
　安城市総合計画の内容を具体化する実施計画（平成１９年度～２１年度）がまとまりました。

　実施計画は、第７次総合計画の基本構想に掲げる、めざす都市像「市民とともに育む環境首都・安城」
を実現するため、各種施策を総合的かつ計画的に展開するための３か年計画です。
　この計画は、行政サービスをより向上させるために施策の有効性・効率性・緊急性などを検討し、具体
的プログラムを示すもので、予算編成や行財政運営の指針となります。
　なお、実施計画書は、市政情報コーナー、企画政策課、各公民館、中央図書館または市ホームページで

ご覧いただけます。

〈問い合わせ ▼企画政策課〉
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プロジェクト

環境首都を実現するための主要プロジェクト1 環境実践活動を進める人づくり

平成２１年度平成２０年度平成１９年度事業名

４００万円４００万円４００万円地球温暖化対策地域協議会事業
（エコネットあんじょう支援）

２４万円２４万円１２万円環境意識啓発事業
（エコライフキャンペーン）

２２０万円３８０万円２２０万円環境アドバイザーなど支援事業

３０００万円１６００万円２４４０万円
地球温暖化対策事業
（公共施設の省エネ化、エコドライブ対策、太陽光発
電・太陽熱高度利用システム利用補助）

１４９０万円１４９０万円２１２０万円ごみリサイクル事業
（リサイクルステーションの充実、家具など再生）

４６０万円４６０万円３０００万円バイオディーゼル事業

－－４０２０万円一般廃棄物収集運搬車両買替事業

２４５０万円１３００万円１９００万円中間処理施設整備事業

－２億１２９０万円２億２０８０万円最終処分場事業

３億７７００万円３億７７００万円２億６００万円ごみ焼却灰溶融化事業

－－１８５０万円（仮）桜井地域複合福祉施設建設事業（太陽光発電、マク
ロコージェネシステム）

－３９００万円－北中学区地域福祉センター建設事業（太陽光発電、屋上
壁面緑化など）

－２５０万円１１００万円安城保育園整備事業（太陽光発電）

１２５０万円１２５０万円１２５０万円魅力ある学校づくり事業（環境部門）

－－１８００万円桜井小学校移転建設事業（太陽光発電）

－－１６００万円南部学校給食施設整備事業（太陽光発電）

－１６００万円－中部学校給食施設整備事業（太陽光発電）

－５億２５００万円１０００万円市民会館改修ＥＳＣＯ事業

３０００万円３０００万円３０００万円あんじょうエコ農業推進事業

５０万円５０万円５０万円地産地消推進事業（まちなか産直市）

１２００万円１２００万円１２００万円ＩＳＯ１４００１取得促進事業

－１７００万円－市民活動施設整備事業（太陽光発電）

５億１２４４万円１３億９４万円６億９６４２万円合計

プロジェクト

環境首都を実現するための主要プロジェクト3 健康的で環境にやさしい交通環境づくり

平成２１年度平成２０年度平成１９年度事業名

３２００万円３２００万円３２００万円緑のネットワーク事業

８４００万円９３００万円１億３６００万円電線類地中化事業
（市道御幸本赤松線、御幸本上条線ほか）

－－１億３１６０万円碧海堀内駅整備事業負担金事務

６３６０万円６４６０万円６６００万円あんくるバス運行事業

１７４０万円１４８０万円５００万円緑道・自転車道整備事業（藤井地区）

－１３億７０万円３０億６１３０万円名鉄西尾線碧海桜井駅付近鉄道立体交差事業

１億９７００万円１５億５１０万円３４億３１９０万円合計

プロジェクト

環境首都を実現するための主要プロジェクト2 水環境の再生と杜づくり
もり

平成２１年度平成２０年度平成１９年度事業名

２４億６５００万円２３億９９８０万円２１億８７８０万円下水道事業特別会計繰出事務

－－９００万円緑の基本計画策定事業

－－４０００万円堀内公園

公園整備事業

－－２２００万円柿田公園

－－１９５０万円大池公園

－－５７００万円倉西公園

６０００万円４９０万円７００万円荒曽根公園

５３５０万円３９１０万円１億１４５０万円街区公園

１１００万円１１００万円１３００万円公園トイレ改修事業

－－５１０万円緑地整備事業（矢作川堤防リフレッシュ緑地整備）

６０００万円５８００万円１３００万円河川環境整備事業（多自然型整備）

－－２６００万円三河安城土地利用促進事業（５７街区整備）

－４５００万円－中部学校給食施設整備事業（生ごみ処理機）

－－６７００万円農村環境整備事業（農村振興総合整備統合補助事業）

３４００万円３４００万円３４００万円農地・水・農村環境保全向上活動支援事業

２６億８３５０万円２５億９１８０万円２６億１４９０万円合計
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年度別事業費

