
○事業名 体育館施設管理事業 事業決算額 円

体育館利用状況

体育場
ランニングコース
卓球場
剣道場
柔道場
弓道場
会議室
大会議室

※令和２年度はコロナウイルス対策のため、4月8日から5月31日まで休業した。
※令和２年度はコロナ過の影響により利用人数が減少した。

体育館清掃業務委託料 円

駐車場警備業務委託料 円

空調設備等点検業務委託料 円

自家用電気工作物保安管理業務委託料 円

体育館建築設備等定期検査業務委託料 円

防火設備修繕 円

【東祥アリーナ安城（安城市体育館）】

46,545 83,236

款 50 教育費
項 30 保健体育費

60,801,098

　スポーツを通じて、体力・健康の維持増進を図るため、体育館施設の維持及び管理を行った。

区分 令和２年度利用人数（人） 令和元年度利用人数（人）

573 1,077
36,145 51,290
10,025 17,875

7,236 16,983
計 115,543 207,457

14,848,460

目 5 体育館管理費

5,733,860

1,881,000

1,644,060

1,771,000

869,000

8,631 25,355
3,604 5,405
2,784 6,236



○事業名 レジャープール施設管理事業 事業決算額 円

レジャープール利用状況

プール個人
プール専用

※令和2年3月1日から５月31日までコロナ対策として休業した。
※令和2年度はコロナ過の影響により利用人数が減少した。

円

ろ過装置修繕 円

熱交換器修繕 円

空調設備用自動制御機器修繕 円

新型コロナウイルス感染症関連損失の補償 円

【安城市レジャープール】

134,751

款 50 教育費
項 30 保健体育費

トレーニングルーム 15,766 24,202
計 105,969 173,282

指定管理料 80,654,000

1,791,900

1,694,000

1,940,400

7,055,100

目 25 レジャープール管理費

8,648 14,329

93,346,689

 　環境クリーンセンターのごみの焼却熱を利用した、レジャー型温水プールを平成11年にオープ
ン。平成18年度から指定管理者制度を導入し、平成28年度から新たに5年間契約した（指定管理
者：㈱愛知スイミング）。

区分 令和２年度利用人数（人） 令和元年度利用人数（人）
81,555



○事業名 スポーツセンター施設管理事業 事業決算額 円

スポーツセンター利用状況

※令和元年8月から令和2年7月まで改修工事のため休業した。
※令和2年はコロナ過の影響により利用人数が減少した。

総合受付・監視・トレーニング等委託料 円

機械設備運転管理業務委託料 円

券売機及び入退場管理システム改修修繕 円

ファンコイル修繕 円

競泳用システム修繕 円

非構造部材等耐震化及び保全改修主体工事 円

非構造部材等耐震化及び保全改修電気工事 円

非構造部材等耐震化及び保全改修管及び空調工事 円

【プール室内観】 【アリーナ室内観】

アリーナ 24,315 16,112

款 50 教育費
項 30 保健体育費

会議室 371 597
プール個人 18,038 17,732
プール専用 5,006 10,247
エアロビクスルーム 2,230 3,204
トレーニングルーム 14,296 22,121

計 64,256 70,013

目 30 スポーツセンター管理費

170,500,000

263,860,000

50,875,000

43,890,000

28,270,000

10,076,000

5,260,200

437,800,000

1,092,105,238

　体力・健康の維持増進のため、だれでも気軽に利用できるスポーツ施設として管理・運営を
行った。
　非構造部材等耐震化及び保全改修工事を実施した。（工期：令和元年６月～令和２年６月）

区分 令和２年度利用人数（人） 令和元年度利用人数（人）



令和３年度事業予算（スポーツ課） 

目 事 業 名 予算案 

保健体育総務

費 

スポーツ課総務事務 

地域スポーツ振興事業 

（地域スポーツ振興事業、「おはよう！ふれあい

ラジオ体操会」開催、市民地域スポーツ交流

会事業、学校施設スポーツ開放事業） 

スポーツ振興計画推進事業 

野外センター開放事業 

シティマラソン・市民駅伝大会事業 

競技スポーツ振興事業 

（安城選手権大会、スポーツスクール・教室の

開催事業） 

スポーツ活動表彰・激励事業 

ホームチームサポーター事業 

国際・全国大会推進活動事業 

（オリンピック関連事業、インカレ事業） 

7,440 千円 

18,211 千円 

 

 

 

2,390 千円 

131 千円 

10,212 千円 

31,339 千円 

 

 

2,407 千円 

3,000 千円 

34,323 千円 

体育施設管理

費 

屋外体育施設管理事業（総合運動公園照明設備更

新工事） 
163,909 千円 

体育館管理費 体育館施設管理事業 71,676 千円 

レジャープー

ル管理費 
レジャープール施設管理事業 109,560 千円 

スポーツセン

ター管理費 
スポーツセンター施設管理事業 215,076 千円 

合計 669,674 千円 

 



　ウ　文化振興課

○事業名 市民ギャラリー企画展事業 事業決算額 円

<象書を極める>

<動きの表現－からだ・もの－> <染織工芸の技>

○事業名 芸術鑑賞会事業 　 　

○事業名 市民ギャラリー講座事業 事業決算額 円

<油彩画講座の様子> <版画講座の様子>

款
項

50
25

『象書』を極める　手島右卿、山崎大抱、戸田提山

目 25 文化振興費

5,265,169

教育費
社会教育費

展覧会名 日数（日）

80
開催回数（回）

13
講座数（講座）

　

