
札幌市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

　アリーナ（2,612㎡）、相撲室（227㎡）、ボクシング室（278㎡）、
剣道室（230㎡）、武道室（232㎡）、柔道室（225㎡）、弓道室（528
㎡）、アーチェリー室（301㎡）、ウエイトリフティング室（77㎡）、
トレーニング室（149㎡）、選手控室（33㎡）×２室、大会役員室（29
㎡）、審判控室（19㎡）、小会議室（24㎡）×２室、多目的室（69㎡）×
２室（既存施設の建替）

　建設後約50年が経過し、耐震性能の低さや設備の老朽化などにより、現
施設を維持することが困難となり、さらに、時代の変化とともに大会の大
規模化やスポーツニーズの多様化が進み、市民からの要求に応えることが
難しくなってきたことも踏まえ、新しいスポーツ振興の総合的な拠点とし
て整備した。

3,078,000

7,422,000

10,500,000千円（平成28年度～令和元年度）

うち、建設費

鉄骨鉄筋コンクリート造４階建て

敷地面積 15，060㎡
7,660㎡

16,872㎡

8,800,000千円

中央体育館（愛称「北ガス
アリーナ札幌46（ヨンロ

ク）」

Ⅳ 新規開設した施設
令和元年度以降に新規開設した施設　　※仙台市、相模原市、静岡市、大阪市は該当なし

中央体育館改築事業 平成28年度～令和元年度

平成31年4月27日

42



さいたま市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

うち、建設費 2,226，960千円

2,004,000

2,673,043千円（平成29年度～令和元年度）

－

669,043

　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
育普及活動などに取り組んでいく。また、誰もが気軽に、身近に楽しめる
施設になるよう努めるとともに、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。

　【デザインコンセプト】
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。
【設備】
・会議室・展示室１・展示室２・展示室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

敷地面積  7,543.41㎡
2,203.95㎡

2,029.07㎡

 －

岩槻人形博物館整備事業 平成29年度～令和元年度

岩槻人形博物館 令和2年2月22日
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千葉市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

建築面積

規模・構造

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

敷地面積
（Ｂ１棟）　890.17㎡
（Ｂ２棟）1,087.92㎡
（Ｂ３棟）2,717.50㎡

（Ｂ１棟）　8,119.05㎡
（Ｂ２棟）　1,503.54㎡
（Ｂ３棟）13,561.42㎡

（Ｂ１棟）ＲＣ造一部Ｓ造、地上15階
（Ｂ２棟）Ｓ造、地上３階
（Ｂ３棟）ＲＣ造、地上９階

千葉都市計画事業
千葉駅西口地区第二種市街地

再開発事業（Ｂ工区）
平成２年度～令和元年度

ウェストゲート千葉
WESTGATE CHIBA

令和2年4月1日

−（平成２年度～令和元年度）

うち、建設費

総事業費
(決算額・決算見込額)

−

−

 ［用途］
（Ｂ１棟）共同住宅、保育施設、薬局、スポーツクラブなど
（Ｂ２棟）屋上公園、駐輪場、物販店舗
（Ｂ３棟）病院
［設置主体］
（施行者）千葉市
（特定建築者）千葉駅西口地区Ｂ工区再開発事業体

　特定建築者制度を活用した再開発事業により、駅前広場等の公共施設と
ともに施設建築物３棟を整備し、土地の合理化かつ健全な高度利用と都市
機能の更新を行った。事業協力者から提案された、「健康福祉を実現する
街づくり」をコンセプトに、商業のほか、居住・医療・健康づくり・保育
など多機能な用途の建築物を導入し、中央部に位置する公園棟の屋上部に
は公園を配置することで、多世代の人々が集い賑わうまちづくりを目指
す。また、建築物の３階部を千葉駅へと繋がる既存デッキと接続し、千葉
駅方面との歩行環境の充実と回遊性の向上を実現した。

−

−

−

（Ｂ１棟）　　729.05㎡
（Ｂ２棟）　　908.37㎡
（Ｂ３棟）　1,831.15㎡
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横浜市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

横浜市岡津地域ケアプラザ 平成28年度～令和元年度

横浜市岡津地域ケアプラザ 令和元年12月１日

地上２階建、木造

うち、建設費 275,812千円

敷地面積 598.5㎡
 299.87㎡

499.4㎡

332,252千円

-

-

332,252

　高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよ
う、身近な福祉・保健の拠点としてさまざまな取組を行うための施設とし
て設置した。