事業概要事業名
平成２１年度平成２０年度平成１９年度
１００万円１２００万円１４００万円愛知県の都市計画区域の再編、県マスタープラン

などの総見直しに併せ、都市計画マスタープラン
を更新する。

都市計画マスタープラ
ン策定事業 広報周知地域別構想

見直し
土地利用方針・
全体構想見直し

－－９００万円「愛知県広域緑地計画」の改訂に併せ、「緑の基本
計画」を新たに策定。緑の基本計画策定事業

－－計画策定
－２億３３０万円１億１６５０万円

長田川、勢井前川流域全体の各能力不足を補うた
め、調整池などを設置し、浸水被害の解消を図る。調整池整備事業

－調整池工事設計測量
調整池工事

５０００万円５０００万円５０００万円
地震発生時の道路機能の保全を図るため、物資輸
送ルートで重要度の高い橋梁から整備。橋梁耐震化事業 落橋防止装置

装着（２橋）
落橋防止装置
装着（４橋）

落橋防止装置
装着（５橋）

１億１５９０万円２億１５９０万円５億２１８０万円
市道榎前高棚線など主要道路の改良工事を行う。主要道路新設改良事業

道路新設改良工事
４億４７４５万円５億９９９０万円７億９９９８万円根崎和泉３号線、市内一円の新設改良工事及び道

路側溝など整備工事を行う。生活道路新設改良事業
道路・舗装新設改良工事、道路側溝整備工事

２億４６４０万円２億２１６０万円１億７１９０万円南明治地区の区画整理事業にあたり、末広・花ノ
木地区を「安城南明治第一土地区画整理事業」と
し、中心市街地の活性化を図る。

