
○事業名 成人の日記念事業 事業決算額 円

　成人となる自覚と社会の一員としての責任を再確認する契機となるよう成人式を開催した。令
和3年度はコロナ対策のため中学校区別の2部制とした。

日時：令和4年1月9日（日）　　場所：東祥アリーナ安城 計 人
第1部：安城南、明祥、安城西、東山中学校区 第1部 人
第2部：安城北、桜井、安祥、篠目中学校区 第2部 人

○事業名 少年団体支援事業 事業決算額 円

　子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウトなどの少年団体の活動に対する補助を行った。

単位子ども会 団体 人
ボーイスカウト 4 団体 人
ガールスカウト 2 団体 人

○事業名 青年講座事業 事業決算額 円

　次世代を担う青年の知識の向上や地域社会のリーダーの育成ため、ユースカレッジやヤング
セミナーを開催した。

講座 人
講座 人

○事業名 子ども運動広場補助事業 事業決算額 円

　子ども運動広場を設置する町内会（24町内会）に、広場の管理運営に対する補助を行った。

546,175

ヤングセミナー

106 5,349
少年団体 団体数

1,659

231
70

837
822

5,673,701

会員数

5,606,803

内容 参加者

青少年の家事業費
款 50 教育費

目 35
項 25 社会教育費

内容 講座数 受講者
第69期ユースカレッジ 23 16

12 102

〈ユースカレッジの様子〉

16,454,405



○事業名 安祥閣施設管理事業 事業決算額 円

施設の利用状況

※コロナ対策の一環として、年間通して利用制限あり

安祥閣事業実績

※コロナ禍の影響により、指定事業を一部中止

目 50 安祥閣管理費

146　

7,541,295

　施設の利用促進及び経費節減のため、令和4年度から2年間の管理運営を指定管理者としてコ
ニックス株式会社に委託した。

項目 利用件数（件） 利用人数（人）

浴衣・着物着付け 1 1
147

ヨガ講座 12

計 13

茶室、和室 739 8,952

開催回数（回） 参加人数（人）事業名

款 50 教育費
項 25 社会教育費



　イ　スポーツ課

○事業名 国際・全国大会推進活動事業 事業決算額 円

<東京2020オリンピック聖火リレー＞ <カナダ女子ソフトボール代表チーム
オリンピック直前合宿〉

安城市体育館からアンフォーレまでの区間を カナダチーム来日前にオンライン交流を
10人のランナーが聖火をつないだ 実施した里町小学校・安城西中学校の

児童・生徒が、合宿期間中に選手と交流を
実施し、練習試合で選手を応援した

○事業名 ホームチームサポーター事業 事業決算額 円

　　　　
　　　
　
　　　　
　　　

11月10日～11月12日

2,007,871

アイシン ウィングス バスケットボール女子日本リーグ安城大会開催（11/6・7）1,231人
ＧＴＲニッセイ ＧＴＲニッセイ応援バスツアー（1/15：中止）

目 5 保健体育総務費

　「みるスポーツ」を推進するため、オリンピック関連事業や全国大会などを実施した。
　東京2020オリンピック聖火リレーやパラリンピック聖火フェスティバル、カナダ女子ソフトボー
ル代表チームの事前合宿受け入れなどのオリンピック関連事業を実施した。
　また、令和元年から始まった全日本大学女子ソフトボール選手権大会については、コロナ
禍の影響により、8月から11月に開催日程を延期し実施した。

カナダ女子ソフトボール代表チーム強化合宿 5月1日～5月13日（中止）
カナダ女子ソフトボール代表オンライン交流（事前・事後） 6月10・18・22日、11月17日
カナダ女子ソフトボール代表チームオリンピック直前合宿 7月7日～7月17日
東京2020パラリンピック聖火フェスティバル 8月14日
全日本大学女子ソフトボール選手権大会（8月26日～29日延期）

名称 開催日

款
項

50
30

教育費
保健体育費

26,003,014

東京2020オリンピック聖火リレー 4月6日
東京2020オリンピックソフトボール日本代表選手壮行会 4月29日

　ソフトボールやバスケットボールの日本リーグホームゲームを開催するとともに、東京2020オ
リンピック・パラリンピック開催関連イベントを実施した。その一方で、各チーム所属選手による
技術指導会や市外での公式戦応援バスツアーは中止とした。

デンソーブライトペガサス
東京2020オリンピックソフトボール出場選手壮行会（4/29）
日本女子ソフトボールリーグ安城大会開催（4/10・11、9/11・12）2,669人
オリンピック出場2選手の安城市市民栄誉賞授与式（9/22）

