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第８次安城市総合計画 実施計画（案） 

（令和2～4年度） 

 

     

 

 

安 城 市 



安城市民憲章 
 

               わたくしたちは安城市民です。 

               わたくしたちの愛する安城を、いっそう魅力にみちた生きがいのあるまちにするため、 

市民生活の心がまえとして、この憲章を定めます。 

 

    わたくしたちは、 

    ＊たがいに助け合い住みよいまちをつくりましょう。 

    ＊きまりを守り、良い習慣を育てましょう。 

    ＊自然を愛し、きれいな水とみどりのまちをつくりましょう。 

    ＊教養を高め、若い力を育てましょう。 

    ＊健康で、明るく楽しい家庭をつくりましょう。 
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第１章 実施計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

実施計画は、第８次安城市総合計画の基本構想に掲げる、目指す都市像「幸せつながる健幸都市・安城」を実現する

ため、基本計画の施策に基づき、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するために策定するものです。 

２ 計画の期間 

今回の計画期間は、令和２年度から令和４年度までの３か年です。 

 

総合計画の構成 目指す都市像と将来の目標を明らかにし、これらを実現するための基本

的な施策の大綱を示すものです。 

基本構想において設定した本市の将来目標や基本的施策を実現するため

に必要な手段、施策を体系的に明らかにするものです。 

基本計画の施策に基づいて、事業内容や実施時期を明らかにし、行財政

運営の指針とするものです。 

基本構想

基本計画

実施計画



 

 

３ 計画の性格 

実施計画は財政計画と事業計画で構成され、基本計画の施策に基づいて実施する各事務事業の具体的な内容、時期を明

らかにし、行財政運営の指針とするものです。次年度以降の３か年を計画期間とし、必要に応じて修正を加えながらロー

リング方式により毎年度策定することを基本とします。行政評価制度を採り入れ、有効性・効率性・緊急性等の観点から

も適宜見直しを図ってまいります。この計画をもってこれからの予算編成の指針とするわけですが、一方で社会情勢の変

化のスピードはめざましく、将来の見通しが大きく変わる状況も考えられることから、法律上の予算と性格が異なること

を付記します。 

 

４ 計画策定の基本方針 

（１）対象事務事業 

 

 

 

 

 

   

 

（２）事務事業選択基準 

   事務事業の選択にあたっては、施策の有効性・効率性・緊急性などを勘案し、総合計画の基本計画に掲げる各施策の成

果指標への寄与度等を考慮して選定しました。 

建設事業 総事業費１億円以上の事務事業 

ソフト事業 総事業費２千万円以上の事務事業 

健幸事業 
健幸都市の実現に向けて、生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまちづくりに効果が期

待される事務事業 

その他 
上記事業のほか、施策的に特色のある新規事業、重要施策となる事務事業及び社会情勢の

変化に対する経済対策事業 



 

 

