駿府城公園を取り囲む「二ノ丸堀」を活用

し、魅力ある歴史的価値の高い石垣や櫓を水

辺から見上げる等の貴重な体験ができる遊覧

船事業を実施する。 

「静岡市プラモデル

化計画」推進事業 

（産業振興課） 

30，000 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

活用したシティプロモーションを行うことに

より、市のイメージの向上及び地域経済の活

性化を図る。 

清水港線跡遊歩道整

備事業 

（海洋文化都市推進

本部） 

105，350 清水港線跡遊歩道のうち、特に賑わい拠点

となっている区間を再整備し、回遊性の向上

を目指す。 

浜松市 

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） 

40，809 １ スマート社会形成及び基盤整備事業先

端技術やデータを最大限に活かし産業の活性

化や都市機能の高度化を推進する。 

２ デジタル・ガバメント推進事業市民サ

ービスの向上と自治体の生産性の向上を目指

す。 

３ デジタル・マーケティング推進事業市

政の各分野の情報を効果的に発信するための

戦略を策定する。 

若年層向け情報発信

事業 

（広聴広報課） 

4，400 平成 29年度から「郷土愛の醸成」をテーマ

とし、市内の高校２年生全員に年２回配布し

てきた市政情報誌を、冊子から動画配信へ変

更することで、若年層に対してより効果的に

情報を発信する。 

移動支援拡充に対応

したヘルパー養成事

業 

（障害保健福祉課） 

856 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。 

高齢者緊急通報シス

テム事業 

（高齢者福祉課） 

29，167 ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急時にお

ける連絡体制を確保することで不安を解消

し、住み慣れた地域での在宅生活の継続を支

援する。 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

浜松市 

幼児教育・保育の無償

化テレワーク推進事

業（産業振興課） 

800 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。 

交通事故ワースト１

脱出事業 

（道路企画課） 

1，344，500 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。 

英語力向上事業 

（指導課） 

4，945 新学習指導要領において、英語では「聞く」

「話す」「読む」「書く」の４技能の育成が求

められたことから、児童生徒の英語運用能力

向上及び教員の指導力向上を図るために外部

試験を導入し、数的エビデンスを伴う客観的

な成果とその検証を行う。 

名古屋市 

持続可能な行政運営

に向けた働き方改革

の推進 

37，000 「働き方改革」として全庁的な業務時間の

短縮、業務の質の向上、より付加価値の高い

業務へのシフトにつながる取組を実施する。 

がん対策の推進 20，932 がんの予防や早期発見を推進するととも

に、がん患者支援として新たに妊よう性温存

治療費助成事業を開始するなど、がん対策の

推進を図る。 

スタートアップ共創

促進事業 

50，000 スタートアップ企業の成長を促すため、コ

ーディネーターの配置や協力企業の認定制度

を創設するとともに、オープンイノベーショ

ンによる既存企業とスタートアップ企業との

共創を促進するプログラムを実施する。 

スタートアップブラ

ンド形成事 

50，759 本市のスタートアップ企業と世界の人材と

のコミュニティを形成するため、世界的に著

名な起業家等交流プログラムを開催するとと

もに、海外へ発信するための情報誌の発行等

を実施する。 

スタートアップ企業

海外連携促進事業 

32，700 地方創生推進交付金を活用して、当地域ス

タートアップ企業、ものづくり企業等の海外

連携を支援する。 

スタートアップ等販

路開拓支援事業 

10，000 本市に本社機能を置くスタートアップ企業

等の事業拡大を支援するため、東京における

拠経費に対して助成する。 

 

 

 