３チーム共通
インスタグラム、専用ＨＰ、市内公民館などでの事業ＰＲ
大会や施設で『安城から日本一』の横断幕を活用した応援



○事業名 スポーツ振興計画推進事業 事業決算額 円

　　　　
　　　
　
　　　　
　　　

○事業名 地域スポーツ振興事業 事業決算額 円

　　　　
　　　

地域スポーツ振興事業（地域で行うスポーツ事業）

＜おはよう！ふれあいラジオ体操会＞ ＜ミニテニススクール＞

○事業名 競技スポーツ振興事業 事業決算額 円

　　　　
　　　
　　　　
　　　

　

安城選手権大会（夏季水泳は開催、秋季・冬季スキーは中止） 147人
スポーツスクール・教室の開催事業（1・2・3期ともに一部中止及び人数制限） 年3期 71講座 2,044人

<安城選手権大会夏季水泳競技会＞ ＜スポーツスクール＞

学校施設スポーツ開放事業 開放回数9,637回　利用者数180,934人

24,248,614

　安城選手権大会夏季水泳競技会を開催し、競技スポーツの振興・育成を図った。秋季競
技会や冬季スキー競技会については、コロナ禍の影響により中止とした。スクールや教室、
講習会などをNPO法人安城市体育協会に委託して開催したが、コロナ禍の影響を踏まえ一
部中止とした。

主な内容 参加状況など

24事業　2,670人
「おはよう！ふれあいラジオ体操会」の開催 94会場、42日間、延べ15,203人
市民地域スポーツ交流会事業 ６中学校区　779人

　スポーツ推進審議会を開催し、平成28年から令和7年までの第2次スポーツ振興計画の進
捗状況や現状の審議を行った。
　また、令和3年度から4年度にかけて、第2次スポーツ振興計画の中間見直しを行うにあた
り、アンケート調査の実施と計画見直しの素案を作成した。

11,244,924

　スポーツ推進委員の活動や学校施設開放事業、歩けランニング運動など地域で活動する
グループの支援を行った。ラジオ体操普及の取り組みとして、小学1年生にラジオ体操教本
を配布した。

主な内容 参加状況など

目 5 保健体育総務費

1,087,160

教育費
保健体育費

款 50
項 30



○事業名 屋外体育施設管理事業 事業決算額 円

　

　

屋外体育施設利用状況

※令和2年度及び令和3年度はコロナ禍の影響により利用人数が減少
※令和2年度はコロナ対策のため、4月11日から5月31日まで全施設を休業
※令和2年度は7月から3月まで改修工事により陸上競技場を休業

総合運動公園等芝生・樹木管理業務委託料 円

体育施設管理業務（シルバー）委託料 円

陸上競技場兼用サークル等撤去修繕 円

第2駐車場チェーンオートゲート修繕 円

総合運動公園照明設備更新工事 円

【第2駐車場チェーンオートゲート修繕】 【照明設備更新工事（第1駐車場）】

野球場 38,694 18,811

令和3年度利用人数（人） 令和2年度利用人数（人）
陸上競技場 40,026 3,973

6,567,000

3,278,000

60,649,600

秋葉公園テニスコート 17,736 12,603
計 279,417 188,541

17,655,000

12,074,597

和泉公園運動広場 25,698 17,946
西部グラウンドゴルフ場 8,014 8,168

多目的グラウンド 34,445 30,609
ソフトボール場 33,307 22,267

テニスコート 81,497 74,164

款 50 教育費
項 30 保健体育費

目 15 体育施設管理費

161,957,493

　総合運動公園内屋外施設、和泉公園運動広場、西部グラウンドゴルフ場、秋葉公園テニスコート
の維持及び管理を行った。
　総合運動公園内の夜間照明設備をLEDに更新する改修工事を行った。