第２章 財政計画（一般会計） 

１ 歳入 

３か年の歳入見通しについて、歳入の根幹となる市税収入は、米中貿易摩擦などに端を発する海外経済の減速や円高の

進行など、不安定感を増しているとともに、法人市民税の税率引き下げや、国税化の拡大等により、減少傾向で推移する

とみています。 

地方消費税交付金については、消費税率が１０月１日から１０％に引き上げとなった影響により増加を見込んでいます

が、税率引き上げに併せて予定されている法人税制改正、幼児教育・保育の無償化等制度改正、自動車税など車体課税の

改正の影響を考慮すると、市税及び地方譲与税等の歳入は微増かこれまでとほぼ横ばいで推移するものと見込んでいます。 

財源を補うため、基金を効果的に活用するとともに、地方債を最大限充当することとしています。 

２ 歳出 

高齢化の進展や子育て支援等、福祉サービスの充実による社会保障関連経費の増加、インフラや公共施設の老朽化対策

により、経常的に必要となる経費は増加傾向にあります。 

計画期間内においては、総合福祉センターの改修、児童クラブの増設、北部学校給食施設の整備、保育園・幼稚園・小

中学校の中規模改修、橋梁・公園・上下水道等施設の老朽化対策及び機能強化を計画しています。 

また、名鉄新安城駅の橋上化、市道新明東栄線など幹線道路の整備促進に向けた取組み、土地区画整理事業等の都市基

盤整備を計画的に進めます。 

３ 今後の課題 

経済の先行きが不透明な状況に加え、生産年齢人口が

減少していくことを踏まえると、今後、本市の税収は横

ばい若しくは縮小していくものと予想されます。一方で、

少子高齢化による扶助費やインフラの老朽化対策に係る

経費はますます増加することが見込まれ、財政運営はさ

らに厳しくなっていくものと考えられます。 

そういった中ではありますが、安全・安心、教育、福

祉、子育て支援など、本市の未来への投資と未来に負担

を残さないための取組を、社会情勢の変化を的確に捉え

つつ、創意と工夫を重ねながら着実に実施し、全ての市

民が健やか幸せに暮らせるケンサチまちづくりを進めて

いきます。 



 

 

 

 
歳入
地方譲与税等：地方譲与税、利子割交付金などの交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
負担金等：分担金及び負担金、利用料及び手数料
その他：財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入

歳出
物件費等：物件費、維持補修費、補助費等
その他：積立金、投資・出資・貸付金、繰出金



 

 

第３章 事業計画 

１ 健幸都市を実現するための主要プロジェクトの推進 

 プロジェクト１ きっかけづくり    

（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  令和 2 年度   令和 3 年度   令和 4 年度  

健康づくり環境整備事業                   9,300 9,100 14,000 

図書情報館ＩＣＴ機器更新事業                0 300,000 0 

小中学校情報化推進事業                    0 400,000 410,000 

学校図書館教育推進事業                   20,000 20,000 20,000 

国際・全国大会推進活動事業                 29,000 5,800 5,800 

安城市ホームチームサポーター事業              3,000 3,000 3,000 

 計  61,300 737,900 452,800 

 



 

 

   プロジェクト２ しくみづくり 

（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名  令和 2 年度   令和 3 年度   令和 4 年度  

介護保険事業特別会計繰出事務                1,783,000 1,853,000 1,908,000 

国民健康保険事業特別会計繰出事務              1,095,000 1,055,000 1,022,000 

食料・農業・交流推進事業                  25,000 25,000 25,000 

農地等多面的機能促進事業（農地維持、資源

向上〔共同活動・長寿命化〕) 
266,000 266,000 266,000 

市民協働推進事業（市民活動補助事業）                      3,000 3,000 3,000 

地区防災計画策定事業                     3,000 3,000 3,000 

困難を抱える若者支援事業                  1,300 1,300 1,300 

高齢者地域生活支援促進事業                 1,600 1,900 2,100 

 計  3,177,900 3,208,200 3,230,400 

 



 

 

プロジェクト３ まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千円） （千円） 

事 業 名  令和 2 年度   令和 3 年度   令和 4 年度  

安城南明治第一土地区画整理事業               1,934,000 444,000 327,000 

住宅市街地総合整備事業                   243,000 70,000 42,000 

南明治地区土地有効活用事業                 384,000 337,000 0 

安城南明治第二土地区画整理事業     6,000 0 0 

南明治第三土地区画整理事業                 24,000 36,000 37,000 

南明治土地区画整理事業地区外道路・排

水路等整備事業         
177,000 191,000 113,000 

市街化編入候補地（三河安城駅南地区） 

整備促進事務       
50,000 40,000 20,000 

三河安城パワーアップ再生推進事業              30,000 10,000 10,000 

公園整備事業（桜井区画整理内公園）                     42,000 10,000 36,000 

安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業 

特別会計繰出事務      
420,000 269,000 155,000 

文化財啓発事業（歴史の散歩道アップグ

レード事業）             
3,000 0 0 

土地改良施設改修事業（村高用水上部整

備事業）                    
20,000 20,000 20,000 

公園整備事業（南明治区画整理内公園）                    0 10,000 30,000 

公園整備事業（身近な公園整備）                      42,000 0 0 

公園補修事業（公園リニューアル）                      83,000 46,000 69,000 

公園補修事業（公園施設長寿命化計画）                    43,000 32,000 50,000 

 

