
ヨネッティー堤根の整備・有効活用について
対象地の概要 環境局減量推進課

１ 設置の目的

２ 施設概要

【竣 工】昭和５７年３月（築37年）
【内 容】温水プール(競泳プール25ｍ ６コース、幼児プール)、

老人休養施設 (入浴施設、休養施設)、駐車場
【営業時間】温水プール 午前10時 午後9時

老人休養施設 午前9時 午後4時
【運営方式】指定管理制度（現在第４期：平成31年度～平成35年度）

指定管理者 東急ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ・東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ共同事業体
【利用者数】温水プール 約12万人 老人休養施設 約4万人

●市民の健康の増進と文化の振興を図り、もってその福祉の向上に寄与する
ため、処理センターのごみ焼却に伴う余熱（蒸気）を有効利用し、川崎市
余熱利用市民施設（ヨネッティー）を設置。

ヨネッティー堤根の整備・有効活用について
対象地の位置

【住所】
川崎市川崎区堤根73番１

【アクセス】
・JR川崎駅から徒歩約17分
・JR尻手駅から徒歩約12分
・JR八丁綴駅から徒歩約7分

【整備範囲】
線で囲まれた範囲（5,471.26㎡）を基本とする
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ヨネッティー堤根の整備・有効活用について

整備事業の検討を進めるに当たって、
さまざまなアイデアに基づき検討することが重要であることから
令和元年５月 ６月にサウンディング調査を実施

３ 現況

堤根温水プール 堤根老人休養施設

●年間約17万人と一定の利用者がある一方、現在築37年が経過し、施設の
老朽化が顕著になってきており、保全や修繕等の施設管理の問題が生じている。

●余熱の供給元である堤根処理センターは、建替えの為、2023年に稼働を停
止する予定で、堤根処理センターが再稼働するまでの約10年間は余熱利用
が出来ない状況となる。

ヨネッティー堤根の整備・有効活用について

（１）事前説明・現地見学会
開催日 令和元年５月９日（木）
開催場所 堤根処理センター、堤根余熱利用市民施設
参加者数 １６社

（２）対話の実施
開催日 令和元年６月１８日（火） ６月２４日（月）
開催場所 川崎市役所第３庁舎内会議室
参加者数 ４団体（８社）

４ サウンディング調査の結果概要

事前説明会、現地見学会の様子



ヨネッティー堤根の整備・有効活用について

（３）主な意見

５ サウンディング調査の結果概要

対話項目 主な意見等

１ 事業用地の評価
・駅から比較的近く、好立地のため、十分活用可能。
・動線が狭く、入口のアクセスがネックだが、工夫次第で利用
者数は増やせる。

・地形が三角形のため、土地活用が難しく、工夫が必要。

２ 既存建物の活用有無
（建替え又は大規模改修等）

・既存建屋の老朽度合やコストメリット等を考慮すると、建替
えが望ましい。

・大規模改修の場合、新築に近いコストがかかると予想され
る。

・大規模改修を行う場合、設備の耐用年数は過ぎていると考え
られ、ほぼ入れ替えとなるため、費用対効果は低い。

・外壁、設備等の老朽度合いから修繕は困難と考える。

３ 事業内容、付加価値施設
・費用対効果を検証する必要はあるが、様々な提案（スタジ
オ、トレーニングルーム等）が考えられる。

・多機能なコミュニティづくりの場としての活用が考えられ
る。

ヨネッティー堤根の整備・有効活用について

（３）主な意見

５ サウンディング調査の結果概要

対話項目 主な意見等

４ 事業手法、整備手法、
事業期間

＜整備手法＞
・ＰＦＩ（ＢＴＯ方式）若しくはＤＢＯ方式による整備の可能性
が考えられる。
＜管理・運営手法＞
・指定管理者制度が考えられる。
＜事業期間＞
・１５ ２０年程度が望ましい。

５ 建築の諸条件、
要検討事項

・施設前の道路（入口）が狭いため、どのように動線を確保する
かの工夫が必要。

・駐車場設置の有無の検討及び設置する場合には、駐車台数の検
討が必要。

・地下を利用し、駐車場を設ける場合は、費用は増大する。

６ その他、有効活用に
向けた提案

・駅から施設までに、看板を設置する等、施設認知度アップを図
るための工夫が必要。

・自主事業によるマイクロバスの運行やコミュニティバスの導入
を行うことで、利用者数を増やせる。



ヨネッティー堤根の整備・有効活用について
※サウンディング調査公表時

■整備に当たっての前提条件
① 建替え、または、大規模改修のいずれかによりプール事業を継続する
② 堤根処理センターの建替え期間中も、ヨネッティー堤根の運営を継続する
（※ヨネッティー堤根の建替えまたは大規模改修中は休館とする）

