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第1 章 安城市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略の位置づけ  

 

第１節 策定趣旨 

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」

を施行した。これに基づき、人口の現状と将来の姿を示し、今後目指すべき将来の方向を提

示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び今後 5 か年の目標や施策の基本的方向、

具体的な施策をまとめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定した。 

まち・ひと・しごと創生は、国と地方が一体となって取り組む必要があり、地方自治体に

対して「地方版人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定を努力義務としている。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してい

ないものの、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、国や愛知県と歩調を合わせた取組みが必要である。 

「安城市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、『安城版総合戦略』とする）」は、本市

の現在の人口の課題を把握し、平成 72 年（2060 年）における人口を展望した「安城市まち・

ひと・しごと創生人口ビジョン（以下、『安城版人口ビジョン』とする）」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

をまとめたものである。 
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第２節 国の「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」との関係 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、 

・ 東京一極集中を是正する 

・ 若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する 

・ 地域の特性に即して地域課題を解決する 

という 3 つの基本的視点から、人口、経済、地域社会の課題解消への取組みを検討してい

る。また、以下に示す 4 つの基本目標を設定し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京

一極集中を是正するための政策を展開している。 

 

 国の総合戦略  

  

 

＜＜＜＜基本目標基本目標基本目標基本目標①①①①＞＞＞＞    地方地方地方地方におけるにおけるにおけるにおける安定安定安定安定したしたしたした雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出するするするする    

・ 35 歳未満の若い世代において地方から約 10 万人が東京圏へ流出する一方、35 歳以上は若干の地方へ

の転出が上回る 

・ 東京圏への一極集中を是正するには、若い世代の地方から東京圏への流出を解消する必要があり、地方にお

いて毎年 10 万人の若い世代の安定した雇用を生み出せる力強い地域産業の競争力強化に取り組むことが

必要 

 

＜＜＜＜基本目標基本目標基本目標基本目標②②②②＞＞＞＞    地方地方地方地方へのへのへのへの新新新新しいひとのしいひとのしいひとのしいひとの流流流流れをつくるれをつくるれをつくるれをつくる    

・ 今後、地方で生み出す毎年 10 万人分の雇用を潜在的希望者による地方への移住・定着に結び付ける 

・ 東京圏から地方への移住の促進、地方出身者の地元での就職率向上など、地方への新しい「ひと」の流れづく

りに取り組み、「しごと」と「ひと」の好循環を確立 

 

＜＜＜＜基本目標基本目標基本目標基本目標③③③③＞＞＞＞    若若若若いいいい世代世代世代世代のののの結婚結婚結婚結婚・・・・出産出産出産出産・・・・子育子育子育子育てのてのてのての希望希望希望希望をかなえるをかなえるをかなえるをかなえる    

・ 地域の実情に即し、結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた環境整備等の取組を推進し、安心し

て結婚・妊娠・出産・子育てできる社会を達成 

 

＜＜＜＜基本目標基本目標基本目標基本目標④④④④＞＞＞＞    時代時代時代時代にににに合合合合ったったったった地域地域地域地域をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、安心安心安心安心なくらしをなくらしをなくらしをなくらしを守守守守るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、地域地域地域地域とととと地域地域地域地域をををを連携連携連携連携するするするする    

・ 「しごと」と「ひと」の好循環は、それを支える「まち」の活性化によって、より強固に支えられる 

    

 

安城版総合戦略においても、この考え方を踏襲する。 
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第３節 総合計画との関係 

現在、本市では、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（以下、「総合計画」とする）を策定している。 

総合計画は、自治体経営の最上位に位置づけられる計画で、健康や福祉、都市計画、教育、

産業など、行政が携わる全分野の主要な施策の中長期的な方針を示すものであり、国の「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた 4 つの基本目標のすべての分野に関連する。また、

安城版総合戦略の計画期間は平成 27 年度（2015 年度）からの 5 年間であり、総合計画の開

始年次より 1 年早いものの概ね包含される。そのため、安城版総合戦略に掲げた内容につい

ては、総合計画との内容の共有を図る。 

なお、総合計画に示した目標人口は、安城版人口ビジョンに掲げた人口を踏襲している。 

 

第４節 多様な主体との連携 

地方創生の実現のため、産業界、教育機関、金融機関、労働団体、報道機関、NPO、国・

県の関係機関など、様々な主体と連携・協力し、安城版総合戦略に掲げる課題や将来展望を

共有しながら、地域一体となって施策・事業の推進を図っていく。 

 

第５節 市⺠参加と協働の視点 

安城版総合戦略に掲げる施策・事業の推進にあたっては、市民参加と協働の視点を積極的

に取り入れ、市民、町内会、NPO、ボランティア、各種団体、企業とともに取り組むことを

基本姿勢とする。 

 

第６節 計画の効果検証 

安城版総合戦略では、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に呼応して 4 つの基本目

標を設定し、数値目標を掲げるとともに、それに基づく具体的な施策の組合せ（政策パッケ

ージ）を提示する。また、各施策について、重要業績評価指標（KPI）※を掲げることによ

り達成状況を評価できる仕組みをつくる。 

計画期間中は、基本目標及び重要業績評価指標（KPI）について測定し、施策の進捗状況

や効果を検証、施策の投入量や内容の改善を行うことで、着実な目標達成に向けて取り組ん

でいく。 
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第2 章 基本的な考え方                   

 

第１節 将来展望 

 

 

 

平成 72 年（2060 年）に 19 万⼈程度の⼈口を確保する 
 

 

 

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る。また、日本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る。こうした恵まれ

た条件により、合計特殊出生率※は全国平均を上回り、市外からの転入人口も多い。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る。 

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※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る。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る。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する。 
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第２節 将来展望を実現するために克服すべき課題 

平成 72 年（2060 年）に 19 万人程度の人口の確保を展望するにあたり、特に当面の 5 か

年において、現在の本市が抱える雇用や人口、出生、まちづくりにおける以下のような課題

を解消していく必要がある。 

第 1 項 強い産業を維持しつつ、産業の裾野をひろげる  

本市は国内随一の自動車生産拠点を形成する地域にあり、トップメーカーを頂点としたピ

ラミッド型の産業構造に属する大中小様々な企業が集積している。これら自動車関連産業は、

日々の技術革新やグローバル化に伴う世界戦略により拡大を続けており、多くの雇用を生み

出してきた。本市には多くの人が転入し、そこに新たなビジネスチャンスを求めて当地に進

出する企業や、従業員の生活を支えるサービス産業など、様々な産業の立地が進み、さらな

る産業や雇用を生み出す好循環をつくっている。本市が今後も人口増加を継続するには、こ

のような好循環を継続して安定した雇用を創出することが非常に重要となる。 

一方で、自動車業界では、プラグインハイブリッド車※をはじめ、燃焼構造が一変する燃

料電池自動車（FCV）※や電気自動車など次世代自動車の普及が進む見通しにある。既存の

中小企業においては、こうした変化に対応しつつ、新たなビジネスチャンスを獲得していく

ことが必要となる。 

また、平成 21 年（2009 年）の世界金融危機では、世界的な自動車需要の低下により雇用

規模も縮小し、本市では初めて大幅な人口の社会減少を経験した。その後、業界の懸命な取

組みにより業績が好転し、社会増減数もV 字回復したが、世界金融危機以前の状況には至っ

ていない。こうした景気変動によるリスクを回避するには、自動車関連産業に過度に依存す

ることなく、産業に多様性を持たせていくことが必要である。また、希望にあった職業に就

けるように、ものづくり以外にも職業選択肢を拡大することも求められる。 

本市は、人口に占める男性の割合が非常に高いという特徴がある。ものづくり産業は男性

の割合が高い職場であり、転入人口が男性に偏っていることも理由として考えられる。産業

の多様性確保にあたっては、女性の働く場を視野に入れることが重要であり、第 3 次産業は

もとより、新たな産業にも注目することが必要である。同時に、全国的な若者のものづくり

離れが指摘される中、本市でも中小メーカーなどで労働力確保という課題に直面しており、

女性も働くことができる産業としていくことも求められる。 

（求められる視点） 

○ 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 
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＜関連する政策ニーズ＞ 