　多目的ホール、調理室、地域ケアルーム、相談室、ボランティアルーム
など

-
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川崎市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

浮世絵等活用事業 平成30年度～令和元年度

川崎浮世絵ギャラリー 令和元年12月３日

民間ビル「川崎駅前タワー・リバーク」本市区分所有部分である３階アー
トガーデンかわさき内に特別展示室として開設（面積は特別展示室＋アプ
ローチ通路）

うち、建設費 ０千円

敷地面積  188㎡
㎡

188㎡

93，626千円（平成30年度～令和元年度）

63,000

25,592

「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、①良質な文化芸術作品の鑑賞機
会提供②浮世絵の背景にある文化の発信③まちへの愛着と誇りの醸成④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。　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。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。開館時間：11時か
ら18時30分まで（月曜日・年末年始・展示替えの期間をのぞく）
観覧料 ：500円（ただし高校生以下、障がい者とその介護者１名は無料）

5,034
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新潟市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

万代・宮浦乳児保育園及び
東地域保健福祉センター建設
事業

平成28年度～令和元年度

万代保育園・東地域保健福祉
センター

令和2年2月25日

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造４階建

うち、建設費 1,115,400千円

敷地面積 4,039.44㎡
1,145.9㎡

2,791.6㎡

1,115,400千円（平成28年度～令和元年度）

1,029,900

0

85,500

市立保育園２園の統合により低年齢児の保育需要の増加への対応するとと
もに、保育環境の改善及び地域保健福祉センターの利便性向上を図るた
め。

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。
［保育園］
１階：保育室、事務室、調理室、エントランスホール（地域保健福祉セン
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

0
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浜松市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

ビーチスポーツ施設整備事業 平成30年度～令和４年度

遠州灘海浜公園
江之島ビーチコート

令和元年７月１日

施設規模：1,600㎡
整備面積：1,280㎡（ビーチテニス・バレー２面、ビーチサッカー１面利
用）
規　　格：国際バレーボール連盟基準に準拠したコート（白砂）

うち、建設費 -

敷地面積 1，600㎡
−　㎡

−　㎡

68,205千円（平成30年度～令和元年度）現在

0

0

68,205

　「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ビーチスポーツ施設の
整備を行う。

（１）施設規模：1,600㎡
（２）整備面積：1,280㎡
　　　　　　　（ビーチテニス・バレー２面、ビーチサッカー１面利用）
（３）付帯設備：選手用シャワー、放送用コンセントボックス
（４）規　　格：国際バレーボール連盟基準に準拠したコート（白砂）

61,738千円
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名古屋市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

北名古屋工場（仮称）
整備運営事業

平成28年度～令和22年度

名古屋市北名古屋工場 令和2年7月1日

【処理能力】可燃ごみ：660ｔ/日　（330ｔ/日・炉×２炉）
　　　　　　不燃ごみ：50ｔ/５時間
【処理方法】シャフト炉式ガス化溶融炉

うち、建設費 43,000,000千円

敷地面積 25,708.33㎡
11,265.07㎡

24,621.62㎡

58,000,000千円（平成28年度～令和22年度）

20,300,000

0

22,500,000

安定的な焼却処理を確保するため、「第５次一般廃棄物処理基本計画」に
基づき、老朽化が進んでいる南陽工場の代替施設として建設する。

○ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式により実施
○愛知県の「第２次ごみ焼却処理広域化計画」に基づき、本市、北名古屋
市、豊山町及
び北名古屋衛生組合が共同で設置

15,200,000
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京都市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

京都市立京北小中学校 平成28年度～令和３年度

京都京北小中学校 令和2年4月1日

敷地面積  67,988㎡
6,029.19㎡

8,400.16㎡

校舎・体育館棟：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造及び木造　地下１階地上
２階建て
アプローチ棟：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造　地上２階建て
駐　　輪　　場：鉄骨造　平屋建て

5,368,757千円（平成28年度～令和３年度）

　右京区京北地域の児童・生徒数減少を踏まえ、平成27年７月７日に「京
北第一小学校、京北第二小学校、京北第三小学校の３校を統合し、周山中
学校と合わせて平成32年４月を目途に、全国に誇るべき小中一貫教育校」
の創設を求める要望書が京北自治振興会から教育委員会に提出された。こ
れを踏まえ、平成28年２月市会において、統合校整備に係る予算案を提案
し、議決後、平成28年度に基本計画を策定し、平成29年度から平成30年度
までにかけて基本・実施設計を行った。さらに、平成31年１月から建設工
事に着手し、約15箇月の工期を経て、令和２年３月に竣工した。