③ 付加価値施設の設置を積極的に検討する

６ 想定スケジュール（建替えを想定した場合）

ヨネッティー堤根の整備・有効活用について
今後、ご意見・ご提案をお聴きしたい事項

整備等にあたり、事業者の公募をする際は、
積極的に手を挙げていただければ幸いです。

今後、サウンディング調査で事業者の方々
からいただいた提案などを参考に、ヨネッ
ティー堤根について検討していきます。

かわさき３Ｒ推進キャラクター
「かわるん」

【お問い合わせ先】
環境局減量推進課   川上、真田
E-mail 30genryo@city.kawasaki.jp
TEL 044-200-2579



２０１８年３月に改正した「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」に基づき、産業振興、防災対策、健康維持等にも寄与する「マルチベネフィッ

ト」を重視した地球温暖化対策に取り組んでおり、災害時にも活用できる再生可能エネルギー等の導入を推進している。

２０１８年度には、この一環として、太陽光発電の普及や市有財産の有効活用を目的に、既存の市有施設の屋根の目的外使用許可による太陽光

発電事業（いわゆる「屋根貸し」）のモデル事業を実施し、２０１９年５月から発電事業を開始している。２０１９年度は、モデル事業を踏まえ、

対象施設を全庁的に拡大していく。 

２０１９年度の市有施設の屋根貸し事業の取組について 

２ ２０１９年度の取組状況 

●２０１８年度は事業者の投資回収の元となる固定価格買取制度による電力

買取価格が１８円/ｋＷｈであったが、２０１９年度の電力買取価格は１４

円/ｋＷｈとなっている。

●２０１９年度の屋根貸し事業の実施可能性について業者アンケートを実施

し、多くの事業者から実施可能との回答を得た。

● モデル事業を基に、屋根貸し事業拡大に向け、各局（室・本部）区にて管

理している建物について、太陽光発電設備の設置可否の調査を行った。 

● 調査結果、候補施設として４施設（幸市民館・図書館、麻生市民館・図書

館、中部リハビリテーションセンター、京町小学校）を選定。今後、公募

手続きにより事業者決定予定。

●２０１９年８月８日 事業者選定に係る公募公表

●２０１９年９月２４日～１０月４日 事業者ヒアリング（選考）

●２０１９年１０月中旬 事業者決定 

●２０１９年度中  

太陽光発電設備の設置工事完了  

●２０２０度初旬 発電事業開始 

３ スケジュール

＜スキーム図＞ 

１ ２０１８年度の取組 

●２０１８年１０月３０日に、市有施設の「屋根貸し」による太陽光発電モ

デル事業の事業候補者を決定した。

●提案のポイントとして、「軽量化で建物への影響が小さい」「アンカーレス

なのに風に強い構造」等があった。

●また、発電した電気は災害時停電した場合、施設で活用可能としている。

●２０１９年３月に設置工事完了、５月から発電事業開始。

●目的外使用料による収入 

２０年間でおおよそ１９７万円 

（年間３００円/平方メートル） 

●固定資産税（償却資産）による収入 

約９０万円（２０年間） 

浮島埋立事業所（モデル事業）でのパネル設置作業の様子 

設置工事完了後（モデル事業） 

２０１９年９月４日

環境局地球環境推進室

●固定価格買取制度による電力買取価格の動向を見ながら、他のス

キーム導入を含め検討を行う。

４ 来年度以降の取組

環境局地球環境推進室 担当 伊藤 

連絡先 TEL：044-200-2508 E-mail：30tisui@city.kawasaki.jp 



総合自治会館跡地等の活用について
対象地の位置 まちづくり局拠点整備推進室

総合自治会館跡地等の活用について
対象地の概要 まちづくり局拠点整備推進室

所在及び交通 川崎市中原区小杉町３丁目１番地ほか
東急武蔵小杉駅から徒歩約５分

地目・地積 宅地・２，１３０㎡
水路 ７７９㎡
合計 ２，９０９㎡ ※CAD求積による

都市計画による制限 用途地域 商業地域
建蔽率／容積率 ８０％／４００％
高度地区 指定なし
防火地域 防火地域

現況等 川崎市総合自治会館（普通財産）が現存



総合自治会館跡地等の活用について
既存施設の概要 まちづくり局拠点整備推進室

構 造 鉄筋コンクリート造３Ｆ
床面積 １３８７．６７㎡
