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わが国では、地方の急速な少子高齢化や人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への過度
な一極集中を是正するため、平成26年（2014年）11月に「まち・ひと・しごと創生法」を施行
しました。
本市は、国土軸に位置する立地的優位性や自動車をはじめとするものづくり産業の集積などに
より人口は堅調に増加しており、まち・ひと・しごと創生に取り組む喫緊の課題は顕在化してい
ないように見えます。しかし、急速な少子高齢化や労働力不足などが地域経済の成長を阻害する
懸念が表面化しつつあります。
「安城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、本市の現在の人口の課題を把握し、平成72年

（2060年）における人口展望を踏まえ、平成27年度（2015年度）から平成31年度（2019年度）
における今後5か年の目標や具体的施策をまとめたものです。
また、平成28年度（2016年度）から平成35年度（2023年度）までの8年間を計画期間とした

第８次安城市総合計画との内容の共有を図るものとなります。

１　　安城市　まち・ひと・しごと創生総合戦略とは

●昭和45（1970）年以降、40年間で総人口は約8.4万人（約1.9倍）増加しています。

●一方、平成42（2030）年の約18.8万人をピークに減少傾向となる見通しにあります。

●少子高齢化の進行により、平成52（2040）年には、老年人口（65歳以上）が年少人口（14歳以下）
を３万人以上上回る見通しにあります。

●生産年齢人口（15歳以上64歳以下）は、昭和55（1980）年から30年間で約3.6万人（約1.4倍）
増加していますが、平成37（2025）年を境に減少傾向となります。

２　　安城市の人口動向

年齢3区分別人口の推移と将来推計

（出典）2010年までは国勢調査、2015年以降は社人研「日本の地域別将来推計人口（2013年3月推計）」より作成
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本市は、自動車をはじめとする世界的なものづくり産業の集積地域に位置し、安定した雇用や
労働条件に恵まれています。また、日本のデンマークと言われ、農業先進地として発展してきた
こともあり、現在は都市と田園のバランスがとれたまちとなっています。こうした恵まれた条件
により、合計特殊出生率※1 は全国平均を上回り、市外からの転入人口も多く見られます。また、
平成39年（2027年）には、リニア中央新幹線が開業することにより東京から60分の圏域となり、
観光交流の増大や企業立地等、更なる発展の可能性を秘めています。
しかしながら、高い水準を示す合計特殊出生率でも、人口置換水準※2 となる2.07を下回る1.7前
後で推移しているため、平成42年（2030年）には人口減少に転じる見通しにあり、将来の持続的
な発展が危惧されます。ものづくり産業を維持するには、安定した労働力人口の確保が不可欠で
あり、人口のピークをできる限り遅らせることが望まれます。そこで、現在の人口の転入超過傾
向を維持しつつ、合計特殊出生率が高まるような政策を展開することにより、平成72年（2060年）
に19万人程度の人口を確保します。

平成72年（2060年）に19万人程度の人口を確保する

※算出の考え方

●平成37年（2025年）までに国と同様の希望出生率1.8、平成52年（2040年）に人口置換水準2.07
に段階的に上昇するよう出生率（推計上は、子ども女性比に置き換え）を再設定

●「０～４歳→５～９歳」「５～９歳→10～14歳」「30～34歳→35～39歳」「35～39歳→40～44歳」
（主に30歳代の子育て家族等）の純移動率のマイナス値を半分に設定

●社人研「日本の地域別将来推計人口（2013年3月推計）」に準拠

将来展望人口

現状の傾向を踏襲した推計

※１　合計特殊出生率：その年次の15～ 49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものであり、一人の女性が、仮にその年次の年齢別出生率で一生の
間に生むと仮定したときの平均子ども数に相当する。

※２　人口置換水準：人口移動がなく、かつ年齢別死亡率が変化しないとした場合に、長期的に人口が維持される合計特殊出生率の水準。年によって変
動があり、1974年は2.1、現在は2.07である。

３　　将来展望

将来展望人口とパターン１の総人口の比較（推移）
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就業者に占める女性比率
本市は、ものづくり産業の就労にあわせた20歳
代の男性の転入が多く、男性に比べて女性の転入
者が少ない傾向が見られます。今後は、男性転入
者の維持はもとより、女性転入者の増加も図るた
め、女性の働く環境を整備していくことが重要で
す。