事 業 名  令和 2 年度   令和 3 年度   令和 4 年度  

堀内公園管理事業                      5,000 50,000 0 

史跡整備事業（国史跡本證寺境内保存

活用整備事業）              
187,000 1,800 1,800 

デンパーク・道の駅建物等改修                30,000 50,000 0 

スポーツ・健康づくり拠点整備事業              文章表現 

スポーツセンター改修事業                  560,000 0 0 

陸上競技場改修事業               489,000 0 0 

幹線道路整備促進調整事務 

（都）安城高浜線         
文章表現 

交通結節点整備促進事業                   2,084,000 0 0 

あんくるバス運行事業                    296,000 296,000 296,000 

自転車ネットワーク整備事業                 30,000 0 0 

商工業共同事業等補助事業                  42,000 42,000 42,000 

中心市街地活性化推進事業                  14,000 14,000 14,000 

安城七夕まつり支援事業                   60,000 60,000 60,000 

 計  7,298,000 2,028,800 1,322,800 

 



 



２ 分野別計画（基本計画）

1 健康　－生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち－

健康づくり環境整備事業[1-1の再掲]

歴史の散歩道アップグレード事業[15-1の再掲]

お誕生記念ここから健康事業[17-1の再掲]

スポーツセンター改修事業

総合運動公園夜間照明改修事業

４ 地域医療体制の充実 高度医療機器等整備補助事業

安城市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

国際・全国大会推進活動事業[２-４の再掲]

1 健康・医療 1 健康づくりの機会の拡充 健康づくり環境整備事業

3 健康管理の支援

2 継続的な健康づくりのできる体制整備

健康づくり環境整備事業[1-1の再掲]

2 スポーツ 1 ｢する｣･｢みる｣･｢おしえる｣･｢ささえる｣スポーツの振興

看護師養成補助事業

５ データの活用

３ スポーツ団体の育成・支援

スポーツ・健康づくり拠点整備事業

２ スポーツ施設環境の整備

陸上競技場改修事業

４ 東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの振興

安城更生病院新棟建設補助事業



 

 

健康 

健康 －生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち－ 

１健康・医療－１健康づくりの機会の拡充 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

健康づくり環境整備事業 

健康づくりに関心のない市民

へのアプローチ及び行動変容

に結び付けるため、「知りた

くなる機会」「参加したくな

る機会」「行動したくなる環

境」づくりを行う。 

H28～ 

健康づくりフォーラム 

健康マイレージ 

健康測定会 

健康づくりきっかけ教室 

あんじょう健康大学 

健康づくり Day 等 

健康マイレージ 

健康測定会 

健康づくりきっかけ教室 

あんじょう健康大学 

まちの健康おくすり屋さん 

健康マイレージ 

健康測定会 

健康づくりきっかけ教室 

あんじょう健康大学 

まちの健康おくすり屋さん 

健康マイレージ 

健康測定会 

健康づくりきっかけ教室 

あんじょう健康大学 

まちの健康おくすり屋さん 

健康づくりフェア 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

健康推進課 ― 44,735 ― 9,300 ― 9,100 ― 14,000 ― 

 

１健康・医療－４地域医療体制の充実 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

高度医療機器等整備補

助事業 

市民の健康を守り、医療サー

ビスの向上のため、安城更生

病院及び八千代病院が購入す

る高度医療機器等に対して補

助金を交付する。 

― 

【安城更生病院】 

生体情報モニタ 

マルチスライス CT 

CT 、 PET-CT 、 MRI 、

SPECT-CT 等 

【八千代病院】 

放射線治療システム 等 

 

【安城更生病院】 

生体情報モニタ 

マルチスライス CT 

CT 、 PET-CT 、 MRI 、

SPECT-CT 

【八千代病院】 

放射線治療システム 

【安城更生病院】 

生体情報モニタ 

マルチスライス CT 

CT 、 PET-CT 、 MRI 、

SPECT-CT、定位放射線治

療装置（予定）、放射線

治療装置（予定） 

【八千代病院】 

放射線治療システム 

ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ（予定） 

MRI（予定） 

【安城更生病院】 

マルチスライス CT 

CT 、 PET-CT 、 MRI 、

SPECT-CT、定位放射線治

療装置（予定）、放射線

治療装置（予定）等 

【八千代病院】 

放射線治療システム 

ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ（予定）

MRI（予定） 

CT（予定） 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

健康推進課 ― ― ― 100,000 ― 100,000 ― 100,000 ― 



 

 

健康 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

安城更生病院新棟建設

補助事業 
市民の医療環境の充実を図る施設整備の支援方針を検討します。 

継続 

健康推進課 

看護師養成補助事業 

 