建築面積 ８１７．８３㎡
建物高さ １２．９１５ｍ
竣 工 昭和５８年１１月３０日

総合自治会館跡地等の活用について
基本的な事業スキーム まちづくり局拠点整備推進室

事業者の皆様は市と２０年の
事業用定期借地等を締結し、
地域貢献を行いながら
自らの事業を営む。

事業者の皆様の役割
・施設等への投資
・広場等の管理・運営



総合自治会館跡地等の活用について
活用に当たっての主な条件 まちづくり局拠点整備推進室

地域貢献 諸条件
・事業期間２０年
・鑑定による借地料等
・既存施設の活用はしても
しなくてもＯＫ
・建物規模は現状と同等以下

【お問い合わせ先】
まちづくり局拠点整備推進室 担当 伊藤
E-mail 50kyoten@city.kawasaki.jp
TEL 044-200-3805



令和元年８月 22 日 

報 道 発 表 資 料  

川崎市内の公園緑地の魅力向上に向けたサウンディング型市場調査を実施します！

公園のさらなる魅力向上や自然の特徴を活かした遊び場の創出に向けて、民間事業者等の皆様から

幅広いアイディアや事業についての提言、川崎市への要望等を募集するサウンディング型市場調査を

実施し、公園緑地への民間活力導入の可能性や今後の取組の方向性を検討します。

「近隣の公園でカフェを営業して、公園の賑わいや憩いの創出につなげたい」「公園内に収益施設を

設置し、収益の一部で公園の維持管理をしながら、地域貢献や公園の魅力向上につなげたい」など、民

間事業者等の皆様の持つノウハウやアイディアを活かした公園緑地の利活用提案をお寄せください。 

１ 調査対象 

（１）対象公園 市内の公園緑地 ※ただし、県立公園及び港湾緑地、一部の公園緑地は除く。

（２）対 象 者 自らが主体的に事業を実施する意向のある、法人格を持つ民間事業者（ＮＰＯ法人 

その他の団体を含む）又はそのグループ。業種、業態は問いません。 

２ 求める提案内容

次のいずれかの視点を含む内容のものとします。 

公園の 

利活用
公園のさらなる魅力向上

公園の特色や地域の特性を活かした公園施設の整備や公園

の維持管理、運営、オープンスペースの有効活用等による

公園機能の向上、公園の新たな魅力の創出や地域の活性化

保全緑地 

の利活用

自然の特徴を活かした

遊び場の創出 

自然をそのまま活かした自由に遊べるフィールドの創出、

緑地の保全と利活用による適正管理の推進 

３ 提案方法

  所定の様式（様式２「サウンディング調査参加申込書」）に必要事項を記入の上、実施要領に記載の

メールアドレス宛てご提出ください。 

  申込書は川崎市ＨＰからダウンロードしてください。※「川崎市 公園サウンディング」で検索 

４ スケジュール 

（１） サウンディング型市場調査 

参加申込期間 令和元年８月 22 日（木）～９月 30日（月） 

説明会・現地見学会 【第１回】令和元年９月６日（金）、【第２回】９月９日（月） 

個別対話の実施 ～令和元年 12月末まで（予定） 

（２） 調査実施後の予定  

提案のあった内容を精査し、民間活力の導入により公園緑地に新たな魅力が創出できると判断さ

れたものから、地域や公園利用者の方々と調整を行います。また、必要に応じて、追加対話を実施さ

せていただきます。その後、調整が整ったものから、順次、事業者の公募・選定を行います。 

【問合せ先】 

川崎市建設緑政局総務部企画課みどり活用担当 藤井 

TEL：044-200-0510 

＜参考＞サウンディング型市場調査とは； 

 個別の事業の必要性に応じて実施される検討プロセ

スの一つ。民間のノウハウを最大限に活用するため、

市場ニーズの確認やアイディア収集、民間の意向把握

等のために行うもの。 

「こんなこといいな、できたらいいな」という 
公園の魅力向上につながるアイディアを

ご提案ください！



４．スケジュール、今後の進め方（予定）
8/22 9/6、9 ～12末 R2.1頃 R2.1以降

２．調査対象

【概要版】川崎市の公園緑地の魅力向上に向けたサウンディング型市場調査について

サウンディング型市場調査とは︓
個別の事業の必要性に応じて実施される検討プロセスの⼀つ。⺠間のノウハウを最⼤限に活
⽤するため、市場ニーズの確認やアイディア収集、⺠間の意向把握等のために⾏うもの。