 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

名古屋市 

栄地区まちづくりプ

ロジェクトの推進 

1，956，901 栄地区においては、平成 25 年に策定した

「栄地区グランドビジョン」に基づき、その

主要な事業の一つとして、久屋大通の再生を

進めている。久屋大通の外堀通から錦通まで

の北エリア・テレビ塔エリアでは、民間活力

を導入する手法としてPark-ＰＦＩ制度と指

定管理者制度を活用した「久屋大通公園（北

エリア・テレビ塔エリア）整備運営事業」に

より、三井不動産株式会社を代表構成団体と

するPark-ＰＦＩ事業者が公園の再整備を進

めており、令和２年７月にグランドオープン

を予定している。また、錦通より南側の南エ

リアについては、令和元年度末に久屋大通再

生有識者懇談会より提言を頂く「久屋大通の

あり方（南エリア部分）」を踏まえ、令和２

年度は、具体的な再整備プランを検討する。 

未就学児等や高齢者

の交通安全緊急対策 

266，700 全国で未就学児や高齢運転者が当事者と

なる交通事故の相次ぐ発生を受けて緊急に

立ち上げた本市関係部局と愛知県警察によ

る名古屋市交通安全対策緊急プロジェクト

会議における協議を踏まえ、交通安全対策を

実施する。 

ナゴヤ・スクール・イ

ノベーション事業 

975，847 社会が劇的に変化する中で、「自らの可能性 

を最大限に伸ばし、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

学習を推進する。 

京都市 

再エネの普及拡大と

省エネの推進 

（「2050年 CO2ゼロを

めざす再エネ最大化

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」） 

8，600 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。 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

京都市 

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） 

34，500 「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。 

KYOTO STEAM 

－世界文化交流祭－ 

170，000 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。 

西陵中学校区小中一

貫教育校整備事業 

130，000 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

了予定、設計 着手予定） 

 

 

 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

京都市 

小栗栖中学校区小中

一貫教育校整備事業 

134，400 伏見区小栗栖中学校区の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・完了予定、設

計 着手予定） 

大阪市 

新たなペットボトル

回収・リサイクルシス

テムの取組推進 

（環境局事業部家庭

ごみ減量課） 

23，541 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。 

ウォーターディスペ

ンサーの設置 

43，600 安全でおいしい水と当局の取組の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

などに向けた取組をショートムービーで放映

し、情報発信を行う。 

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 

174，020 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。 

スマートスクール次

世代学校支援事業 

360，970 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。 

堺市 

危機管理体制整備事

業 

12，684 浸水想定の改訂により新たに浸水想定地域

となった地域への防災行政無線屋外スピーカ

ー増設に向けた調査を実施する。 

チャットボットシス

テムの導入 

13，255 上下水道局のホームページにおける簡単な

問い合わせなどについて、リアルタイムに回

答できるチャットボットシステムを導入す

る。 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

堺市 

民間認定こども園な

どと連携した待機児

童の解消事業 

2，994，140 ・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 

・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 

・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 

・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 

・「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） 

・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） 

子ども虐待防止事業 25，265 子育てに悩みを抱える保護者や子ども本人

からの相談をいち早くキャッチし、児童虐待

を未然に防止できるよう、幅広い年齢層に利

用されるＳＮＳを利用した相談の窓口を施行

的に開設し、令和３年度の本格実施に向けて、

効果的な運用方法や課題等について検証す

る。 

 

百舌鳥古墳群周辺整

備・来訪者対策事業 

375，125 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） 

 

 

 

 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

神戸市 

高齢者の社会参加の

促進 

（福祉局） 

236，628 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。 

動物愛護事業の拠点

整備 

（健康局） 

99，080 しあわせの村に動物愛護拠点を整備（Ｒ３

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 

神戸医療産業都市の

推進 

（企画調整局） 

1，406，200 「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 

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） 

1，350 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盗）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する

補助を実施 

六甲山上スマートシ

ティ構想の推進 

（経済観光局） 

172，000 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。 

 

特色ある英語教育の

推進 

（教育委員会事務局） 

356，382 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（131人→209人） 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