安城准看護学校が、平成２３

年度から看護専門学校に移行

したため、看護専門学校にお

ける看護師養成事業に対して

安城市医師会へ補助金を交付

する。 

H23～R7 

看護師養成事業補助 看護師養成事業補助 看護師養成事業補助 看護師養成事業補助 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

健康推進課 900,000 516,665 57.4% 83,000 66.6% 60,000 73.3% 60,000 80.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

健康 

2 スポーツ－２スポーツ施設環境の整備 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

スポーツセンター改修

事業 
安全で快適な施設の利用環境

を提供するため、特定天井の

落下防止改修及び施設の老朽

化部分の改修を実施する。 

H29～R2 

改修計画策定 

設計 

改修工事（40%） 

（施設保全工事） 

改修工事（60%） 

設備更新 

（施設保全工事） 

保全工事を含む総工事費 

＝1,042,800 千円 

  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

スポーツ課 908,000 348,000 38.3% 560,000 100% ― ― ― ― 

総合運動公園夜間照明

改修事業 
総合運動公園外灯のＬＥＤ化

を行う。 

R2～R3 

 設計 改修工事  

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

スポーツ課  54,100 ― ― 2,100 3.9% 52,000 100％ ― ― 

陸上競技場改修事業 安全で快適な施設の利用環境

を提供するため、全天候舗装

の張替え、老朽化設備の改修

や更新を実施する。 

R1～R2 

設計 工事 

設備改修 

機器更新 

  

 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

スポーツ課 496,600   7,600 1.5% 489,000 100% ― ― ― ― 

スポーツ・健康づくり

拠点整備事業 
スポーツ・健康づくりの拠点整備を検討します。 

継続 

スポーツ課 



 

 

健康 

２ スポーツ－３スポーツ団体の育成・支援 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

安城市ホームチームサ

ポーター事業 

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。 

H27～ 

事業検討委員会 

実行委員会発足 

指導会開催 

応援啓発用品作成 

指導会開催 

応援啓発用品作成 

指導会開催 

応援啓発用品作成 

指導会開催 

応援啓発用品作成 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

スポーツ課   ― 10,948   ― 3,000   ― 3,000   ― 3,000   ― 

 

２ スポーツ－４東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの振興 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

国際・全国大会推進活

動事業 

2020 年東京オリンピックの合

宿誘致を主として、アジア競

技会などの大規模な国際大

会、日本リーグなどの全国大

会の開催を本市に誘致し、市

民のスポーツに対する興味や

関心を高める。 

H30～ 

情報収集 

誘致活動 

誘致活動 誘致活動 誘致活動 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

スポーツ課   ― 15,681   ― 29,000   ― 5,800   ― 5,800   ― 

 

 



 



２ 環境　－くらしの質を高める持続可能なまち－

駐車機能立地適正化計画策定事業

公園整備事業（桜井区画整理内公園）

公園整備事業（南明治区画整理内公園）

堀内公園管理事業

公園整備事業（身近な公園整備）

高齢者自動車急加速抑制装置設置費補助事業

下水道事業会計出資等事務 

５ 生活安全 1 暮らしの安全対策の推進 防犯灯LED化促進事業

2 交通安全対策の実施

3 消費生活相談の強化

４ 空き家等対策の実施 空き家対策事業

３ 市営住宅の更新 市営住宅建設事業

２ 良好な水環境の実現 区画整理区域内配水管布設事業

土地改良施設改修事業（村高用水上部整備）４ 都市基盤（住環境） 1 人がふれあうまちの形成

南海トラフ地震防災対策強化整備事業

地震防災施設緊急整備事業

第三次都市計画マスタープラン更新事業

公園補修事業（公園施設長寿命化計画）

公園補修事業（公園リニューアル）

生活道路新設改良事業（側溝等新設改良）

環境基本計画推進事業[3-2の再掲]

塵芥収集事業（スプレー缶中間処理事業）

廃棄物処理施設整備事業

環境基本計画推進事業

３ 環境 1 低炭素社会の実現 スマートハウス普及支援事業

3 資源循環とごみ減量の推進 ごみ焼却灰処分事業

雨水マスタープランの推進[11-5の再掲]

河川新設改良事業（西町雨水幹線）

河川新設改良事業（勢井前第一排水区）

次世代自動車普及促進事業

歩道整備事業（新切天白線）

2 自然と共生する良好な生活環境の確保

４ 環境学習及び環境配慮行動の促進と支援 市民協働推進事業（市民活動補助事業）[16-1の再掲]