□新たな雇用創出に対するニーズ 

人口維持に向けた優先的な課題として、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

位に見られる。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る。 

問 安城市の人口規模をできるだけ維持していくために、優先して行うべきことは何だと思いますか。 

（３つまで選択／上位５項目のみ掲載） 

 

（出所）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） 

 

□金融機関ワーキング※からの意見 

  本市が地方創生（まち・ひと・しごと創生）の重点政策分野に位置づける「しごとづくり」について、

地域金融機関と本市が連携することにより、地域金融機関が有する情報や知見を活用して、地方創生に

資する本市の特徴を生かした施策・事業を立案・実施することを目的に、日本政策金融公庫及び本市と

関連のある１１金融機関と政策討論を実施した。 

  今後も金融機関との討議を続け、具体的な事業を実現できるよう、総合戦略に取り込んでいく。 

（2015 年に 2回実施） 

 ※主な意見など 

●創業支援だけでなく、事業承継も大事。事業承継がうまく出来ず、廃業してしまうケースが多くある。 

●若者や女性などの創業者を増やしたい。 

●市のポテンシャルの高さは分かっているものの、それを生かし切れていない。 

●全国から赴任してきた支店長の皆さんの印象としても、やはり安城市の地価は高い。 

●当地では人材確保が難しく、九州や山陰、四国への進出を検討する企業が多くある。働く人口という

ことで考えれば、居住者を如何に増やすかが重要となる。 

●コワーキングスペース※における金融機関との連携について具体的な提言をいただいた。 

●農業と企業の連携、６次産業化※について、情報交換と提言をいただいた。 など 

 

 

51.5 

37.3 

31.9 

28.9 

16.6 

0 20 40 60 80 

市内企業の活性化による新たな雇用創出

保育の充実や仕事と家庭の両立支援

企業誘致による新たな雇用創出

晩婚化対策（婚活支援）

名古屋市の通勤圏としての発展

（％）
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第 2 項 30 代子育て世代の転出を抑制する 

本市では、まち・ひと・しごと創生の問題として指摘された東京一極集中につながる転出

超過は顕著でなく、むしろ全国から多くの人を呼び込んでいる。この転入は、主に就職時期

である 20 代に多く、本市で結婚や出産し、定住することになれば、安定した人口増加につ

ながると考えられる。 

しかし、実際には、0～4 歳が 5～9 歳になる際に人口の流出が発生しており、この年代が

親の意思による移動であることを考えると、持ち家取得に伴い市外に転出している世帯が少

なくないことが推測される。転出超過については、住宅地平均地価が本市より安い岡崎市や

西尾市、高浜市で顕著である。そのため、本市において、30 代を中心としたファミリー層の

ニーズに見合った宅地供給を増やし、需要と供給のバランスを整えることが必要である。 

また、定住を選択する条件は住宅地価だけではない。高校や大学に進学するための質の高

い学習環境の形成、買い物や飲食する場所などを含めたまちの魅力の創出、公共交通や快適

に運転できる道路などの移動利便性の確保といった生活環境の質を高めていくことも必要で

ある。 

特に、転入人口の多い本市は、市民のまちに対する誇りや愛着が育まれにくいと考えらえ

ることから、生活環境のよさを実感できることが重要となる。 

（求められる視点） 

○ 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 

 

  



 

10 

 
 

 

＜関連する政策ニーズ＞ 

□住宅費の高さが転出の最大の理由のひとつ 

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が、その理由とし

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る。 

問 20 歳代後半から 30 歳代で近くの市に転出する安城市民がみられますが、どのような理由と思いますか。 

（あてはまるものすべて選択／上位５項目のみ掲載） 

 

（出所）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） 

 

□子どもを育てやすい環境づくりへの期待 

本市が若い世代にとって暮らしやすいまちであるには、子育て支援や仕事と家庭の両立、就

労・正社員化支援などが期待されている。 

問 若い世代にとって暮らしやすい安城市をつくるために、どのようなことを充実する必要がありますか。 

（３つまで選択／上位５項目のみ掲載） 

 

（出所）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） 

 

 
  

38.1 

33.3 

26.3 

25.6 

19.2 

0 20 40 60 80 

住宅の費用が高いから

安城市は職場から遠いから

できるだけ親の近くに住みたいから

市内の交通の利便性が悪いから

魅力的な店舗や飲食店がないから

（％）

51.0

42.9

38.1

32.4

27.9

0 20 40 60 80 

子育て支援

仕事と家庭の両立の推進

若い世代の就労・正社員化の支援

商業や駅前の再開発など都市機能の充実

住宅用地の確保

（％）
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第 3 項 出生数のさらなる向上 

本市では毎年の出生数は概ね 2,000 人を維持しており、他市に比べて少子化が顕在化して

いない。しかし、合計特殊出生率※は概ね 1.7 前後であり、人口置換水準※である 2.07 を下

回っているため、現状では少子化や人口減少に向けた人口動態※が加速していく見込みにあ

る。加えて、本市の人口構成のうち最も多くを占める団塊ジュニア世代※が 40 歳代に入り、

出生数に大きな影響を与える 20～39 歳人口は減少傾向にあるため、仮に合計特殊出生率が

多少増加しても、必ずしも出生数の増加には繋がらない。そこで、本市では、子どもが産ま

れやすい社会環境をつくっていくことはもちろんのこと、30 代を中心としたファミリー層の

流出抑制など、転出超過にある状況を変えていく必要がある。 

本市では、急速な人口増加に対応し、保育所の整備を行っており、待機児童問題の発生は

なく、合計特殊出生率も高い水準にある。しかし、現在以上に子どもが産まれやすい環境を

形成するには、子育てが夫婦の過度な負担とならないように低年齢児※保育の拡充など保育

サービスを多様化するとともに、地域や企業が子育てを支援するような社会にしていくこと

が重要である。また、若者の半数が大学に進学する昨今において、出生から成人するまでの

経済的な負担が多子出産をためらう大きな要因との指摘があり、その負担の軽減を図ってい

く必要がある。 

なお、本市では女性の結婚年齢が全国に比べて若いことが、合計特殊出生率の高い要因の

一つになっているものの、人口のうち女性人口の割合が低い構造にあるため、結果として未

婚男性が増加する傾向が見られる。そのため、女性の転入人口を増やすとともに、市外から

配偶者を獲得するための方策を地域で検討していくことも重要と考えられる。 

（求められる視点） 

○ 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 
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＜関連する政策ニーズ＞ 