川崎市が管理する全ての公園緑地
※県立公園及び港湾緑地、個別に民間活力導入に向けた取組を推進している公園緑地（等々力緑地、夢見
ヶ崎動物公園）は対象外

（１）調査の対象公園緑地

（２）調査の対象者

自らが主体的に事業を実施する意向のある、法人格を持つ民間事業者（ＮＰＯ法人そ
の他の団体を含む）またはそのグループ。業種、業態は問わない。

公園のさらなる魅力向上 賑わいや憩いの創出、利用者の利便性向上につながる

ような、公園の特色や地域の特性を活かした公園施設の整備や公園の維持管理、

運営、オープンスペースの有効活用等により、公園機能を向上させるとともに、

公園の新たな魅力の創出や地域の活性化を図るもの。

＜公園の利活用方法の例＞

・新たな公園施設の整備 ・既存施設のリニューアル ・定期的なイベント開催 など

（２）保全緑地の利活用

自然の特徴を活かした遊び場の創出 次世代の担い手となる子どもたちの情操教

育や防災意識の向上、健全な心身の成長につながるような、自然をそのまま活か

した自由に遊べるフィールドを創出し、緑地の保全と利活用による適正管理の推

進を図るもの。

飲食施設の整備 イベントの実施

デイキャンプ冒険心に満ちた遊び場

要
領
公
表

説明会・現地⾒学会
（富⼠⾒公園、王禅寺ふるさと
公園・王禅寺四ツ田緑地）

個別対話による
⺠間ニーズ把握、実現可能性の調査等

結
果
公
表

対象事業の抽出
地域との調整

基本計画の策定
事業手法の検討 など

１．背景・目的
都市における貴重な緑とオープンスペースである公園では、一部においてその機能を十

分に発揮できていない公園や老朽化の進行した施設を有する公園などがあり、公園の機能
の保全や質の向上を図ることが課題となっている。そのため、公園の整備・管理運営を着
実に行うとともに、さらなる魅力向上に向けた取組を進めていくことが必要である。

また、樹林地等については、緑地保全の進展に伴い、保全活動の継続とともに、新たに
樹林地等の利活用による適正管理の推進が重要であり、その取組を持続的なものとするに
は、次世代の担い手となる子どもたちがのびのびと自然にふれあい、成長できる機会を創
出することが必要である。

以上のような状況を踏まえ、公園のさらなる魅力向上や自然の特徴を活かした遊び場の
創出により、都市の魅力の向上やまちの賑わいの創出、地域コミュニティの活性化を図る
ため、民間事業者等から幅広いアイディアや事業についての提言、川崎市への要望等をお
聞きするサウンディング型市場調査を実施し、市内の公園緑地への民間活力導入の可能性
や今後の取組の方向性について検討する。

３．求める提案内容
（１）公園の利活用

富⼠⾒公園 王禅寺ふるさと公園・王禅寺四ツ田緑地

事業手法
公募条件の決定 など

事業者の
公募・選定

事業
の開始

サウンディング型市場調査

公園の特性にあわない など
事業未実施

＜主な対象公園＞

自然を活⽤した遊び場



かわさき里山コラボ事業について
事業概要
多様なステークホルダーに支えられた里山の保全管理を目指して、企業・教育機

関等の参加協力を頂き、実践的な里山の保全管理を行う「かわさき里山コラボ事
業」を実施しています。
樹林地として担保された特別緑地保全地区において、企業・教育機関等と一緒に

緑の将来像や管理のあり方を話し合い保全管理計画を策定します。その後、概ね５
年程度の期間で企業・教育機関等と協定を締結し、竹林整備（竹の伐採やたけのこ
の除伐）や雑木林の整備（下草刈り、常緑樹の伐採）を年２ ３回程度行って頂く
こととなります。なお、実践的な保全管理活動のほか、寄付による支援も行うこと
ができるものとなっています。

