
令和４年４月１日時点

消防防災施設整備事業 1-2 （水利確保や火災予防・被害軽減のための取組の推進等） 消防防災施設（耐震性貯水槽等）整備
総務省
消防庁

消防防災施設整備費補助金 消防防災施設整備事業

消防防災施設整備事業 7-1 （救助活動能力の充実・強化） 消防防災施設（高機能消防指令センター）整備
総務省
消防庁

消防防災施設整備費補助金 消防防災施設整備事業

緊急消防援助隊設備整備事業 7-1 （救助活動能力の充実・強化）
緊急消防援助隊設備（緊急消防援助隊登録車両、各種消
防用資機材、及び消防救急デジタル無線設備等）整備

総務省
消防庁

緊急消防援助隊設備整備費補助金 緊急消防援助隊設備整備事業

民間保育所等支援事業 1-1 （住宅・建築物等の耐震化等の促進）
私立認定こども園が行う耐震化等の整備に対し支援す
る。

文部科学省 認定こども園施設整備交付金 認定こども園整備

学校給食施設整備事業 7-1 （公共施設等の耐震化の推進・促進）
老朽化した北部学校給食共同調理場の改築を行い、衛生
環境を改善します。

文部科学省 学校施設環境改善交付金 学校給食施設整備事業

小学校施設改修事業 1-1、1-3、7-1 （公共施設等の耐震化の推進・促進）
小学校の校舎の外壁・屋上防水等の外部保全及び長寿命
化に関する内部改修を行います

文部科学省 学校施設環境改善交付金 大規模改造事業

中学校施設改修事業 1-1、1-3、7-1 （公共施設等の耐震化の推進・促進）
中学校の校舎の外壁・屋上防水等の外部保全及び長寿命
化に関する内部改修を行います

文部科学省 学校施設環境改善交付金 大規模改造事業

民間保育所等支援事業 1-1 （住宅・建築物等の耐震化等の促進） 私立保育所等が行う耐震化等の整備に対し支援する。 厚生労働省 保育所等整備交付金 保育所等整備交付金

民間高齢者施設の災害対策の推進
1-1、1-2、1-3、2-4、

2-6、7-1

（公共施設等の耐震化の推進・促進）
（要配慮者利用施設の防災・減災対策の推進）
（避難場所・避難路の確保・整備等）
（要配慮者利用施設の防災・減災対策の推進）
（避難所等の資機材等整備の推進）
（公共施設等の耐震化の推進・促進）
（要配慮者利用施設の防災・減災対策の推進）

〇地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用して
施設の耐震化等の推進・促進を促す。
〇特別養護老人ホーム・介護老人保健施設と特定福祉避
難所の協定を締結することで要配慮者の避難場所を確保
する。

厚生労働省
地域介護・福祉空間整備等施設整
備交付金

認知症高齢者グループホーム等防災
改修等支援事業（非常用自家発電設
備分）

次世代育成支援対策整備事業 1-1、1-3、7-1
（住宅・建築物等の耐震化等の促進）
（避難場所・避難路の確保・整備等）
（公共施設等の耐震化の推進・促進）

児童福祉施設等の新設、修理、改造、拡張又は整備する
事業

厚生労働省
次世代育成支援対策施設整備交付
金

児童福祉施設等整備事業

水道施設等耐震化事業 1-2、2-1、5-5、6-2
（水利確保や火災予防・被害軽減のための取組の推進等）
（水道施設の老朽化対策等の推進）
（水道施設等の耐震化等の推進）

安城市内における重要給水施設管路耐震適合率の向上を
図ります。

厚生労働省 生活基盤施設耐震化等交付金
緊急時給水拠点確保事業（重要給水
配水管）

事業名
（個別具体的施策）

対象となる
リスクシナリオ

推進方針 事業内容 省庁名 交付金・補助金名等 対象となる交付・補助対象事業

【別表】安城市国土強靱化地域計画に位置付ける個別具体的施策の事業一覧
（「国土強靱化予算の「重点化」「要件化」「見える化」等による地域の国土強靱化の取組推進」関係分）
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農村地域防災減災事業
（用排水施設等整備事業）