□出会いの機会に対する提案 

結婚・出産・子育てをテーマとした「まちづくりディスカッション※（2015 年 5 月実施）」

において、市民からは結婚を促進するための様々な提案があった。 

 ●安城名物（出会いの機会）を作る （デンパーク BBQ など） 

●イケメンものづくり男子をアピール 

●七夕まつりで出会い 

●結婚後の産休・育休を充実させ働きやすいまちへ など 

 

 

□子育て支援の質的な向上を期待 

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た。 

問 安城市の子育て環境について、今後、どのような取組を「もっと充実する」必要があると思いますか。 

 （３つまで選択／上位５項目のみ掲載） 

 

（出所）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） 

 

□子育てしやすいまちに向けた提案 

まちづくりディスカッションでは、子育てしやすいまちに向けて、保育の質の改善や高齢者

など市民を活用した地域の子育て力の向上などについて提案があった。 

 ●塾に行かなくても安心な教育 （入園から高校卒業まで安城に来れば大丈夫という教育制度） 

●産じょくヘルプ制度 （ママ同士の助け合いの制度化） 

●育児の窓口 （カウンターに行けば情報を貰える窓口） 

●保育園・小学校を通じて高齢者と交流 

●時間外保育 （シニアによる預かり） 

●世代別の情報提供 （LINE や SNS の活用） など 

 

 

51.9
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30.4

29.2

26.6
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保育等の受け入れ量の拡大（０～２歳の保育、小

学校の放課後児童クラブなど）

多様な保育ニーズへの対応（保育時間の延長、長

期休暇や祝日の保育など）

子どもが多い世帯の経済的負担の軽減

企業へ両立支援推進の働きかけ

公園など子どもの遊び場

（％）



 

13 

 
 

第 4 項 名古屋への通勤者の定住を増やす 

本市は、ものづくり産業の集積地域に位置すると同時に、名古屋 30km 圏域の都市でもあ

る。名古屋 30km 圏域には、瀬戸市や豊田市、犬山市、知多市、岐阜県岐阜市、多治見市、

三重県四日市市などが該当するが、これらの都市と比べて名古屋市への通勤者数が少ない。

岐阜市や一宮市では、近年、JR 駅周辺のマンション開発により中心市街地の人口が増加す

るといった効果が見られるなど、いずれの都市も名古屋市へ通勤するのに適した居住地とし

て発展した経緯があり、人口を大きく増やしたものの、それらに比べて本市の名古屋市への

通勤者数は少ない。名古屋市への通勤者が少ないことは、裏を返せば地元で働ける環境が整

っており、直ちに是正すべき事象ではないものの、本市の持つ高いポテンシャルを十分に発

揮できていないとも言える。 

平成 39 年（2027 年）のリニア中央新幹線の開業により、首都圏と名古屋圏は人口 5 千万

人余の一体的な大交流圏が形成されるため、東海道新幹線を利用すれば東京から 60 分の圏

域となる本市は、今まで以上にポテンシャルを高めていくと期待される。 

そのため、新幹線で約 10 分、JR 東海道線や名鉄本線で 20 数分というアクセス利便性に

優れ、都市と田園のバランスの取れたまちの魅力を生かし、名古屋駅周辺の就業者の居住地

として選択されるように、住宅供給を進めるとともに、暮らしやすい都市型の生活環境を整

えていくことが必要である。また、これまでは名古屋への通勤に適した居住地としてのイメ

ージが形成されていないため、本市が選択される都市としてブランド化を図っていくことが

重要である。 

（求められる視点） 

○ 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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＜関連する政策ニーズ＞ 

□安城市の知名度は低い 

首都圏在住者を対象とした調査では、安城市を知らない人が 4 割以上を占めており、移住先

の受け皿として選択肢にさえなりにくいことが明らかとなった。 

問 次の市や地方について知っていますか。 （それぞれ１つ選択／主な市のみ掲載） 

 

（出所）安城市へのＩターンに関するアンケート調査（2015 年 9 月実施） 

 

□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

る。 

問 安城市への転入後、良くなったと思うことは何ですか。 （３つまで選択／上位５項目のみ掲載） 

 

（出所）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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第３節 基本理念と将来像 

 

 

  
基本理念   

 

市⺠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 
 

 

 

 

  
目指す都市像   

 

幸せつながる健幸都市 安城 
 

 

 

 

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」としている。 

安城版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

く。 
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第４節 基本目標 

安城版総合戦略では、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略に示した基本目標を踏まえ、

将来展望を実現するために克服すべき課題の解決と基本理念及び将来像の実現を目指し、4

つの基本目標を設定する。 

 

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 
（国の政策分野① 地方における安定した雇用を創出する） 

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む。 

 

 

②住みたい・住み続けたいまちになる  
（国の政策分野② 地方への新しいひとの流れをつくる） 

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る。 

 

 

③⽣涯のライフプランを描けるまちになる 
（国の政策分野③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる） 

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

を構築する。 

 

 

④健幸に暮らせるまちになる 
（国の政策分野④ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する） 

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する。 
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第3 章 基本目標及び施策                   

 

基本目標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  

本市の強みである自動車関連産業の集積は、多くの雇用創出の源泉となり、市外からの転入

人口を獲得し本市の人口を増加させる最大の要因となっている。また、市民生活を支える商業・

サービス業などの立地を誘発するなどの波及効果をもたらしており、本市の人口を展望するう

えで、ものづくり産業の振興が最重要テーマの一つとなる。そこで、今後想定されるビジネス

環境の変化や必要な人材確保に向けて、本市の中小企業を振興するための支援を行う。 

一方で、本市がものづくり産業に過度に依存した産業構造となっているため、相対的に第 3

次産業の割合が低く、就業の選択肢が限定され、働く場を求めて市外に転出する懸念も否めな

い。このことが、本市における女性人口の割合を低下させ、未婚男性の増加に影響を与えてい

る可能性も考えられる。また、子育てと仕事を両立させたい女性は、自宅の周辺で職場を確保

したいものの、希望する仕事の雇用機会が少ないとの指摘もある。そのため、新規成長分野の

企業誘致や、多様な職業選択肢や働き方が可能な企業の誘致・育成、起業を志す者への創業支

援など、雇用の創出を推進する。 

 

（（（（注注注注））））指標指標指標指標のうちのうちのうちのうち、、、、[[[[総計総計総計総計]]]]とととと記載記載記載記載されているものはされているものはされているものはされているものは、、、、総合計画総合計画総合計画総合計画のののの指標指標指標指標とととと同同同同じもじもじもじものののの    

数値目標 指標 基準値 目標値 

就業者数 

（国勢調査） 

91,966 人 

（2010 年） 

92,000 人 

（生産年齢人口を維持

し、現状の水準を維持）

（2020 年） 

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） 

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） 

施策の 

基本的方向 

１ ものづくり産業を中心とする地元産業の振興 

２ 創業支援 

３ 企業誘致 

４ 稼げる農業の育成・振興 

５ 魅力ある商業の振興 
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施策１ ものづくり産業を中心とする地元産業の振興  

（（（（注注注注））））平成平成平成平成 27272727 年度以降年度以降年度以降年度以降にににに実施実施実施実施するするするする事業事業事業事業はははは【【【【新規新規新規新規】】】】とととと表示表示表示表示    