環境基本計画推進事業[3-2の再掲]

環境基本計画推進事業[3-2の再掲]



主要道路新設改良事業

交通結節点整備促進事業

橋りょう新設改良事業

４ リニア中央新幹線開業に向けた交通環境の充実

橋りょう長寿命化修繕

自転車ネットワーク整備事業

自転車活用推進事業

無電柱化推進事業（安城三河安城線）

６ 都市基盤（交通） 1 幹線道路の整備促進 幹線道路整備促進調整事務（都市計画道路安城高浜線）

２ 公共交通網の充実 あんくるバス運行事業

３ 安全、安心、快適な道路交通環境の実現 交差点改良事業



 

 

環境 

環境 －くらしの質を高める持続可能なまち－ 

３環境－１低炭素社会の実現 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

新エネルギー導入事業

（スマートハウス普及

支援事業） 

太陽光発電設備、燃料電池、

蓄電池、HEMS（ホームエネル

ギ ー マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ

ム）、住宅用次世代自動車充

給電システムを導入した市民

に対し補助金を交付する。 

H27～ 

H14～ 太陽光発電設備 

（下記累積事業費は H26

までの太陽光発電のも

のを含む）等 

太陽光(スマートハウス

の場合)2 万円/KWｈ 

燃料電池 10 万円 

蓄電池  10 万円 

HEMS   1 万円 

住宅用次世代自動

車充給電機 5 万 

太陽光(スマートハウス

の場合)2 万円/KWｈ 

燃料電池 10 万円 

蓄電池  10 万円 

HEMS   1 万円 

住宅用次世代自動

車充給電機 5 万 

太陽光(スマートハウス

の場合)2 万円/KWｈ 

燃料電池 10 万円 

蓄電池  10 万円 

HEMS   1 万円 

住宅用次世代自動車

充給電機 5 万 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

環境都市推進課 ― 920,670 ― 20,000 ― 20,000 ― 20,000 ― 

次世代自動車普及促進

事業 

次世代自動車（燃料電池車

[FCV]、電気自動車[EV]、プラ

グインハイブリッド車[PHV]、

超小型電気自動車[LEV]）の普

及を促進するため、購入者に

補助金を交付する。 

H27～ 

H26～ EV・PHV 

H27～  FCV・LEV 

 

FCV：30 万円 

EV・PHV・LEV:5 万／台 

FCV：30 万円 

EV・PHV・LEV:5 万／台 

FCV：30 万円 

EV・PHV・LEV:5 万／台 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

環境都市推進課 ― 46,500 ― 8,000 ― 8,000 ― 8,000 ― 

 

３環境－２自然と共生する良好な生活環境の確保 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

環境基本計画推進事業 
国の環境基本計画に合わせて

第二次環境基本計画を策定す

る。 

R1～R2 

基礎調査 

 

計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

環境都市推進課 5,000 2,000 40.0% 3,000 100% ― ― ― ― 



 

 

環境 

３環境－3 資源循環とごみ減量の推進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

ごみ焼却灰処分事業 

ごみ焼却に伴い発生した焼却

灰を溶融化して無害化された

スラグを製造したり、セメン

ト材料として利用することで

建設土木資材としてのリサイ

クルを図る。 

H15～ 

焼却灰発生量 116,035ｔ 

うちスラグ化 29,785ｔ 

  セメント化 1,600ｔ 

 

 

焼却灰発生量 6,600ｔ 

うちスラグ化 400ｔ 

セメント化 2,000ｔ 

 

 

焼却灰発生量 6,600ｔ 

うちスラグ化 400ｔ 

セメント化 2,000ｔ 

 

 

焼却灰発生量 6,600ｔ 

うちスラグ化 400ｔ 

セメント化 2,000ｔ 

 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

ごみゼロ推進課 ― 2,786,030 ― 201,000 ― 201,000 ― 201,000 ― 

塵芥収集事業 

（スプレー缶中間処理

事業） 

スプレー缶について、市民の

安全性の確保の観点から、穴

あけをせずに排出できるよう

にする。 

R2～ 

 

 

処理委託 処理委託 処理委託 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

ごみゼロ推進課 ― ― ―  2,300 ― 2,300 ― 2,300 ― 

廃棄物処理施設整備事業 
廃棄物処理施設の整備計画を

推進する計画策定や環境影響

評価調査などを行う。 

R1～ 

廃棄物処理施設整備基

本構想策定（1/2 年） 

 