①丘陵地の景観と一体となった外観デザインとすることで、京北の町並み
への調和を図った。②京北地域らしい木の温もりを感じる校舎とするた
め、校舎全体の内壁、外壁、腰壁、天井等の内装材や屋根、柱等の構造部
材として、積極的に木材を利用した。また、昇降口や図書室上部は、木柱
に包まれるような吹抜け空間を構成しており、２階にそれらを囲むように
廊下を配置することで、児童・生徒の回遊性を高めた。③普通教室はすべ
て南面に配置し、明るく開放的な学習環境を確保したほか、図書室（メ
ディアセンター）は地域開放を想定して昇降口付近に配置した。④木質ペ
レットを燃料とした冷暖房設備等を採用した。
⑤落雪や氷柱の発生を防止するため、屋根はゆるやかな勾配とし、雪止め
を設置した。また、1．5m以上の庇を設け、積雪時に児童・生徒等が安全に
歩ける通路を確保している。

うち、建設費 3,684,501千円

683,317

4,397,000

0

288,440
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堺市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

構　　造：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）
規　　模：地上６階、地下１階
主要室名：大ホール（2,000席）、小ホール（312席）、大スタジオ、小ス
タジオ、多目的

うち、建設費 　14,705,542千円

堺市民会館建替事業 平成26年度～令和元年度

フェニーチェ堺
（堺市民芸術文化ホール）

令和元年10月１日
（グランドオープン）

敷地面積 14,333.03㎡
8,848.50㎡

19,815.77㎡

11,228,400

54,700

1,551,082

本市では、文化を創造し享受する主体は市民であるとの認識のもと、これ
まで文化芸術の振興に取り組んでおり、平成23年度から10年間の堺市のま
ちづくりの指針となる「堺市マスタープラン」においても、「堺・３つの
挑戦」のひとつに「歴史文化のまち堺・魅力創造の挑戦」を掲げており、
歴史と文化を活かしたまちづくりの推進や文化芸術機能の強化に取り組ん
でいるところである。市民が誇りを感じる文化的環境の充実を図るために
も、都市のシンボルとして内外に文化を発信できる芸術性の高い施設であ
る中枢文化施設を整備する必要があると考え、新施設は、文化力の向上は
もとより、都市イメージや都市格の向上、まちの賑わいを創出するために
重要な役割を担うことを目的としている。また、次代を担う子どもたちが
優れた舞台芸術等にふれる機会を拡充することで、豊かな感性や創造性を
引き出すことができるものと考える。

　多くの方々に深い感動と喜びを与え、心豊かな市民生活の実現と市民文
化のさらなる向上を図ることで、魅力と活力のある地域社会の形成や都市
魅力の創造・発信につなげる芸術文化活動の拠点施設として、大ホール、
小ホール、大スタジオ、小スタジオ、多目的室、文化交流室、交流・創作
ガレリア、レストラン等を有するホールである。
施設内部は、太陽発電や屋上緑化、雨水利用、ＬＥＤ照明の利用など環境
に優しい取り組みを行っており、堺市建築物の総環境配慮制度（CASBEE
堺）の最高ランクにあたるランクＳを取得している。

15，676，082千円（平成26年度～令和元年度）

2,841,900
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神戸市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

鉄筋コンクリート造　11階建（神戸大学医学部付属病院内）

うち、建設費 −

神戸市難病相談支援センター 平成30年度～令和元年度

神戸市難病相談支援センター −

敷地面積 −
8,639.28㎡

 70㎡
（総合相談窓口）

-

-

10,989

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。

　神戸大学医学部附属病院　総合相談窓口内に設置し、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

20,280千円（平30年度～令和元年度）

9,291
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岡山市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

岡山市造山古墳ビジターセン
ター整備事業

令和元年度

岡山市造山古墳ビジターセン
ター

令和2年4月1日

敷地面積 2,250㎡
125.96㎡

124.57㎡

造山古墳や周辺の倍塚、平成30年５月に日本遺産に認定された「『桃太郎
伝説』の生まれたまち　おかやま～古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語
～」を紹介する学びの場となっているほか、ボランティアガイドの活動拠
点としても活用されている。