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する。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す。 

重要業績評価指標（KPI） 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 

具体的な事業 概要 

がんばる中小企業応援事業補

助事業【拡充】 

中小企業の経営改善、組織強化及び事業拡大を促進するため、人

材育成、販路拡大等に要する経費の一部を補助する。 

がんばる中小企業応援事業 

コーディネーター設置 

【継続】 

企業 OB が中小企業コーディネーターとなり中小企業を巡回訪問し

てヒアリングを行い、課題解決へのアドバイスや専門家の紹介、セミ

ナーの開催などを行う。 

がんばる中小企業応援事業 

ものづくり人材育成 

【拡充】[地方創生先行型※] 

市内ものづくり中小企業の経営力向上のため、実践訓練型講座、も

のづくりの技術力を向上させる基礎から実践までの講座など、人材

育成を目的としたセミナーを開催する。 

がんばる中小企業応援事業 

企業間連携等支援 

【継続】 

安城商工会議所の行う企業間連携等支援事業に要する費用のう

ち、会場設営費、広告宣伝費、講師謝礼などの費用の一部を補助

する。 

がんばる中小企業応援事業 

ものづくり企業研究開発推進 

【拡充】[地方創生先行型] 

ものづくり中小企業が行う新製品及び新技術などの開発に要する原

材料費、工具・器具、備品購入費などの費用の一部を補助する。 

がんばる中小企業応援事業 

中小企業設備投資促進 

【新規】 

中小企業の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、市内

に所在する事業所における設備の取得・更新を行う場合に、その一

部を補助する。 

産業空洞化対策事業 

【継続】 

市内に長年立地する企業の再投資、市内への高度先端事業者の

立地に対して支援を行うことにより、産業空洞化を防止するとともに

雇用の維持拡大を図る。 

企業経営改善相談事業 

【継続】 

小規模事業者の経営改善のため、現状に応じて必要かつ効果的な

事業遂行のため相談事業を支援する。 

信用保証料補助 

【継続】 

愛知県信用保証協会制度融資のうち小規模企業等振興資金、経

済環境適応資金を利用して信用保証料を支払った場合にその一部

を補助する。 



 

19 

 
 

 

具体的な事業 概要 

工場立地法に係る緑地面積率

等の緩和【新規】 

敷地に余裕がないなどの理由から新たな設備投資などに苦慮してい

る工場などの市外流出を防止し市内での投資を促進するため、工場

立地法に係る緑地面積率などを緩和する。 

次世代自動車普及促進事業 

（次世代自動車の普及促進）【継

続】 

次世代自動車の普及による温室効果ガスの削減を積極的に支援す

るため、市民若しくは事業者の次世代自動車新車購入に要する経

費の一部を助成する。 

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）【新規】 

水素エネルギー社会の構築を推進するため、市内に水素ステーショ

ンを整備する事業及び燃料電池自動車の需要を創出する事業に要

する経費の一部を補助する。 

総合評価方式入札の拡充 

【拡充】 

総合評価競争入札試行要領を見直すことにより、公共工事の品質

を確保しつつ、企業の社会貢献やものづくりの意欲を高める。 

キャリア教育推進事業 

【継続】 

（基本目標３施策３の再掲） 

地域の企業や事業所の協力を得ながら、生徒が将来の職業観を育

み、自ら進路選択を行うことができるように、キャリアガイダンス※や

職業体験活動を推進する。 

雇用対策定着事業 

（地域若者サポートステーショ

ン事業委託）【継続】 

若年無業者に対する職業的自立支援として、ジョブトレーニング（就

業体験）、職業人セミナー、職場見学、臨床心理士相談等を実施す

る。 

雇用対策定着事業 

（雇用対策定着事業補助金）【継

続】 

労働力を確保し、雇用の安定・定着化を図るための社員研修、企業

と高校との求人求職意見交換会、従業員表彰等に対して安城商工

会議所へ補助金交付する。 

中小ものづくり企業への若者と

のマッチング支援 

【新規】 

市内の高校生の地元就職、県外大学に進学した学生の U ターン就

職サポート等を検討する。 

 

  

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 
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施策２ 創業支援  

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※を整備することにより、新規創業を促

進する。 

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） 

具体的な事業 概要 

創業支援事業【継続】 

創業支援の取組みを一層強化し、他の支援機関などを含めた総合

的な連携体制のもと市をあげて本格的に行うとともに、女性の創業

支援セミナー開催を検討する。 

コワーキングスペース整備 

【新規】[地方創生先行型※] 

事務所スペースや打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した

仕事を行うワーキングスペースを創業希望者及び創業者に提供す

ることで、創業者の育成を図る。 

 

施策３ 企業誘致  

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する。 

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） 

具体的な事業 概要 

リニア開業を見据えた企業活

動支援の検討【新規】 

JR 安城駅周辺の空き店舗に対する従来の補助金について三河安

城駅周辺への拡大を検討する。市内で土地・建物などを新たに取得

又は賃借し、オフィス、工場、研究施設を開設する企業などへの補

助金創設に向けた検討を行う。 

新たな工業用地の整備 

【新規】 

市内中小企業の市外流出及び新たな産業誘致のため、工業用地の

確保を行う。 
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施策４ 稼げる農業の育成・振興  

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する。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る。 

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） 

具体的な事業 概要 

特産物の維持・振興、ブランド

化の推進事業【拡充】 

特産農産物を振興するため、集出荷設備整備に対して補助を行う。

梨の新品種「甘ひびき」などの生産拡大を支援するとともに、様々な

媒体を活用してブランド化を推進する。 

食料・農業・交流推進事業 

（６次産業化推進事業） 

【拡充】 

魅力ある地域農業の発展を推進するため、６次産業化に取り組む場

合に、その事業費に対して補助を行う。 

地産地消推進事業 

【継続】 

安全・安心・新鮮な地元農産物の消費拡大に向けて、産直市などで

PRを図るとともに、地産地消による農業の振興及び健康的な食生活

の実現を促す。 

農地の流動化及び担い手育成

の推進事業【継続】 

農地中間管理事業による農地集積制度を推進し、農地の流動化を

促すとともに経営基盤の強化を図り、地域の中心的な担い手を育成

する。 

農地等多面的機能促進事業 

【継続】 

農地の持つ多面的機能の良好な保全と質的向上を図るため、農業

用施設の適切な保全、維持管理を含めたきめ細やかな手入れや農

村の自然や景観を守る地域活動を支援する。 

 

  

６次産業化推進事業 特産物のブランド化推進（甘ひびき） 
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施策５ 魅力ある商業の振興  

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、

賑わいを創出する。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る。 

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） 

具体的な事業 概要 

商店街振興組合などが行う販売

力向上のための事業の支援【継

続】 

商店街振興組合などが実施する販売促進イベントにより魅力ある商

店街の形成に寄与する事業に補助を行う。 

空き店舗活用事業【継続】 

廃業や後継者不足により事業を行えなくなった店舗について、空き

店舗への新規出店を促すため、改装費と家賃の補助を行い、新規

出店を促進する。 

中小企業ビジネス支援事業 

【新規】 

商業コーディネーターを配置し、中小小売業・サービス業の課題を

整理する。市内中小企業対象のワンストップの経営相談窓口を図書

情報館に開設するとともに、ビジネス関連資料を充実させ、ビジネス

支援を行う。 

 