新たな雇用創出に対するニーズ
人口維持に向けた優先課題として、市内企業の
活性化や企業誘致による「新たな雇用創出」が上
位に見られます。本市はものづくり産業を中心と
した雇用に恵まれているものの、市民の期待する
職種や働き方と現在の雇用にミスマッチが生じて
いる可能性があります。

問　人口規模を維持していくために優先して行うべきこと
（３つまで選択／上位５項目のみ掲載）

（出典）安城市のまちづくりに関するアンケート調査（2014年11月実施）
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年齢階級別による転入・転出傾向
親の意思でしか引っ越すことのない０歳代が転
出傾向にあり、子どもの誕生に伴い、住宅が手狭
になった30歳代の子育て家族が、新たに住宅を取
得する際に市外へと転出していることが推測され
ます。

20歳代後半から30歳代における市外への転出理由
本市では20歳代後半から30歳代において市外に
転出する傾向が見られる理由として、住宅費の高
さや市内の交通利便性、店舗や飲食店などのまち
の魅力が指摘されています。

４　将来展望を実現するために克服すべき課題

①強い産業を維持しつつ、産業の裾野をひろげる 
●ものづくり産業の高度化、新技術開発支援
●産業の多様化への取組
●女性の雇用拡大

②30代子育て世代の転出を抑制する
●住宅供給量の拡大
●教育環境の向上
●まちへの愛着・誇りの向上

全産業の就業者に占める女性比率の比較

（出典）2010年国勢調査より作成
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問　20歳代後半から30歳代で近くの市に転出する理由
（あてはまるものすべて選択／上位５項目のみ掲載）

（出典）住まい・子育て・結婚に関するアンケート調査（2015年5月実施）
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性別・年齢階級別純移動数の動向（2000年～ 2010年）

（出典）国勢調査より作成
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女性比率（15歳～ 49歳）の比較

（出典）総務省「住民基本台帳要覧（2013年）」より作成
※各数値の計算方法：各年齢階級の女性人口÷同年齢階級の男性人口×100
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問　安城市の子育て環境で充実する必要のあること

（３つまで選択／上位５項目のみ掲載）

（出典）住まい・子育て・結婚に関するアンケート調査（2015年5月実施）
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問　安城市への転入後、良くなったと思うこと
　（３つまで選択／上位５項目のみ掲載）

（出典）安城市への移住動機・傾向に関する
アンケート調査（2015年6月実施）
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名古屋市への通勤者に関する愛知県内53市町村間の比較

（出典）2010年国勢調査より作成
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年齢階級別による女性の割合
本市では男性に比べて女性の人口割合が低く、
結果的に未婚男性が増加する傾向に繋がっている
ことが推測されます。そのため、女性の転入人口
を増やすこと、市内男性と市外女性を繋ぐ方策を
検討していくことも必要です。

子育て支援に対する期待
子育て支援について保育等の受け入れ量への期
待が最も多かったものの、延長保育や休日、病児
といった支援の多様化、仕事と家庭の両立に向け
た企業への働きかけなど、質的な向上を期待する
意向が多く見られます。

名古屋市への通勤者数が少ない
就業者人口のうち名古屋市に通勤する割合は、
県内53市町村のうち38番目（6.3％）と低い水準
にあります。本市は就労の場が多く供給され、職
住近接を実現できていると言えますが、一方で、
名古屋市への時間距離の短さを生かした定住は少
なくなっています。

安城市で暮らす魅力は「ゆとり」と「利便性」
安城市への転入者を対象としたアンケート調査
において、転入したことによるメリットとして、
通勤が楽になった、生活が便利になった、住宅が
広くなったなどが挙げられました。これらは市外
から見た安城市への移住・定住のアピールポイン
トとして効果を発揮するものと考えられます。

③出生数のさらなる向上
●結婚する機会の創出
●女性の転入を増やす
●出産・子育てしやすい環境の充実

④名古屋への通勤者の定住を増やす
●名古屋への通勤利便性の高い居住地形成
●暮らしやすさイメージの定着・対外的なPR
●リニア開業を生かす
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ものづくり産業の高度化や次世代成長産業への展開を進めながら、景気変動への対応力向上や
女性の活躍できる場として産業の多様化に取り組みます。