岡山市 

健康づくりと生涯活

躍推進事業 

166，588 「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 

困難を抱えるこども

とその家庭への支援 

1，039，427 児童養護施設等の環境改善・人材確保・職

員の資質向上、非課税世帯の高校生を対象と

した奨学金給付（新）、就学援助費の支給額増 

事業承継支援事業 23，000 市内中小企業者を対象とした事業承継、Ｍ

＆Ａに関する取組への助成、事業承継の際に

必要な金融支援を実施 

（路面電車の乗り入

れを含めた）岡山駅前

広場整備事業 

559，300 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 

山南義務教育学校（仮 

称）整備事業 

926，660 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 

令和４年度：開校予定 

広島市 

総合文化芸術イベン

トの開催 

10，000 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。 

戸山地域・湯来地域の

活性化プランの作成 

2，000 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。 

公立保育園等ＩＣＴ

化推進事業 

14，645 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。 

学校における働き方

改革の推進 

4，738 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。 

北九州市 

オフィスリノベーシ

ョン補助金 

（産業経済局企業立

地支援課） 

50，000 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。 



市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

北九州市 

地元就職促進に向け

た市内大学助成事業 

（企画調整局企画課） 

50，000 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

市内大学に対し、１校あたり 1，000万円を上

限とする助成制度を創設する。 

2020 ホラシスアジア

ミーティング開催事

業 

（環境局環境国際戦

略課） 

72，000 海外の企業経営者や投資家などが参加する

国際会議である「2020ホラシスアジアミーテ

ィング」を開催し、本市の環境国際ビジネス

の総括とアジア諸都市の多様なニーズに対応

した都市づくりを強力に発信することで、市

内企業の新たな事業機会を創出する。 

日程：令和２年 11月 29日～12月１日 

高齢者の生活交通を

確保する「おでかけ交

通支援事業」 

（建築都市局都市交

通政策課） 

104，000 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。 

１ 運行支援の助成率を 1/2に引き上げ 

２ おでかけ交通の実施地区拡大 

３ 車両の小型化によるバス路線の維持への

運行助成 

４ おでかけ交通へのＩＣカード導入 

５ ＡＩを活用したオンデマンド交通の実証

実験 

福岡市 

災害時の電力確保 

（防災企画課） 

82，499 災害時に避難所となる公民館等に、電気自

動車（ＥＶ）から電力を供給するための設備

を導入するとともに、庁舎の非常用電源に関

する調査を行う。 

産婦健康診査 

（こども発達支援課） 

99，631 （１）産婦健康診査について、検査費用を助

成する。 

【検査内容】 

問診、診察、母乳の管理、体重測定、血圧測

定、尿検査（蛋白、糖）、エジンバラ産後うつ

病自己質問票（ＥＰＤＳ）による状況把握 

【助成金額】 

産婦健康診査２回分（産後２週間、産後１か

月）に係る費用 

※5，000円×２回が上限 

（２）支援が必要な母子について、産科医

療機関等と連携した支援体制の強化を図る。 

保育体制強化事業 

（運営支援課） 

495，000 園外活動時の見守りや遊具の消毒等の保育

に係る周辺業務を行う保育支援員（地域住民

や子育て経験者などの地域の多様な人材）の

配置に要する費用の一部を補助する。 

【対象施設】 

私立保育所、幼保連携型認定こども園 

【助成額】 

１園あたり月額 15万円 



 

市名 事業・施策名 

（担当課名） 

予算額(千円) 事業概要・特色 

福岡市 

宿泊事業者受入環境

充実の支援 

（観光産業課） 

36，360 宿泊施設における多言語対応や災害対応の

設備等への補助を行うとともに、セミナーの

開催等により宿泊事業者の人材確保・育成等

を支援 

グローバル MICE 誘致

強化事業 

（MICE推進課） 

98，153 「Meeting Place Fukuoka」の体制強化や 

支援施策の充実を図る。 

防災重点ため池対策

事業 

（農業施設課） 

179，033 ⑴ため池の安全性向上のための調査 

 ため池の洪水吐調査 82件 

⑵農業用途がなくなったため池の安全性向

上洪水吐切下げ工事により貯水機能をなく

し、ため池の決壊リスクを除去する。 

特別教室空調整備 

（課長※空調設備整

備） 

25，777 小・中学校あわせて約 900 の特別教室に空

調設備の整備を行う。令和２年度は、実施方

針や整備スケジュールなどの詳細な調査・検

討を行う。 

熊本市 

防災拠点施設の耐震

化 

（危機管理防災総室） 

117，500 防災拠点施設に必要な耐震性能を満たすた

め、耐震化に向けた調査、計画策定等を行う。 

健康ポイント事業 

（健康づくり推進課） 

42，000 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。 

観光マーケティング

戦略策定経費 

（観光政策課） 

25，000 多様化する観光客の様々なデータを調査・

分析し、データに基づく観光戦略を策定する。 

バス交通運行効率化

関係経費 

（交通政策課） 

15，000 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

規路線の検討を行う。 

教育の情報化推進経

費 

（教職員課） 

966，600 全小中学校へのタブレット端末の配備を完

了し、政令指定都市トップクラスの教育ＩＣ

Ｔ環境を実現する。 