展示ホール、講義スペース等
開館時間　午前10時から午後３時

鉄骨造

54,471千円（令和元年度）

うち、建設費 49,346千円

53



広島市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

54,800

　平和記念公園レストハウスは、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・活用を図るとともに、観光客等への
おもてなしを向上させるため、改修工事を行っており、被爆75周年に当た
る今年の７月１日（水）にリニューアルオープンする。

　３階：展示室１（中島地区の歴史資料等の展示）
　　　多目的室（一般貸出）
２階：休憩・喫茶ホール（軽飲食提供）、休憩・喫茶室（一般貸出可）
１階：観光案内及び特産品等販売、事務室
地階：展示室２（地下室の生存者による手記等の展示）

鉄筋コンクリート造　地下１階・地上３階建
・屋内運動場棟：RC造一部鉄骨造　地上3階建　　　　　等

927,000千円（平成30年度～令和２年度）

うち、建設費 927,000千円

872,200

平和記念公園レストハウスの
改修

平成30年度～令和２年度

平和記念公園レストハウス 令和2年7月1日

敷地面積
71,900㎡

（平和記念公園内）

401.12㎡

1,344.97㎡
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北九州市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

ＲＣ造（一部鉄骨造）

うち、建設費 千円

3,700,000千円（平成28年度～令和元年度）

市民の健康づくり、競技大会の開催、東京オリンピック・パラリンピック
のキャンプ地誘致等、北九州市スポーツ振興計画や北九州市公共施設マネ
ジメント実行計画の推進を目的とする。

・施設規模（延床面積）：7,121.95㎡、地上２階建て
・室内50ｍプール（公認、８レーン）
・室内25ｍプール（公認、６レーン）
・室内幼児・児童プール（150㎡）
・観客席：800席

敷地面積 18,627.57㎡

　5,878.57㎡

7,121.95㎡

桃園市民プール（室内）整備
事業

平成28年度～令和元年度
（４年間）

北九州市立桃園市民プール 令和２年６月（予定）
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福岡市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

　Fukuoka Groth Next（福岡市スタートアップ支援施設）内には、創業か
ら人材確保までワンストップ支援を行う拠点となる「スタートアップカ
フェ」があり、主な機能の一つとして、行政書士コンシェルジュのサポー
トを受けながら創業手続きをオンラインで実施できる開業ワンストップセ
ンターを設置している。　　URL（https://startupcafe.jp/）

福岡市開業ワンストップセン
ター

令和元年度～

Fukuoka Groth Next 令和元年８月27日

9,467千円　　　　　　令和２年度予算
（参考：令和元年度当初予算額7,464千円）

2,917

0千円

0

敷地面積 1,894.61㎡
−　㎡

2,913㎡

0

開業手続きにおける公証人役場や法務局といった様々な関係機関の窓口を
行き来する負担を軽減することで、スピーディな創業を実現し、新たなビ
ジネスをスムーズに始められるよう支援することを目的としている。

0

鉄筋コンクリート造

うち、建設費
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熊本市

事業名 事業年度（期間）

施設名 開設年月日

建築面積

延床面積

規模・構造

総事業費

(決算額・決算見込額)

国県支出金

総事業費(千円) 特定財源 地方債

財源内訳 その他

一般財源

設置目的

施設概要

１　　階：展示ホール
２　　階：シビックホール
３　　階：会議室（大中小19室）
４　　階：メインホール
開館時間：９：００～２２：００
熊本城ホールは、中心市街地の桜町地区に建設される複合施設の一角を占
める「賑わい交流施設」で、バスターミナルや商業施設、ホテルなどと同
じ建物にあるため、それぞれへの移動がスムーズにできる。

総面積が約30，000平方メートルあり、概ね４つの用途で構成されている。
メインホールだけで約2，300人、さらに施設全体を使うことで、計3，000
人規模の催事や大会などを開催することも可能で、住民の相互交流の促進
や新たな賑わいの創出の中核を担う施設である。

3,642,440

0

熊本城ホール 令和元年12月１日

地下１階地上６階建・鉄骨鉄筋コンクリート造

22,073,500

4,656,840

30,372,780千円（平成28年度～令和元年度）

熊本城ホール整備事業 平成28年度～令和元年度

29,044,400千円うち、建設費

敷地面積 30,266.83㎡
27,010.00㎡

30,780.28㎡
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