廃棄物処理施設整備基

本構想策定（2/2 年） 

 

 

一般廃棄物処理基本計

画策定 

循環型社会形成推進地

域計画策定 

ごみ焼却施設整備基本計

画策定 

測量、地質調査 

環境影響評価調査 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

ごみゼロ推進課 ― 10,000 ―  20,000 ― 12,000 ― 60,000 ― 

 

 

 

 

 



 

 

環境 

４都市基盤（住環境）－1 人がふれあうまちの形成 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

土地改良施設改修事業

(村高用水上部整備) 管路化された村高用水の上部

を安全で快適に通行できる歩

道として整備する。 

H24～R6 

歩道整備工事 L=1,310m 

公園整備工事 

歩道整備工事 L=250m 歩道整備工事 L=250m 歩道整備工事 L=250m 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土地改良事業室 243,000 123,169 50.7% 20,000 58.9% 20,000 67.1% 20,000 75.4% 

第三次都市計画マスタ

ープラン更新事業 第三次都市計画マスタープラ

ンの中間見直しの準備を行

う。 

H29～ 

第三次都市計画マスター

プラン策定・公表 

産業系拡大市街地評価検

討業務 

中間見直し準備業務 中間評価方法書作成業務 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 ― 23,173 ― 4,000 ― 4,000 ― 5,000 ― 

駐車機能立地適正化計

画策定事業 

マチナカ拠点区域における駐

車施設の需給バランスの適正

化を図るため、駐車場整備計

画及び附属制度の更新を行

う。 

R2～R3 

 駐車場整備計画更新基礎

調査 

駐車場整備計画改定  

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 25,000 ― ― 15,000 60.0% 10,000 100% ― ― 

公園補修事業 

（公園施設長寿命化計画） 公園施設長寿命化計画に基づ

き、老朽化した遊具の計画的

な更新を実施する。 

H27～ 

長寿命化計画書の策定 

公園遊具更新工事 

公園遊具実施設計 

 

公園遊具更新工事 

公園遊具実施設計 

 

公園遊具更新工事 

公園遊具実施設計 

 

公園遊具更新工事 

公園遊具実施設計 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

公園緑地課 ― 164,500 ― 43,000 ― 32,000 ― 50,000 ― 

 



 

 

環境 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

公園補修事業 

（公園リニューアル） 

昭和期に整備された街区公園

について、施設の老朽化対策

や多様化する市民ニーズにあ

わせた対応を図り、公園利用

の促進を図る。 

H28～ 

公園リニューアル方針策

定 

リニューアル工事 

リニューアル設計 

 

工事（美園公園） 

設計（前之池公園） 

工事（前之池公園） 

設計（1公園） 

工事（1公園） 

設計（1公園） 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

公園緑地課 ― 136,692 ― 83,000 ― 46,000 ― 69,000 ― 

公園整備事業 

（桜井区画整理内公園） 

安城桜井駅周辺特定土地区画

整理事業で計画された 9 ヶ所

の公園を区画整理事業の進捗

に合わせて計画的に整備す

る。 

H17～R4 

桜井区画整理区域内 

ふれあい城西公園、桜

井駅西公園、桜西公園、

姫西せせらぎ公園、とう

みづか公園、桜井南公

園、金政公園整備 

 

桜井区画整理区域内 

桜井稲荷西公園整備

工事 

桜井区画整理区域内 

西町公園実施設計 

桜井区画整理区域内 

西町公園整備工事 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

公園緑地課 614,200 526,200 85.7% 42,000 92.5% 10,000 94.1% 36,000 100% 

公園整備事業 

（南明治区画整理内公園） 
安城南明治第一土地区画整理

事業で計画された 2 ヶ所の公

園を区画整理事業の進捗に合

わせて計画的に整備する。 

H26～R4 

南明治区画整理区域内 

花ノ木公園暫定整備 

 末広公園整備工事 

 南明治区画整理区域内 

花ノ木公園実施設計 

 

南明治区画整理区域内 

花ノ木公園整備工事 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

公園緑地課 124,144 84,144 67.8% ― ― 10,000 75.8% 30,000 100% 

 

 

 

 



 

 