  

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 
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基本目標２ 住みたい・住み続けたいまちになる 

本市においては好調なものづくり産業の恩恵を受け、就業の機会に転入する 20 代男性が

多く、総数では転入超過が続いている。一方で、30 代子育て世代を中心とする近隣市への転

出超過があり、その大きな要因の一つは持ち家取得に伴う転出であると推測されるため、そ

うした世代をターゲットとした転出防止策を実施する。堅調な需要に対し、住宅地の供給が

不足しているため、宅地供給を進めるとともに、集合住宅の誘致など土地の高度利用を推進

し、ニーズに見合った多様な住宅選択肢を提供する。 

また、名古屋駅周辺地区ではリニア開業を視野に入れた再開発が進み、今後、オフィス供

給が増大する見通しにある。これまで本市は、名古屋への通勤に適した居住地としての高い

ブランド力を有していないものの、新幹線で約 10 分、JR 東海道線や名鉄本線で 20 数分と

いうアクセス利便性に優れている。そこで、都市と田園のバランスの取れたコンパクトな都

市の特性を生かし、都市的魅力を持つ、名古屋への通勤に適した居住地としての発展も視野

に入れたまちづくりを推進する。 

本市が、居住地として選ばれる都市になるには、女性や若者が住んでみたい、住み続けた

い、帰って来たいと感じられることが必要である。暮らしやすいまちづくりを進めるととも

に、そこで暮らす人やコミュニティの魅力を高めることで、市民のまちに対する愛着や誇り

が醸成され、そのことを知った人が新たに本市を訪れるという好循環を生み出すような取組

みを進めていく。 

 

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） 

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） 

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） 

91％ 

（2019 年度） 

（2012 年以降の 

高水準を維持） 

施策の 

基本的方向 

１ 転出抑制と転入者の受け皿としての住宅供給 

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 

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 
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施策１ 転出抑制と転入者の受け皿としての住宅供給  

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する。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する。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する。 

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） 

7,305 戸/5 年 

（2019 年度） 

（人口増を維持） 

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） 

具体的な事業 概要 

新たな住宅市街地の整備 

【新規】 

都市計画マスタープランにおいて住居系拡大市街地と位置付けられ

ているJR三河安城駅南側において、新市街地の計画的整備を誘導

していく。 

市有地高度利用事業 

【新規】 

安城南明治第一土地区画整理事業区域内の都市計画道路沿いに

市有地を集約し、中心市街地活性化に資する店舗や高層マンション

などを誘致するなど、土地の有効活用・高度利用を行う。 

共同化による民間共同住宅建

設間接補助事業【継続】 

末広・花ノ木地区住宅市街地総合整備事業区域内の複数権利者に

よる住環境整備、防災性向上などに資する共同建替えに対して建

設費の一部を補助し、まちなか居住を推進する。 

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【継続】 

狭隘道路に老朽化した住宅が密集した既成市街地である安城南明

治第一地区において、安全な市街地形成と地域活性化、定住人口

増加を目的として公共施設を整備改善する。 

安城桜井駅周辺特定土地区

画整理事業【継続】 

名鉄西尾線の高架化事業と連携し、本市南部の地域拠点としてふ

さわしい個性的で魅力あふれる街づくりを行う。 

リニア開業を見据えた新幹線

三河安城駅の利用実態の調

査【新規】 

新幹線三河安城駅の乗降者数や利用目的などの利用実態を把握

し、リニア開業に向けた取り組みの基礎資料とする。 
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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する。 

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） 

具体的な事業 概要 

ふるさと納税※事業【拡充】 

ふるさと納税の活用先事業を魅力のあるものにするとともに、地域活

性化にもつながる地元特産品などを拡充し、本市の認知度を高め

る。 

（仮称）図書情報館の整備とＩＣ

Ｔ※化【新規】 

図書情報館を整備してＩＣＴ化を進め、市民の課題解決支援を充実

させるとともに、市内外からの利用を促進する。 

住みやすいまちとしてのイメー

ジ戦略の推進【新規】 

イメージ戦略策定とプロモーション※活動（安城で暮らす価値の創

出、キャッチコピー作成、販促ツール※展開など）の実施。 

 

 

図書情報館イメージパース 
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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する。 

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） 

具体的な事業 概要 

観光資源の活用・充実、 

観光情報の発信【拡充】 

あらゆる観光資源の活用はもちろん、デジタルサイネージ※やウェブ

サイトを活用した効果的な発信、近隣市町と連携した広域的な観光

を推進する。 

観光案内所の設置・運営 

【新規】[地方創生先行型※] 

JR 安城駅に観光案内所を設置し、観光スポットや交通手段、土産

品などの案内、観光情報の発信などを行うとともに、レンタサイクル・

き～☆モビ※などの貸し出しなどを行う。 

外国人観光客への対応 

【新規】 

ガイドマップ作成及び HP の多言語化（英語・韓国語・中国語・台湾

語）を行い、外国人に対して観光 PR を行う。 

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 

【新規】 

国内で行われる事前キャンプについて、安城市内のスポーツ施設で

行われるよう、紹介リストへの掲載とともに、関係機関への働きかけ

や調整を行う。 

音声ガイド導入事業 

【新規】[地方創生先行型] 

丈山苑に音声ガイドを導入し、日本語の他、英語･韓国語・中国語･

の４カ国語の説明を用意し、外国人観光客に対する満足度を高め、

来苑者の増加につなげる。 

都築弥厚生誕 250 年記念事

業 

【新規】[地方創生先行型] 

デンパークにて、郷土の偉人である都築弥厚を称えるイベントを実施

し、市民の郷土への愛着を醸成するとともに、観光客の獲得を目指

す。 

国史跡 本證寺境内保存活用

整備事業【新規】 

地域住民やボランティアとの協働を通じてイベントなどを開催し、観

光資源として本證寺境内の活用・充実を図る。 

 

  
観光案内所の設置・運営 国史跡 本證寺境内保存活用整備事業 
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基本目標３ ⽣涯のライフプランを描けるまちになる 

将来、本市が人口減少に転ずる時期をできるだけ遅らせるには、出生数に大きな影響を与え

る 20～39 歳人口が減少していく中で、子どもが産まれやすい環境を形成することが求められ

る。 

すなわち、結婚から出産、子育て、教育の各ライフステージにおける不安を極力取り除き、

本市で生涯を過ごすライフプランを描けるようにすることが重要である。そこで本市では、若

者が希望通り結婚し、安心して妊娠・出産を迎えることができ、喜びと安心の中で子育てがで

きるような社会を地域や企業、行政が連携して構築する。 

特に本市では、女性の割合が低いために未婚男性が増加する地域特性があり、女性の転入や

男女の交流機会の創出を推進する必要がある。また、本人たちが希望する子どもの数をかなえ

られるように、若い世代の経済的安定が図れる環境の整備、女性活躍分野の創出、ワークライ

フバランス※の実現、働き方の多様化に伴い生じる子育てに関する様々なニーズへの対応に取

り組む。 

 