①ものづくり産業の強みを伸ばしつつ、産業の多様化にも取り組む

（注）指標のうち、[総計]と記載されているものは、総合計画の指標と同じもの

数値目標 指　　　標 基　準　値 目　標　値

就業者数
 （国勢調査）

製造業の従業者数
（従業者４人以上の事業所）

（工業統計調査）
41,421人（2014年度）

91,966人（2010年）
92,000人（2020年）

（生産年齢人口を維持し、
現状の水準を維持）

41,421人（2019年度）
（過去最高の製造品出荷額等を
　記録する現在の水準を維持）

転入者を受け入れるため、ニーズに合った宅地・住宅を供給するとともに、暮らしやすいまち
としてのイメージを定着させます。

②住みたい・住み続けたいまちになる

数値目標 指　　　標 基　準　値 目　標　値

０～９歳の転出超過数
（住民基本台帳）

安城市を住みよいと
感じる人の割合

（総合計画アンケート）
91.2％（2015年度）

135人／年
（2012 ～ 14年の平均値）

67人以下／年
 （2019年度までの５年間平均）

91％（2019年度）
 （2012年以降の高水準を維持）

結婚から出産、子育て、教育の各ライフステージにおいて、不安を感じることなく過ごせる仕
組みを構築します。

③生涯のライフプランを描けるまちになる

数値目標 指　　　標 基　準　値 目　標　値

合計特殊出生率
 （住民基本台帳）

第3子以降の出生数
（愛知県衛生年報（第6表））

268人／年
（2013年）

1.69
 （2013年）

1.8（希望出生率）
 （2025年）

268人／年以上
（2019年までの５年平均での

年間人数）

25 ～ 39歳の女性就業率
（国勢調査）

63.5％
 （2010年）

66.9％
（将来的に

全国平均並みまで上昇）

５　　基本目標
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安城市で暮らす魅力を高めるため、生涯にわたり心身ともに健康に過ごせるまちを実現します。
④健幸に暮らせるまちになる

数値目標 指　　　標 基　準　値 目　標　値

健康であると感じている
人の割合[総計] 70.7％（2012年度） 73％（2019年度）

第８次安城市総合計画では、基本理念を
「市民一人ひとりが生活の豊かさとともに幸せを実感できるまち」
に、また、目指す都市像を
「幸せつながる健幸都市　安城」
としています。
総合戦略においても、これらを継承するとともに、特に目指す都市像に掲げた「健幸都市」を本
市で生活する価値（ブランド）とすることで、安城市への人口定着を導いていきます。

６　　総合戦略の進行管理

毎年度、施策・事業の進捗状況や数値目標、重要業績評価指標の達成状況などの検証を行いな
がら、必要に応じて施策・事業の見直しを行うなど、PDCAサイクルによる進行管理を行ってい
きます。
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ものづくり産業の強みを伸ばしつつ、産業の多様化にも取り組む基本目標1

企業間連携等支援　
（ものづくりコンベンション2015）

ものづくり人材育成研修会

※１　重要業績評価指標（KPI）：Key Performance Indicatorの略。政策ごとの達成すべき成果目標として「『日本再興戦略』改訂2014」（平成26年
６月24日閣議決定）でも設定されている。

※２　コワーキングスペース：開業して間もない起業家や創業を志す人が集まり、それぞれが独立して働きながら相互にアイデアや情報を交換し、オ
フィス環境を共有することで生まれる相乗効果を目指すコミュニティスペース。「KEYPORT」という名称で、平成27年11月16日からJR安城駅
ビルにオープンする。

中小企業コーディネーター制度を中心に、新製品や新技術の開発、販路拡大、担い手の人材育
成など、中小企業の経営基盤や競争力を強化します。また、若者のものづくり離れなどに伴う労
働力不足を解消するため、若者と中小企業のマッチングを促します。

施策１　ものづくり産業を中心とする地元産業の振興 施策１　ものづくり産業を中心とする地元産業の振興 

重要業績評価指標（KPI）※１ 基　準　値 目　標　値
設備投資額（全産業、償却資産）

（償却資産申告）
756億円

（2013、14年平均）
756億円

現在の水準を維持

主な事業

コワーキングスペースの整備 創業支援事業連携協力に関する包括協定
（碧海信用金庫、安城市、安城商工会議所、日本政策金融公庫）

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

創業者数（単年度）[総計] 81人（2013年度） 97人（2019年度）

国の産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画（平成26年10月認定）により、安城商工会議
所や金融機関と連携し、創業支援体制及びコワーキングスペース※２ を整備することにより、新規
創業を促進します。

施策２　創業支援 施策２　創業支援 

主な事業

●次世代自動車普及促進事業
　（水素ステーションの設置促進）
●中小ものづくり企業への若者とのマッチング支援

●がんばる中小企業応援事業
　（販路拡大、人材育成支援等）
●中小企業設備投資促進

8



※　６次産業化：農業を1次産業としてだけではなく、加工などの２次産業、さらにはサービスや販売などの３次産業まで含め、１次から３次まで一体
化した産業として農業の可能性を広げようとするもの。

