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（再掲） ···························
（事例44）熊本市「熊本市における低温炭化方式による下水汚泥固形燃料化に
ついて」 ·············································
（事例45）北海道岩内町・共和町「下水処理センターの包括的民間委託」
（平成30年３月追加） ····················
（事例46）岩手県釜石市「釜石市における下水道事業の包括的民間委託」
（平成30年３月追加） ····························
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（事例53）長崎県時津町「上下水道料金徴収等業務包括委託」（平成30年３月追加） ·
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（平成3１年３月追加） ························· 370
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（事例56）宮城県「消化ガス発電事業」 ···································
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（事例58）愛媛県松山市「固定価格買取制度を利用した下水汚泥消化ガス発電事業」·
（事例59）佐賀県佐賀市「下水処理水のノリ養殖・農業への利用、下水汚泥の
堆肥化、消化ガス発電」 ·························
（事例43）長崎県大村市「消化ガス発電（民設民営）」（再掲） ·············
（事例44）熊本市「熊本市における低温炭化方式による下水汚泥固形燃料化に
ついて」（再掲） ·····································
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（平成3１年３月追加） ··························· 382
【その他（都道府県による市町村支援）】
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交通事業
【事業廃止】
（事例１）鹿児島県薩摩川内市「薩摩川内市営バスのコミュニティバスへの移行」 · 394
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（事例５）愛媛県松山市「離島航路の民営化」 ·····························
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（事例７）熊本市「熊本市営バスの民間譲渡」 ·····························
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【民間活用】
（事例８）福岡市「駅業務の民間委託化」 ································· 409
（事例９）神戸市「地域公共交通網形成計画の策定における民間のタクシー・
バス・鉄道事業者との連携」(平成30年３月追加) ········ 411
【その他】
（事例10）横浜市「横浜市営バスの経営改善努力」 ························· 413

（事例11）京都市「京都市営地下鉄における市全体をあげた集客事業」 ······· 415
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策定について」（平成30年３月追加） ············ 417
（事例13）鹿児島県鹿児島市「桜島フェリー運賃キャッシュレスシステム導入」
（平成3１年３月追加） ····················· 419
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（平成30年３月追加） ·································· 425

電気事業
【民営化・民間譲渡】
（事例１）三重県「水力発電事業の段階的民間譲渡」 ······················· 430
【その他】
（事例２）山梨県「公営電力を活用した地域の活性化」 ·····················
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収できた事例」 ·································
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ガス事業
【民営化・民間譲渡】
（事例１）群馬県富岡市「ガス事業民営化」（平成30年３月追加） ·········· 444
【民間活用】
（事例２）新潟県上越市「経営計画に基づく効率的な事業運営」
（平成30年３月追加） ···························· 446
【その他】
（事例３）仙台市「高齢者等の安心・安全をサポートする

「安心・安全見守り活動」」（平成30年３月追加） ······ 448

港湾整備事業
【事業廃止】
（事例１）大阪市「引船事業の廃止」 ····································· 452
【民間活用】
（事例２）沖縄県「民間活用（指定管理者制度の導入）」 ··················· 454
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観光施設事業
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【民間活用】
（事例２）新潟県胎内市「地ビール園の民間譲渡」（再掲） ················· 462
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【事業廃止】
（事例１）富山県「立体式駐車場の廃止」 ································· 475
（事例２）福岡市「駐車場整備事業の廃止及び跡地の有効活用」 ············· 477
【民営化・民間譲渡】
（事例３）浜松市「立体式駐車場の民営化」 ······························· 479
【民間活用】
（事例４）大阪府箕面市「民間活用（ＰＦＩ）による駐車場の建替・大規模修

繕・維持管理運営」 ····························· 481
（事例５）香川県高松市「民間活用（指定管理者制度の導入）」 ············· 483
（事例６）熊本県「民間活用（指定管理者制度の導入）」（平成30年３月追加） ··· 485

市場事業
【民営化・民間譲渡】
（事例１）神奈川県藤沢市「中央卸売市場から地方卸売市場への転換、民間活
用（指定管理者制度）及び民営化」 ·············
（事例２）青森県十和田市「市場事業の民間譲渡」（平成30年３月追加） ····
（事例３）栃木県足利市「足利市公設地方卸売市場の民営化」
（平成3１年３月追加） ···························
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（事例２）愛知県豊田市「と畜場の民営化」 ······························· 508
【民間活用】
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宅地造成事業

【その他】
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【再編・ネットワーク化】
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（事例２）長野県岡谷市
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