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） 

1.69 

（2013 年） 

1.8（希望出生率） 

（2025 年） 

第 3 子以降の出生数 

（愛知県衛生年報（第 6 表）） 

268 人／年 

（2013 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） 

施策の 

基本的方向 

１ 結婚支援 

２ 出産及び子育て支援の充実 

３ 教育環境の向上 

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 
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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く。 

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） 

具体的な事業 概要 

ユースカレッジ事業 

ヤングセミナー事業【継続】 

様々な学習を通して、若者の郷土愛や連帯感の醸成、地域・職場

のリーダー育成を図るとともに、活動を通じて独身男女の出会いの機

会とする。 

若者の交流イベントの支援 

【新規】 

デンパークなどを活用した独身男女が出会いの場となるイベント実施

を支援する。 

結婚記念証贈呈事業 

【新規】 

本市に婚姻届を提出された方に結婚記念証とデンパークペアチケッ

トを贈呈し、婚姻を祝福するとともに、婚姻記念の地として郷土に愛

着を持ってもらう。 

デンパーク「恋人の聖地」プロジ

ェクト【新規】 

デンパークをプロポーズにふさわしい「恋人の聖地」としてPRし、観光

客を呼び込むとともに、若者が愛を誓う場を提供することにより結婚

を後押しする。 

婚活セミナー事業 

【拡充】 

婚活支援セミナーを実施し、未婚者の結婚を後押しする。 

 

  

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 
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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する。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・

支援体制を強化する。 

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） 

具体的な事業 概要 

安心して生み育てられる 

環境の整備【継続】 

産前産後の母子を始め、妊娠から子育てまでを包括的・継続的に支

援する環境整備を進める。 

不妊治療助成【継続】 

不妊で悩んでみえる方に、その治療費の一部を助成し、経済的負担

の軽減を図る。 

子ども医療費助成事業 

【継続】 

0歳から中学生（15歳に達する年度末）までは通院分及び入院分の

医療費自己負担額を、高校生世代（18 歳に達する年度末まで）は

入院分のみの医療費自己負担額を全額助成する。 

第３子以降の給食費無料化事

業【新規】 

保育園・幼稚園に通う児童のうち、第 3 子の給食費（保育園は主食

代、幼稚園は給食費）の無料化を図る。 

第３子以降の給食費無料化事

業【新規】 

第３子以降の小中学校児童・生徒の給食費の無料化を図る。 

第３子以降の保育料・幼稚園

授業料無料化事業【継続】 

保育園・幼稚園に通う児童のうち、第 3 子以降の保育料・幼稚園授

業料を無料にする。 

 

 

 

第３子以降の給食費無料化事業  
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具体的な事業 概要 

地域子育て支援事業 

【継続】 

公共施設や保育所、児童館などの地域の身近な場所で、乳幼児の

いる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供などを実施す

る。 

子育て応援サイト（ママフレ）の

運営【継続】 

多岐に渡る子育て支援情報を一元化した、育児を応援する総合情

報サイトを開設し、運営する。 

（仮称）子ども発達支援センタ

ー【新規】 

療育センター、サルビア学園、保健センター、教育センターで行って

いる相談・発達支援・療育・通園部門を集約し、機能強化を図る。 

堀内公園整備事業【拡充】 

平成29年度の開園25周年（市制65周年）の記念事業として、すく

すくランド（対象年齢 3 歳未満）の整備と船形遊具（対象年齢 3 歳～

12 歳）の更新を行う。 

 

  

地域子育て支援事業交流イベント 堀内公園舟形遊具の更新 
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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す

る。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する。 

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） 

具体的な事業 概要 

小中学校情報化推進事業 

【拡充】 

各小中学校に 1 教室分のタブレットパソコンなどを整備する。学校間

の活用機会の格差解消のため、国の定める標準教室数を上回る学

校には、さらに１教室分整備する。 

大学生等留学支援事業 

高校生国際交流支援事業 

【継続】 

優秀な大学生や高校生等に留学や短期留学の機会を与え、海外で

の生活体験を通して、国際的に通用する人材を育成するため、留学

先に応じて奨学金等を支給する。 

学校給食施設整備事業 

【新規】 

老朽化した北部調理場における現在の衛生基準に則した移転建替

えなど、他の二調理場を含めて施設整備を図る。 

キャリア教育推進事業 

【継続】 

地域の企業や事業所の協力を得ながら、生徒が将来の職業観を育

み、自ら進路選択を行うことができるように、キャリアガイダンス※や

職業体験活動を推進する。 

英語指導助手活用事業 

【継続】 

児童生徒がグローバルな視野をもち、国際社会で主体的に行動でき

る人間に成長できるように、英語に親しみ、活用できる教育を推進す

る。 

学校図書館教育推進事業 

【拡充】 

児童生徒の情報活用能力向上と読書意欲の向上を図るため、学校

司書の増員を進め、学校図書館の環境を充実する。 

少人数学級推進事業 

【拡充】 

児童一人ひとりに教師の目が行き届くことによる指導の充実、教師と

児童との関係緊密化を目指し全国に先駆けて実施しているものにつ

いて一層の拡大を図る。 

小中学校校舎整備事業 

【拡充】 

老朽化の進む校舎を改修し、快適な学校生活を送ることのできるよ

うバリアフリー化（エレベータ、多目的トイレなどの設置及び改修）を図

る。 

（仮称）図書情報館及び公民

館図書室等と学校図書館との

ネットワーク化【新規】 

図書情報館のＩＣＴ化により学校図書館等との連携強化を図り、子ど

もの読書環境を充実する。 
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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※の対象年齢の拡大需要に対応し、ワークラ

イフバランス※を推進する。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する。 

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 

（総合計画アンケート） 

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） 

具体的な事業 概要 

女性の再就職支援 

（雇用促進助成金事業補助金） 

【新規】[地方創生先行型※] 

出産又は育児により離職を余儀なくされた子育て女性の雇用の促進

を図るため、失業者を雇用した中小企業者などに補助金を交付す

る。 

女性の再就職支援 

（輝く女性の再就職サポートセ

ミナー）【新規】 

①ワークライフバランス（仕事と家庭の両立）、②自己分析・就職ワン

ポイントアドバイス、③メイク・身だしなみ講座など、女性の再就職に

役立つセミナーを開催する。 

女性の再就職支援 

（地域臨時相談室）【新規】 

子育て女性が抱える再就職への不安を解消し、再就職を支援する

ため、キャリアカウンセラー※による相談会を愛知県と共同で開催す

る。 

低年齢児保育対策事業 

【拡充】 

低年齢児保育の増加に対応できるよう、保育士の確保、施設整備を

進めることで保育環境を充実させる。また、民間保育園についても同

様に保育環境の整備を図れるよう種々の経費に対し支援を行う。 

放課後児童クラブの 

学年拡大【拡充】 

平成 27 年度（2015 年度）から定員に余裕のある児童クラブで 4 年

生の受入を開始し、12 校で実施しているものについて、段階的に 6

年生まで実施できるように整備する。 

 

  

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 
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基本目標４ 健幸に暮らせるまちになる 

総合計画では、基本理念である「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」を踏まえ、将来都市像「幸せつながる健幸都市 安城」を実現するために最も重点的に

取り組む戦略として、「健幸都市推進プロジェクト」を位置づけている。 

「健康」は、「幸福」と深い相関関係を有し、豊かさや幸せを実感するための基礎条件である

との認識から、「生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち」の実現を目指していく。この取

組みにより、本市を居住地として選択し、生涯を過ごすための価値（ブランド）が形成され、

人口が定着する基盤となる。 

 