平成39年（2027年）開業予定のリニア中央新幹線のインパクトや物流アクセスの優位性、高い
技術力を誇る企業集積などの強みを生かし、新たな産業を誘致する。また、市内企業の拡張ニー
ズに対応し、市外への流出を抑止します。

●リニア開業を見据えた企業活動支援の検討 ●新たな工業用地の整備

施策３　企業誘致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

新たな工業団地の造成[総計] － 20ha（2019年度）

主な事業

農業経営基盤の強化を図るため、農地中間管理事業により農地集積を促すとともに、ブランド
化や６次産業化※ の推進により収益力を高め、経営感覚を持った人材を育成します。また、地産
地消の推進を行うとともに、農産物の消費拡大を図ります。

６次産業化推進事業 特産物のブランド化推進（甘ひびき）

施策４　稼げる農業の育成・振興　　　　　　　　　　　　　　　　

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

農地の利用権設定率[総計] 52％（2015年度） 60％（2019年度）

主な事業

商店街による販促イベントの活性化や空き店舗の有効活用などにより、商業の活性化を図ると
ともに、賑わいを創出します。また、事業承継の支援や、事業承継を契機とした経営革新を促す
とともに、第二創業を含めた新規出店を支援し、就業選択肢の多様化やチャレンジする機会の創
出を図ります。

施策５　魅力ある商業の振興　　　　　　　　　　　　　　　　　　

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

中心市街地歩行者通行量[総計] 3,366人（2014年度） 3,800人（2019年度）

商店街振興組合の行う事業支援（ホコ天きーぼー市） 中小企業ビジネス支援事業

主な事業
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住みたい・住み続けたいまちになる基本目標２

※　都市機能：第二次産業や第三次産業が集積することにより、就業や生活の利便、文化の享受を求めて人口の集中が起こった都市が有する機能。すな
わち、生産、商業、業務、住宅、生活などが該当する。

JR安城駅周辺において、土地区画整理事業及び住宅市街地総合整備事業を推進し、敷地の共同
化による土地の有効利用や高度利用を誘導します。また、JR三河安城駅、名鉄桜井駅の周辺にお
いて、土地区画整理事業などにより生活利便性の高い宅地を新たに供給します。さらに、平成39
年（2027年）のリニア中央新幹線開業により求心力の強まる名古屋との都市機能※ 分担を図ると
ともに、都市的センスを持った商業機能や住宅地の整備を促進します。

施策１　転出抑制と転入者の受け皿としての住宅供給　　　　　　　

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

新設住宅戸数
（住宅着工統計）

1,461戸/年
（2011 ～ 14年度の平均値）

名古屋市への転出超過数
（住民基本台帳）

50人/年
（2010 ～ 14年の平均値）

25人以下／年
 （2015 ～ 19年の５年平均で半減）

7,305戸/５年（2019年度）
（人口増を維持）

●新たな住宅市街地の整備
（JR三河安城駅南側）
●市有地高度利用事業

●安城南明治第一土地区画整理事業
●住宅市街地総合整備事業

共同化による
民間共同住宅建設間接補助事業イメージ

安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業

主な事業
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※　シビックプライド：市民が自分の住んでいる、働いている都市に対して「誇り」や「愛着」を持って、自らもこの都市を形成している1人であると
いう認識を持つこと。

●（仮称）図書情報館の整備とＩＣＴ化 ●住みやすいまちとしてのイメージ戦略の推進

図書情報館イメージパース

施策２　豊かで暮らしやすい生活を実現できるイメージを定着させる
安城市の全国的な知名度を高めるとともに、地理的条件に恵まれ心身ともに健康な暮らしが実
現でき、生涯にわたって住み続けるイメージを内外に定着させることにより、市民のシビックプ
ライド※ を醸成するとともに、居住地として選択されるブランド力を構築します。

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

歴史・文化に愛着や誇りを感じる
市民の割合[総計] 38.3％（2015年度） 42％（2019年度）

主な事業

●外国人観光客への対応
●東京オリンピック・パラリンピック
　事前キャンプ地誘致事業

●丈山苑音声ガイド導入事業（多言語対応）

施策３　交流人口の拡大と市民のまちに対する愛着・誇りの醸成
デンパーク、丈山苑などの観光施設をはじめ、国指定史跡の本證寺などの歴史資源、安城七夕
まつり、新美南吉、安城芸妓、特産品などあらゆる観光資源を活用して市内観光の魅力を高める
とともに、観光案内所や情報発信、観光メニューの充実により観光交流を促進します。