○かわさき里山コラボ 事業フロー(イメージ）
技術指導 川崎市公園緑地協会に登録され
た技術者が現地にて指導します。（無料）

道具の貸出し 活動に必要な道具を川崎市
公園緑地協会にて貸出します。（無料）

広報の支援 市から報道機関等への投げ込
みなどを行いＰＲします。

○活動のバックアップ

建設緑政局みどりの協働推進課

かわさき里山コラボ事業について
参画企業等の概要 建設緑政局みどりの協働推進課

富士通株式会社川崎工場

○栗木山王山特別緑地保全地区
平成２５年度協定締結

○久末東特別緑地保全地区
平成２６年度協定締結

NECﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ株式会社

川崎信用金庫

○王禅寺東特別緑地保全地区
平成２５年度協定締結

日本ロレアル株式会社

○久末イノ木特別緑地保全地区
平成２９年度協定締結

岡上小学校・和光大学
地域流域共生フォーラム

○岡上丸山特別緑地保全地区
平成２６年度協定締結



かわさき里山コラボ事業について
活動場所の位置図 建設緑政局みどりの協働推進課

①栗木山王山特別緑地保全地区

③王禅寺東特別緑地保全地区
②岡上丸山特別緑地保全地区

⑤久末イノ木特別緑地保全地区
④久末東特別緑地保全地区

企業・教育機関等の参加協力をいただき、実践的な里山の管理を行っています。

主な活動内容
竹林の整備(竹の伐採、竹の子の駆除等)
雑木林の整備（下草刈り、剪定、伐採等）など

活動場所
市内の緑地（特別緑地保全地区等）

①

② ③

④ ⑤

令和元年８月現在

５箇所の特別緑地保全地区
にて里山コラボを実施中

かわさき里山コラボ事業について

企業・教育機関等の参加者は、普段はデスクワークをしている方が
多く、自然の中で作業をすることでリフレッシュでき、また活動する
ことによって樹林地の景色が変わることを実感し、いきいきと楽しみ
ながら活動をしています。

お試しでの活動も承っておりますので、お気軽にご相談ください 

お問い合わせ先 川崎市建設緑政局緑政部
みどりの協働推進課 担当 緒方
TEL:０４４－２００－２３６５
E-mail 53mikyo@city.kawasaki.jp

建設緑政局みどりの協働推進課



富士見公園の再編整備
対象地の位置 建設緑政局みどりの保全整備課

・ＪＲ川崎駅

富士見公園

アクセス：川崎駅下車
徒歩約15分

駐車場：有／約300台※有料

・川崎競馬場
・京急川崎駅

・川崎市役所

対象地の概要 建設緑政局みどりの保全整備課

名称 富士見公園
公園種別 総合公園
所在地 川崎市川崎区富士見１丁目、２丁目
面積 約１７ha
設置年月日 昭和１５年５月１日
都市計画決定面積 １７ha
都市計画決定年月日 昭和１１年１２月９日
都市計画法上の規制等 用途地域 商業地域

容積率 建蔽率８０％、容積率２００％

富士見公園の再編整備



民間活用の導入検討区域 建設緑政局みどりの保全整備課

富士見公園の再編整備

※教育文化会館と県立図書館は機能移転に伴い取壊しを予定

既存の主な施設 建設緑政局みどりの保全整備課

富士見公園の再編整備

川崎富士見球技場

テニスコート コミュニティーガーデン エントランス広場



再編整備のコンセプト・民間事業者に求める内容 建設緑政局みどりの保全整備課

富士見公園の再編整備

（民間事業者に求める内容）
賑わいや憩いの創出、利用者の利便性向上につながるような、富士見公園の特色や地域の
特性を活かした公園施設の整備や富士見公園の維持管理、運営オープンスペースの有効活
用等により、公園機能を向上させるとともに、公園の新たな魅力の創出や地域の活性化を
図るもの。
＜公園の利活用方法の例＞
・新たな公園施設の整備 ・既存施設のリニューアル
・公園の管理運営・定期的なイベント開催 など