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） 

施策の 

基本的方向 

１ きっかけづくり（健幸行動につながるきっかけを創る） 

２ しくみづくり（健康寿命を延ばすしくみを創る） 

３ まちづくり（思わず歩きたくなるまちを創る） 
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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る。 

� 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ため、「知りたくな

る機会」の充実を図る。 

� 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

めるよう「参加したくなる機会」の充実を図る。 

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） 

具体的な事業 概要 

健康知識普及事業【拡充】 

健康日本 21 安城計画に基づき、健康に関する正しい知識を広める

ため、市民健康講座、健康フォーラム、デンタル・ケア教室、啓発事

業など教室や講話や啓発を行う。 

歩きたくなる環境整備事業 

【新規】 

日常生活に取り入れやすく、生活習慣予防や認知症予防、介護予

防の効果も期待できる健康づくりとして「歩く」ことを推奨し、ウォーキ

ングコースの設置などを推進する。 

歩け・ランニング運動事業 

【拡充】 

毎年4月から10月の毎日曜日の早朝に市内各所で行われる歩け・

ランニング運動とともに、年6回市民参加のウォーキングイベントを行

うなど、日常の運動としての普及促進を図る。 

安城市ホームチームサポータ

ー事業【新規】 

安城市をホームタウンとする全国レベルの企業チームを「市民サポ

ーター」が応援することで、スポーツ活動のきっかけづくりや本市を全

国へ PR する機会の充実を図る。 

ラジオ体操普及事業 

【拡充】 

夏休みに市内各地で行われるラジオ体操会の開催支援を行うととも

に、スポーツ推進委員との連携により学校・企業などへの働きかけや

ラジオ体操講習会の充実を図る。 

（仮称）図書情報館での健康・

子育て支援 

【新規】 

図書情報館を整備し、重点サービスの一つとして「健康・子育て支

援」を実施する。 
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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る。 

� 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する。 

� 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を図る。 

� 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

に、「地域で支える健康づくり」のしくみを構築する。 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

BMI（肥満度）※が標準の人の割合[総計] 

68.5% 

（2014 年度） 

71% 

（2019 年度） 

具体的な事業 概要 

あんじょう健康づくりポイント事

業【新規】 

歩数や健診結果などによりポイントが加算されるしくみやグループで

競い合うことで楽しみながらポイントを貯めるしくみを構築し、健康づく

りに取り組む人口を増やす。 

高齢者地域生活支援促進事

業【新規】 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らせるよう

に、市民などの参画により、サービス開発及び施設、設備の確保な

どの地域づくりを進める。 

生活支援体制整備事業 

【新規】 

各中学校区に「生活支援コーディネーター」を配置し、多様な主体に

よる地域の生活支援・介護予防サービスの立ち上げを支援する。あ

わせて「協議体」を設置し、情報共有及び連携強化を図る。 

地域包括支援センター※運営

事業【拡充】 

平成 29 年度までに各中学校区に地域包括支援センターを整備す

るとともに、各センター間の連携支援を担う基幹型包括支援センター

を整備、運営する。 

認知症施策推進事業 

【新規】 

今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため、認知症になっ

ても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続

けることができるまちづくりを推進する。 

データヘルス※推進事業 

【新規】 

各健保と協働して市民の健診・医療情報を分析し、市民の健康特性

の把握や地域・職域などが個人の健康に及ぼす影響を見える化す

るとともに、市民の健康増進施策に反映する。 

健康ステーション整備事業 

【新規】 

健康状態を測定し、生活習慣改善のアドバイス・サポートをする健康

ステーションを生活に身近な場所である商店街や商用施設に整備

し、健康に対する行動変容を促進する。 

民間ヘルスケア※事業協働推

進事業【新規】 

食生活改善のきっかけとなる食事の提供や摂取エネルギーに応じた

運動の提案などを、民間（特にヘルスケア産業）のノウハウや資金力

を生かして実施する。 
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施策３ まちづくり 

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る。 

� 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

を進め、市民が愛着と誇りを持って暮らすことができる魅力あるまちづくりを進める。 

� 健康づくりインフラの整備：市民が日常生活の中で、車に頼らず移動することを促すため、「歩く・走

る・こぐ」のに快適な環境を整備する。 

� 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ため、公共交通機関

などの移動手段の利便性を高める。 

� 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、拠点施設を整備するとともに、コミュニティデザイン※

によるまちづくりと歩いて楽しいまちづくりを推進する。 

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 

（環境基本計画アンケート） 

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） 

具体的な事業 概要 

中心市街地拠点施設活用促

進事業【新規】 

地域一体となった中心市街地の賑わい創出を図るため、中心市街

地拠点施設の効果的な活用手法を検討するとともに、促進体制を

整備する。 

新エネルギー導入事業 

（創蓄省エネルギープロジェクト※ ） 

【拡充】 

民間企業と共同で実施する超小型電気自動車による会員制ワンウ

ェイ型カーシェアリングサービス※「き～☆モビ※」の更なる推進を図

る。 

公園のリニューアル事業 

【新規】 

老朽化や市民ニーズを満たしていない公園について、高齢者の健

康の保持増進や子育て支援など地域ニーズを反映したリニューアル

を行い、利用拡大を図る。 

散策ルート整備事業 

【新規】 

油ケ淵水辺公園からデンパークまでの区間に半場川の堤防を活用

とした自然と親しめる散策ルートを整備し、水と緑のネットワークの形

成を図る。 
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具体的な事業 概要 

中心市街地拠点整備事業 

【新規】 

市民の交流拠点、まちづくりの拠点として、中心市街地活性化用地

（更生病院跡地）に教育文化、市民交流、商業機能をあわせもつ中

心市街地拠点施設を整備する。 

安城南明治土地区画整理事

業に伴う無電柱化事業 

【継続】 

安城南明治土地区画整理事業により整備する都市計画道路を電線

共同溝方式により無電柱化することで、景観向上や防災機能の強化

を図る。 

追田川プロムナード※事業 

【新規】 

市街地を流れる追田川沿いに、水と緑を活かしたコミュニティ道路※

を整備し、憩いの場を提供することで、地域のコミュニティを高める。 

安城南明治土地区画整理事

業に伴う道路事業【継続】 

安城南明治土地区画整理地区において、新美南吉や七夕まつりな

ど地域に根ざしたテーマで道路整備を行い、歩いて楽しい歩行空間

を形成し、まちなかの回遊を誘導する。 

総合交通計画推進事業 

【拡充】 

主要駅のバリアフリー化、自転車ネットワークの拡大、あんくるバスの

運行ダイヤ及び待合環境の改善、新交通システムの検討などにより

移動利便性の向上を図る。 

ソフトボール場Ａ球場改修事業

【新規】 

平成 13 年度に開設したソフトボール場の老朽化対応とともに、ソフト

ボール女子日本リーグの開催要件を満たした仕様とするため、観覧

席の増設をはじめとした改修を行う。 

（仮称）図書情報館でのまちの

魅力発見支援【新規】 

図書情報館を整備し、重点サービスの一つとして「まちの魅力発見

支援」を実施する。 

歴史の散歩道アップグレード事

業【拡充】 

歴史散策コース「歴史の散歩道」を 10 コースに再整備することで、

歩く機会の増加を促すとともに、身近なまちを再発見できるような「歩

いて楽しいまちづくり」を進める。 

 