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

観光入込客数[総計] 227万人（2014年） 260万人（2019年）

国史跡 本證寺境内保存活用整備事業観光案内所の設置・運営

主な事業

11



基本目標３ 生涯のライフプランを描けるまちになる

※　理想子ども数：夫婦にたずねた理想的な子どもの数。国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」において調査した第14回調査（2010年）
によると242人。

●不妊治療助成
●子ども医療費女性事業

●（仮称）子ども発達支援センターの整備
●第３子以降の保育料・幼稚園授業料無料化

第３子以降の給食費無料化事業 地域子育て支援事業交流イベント 子育て世代に人気の堀内公園

施策２　出産及び子育て支援の充実　　　　　　　　　　　　　　　
子ども数が理想子ども数※ に近づくように、安心して生み育てられる環境の整備を進める。併

せて、多子家庭に配慮して、出生から成人するまでの経済的な負担を軽減します。また、子育て
中の親子の交流や情報交換を行える場を整備するとともに、「(仮称)子ども発達支援センター」を
はじめとした相談・支援体制を強化します。

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

この地域で子育てを
したいと思う親の割合
（健やか親子21）

91.1％
（2014年度全国平均値）

93.0％
（2019年度全国目標値）

施策１　結婚支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
デンパークなどの集客力ある資源を活用し、市内外から未婚者が集まり交流することを目的と
した機会を増やすとともに、結婚する夫婦を祝福するなど、社会全体で結婚をサポートしていき
ます。

●若者の交流イベントの支援 ●婚活セミナー事業

結婚記念証贈呈事業 デンパーク「恋人の聖地」プロジェクト

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

支援した交流イベントの参加者数 － 200人/年（2019年度）

セミナーなどの実施回数 １回/年（2015年度） ２回/年（2019年度）

主な事業

主な事業
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※１　児童クラブ：保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校等に通う子どもたちに、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業。本市
では、平成27年11月現在で４年生までを対象に実施している。

※２　ワークライフバランス：仕事と生活の調和を指す。誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時
間や家庭、地域、自己啓発などにかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活が行われること。

施策３　教育環境の向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
グローバル化への対応や勤労観の醸成など、実践的かつ次代に求められる質の高い教育を推進
します。本市が全国に先駆けて実施している少人数学級を一層推進するとともに、ICT機器や図
書館の活用など、学習方法や施設・設備を充実し、質の高い教育を展開します。

小中学校情報化推進事業 大学生留学支援・高校生の国際交流支援

●学校給食施設整備事業
●少人数学級推進事業

●学校図書館教育推進事業
●キャリア教育推進事業

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値
授業は楽しく分かりやすいと答える

児童生徒の割合[総計]
80％

（2014年度）
85％

（2019年度）

主な事業

●女性の再就職支援
　（雇用促進助成金事業補助金）

●放課後児童クラブの学年拡大

輝く女性の再就職サポートセミナー 低年齢児保育対策事業

施策４　雇用・就労支援・女性の働き場所・仕事と家庭の両立が
実現可能な労働環境を創出　　　　　　　　　　　　　　　

低年齢児の保育需要や多様な保育ニーズ、児童クラブ※１ の対象年齢の拡大需要に対応し、ワー
クライフバランス※２ を推進します。また、企業において出産・子育てを支援する制度の充実を促
すとともに、出産・子育てにより離職した女性の復職を支援します。

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値

児童クラブの学年拡大[総計] ３年生まで（2014年度） 全学年（2019年度）

子育て中の人の仕事がしやすい
環境が整っていると思う人の割合

27.7％
（2015年度）

30％
（2019年度）

女性の再就職支援セミナーに参加し、
就職できた人数 － ５人/年

（2019年度）

主な事業
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基本目標４ 健幸に暮らせるまちになる

※１　BMI（肥満度）：「体重（kg）／身長（m）の２乗」で算出される値で、肥満や低体重（やせ）の判定に用いる国際的な指標。肥満の判定基準は国によっ
て異なるが、日本肥満学会の定めた基準では18.5未満が「低体重（やせ）」、18.5以上25未満が「普通体重」、25以上が「肥満」となる。