5-4 （農林水産業に係る生産基盤等の災害対応力の強化）
鹿乗川排水機場におけるポンプ施設等の改修を行いま
す。

農林水産省 農村地域防災減災事業費補助金 農村地域防災減災事業

橋りょう維持管理事業 1-1、2-1、7-1
（交通施設等における脆弱性の解消）、（迅速な輸送経路啓
開等に向けた対策の推進）、（災害対応力の向上）

橋梁の長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の点検、修繕を
行います。

国土交通省 道路更新防災等対策事業費補助 道路更新防災対策事業費

横断歩道橋維持管理事業 1-1、2-1、7-1
（交通施設等における脆弱性の解消）、（迅速な輸送経路啓
開等に向けた対策の推進）、（災害対応力の向上）

横断歩道橋の長寿命化修繕計画に基づき、横断歩道橋の
点検、修繕を行います。

国土交通省 道路更新防災等対策事業費補助 道路更新防災対策事業費

大型ボックスカルバート維持管理
事業

1-1、2-1、7-1
（交通施設等における脆弱性の解消）、（迅速な輸送経路啓
開等に向けた対策の推進）、（災害対応力の向上）

大型ボックスカルバートの長寿命化修繕計画に基づき、
大型ボックスカルバートの点検、修繕を行います。

国土交通省 道路更新防災等対策事業費補助 道路更新防災対策事業費

幹線道路舗装維持管理事業 2-4、7-1
（道路ネットワークの整備、道路の災害対策の推進）、（救
急搬送の遅延の解消）

幹線道路の舗装長寿命化修繕計画に基づき、舗装の点
検、修繕を行います。

国土交通省 防災・安全交付金 道路事業

狭あい道路拡幅整備事業 1-2 （火災に強いまちづくり等の推進）
建築基準法上の後退用地について寄附受納後整備し道路
拡幅します。

国土交通省 社会資本整備総合交付金
狭あい道路整備等促進事業（ハード
事業）

主要道路新設改良事業
1-1、2-1、2-2、2-4、
3-1、5-1、5-3、6-4、

7-2

（迅速な輸送経路啓開等に向けた対策の推進）
（道路ネットワークの整備、道路の災害対策、道路啓開の円
滑化の推進）

道路ネットワークの整備を行い、安全かつ円滑な物流の
確保と主要拠点へのアクセスを強化する。

国土交通省 社会資本整備総合交付金 道路事業

西町雨水幹線新設改良事業 1-4,8-3
（ハード対策・ソフト対策を組み合わせた浸水対策の推進）
（浸水等の被害軽減に資する対策の推進）

区画整理事業に合わせ雨水幹線の整備を推進する。 国土交通省 防災・安全交付金 下水道事業

公営住宅等整備事業（建替）
井杭山住宅建設工事事業

2-1、7-1、8-4 （住宅・建築物の耐震化の促進） 耐用年数を経過した既存市営住宅を建替、整備を図る。 国土交通省
防災・安全社会資本整備総合交付
金（地域住宅支援交付金）

公営住宅整備事業（建替）

公営住宅等整備関連事業
井杭山住宅建替に伴う外構工事事
業

2-1、7-1、8-5 （住宅・建築物の耐震化の促進） 耐用年数を経過した既存市営住宅を建替、整備を図る。 国土交通省
防災・安全社会資本整備総合交付
金（地域住宅支援交付金）

公営住宅等整備関連事業

公営住宅等整備関連事業
井杭山住宅駐車場整備事業

2-1、7-1、8-6 （既存ストックの活用による被災者向け住宅の確保） 耐用年数を経過した既存市営住宅を建替、整備を図る。 国土交通省
防災・安全社会資本整備総合交付
金（地域住宅支援交付金）

公営住宅等整備関連事業

公営住宅等ストック総合改善事業
吹付住宅　外壁改修工事設計

2-1、7-1、8-7 （住宅・建築物の耐震化の促進）
市営住宅の長寿命化を図るため、外壁等改修の設計を行
う。

国土交通省
社会資本整備総合交付金（地域住
宅支援交付金）

公営住宅等ストック総合改善事業

公営住宅等ストック総合改善事業
門原住宅　外壁改修工事

2-1、7-1、8-8 （住宅・建築物の耐震化の促進）
市営住宅の長寿命化を図るため、外壁等改修工事を行
う。

国土交通省
社会資本整備総合交付金（地域住
宅支援交付金）

公営住宅等ストック総合改善事業

事業名
（個別具体的施策）

対象となる
リスクシナリオ

推進方針 事業内容 省庁名 交付金・補助金名等 対象となる交付・補助対象事業
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空き家再生等推進事業 7-2 （危険な空き家の除却等への支援） 危険な空家の解体に関する補助 国土交通省
社会資本整備総合交付金（地域住
宅計画に基づく事業）