1,722,049

202
受講者数（人）

「能・狂言」（コロナ禍の影響を踏まえ中止）
0001

入場料収入（円）入場者数（人）公演回数（回）公演種別

997

公演数（事業）

入場料収入のある公演

1,131動きの表現－からだ・もの－
1,706

観覧者数（人）

14染織工芸の技

述べ受講者数（人）

9
26

1,860



○事業名 文化芸術協働事業 事業決算額 円

・
・
・
・

○事業名 文化活動団体支援事業 事業決算額 円

款 50
項 25

教育費

第32回市民文芸まつり

11

短歌
俳句
応募数（句・首）

第53回市民芸能まつり

人数（人）団体数（団体）催し物名

187

19 498 5,439
観覧者数（人）出品数（点）日数（日）

11月5日～9日
10月9日～11日

開催時期

5,943
（内菊花展5,382）

640

来場者数（人）

社会教育費

第77回安美展（美術の公募展）
催し物名

6,362,342

1（文化協会加盟団体数74）
件数（件）

149
69

入場者数（人）
市民公募文化事業

（公募により公演を補助）

名称

まといの会　音万博

安城市少年少女合唱団　第16回演奏会

安城市民吹奏楽団　第48回定期演奏会

赤ちゃんから大人までの楽しいクラシック

第4回コーロ・ウィズコンサート

公演名

ビッグラバーズ・オーケストラ　第15回定期演奏会

※以下の４事業はコロナ禍の影響を踏まえ中止

文芸・技芸・趣味の集い

6,650

1,700,000

文化活動団体支援事業補助金
名称

応募者（人）

2,478
8,018

目 25 文化振興費

18 264 10月10日・11日

11月29日
（発表大会）

53



○事業名 歴史博物館等施設管理事業 事業決算額 円

博物館入館者
展示室観覧者（常設展・企画展・特別展含む）
文献資料室利用者
行事参加者
その他
     延べ入館者合計

体験講座
歴博演芸場など
展示関連イベント
歴博イベントなど
ナイトミュージアム

合計

市民ギャラリー入館者
　　　　〃　　 　利用団体
　　　　〃　　 　延べ入館者
埋蔵文化財センター入館者

自主展示
講座
展示関連イベント

合計

安祥文化のさと駐車場整備事業

款 50 教育費
項 25 社会教育費

目 60 歴史博物館管理費

歴史博物館指定管理者事業 開催回数（回） 参加人数（人）

216,910,944

　平成28年度から指定管理者制度を導入し、平成３１年度から新たに５年間の指定管理者として管
理運営の一部を安祥文化のさと地域運営共同体が行っている。
　コロナ禍の影響により、歴史博物館は４月１１日から５月１９日まで、市民ギャラリー・埋蔵文化財セ
ンターは４月１１日から５月３１日まで休館とした。
　安祥文化のさと駐車場を南部小学校及び南部児童クラブと共用するための整備工事を行った。

歴史博物館利用状況 利用者数（人）
28,905
28,694

137
20,600
4,717

54,148

市民ギャラリー・埋蔵文化財センター利用状況 利用者数（人・団体）
56,198

54

5 262
4 312

13 12,872

126,544
2,232

8 6,416
1 97

31 19,959

市民ギャラリー指定管理者事業 開催回数（回） 参加人数（人）
3 9,910
6 76

土地購入費 36,600,746
負担金（明治用水等） 389,410

7 341
16 10,327

内      容 事業費（円）

85,517,052

手数料（分筆） 298,496
委託料（設計） 5,038,000
工事請負費 43,190,400



○事業名 歴史博物館展示事業 事業決算額 円

企画展「安城の今昔２　こよみとくらし－冬暖夏涼・季節道具－」
終戦７５周年記念特別展「戦争に行くということ」
特別展「江戸の遊び絵づくし」
終戦７５周年記念企画展

「描かれた戦争－警察官が見た戦中戦後の愛知－」

特別展・企画展記念講演会 　
特別展記念松平一族講座

開館３０周年記念特別展「家康と松平一族」 事業費 円

＜「家康と松平一族」展エントランス＞ ＜「家康と松平一族」展市民ギャラリー展示室＞

○事業名 歴史博物館講座等開催事業 事業決算額　 円

歴博講座・入門講座
連続講座
松平シンポジウム
出前講座など

＜松平シンポジウム第１会場：安祥公民館＞ ＜松平シンポジウム第２会場：歴史博物館＞

目 65 歴史博物館事業費
款 50 教育費
項 25 社会教育費

24,924,471

展覧会名 日数（日） 観覧者数（人）
35 1,668

合計 183 20,098

51 5,532
38 5,527
27 1,971

開館３０周年記念特別展「家康と松平一族」 32 5,400

3 75

名称 開催回数（回） 参加人数（人）
3 108
6 308

11,362,612

549,827

名称 開催回数（回） 参加人数（人）

4 68
1 65
1 41

合計 9 249