※２　データヘルス：特定健康診査（特定健診）や診療報酬明細書（レセプト）などから得られるデータの分析に基づいて実施する効率のよい保健事業。
厚生労働省は2014年度から、すべての健康保険組合に対してデータヘルス計画の作成と実施を求めている。

●歩きたくなる環境整備事業
●歩け・ランニング運動事業
●安城市ホームチームサポー

ター事業
●（仮称）図書情報館での健康

子育て支援

施策１　きっかけづくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民一人ひとりが自発的に健康づくりに取組めるよう、行動意欲を高めるきっかけをつくります。
●知りたくなる機会：健康に関する情報をできる限り多くの人々が取得しやすくする機会の充実
●参加したくなる機会：健康に関心の低い人や意識があっても行動できない人々が健康づくりに
取組める機会の充実

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値
１日に30分以上歩く人の割合[総計] 49.8％（2015年度） 52％（2019年度）

成人の週１回以上のスポーツ実施率[総計] 45.1％（2015年度） 48%（2019年度）

主な事業

施策２　しくみづくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市民一人ひとりの健康づくりを後押しし、市民や地域団体、市民活動団体が健康づくりの担い
手として主体的に活動できる、健康寿命を伸ばすしくみをつくります。
●医療・健診・介護データの活用：科学的根拠に基づく的確な健康づくり施策を展開するため、
市民の「医療・健診・介護データ」を集約し分析するしくみを構築
●行動変容を後押しする制度：健康づくりへの取組みが生活習慣として定着するよう、市民が自
らの意思で行動を変えていくことを促す制度の拡充
●地域で支える健康づくり：誰もが住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を送ることができ
るようなしくみを構築

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値
BMI（肥満度）※１が
標準の人の割合[総計] 68.5%（2014年度） 71%（2019年度）

●高齢者地域生活支援促進事業
●生活支援体制整備事業
●認知症施策推進事業
●データヘルス※２ 推進事業
●民間ヘルスケア事業協働推進事業
●あんじょう健康づくりポイント事業

健康ステーションの整備 医療・健診・介護データの活用

データ

主な事業
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●中心市街地拠点施設活用促進事業
●公園のリニューアル事業
●散策ルート整備事業

●追田川プロムナード※2 事業
●ソフトボール場Ａ球場改修事業
●（仮称）図書情報館でのまちの魅力発見支援

施策３　まちづくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

重要業績評価指標（KPI） 基　準　値 目　標　値
中心市街地歩行者通行量[総計]
（基本目標１施策５の再掲） 3,366（2015年度） 3,800（2019年度）

通勤通学以外における安城市内の
移動手段の内、自家用車以外の割合 17.1％（2014年度） 18％（2019年度）

中心市街地拠点施設を核として
実施される、様々な団体との協働・

連携による企画実施数
－ 120企画／年（2017年度以降）

すべての市民が、暮らしている地域におけるつながりや特性を生かし、楽しみながら自然に健
康づくりに取組めるまちをつくります。
●魅力あるまちづくり：都市機能の充実を図るとともに、地域の特性を反映した個性ある拠点づ
くりの推進
●健康づくりインフラの整備：日常生活で車に頼らず移動することを促す「歩く・走る・こぐ」
のに快適な環境の整備
●移動利便性の向上：市の外縁部から各拠点（JR安城駅周辺、JR三河安城駅周辺、名鉄新安城駅
周辺及び名鉄桜井駅周辺）への移動及び各拠点間の移動をしやすくする公共交通機関などの移
動手段の利便性の向上
●まちの賑わい創出モデル：「歩きたくなるまち」のモデルとして、中心市街地に絶えず人が集まっ
て交流し、回遊するような状態を創り出すための拠点施設の整備、コミュニティデザイン※１ に
よるまちづくり、歩いて楽しいまちづくりの推進

中心市街地拠点施設「アンフォーレ」 創蓄省エネルギー導入事業（き～☆モビ※3）

※１　コミュニティデザイン：人と人をつなぐ仕組みをつくり、地域や社会をよりよいものに変えていくこと。コミュニティデザイナーである山崎 亮
氏（東北芸術工科大学教授）が提唱。

※２　プロムナード：散歩道、遊歩道のこと。
※３　き～☆モビ：「安城市創蓄省エネルギー・プロジェクト推進協議会」による超小型自動車の共同利用事業で、JR安城駅を中心に34ケ所のステーショ

ンを設置し（平成27年11月現在）、目的地のステーションで乗り捨てできる。排出ガスを出さない超小型電気自動車を使用。

主な事業
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