空き家再生等推進事業

アスベスト対策補助事業 7-4 （有害物質の大規模拡散・流出による地域の荒廃）
吹付アスベストの分析調査費補助、除去等に要した費用
の補助

国土交通省
防災・安全社会資本整備総合交付
金（住環境整備事業）

アスベスト対策補助事業

民間木造住宅耐震改修事業等 1-1、7-1 （住宅・建築物等の耐震化等の促進）

木造住宅無料耐震診断、木造住宅耐震改修補助（一般
型・簡易型）、耐震シェルター等補助、非木造住宅耐震
診断補助、非木造住宅耐震設計補助、非木造住宅耐震改
修補助、ブロック塀等撤去費補助

国土交通省
防災・安全社会資本整備総合交付
金（住環境整備事業）

民間木造住宅耐震改修事業等

緊急輸送道路沿道建築物耐震改修
事業

2-1、7-2 （沿道の住宅・建築物の耐震化の促進） 緊急輸送道路耐震診断補助、耐震改修等補助 国土交通省
住宅市街地総合整備促進事業費補
助（地域防災拠点建築物整備緊急
促進事業）

緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事
業

都市公園・緑地等事業 7-1 （適切な公園施設の整備・長寿命化の推進）
公園施設長寿命化計画に基づき公園施設を改築し予防保
全により施設管理費トータルコストの低減を図る。

国土交通省 防災・安全交付金 都市公園・緑地等事業

住宅市街地総合整備事業 1-2
（火災に強いまちづくり等の推進）
（水利確保や火災予防・被害軽減のための取組の推進等）

老朽建築物の除却や小規模な特殊道路等の整備を行いま
す。

国土交通省 防災・安全交付金 住宅市街地総合整備事業

下水道事業耐震補強事業 2-5、6-3 （下水道施設の耐震化・下水道BCPの充実）
下水道施設の機能や重要度を勘案し、優先順位の高い施
設から耐震化を実施するとともに、下水道ＢＣＰ及び維
持管理（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）の充実を図る。

国土交通省 防災・安全交付金 下水道事業

ストックマネジメント事業 6-3 （汚水処理施設等の維持管理及び防災対策の強化）
下水道施設の機能や重要度を勘案し、優先順位の高い施
設から耐震化を実施するとともに、下水道ＢＣＰ及び維
持管理（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）の充実を図る。

国土交通省 防災・安全交付金 下水道事業

浄化槽市町村整備推進事業 6-3 （浄化槽整備の推進） 合併処理浄化槽への転換補助 環境省
循環型社会形成推進交付金（浄化
槽分）

浄化槽設置整備事業

廃棄物処理施設整備事業 5-2、8-1
（末端供給拠点の災害対応力強化と自立型エネルギー設備の
導入）
（ごみ焼却施設等の災害対応力の強化等）

廃棄物処理施設のエネルギー回収能力の増強及び災害時
でも継続的稼働ができるよう施設整備を行います。

環境省
二酸化炭素排出抑制対策事業費等
補助金

地域レジリエンス・脱炭素化を同時
実現する公共施設への自立・分散型
エネルギー設備等導入推進事業

廃棄物処理施設整備事業 5-2、8-1
（末端供給拠点の災害対応力強化と自立型エネルギー設備の
導入）
（ごみ焼却施設等の災害対応力の強化等）

廃棄物処理施設のエネルギー回収能力の増強及び災害時
でも継続的稼働ができるよう施設整備を行います。

環境省
循環型社会形成推進交付金（廃棄
物処理施設分）

循環型社会形成推進交付金事業

事業名
（個別具体的施策）

対象となる
リスクシナリオ

推進方針 事業内容 省庁名 交付金・補助金名等 対象となる交付・補助対象事業
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