  

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） 
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用語解説 
 

用語 

掲載されている 

ページ番号 

説明 

重要業績評価指標（KPI） 5 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。

（内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局「まち・ひと・しごと創生長期ビジョ

ン・総合戦略」より抜粋） 

合計特殊出生率 6 

11 

27 

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。（厚生労働省「平成 27 年版厚生労働白書」序章

人口減少の見通しとその影響より抜粋） 

人口置換水準 6 

11 

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。（厚生労働省「平成 27 年版厚生労働白書」序章 人口減

少の見通しとその影響より抜粋） 

燃料電池自動車（FCV） 7 Fuel Cell Vehicle の略。燃料電池で水素と酸素の化学反応によって発電した電

気エネルギーを使って、モーターを回して走る自動車。ガソリン車が、ガソリンス

タンドで燃料を補給するように、燃料電池自動車は水素ステーションで燃料とな

る水素を補給する。 

プラグインハイブリッド車 7 外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車で、走行時にCO2や排気ガ

スを出さない電気自動車のメリットとガソリンエンジンとモーターの併用で遠距離

走行ができるハイブリッド自動車の長所を併せ持つ。 

金融機関ワーキング 8 安城市と関わりのある金融機関が参加し、総合戦略策定に向けた情報共有及

び意見交換を行うもの。平成 27 年 8 月から全 3 回開催。 

参加金融機関（順不同） 

・日本政策金融公庫岡崎支店   ・碧海信用金庫本店 

・あいち中央農協本店     ・三菱東京 UFJ 銀行安城支店 

・名古屋銀行安城支店     ・大垣共立銀行安城支店 

・愛知銀行安城支店      ・三重銀行安城支店   

・中京銀行刈谷支店      ・豊田信用金庫安城支店     

・西尾信用金庫安城支店     ・岡崎信用金庫安城支店    

コワーキングスペース 8 

20 

 

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。 

６次産業化 8 

21 

 

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。（「文部科学省認定済教科書（高等学校農業科

用）農業経営（実教出版）」より抜粋） 

人口動態 11 2つの時点間の人口の変化。通常は1年間の出生、死亡、移動、結婚、離婚の

数で把握する。 
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用語 

掲載されている 

ページ番号 

説明 

団塊ジュニア世代 11 第 1 次ベビーブーム（1947～1949 年）に生まれた団塊世代の子ども世代。第

2 次ベビーブームである 1971～74 年生まれを指し、年間の出生数が 200 万

人を超える。 

低年齢児 11 

31 

3 歳未満児のこと。 

まちづくりディスカッション 12 無作為に抽出した 18 歳以上の市民 3,000 名に案内状を送付し、希望者を対

象に安城市のまちづくりについてワークショップ形式により議論を行った。平成

26 年度に総合計画策定のため、平成 27 年度は子育て世代、女性、若者を中

心に実施した。 

地方創生先行型 18 

20 

26 

31 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を活用した

事業を[地方創生先行型]と表記している。 

「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」(平成26年12月27日閣議決

定。以下「緊急経済対策」という。）において位置付けられたことを踏まえて創設

された。 

しごとづくりなど地方が直面する構造的な課題への実効ある取組を通じて地方

の活性化を促すため、地方版総合戦略の策定に先行して行う事業であって、

地方版総合戦略に位置づけられる見込みのものを効果的に実施するためのも

の。  

キャリアガイダンス 19 

30 

職業観や勤労観を養うとともに、社会人として必要な知識や技能、態度を育む

ように講座やカウンセリングなどを通じて指導すること。 

都市機能 24 

35 

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。 

シビックプライド 25 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。 

ふるさと納税 25 自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）を行った場合に、寄附額のうち

2,000 円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除さ

れる制度。近年は、より多くの納税を確保、あるいは知名度を高めるため、寄付

に対する返礼品として地域の特産品を提供する活動が過熱化している。 

ＩＣＴ 25 

30 

Information and Communication Technology の略。情報処理および情報通信、

すなわちコンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設

備・サービスなどの総称。 

プロモーション 25 消費者に対して製品やサービスを認識させ、購買へと誘導する活動のこと。さら

に、シティ・プロモーションには地域再生、観光振興、住民協働など様々な概念

が含まれている。 シティ・プロモーションの捉え方は多々あるが、その一つは、

そこに住む地域住民の愛着度の形成。 その先には、地域の売り込みや自治体

名の知名度の向上がある。 
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用語 

掲載されている 

ページ番号 

説明 

販促ツール 25 販売促進を促すための素材のこと。具体的には、POP や試供品（サンプル）、ポ

スター、チラシ、カタログ、Web サイト、メールマガジンなどが該当する。 

デジタルサイネージ 26 屋外や店頭などに設置された液晶ディスプレイなどの映像表示装置。近くにい

る人や通りすがりの人に案内情報や広告などを表示する装置で、看板やポスタ

ーなどを電子化したもの。平成 27 年 11 月現在で、JR 安城駅、JR 三河安城

駅、名鉄新安城駅に設置。 

き～☆モビ 26 

35 

「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し、事前の講習会受講と会員登録をした人が利用でき

る。 

ワークライフバランス 27 

31 

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。 

理想子ども数 28 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」において調査している。 

児童クラブ、放課後児童クラ

ブ 

31 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。（厚生労働省「放課後児童ク

ラブガイドライン」より抜粋） 

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。 

キャリアカウンセラー 31 個人の興味、能力、価値観、その他の特性をもとに、個人にとって望ましいキャ

リア（職歴や人生経験等）の選択・開発を支援するキャリア形成の専門家。 

BMI（肥満度） 34 「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。 

地域包括支援センター 34 高齢者の地域ケアの中核拠点。社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの

3 職種を配置。主な業務は、1.総合相談支援、2.虐待の早期発見・防止などの

権利擁護、3.包括的・継続的ケアマネジメント支援、4.介護予防マネジメント。 

データヘルス 34 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。 

ヘルスケア 34 健康管理のこと。 

コミュニティデザイン 35 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。 
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用語 

掲載されている 

ページ番号 

説明 

創蓄省エネルギープロジェクト 35 まち・住まい・交通の「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」化に向けた地域・事業者の先

駆的な取り組みとして国土交通省が平成 24 年度から開始。これまでに安城市

をはじめとして 15 地域が選定されている。 

ワンウェイ型カーシェアリング

サービス 

35 カーシェアリングとは、自分の車を持たずに必要な時に使用目的に合った車を

自家用車と同じように手軽に共同利用するシステム。平成 26 年 3 月に国土交

通省が「ワンウェイ方式（乗り捨て型）」の法整備を行い、カーシェアリングサービ

スの幅が広がった。 

プロムナード 36 散歩道、遊歩道のこと。 

コミュニティ道路 36 道路管理者が車道にシケイン、狭さく、ハンプ等を設置し、公安委員会が速度

規制を実施し、自動車の速度や通過交通を抑制することにより自転車交通の安

全を確保した道路。（国土交通省「自転車施策先進都市の紹介」（５）コミュニテ

ィ道路、歩車共存道路等の整備より抜粋） 
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