区分



○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

※令和2年度及び令和3年度はコロナ禍の影響により利用人数が減少
※令和2年度はコロナ対策のため、4月8日から5月31日まで休業

体育館清掃業務委託料 円

駐車場警備業務委託料 円

東祥アリーナ安城建築設備等定期検査業務委託料 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

室内競技表示盤点検業務委託料 円

【東祥アリーナ安城（安城市体育館）】

会議室 3,758 2,784
大会議室 10,823 7,236

柔道場 12,682 8,631
弓道場 4,405 3,604

卓球場 34,882 36,145
剣道場 13,571 10,025

58,746 46,545
ランニングコース 316 573

目 5 体育館管理費

6,410,800

2,640,000

1,738,000

1,570,800

1,056,000

66,280,239

 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3年度利用人数（人） 令和2年度利用人数（人）
体育場

14,929,200

計 139,183 115,543

款 50 教育費
項 30 保健体育費



○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

※令和2年度及び令和3年度はコロナ禍の影響により利用人数が減少
※令和2年度はコロナ対策のため、3月1日から５月31日まで休業

円

レジャープール空調設備更新修繕 円

ろ過装置ろ材取替ほか修繕 円

【安城市レジャープール 全景】 【安城市レジャープール 内部】

プール専用 23,673 8,648
トレーニングルーム 22,262 15,766

目 25 レジャープール管理費

117,013,943

指定管理料 96,126,000

11,880,000

7,852,900

計 164,916 105,969

款 50 教育費
項 30 保健体育費

　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、令和3年度から新たに5年間契約した（指定管理者：
TAC・テルウェル共同事業体）。

区分 令和3年度利用人数（人） 令和2年度利用人数（人）
プール個人 118,981 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2年度及び令和3年度はコロナ禍の影響により利用人数が減少
※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

総合受付・プール監視・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

コージェネ発電設備遮断器修繕 円

トレーニングルームマシン更新（5台） 円

【安城市スポーツセンター】 【トレーニングルーム】

　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。

区分 令和3年度利用人数（人） 令和2年度利用人数（人）
アリーナ 38,875 24,315
会議室 956 371
プール個人 31,060 18,038
プール専用 8,140 5,006
エアロビクスルーム

49,166,000

14,296
64,256

2,809 2,230

40,662,600

1,298,000

4,196,830

トレーニングルーム 26,148
計 107,988

目 30 スポーツセンター管理費

164,210,831

款 50 教育費
項 30 保健体育費



　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

<人物像に想いを込めて> <人物像の深遠>

<Ｈｏｍｅ～ホーム～> <日本画家　石川英鳳の築いた美>

○事業名 芸術鑑賞会事業 事業決算額 円

<「能・狂言」公演の様子>

1,145人物像の深遠
9Ｈｏｍｅ～ホーム～

13
1,489

款
項

50
25

人物像に想いを込めて

目 25 文化振興費

3,324,999

教育費
社会教育費

展覧会名 日数（日）
1,110

観覧者数（人）
10

日本画家　石川英鳳の築いた美 26 1,443

2,929,149

公演種別 公演数（事業） 公演回数（回） 入場者数（人） 入場料収入（円）

入場料収入のある公演
1 1 230 442,000

「能・狂言」



○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>

○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

目 25 文化振興費

講座数（講座） 開催回数（回） 受講者数（人） 延べ受講者数（人）
14 87 237

社会教育費

1,843,104

1,154

款 50
項 25

教育費

6,082,371

催し物名 日数（日） 出品数（点） 観覧者数（人）
第78回安美展（美術の公募展） 18 511 4,736

催し物名 団体数（団体） 人数（人） 来場者数（人） 開催時期

文芸・技芸・趣味の集い 15 265 13,921
10月8日～10日、
10月22日～24日、

（内菊花展12,875） 11月3日～8日

第33回市民文芸まつり
応募数（句・首） 応募者（人）

46
11月28日
（発表大会）

俳句 8,474
7,050

短歌 2,655
※第54回市民芸能まつりはコロナ禍の影響を踏まえ中止

名称 公演名 入場者数（人）

市民公募文化事業（舞台）
（公募により公演を補助）

ピアノとクラリネットの調べ　 80
弦楽器に触れ合おう　 64
安城市少年少女合唱団　第17回演奏会 255
第2回 安城ヴォーカルフェスティバル 230
三味線コンサート 206

1,820,000

名称 件数（件）
文化活動団体支援事業補助金 1（文化協会加盟団体数72）

※以下の3事業はコロナ禍の影響を踏まえ中止
ビッグラバーズ・オーケストラ　第15回定期演奏会
第39回 各流派共演安城詩吟道大会
安城市民吹奏楽団　第48回定期演奏会

名称 公演名 入場者数（人）
市民公募文化事業（美術）
（公募により展示を補助）

Ｋｉｄｓわかいめ展 655



○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
ナイトミュージアム

合計 22 6,073

10 137
5 62

1 35

歴史博物館指定管理者事業 開催回数（回） 参加人数（人）
8 526

6,712

23 10,508
13 5,945
1 106

51 17,713

18,535
8,548

57,147

61
107,229

目 60 歴史博物館管理費

146,013,880

132

 　平成28年度から指定管理者制度を導入し、令和元年度から新たに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。

歴史博物館利用状況 利用者数（人）
34,918
29,932

款 50 教育費
項 25 社会教育費

6 628

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）
46,289

市民ギャラリー指定管理者事業 開催回数（回） 参加人数（人）
6 5,839