安城南明治第一土地
区画整理事業

仮換地指定、
減価補償用地
買収ほか

基本設計、
減価補償用地
買収ほか

減価補償用地買
収、事業認可ほか

１億１３２０万円３億９６３０万円４億２９７０万円
区画整理事業の建築物移転と併せ、老朽建築物の
建て替えを促し、居住環境の整備・不燃化を図る。

住宅市街地
総合整備事業 買収除却建物補償調査

老朽建築物など買収除却

６億３３００万円９億円８億７６２０万円
柿田公園線から南進する道路の名鉄本線との立体
交差による整備ほか。

柿田公園線南進
道路整備事業 鉄道、側道

交差部工事ほか
鉄道、側道

交差部工事ほか
鉄道交差部工事

ほか

　
年度別事業費

事業概要事業名
平成２１年度平成２０年度平成１９年度
８３０万円８３０万円１０００万円災害時に一般避難所となる小中学校に防災コンテ

ナ倉庫を設置。災害対策事業
５校に設置５校に設置６校に設置
２４８０万円２８２０万円２３００万円

被災直後の運搬給水の拠点となる施設を整備。応急給水対策事業
（企業会計） 総合運動公園・

東山中学校・
中部公民館

市役所・作野公
民館・昭林公民館

東部・桜井・ニ
本木公民館

５０万円５０万円２００万円地域と連携したスクールガードにより、学校の安
全管理体制を整備。小学校安全管理事業

全２１校全２１校新規１１・全２１校
－－１億２１３０万円

梨の里小学校周辺の通学路を整備。

交通安全施設整備事業

－－通学路整備
横断歩道橋

－７４００万円１億３９８０万円桜井小学校の移転改築により変更される通学路を
整備。 －横断歩道橋通学路整備

－－９９００万円県道安城桜井線、桜井塔之元信号交差点付近に横
断歩道橋を設置。 －－横断歩道橋

都市基盤  自然と共生した環境づくり

生活環境  安全で循環型社会を築く環境づくり

　
年度別事業費

事業概要事業名
平成２１年度平成２０年度平成１９年度
３４４０万円１２９０万円６８０万円明治用水の村高用水を管路化し、維持管理の省力

化と農業経営の合理化を図る。
県営土地改良事業促進

事務 管水路整備管水路整備管水路整備
２億９９９０万円２億９９７０万円２億９９５０万円小規模事業者などの円滑融資を促す金融機関預託

や、利子などの補助を行う。商工業資金融資事業
預託、利子補給

４億４４００万円３億４３００万円８５００万円
平成１９年度に開園１０周年を迎えるにあたり、リ
ニューアルを行う。

デンパーク開園１０周年
リニューアル事業 正面ゲート移設

など足湯設置など遊具充実など

－－６８００万円平成１９年度に開園１０周年を迎えるにあたり、様々
な記念イベントを実施する。

デンパーク開園１０周年
記念事業 －－記念イベント

６０００万円６０００万円６０００万円市民の福利厚生のため、特定地区内における宿泊
施設の宿泊利用に対する補助を行う。市民保養事業

宿泊利用補助

 
年度別事業費

事業概要事業名
平成２１年度平成２０年度平成１９年度

１０００万円１０００万円１６６０万円
町内公民館のうち、昭和５６年以前に建築された木
造建物の耐震診断・補強の経費を一部補助する。

コミュニティ施設整備
事業 改修補助改修補助耐震診断

改修補助

－５０００万円１７０万円経年劣化している電話交換機などを更新し、併せ
てダイヤルインを導入し、スムーズに電話対応で
きるようにする。

庁舎施設管理事業
（電話交換機など更新） －電話機・交換機

の更新設計

２２９０万円９４０万円４４０万円
公共事業の調査・設計など各段階で発生する情報
（図面・写真など）を電子化し、効率的な事務の運
営を図る。

設計・工事検査事務
（電子納品・情報共有シ

ステム導入）
納品成果物保管
管理システム構築、
情報共有実証実験

電子納品実証実験、
納品成果物保管
管理システム設計

電子納品実証実験
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年度別事業費

事業概要事業名
平成２１年度平成２０年度平成１９年度
８７０万円８７０万円８７０万円居宅で生活することに不安のある高齢者に対する、

介護支援・居住・交流機能などを総合的に備えた
生活支援ハウスの運営を委託。

生活支援ハウス
運営事業 生活支援ハウス運営委託料

－－３０００万円
昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童を対
象とし、放課後児童の健全育成を図る。児童クラブ建設事業

－－新設桜井小学校
内に新設

１３０万円１３０万円１２０万円障害者就労相談員を設置し、障害者の特性に合っ
た就労支援を行う。障害者就労支援事業

就労相談員の設置

　
年度別事業費

事業概要事業名
平成２１年度平成２０年度平成１９年度
３億２８２０万円２億１７６０万円７８８０万円

耐震診断結果（Ａ～Ｅ）に基づき、各施設の補強工
事を実施し、老朽化の進んでいる中学校の体育館
については改築をする。

小・中学校施設耐震補
強工事事業・中学校体
育館改築事業

耐震補強工事（Ｃ
ＤＥ判定校舎）、
中学校体育館改築

耐震補強工事
（体育館・ＣＤＥ
判定校舎）

耐震補強工事
（体育館）

４億２８３０万円２億９２２０万円３２４０万円生徒数の増加に伴う教室不足に対応するため、普
通教室などの増築を行い、併せて老朽化の進んで
いる小体育館を改築する。

安城西中学校
整備事業 校舎増築工事

小体育館解体
格技・技術科棟
改築工事設計

１億１３１０万円３億７７３０万円２５５０万円生徒数の増加に伴う教室不足に対応するため、老
朽化した校舎を改築し、普通教室を確保する。併
せて小体育館を格技棟に改築する。

安城南中学校
整備事業 格技棟建設工事

小体育館解体校舎改築工事設計

計画推進  市民が主役となる環境づくり

産業振興  活力にみちた環境づくり

教育文化  個性と文化を育む環境づくり

保健福祉　 健康で安心して暮らせる環境づくり