広場とカフェ・レストランの
一体的な整備

イベントの実施

緑あふれる景観と賑わいの創出

レストハウスとスポーツ施設の
一体的な整備

事業手法例 建設緑政局みどりの保全整備課

富士見公園の再編整備



民間活力導入に向けたスケジュール 建設緑政局みどりの保全整備課

富士見公園の再編整備

○サウンディング調査説明会
・現地見学会の開催
令和元年９月６日（金）

富士見公園のサウンディング調査は「川崎市の公園緑地の魅力向上に向けたサウンディング調査型市場調査」
の対象公園の一つとして、民間事業者等の皆様の持つノウハウやアイディアを活かした公園緑地の利活用提案
を募集します。

○サウンディング調査参加
申込受付期限
令和元年９月30 日（月）

○サウンディング調査
（個別対話）の実施
 令和元年12 月末まで
（予定）

※提案いただいた事業を実施する場合でも、改めて事業者公募等の手続きを行います。
本調査の提案者による事業実施を約束するものではありません。

【お問い合わせ先】建設緑政局みどりの保全整備課 担当 渡邉
E-mail 53mihoze@city.kawasaki.jp、TEL 044-200-2390



川崎市の強み国の現状認識と計画

グローバル人財育成事業について

国の現状認識

【第３期教育振興基本計画】（H30.6.15閣議決定）
伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛す

るとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態
度や、豊かな語学力・コミュニケーション能力、主体性・積極
性、異文化理解の精神等を身に付けて様々な分野でグローバルに
活躍できる人材を育成する。

川崎市の取組
「キャリア在り方生き方教育」等を通じて、共生・
協働の精神を育む取組を推進

国の取組
第５期科学技術基本計画に基づき、
「アントレプレナーシップ教育」の取組を推進

川崎市では、これまでの取組をさらに一歩進め、
また、川崎市ならではの強みを活かして、
新たに「グローバル人財育成事業」を開始

新川崎・創造のもりを含め、３つのサイエンス
パーク（※）が立地

約400の研究開発機関が集積

世界的企業が数多く立地

様々な大学や研究機関等が立地する強みを活かし、
産学官連携での人材育成が可能

こうした現状認識の下、
「様々な分野でグローバルに活躍できる人材の育成」

が国の計画に位置付けられた。
明治大学黒川農場

慶應義塾大学殿町タウンキャンパス

• 優秀な人材がベンチャー企業を志向しない傾向が強く、起業家
マインドを持つ人材の裾野の拡大が必要

• グローバル化の進展が予想される中、日本が抱える社会課題や
地球規模課題を自ら発見し、解決できる人材の育成が重要

慶應義塾大、明治大、専
修大、東工大など、様々
な大学と多様な連携・協
力関係を構築

これまでの取組

※新川崎・創造のもり、テクノハブイノベーション川崎（THINK）、
かながわサイエンスパーク（KSP）

こども未来局企画課 担当 北村
連絡先 TEL  044-200-1135

E-mail 45kikaku@city.kawasaki.jp

グローバル人財育成事業について

今年度実施の事業（先行２事業）

グローバル人財育成事業とは 

• インターネットを利用した遠隔講座「Stanford e-Japan」を
本市向けにカスタマイズ

• 講義のほか、受講者同士のディベートや交流プログラムなど

• 市立川崎・橘高校在学中の生徒、各校１０人程度

夢や目標を持つ

子ども・若者高校

大学等

企業等

連携

子
ど
も
・
若
者
応
援
基
金

事業実施

寄附

川崎市 広報・周知

市
民
・
企
業
・団
体
等

連携

連携

連携

グローバル人財育成事業

スタンフォード大学×川崎 （Stanford e-Kawasaki）

活用

寄附！
応援・

後押し

• 新川崎タウンキャンパスの活動「ハイパーループ・コンペ
※」に参加する浮上ポッドの製作研究活動への参加
※チューブ内にポッドを浮上させ、移動させる技術を競う世界大会

• 市立総合科学高校１ ３学年の生徒、５ １０人

慶應義塾大学×川崎 （ハイパーループ・コンペに挑戦！）

社会に力強く羽ばたいていく
！
応援・

後押し

イメージ図

グループディスカッション 鳥取県での開講式の様子 コンペで使用するチューブ チューブ内の磁気浮上ポッド

国際的な幅広い視野を持って活躍することを目指
す、子ども・若者を後押し
市内には大学や企業の研究機関等が数多く立地

産学官連携による「グローバル人財の育成」

各企業が持つスキルやノウハウ、環境を活かした、
グローバル人財の育成の取組を
「提案」していただきたい。（10月頃から募集予定）