環境 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

公園整備事業 

（身近な公園整備） 緑の基本計画に基づき、公園

整備検討地域において都市公

園整備を行う。 

H27～R2 

古井地区公園整備検討 

用地測量 

土地評価業務 

用地取得 

実施設計 

古井公園整備工事 

 

  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

公園緑地課 258,594 216,594 83.8% 42,000 100% ― ― ― ― 

堀内公園管理事業 
堀内公園開園 30 周年及び市制

70 周年の記念事業として、堀

内公園の魅力度向上を図る。 

R2～R3 

 遊具更新実施設計 遊具更新工事 

 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

公園緑地課 55,000 ― ― 5,000 9.1% 50,000 100% ― ― 

歩道整備事業 

（市道 新切天白線） 
歩行者及び通過車両の安全を

確保するために、開水路を暗

渠化し、歩道の設置及び車道

の拡幅を行う。 

H29～R6 

予備設計 

境界測量 

 

用地測量 

物件調査 

土地鑑定評価 

詳細設計 

用地買収 

物件補償 

排水路整備工事 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 324,000 ― ― 25,000 7.7% 87,000 34.6% 62,000 53.7% 

 

 

 

 

 



 

 

環境 

４ 都市基盤（住環境）－２良好な水環境の実現 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

区画整理区域内配水管

布設事業（企業会計） 
安城桜井駅周辺・安城南明治

土地区画整理事業に伴う配水

管布設費用を一般会計から出

資する。 

S63～R8 

事業進捗状況 

桜井駅周辺 95％   

南明第一 63％  

南明第二 100％  

配水管布設 

桜井区画   L=769ｍ 

南明治第一 L=839ｍ 

配水管布設 

桜井区画  L=831ｍ 

南明治第一 L=916ｍ 

配水管布設 

桜井区画  L=468ｍ 

南明治第一 L=195ｍ 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

水道工務課 ― ― ― 57,000 ― 48,000 ― 46,000 ― 

地震防災施設緊急整備

事業（企業会計） 

「地震防災対策強化地域」の

指定を受け、地震対策を重点

に災害に強く信頼性の高い水

道施設の整備を行うため、一

般会計から出資する。 

H16～R12 

基幹施設の耐震化 

重要管路の整備工事 

バックアップ対策 

復旧対策 

基幹施設の耐震化 

重要管路の整備工事 

バックアップ対策 

重要管路の整備工事 

バックアップ対策 

重要管路の整備工事 

バックアップ対策 

   継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

水道工務課 1,483,000 918,000 61.9% 90,000 68.3% 67,000 72.9% 91,000 79.0% 

南海トラフ地震防災対

策強化整備事業 
大規模地震における円滑な給

水活動の強化を図る。 

R1～R2 

応急給水施設用発電機更

新工事 

応急給水用コンテナ購入 

（3組） 

応急給水支援設備（6 か

所） 

応急給水用コンテナ購

入（8組） 

  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

水道工務課 ― 8,000 ― 6,500 ― ― ― ― ― 

 

 

 



 

 

環境 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

下水道事業会計出資等

事務（企業会計） 
生活環境の改善や河川等の水

質浄化のため、一般会計から

下水道事業会計へ出資等を行

う。 

S49～ 

供用面積  2,420ha 

普及率    80.7% 

面整備工事：尾崎、平

貴、箕輪福 釜、和泉

中、南明治区画、桜井

区画 

 

面整備工事：箕輪福

釜、和泉北、八斗蒔、

南明治区画、桜井区画 

面整備工事：箕輪福釜、

福釜南、赤松、和泉北、

南明治区画 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

下水道課 ― ― ― 1,977,000 ― 1,911,000 ― 1,664,000 ― 

生活道路新設改良事業 

（側溝等新設改良） 
市内一円の側溝等整備工事を

行う。 

― 

側溝整備工事 側溝整備工事 

 

側溝整備工事 側溝整備工事 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 ― ― ― 270,000 ― 270,000 ― 270,000 ― 

河川新設改良事業 

（西町雨水幹線） 
西町雨水幹線の改修を行い、

浸水被害の軽減を図る。 

H27～R3 

整備工事 

西町雨水幹線 

整備工事 

西町雨水幹線 

整備工事 

西町雨水幹線 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 441,500 297,000 65.6% 67,000 80.4% 89,000 100% ― ― 

河川新設改良事業 

（勢井前第一排水区） 勢井前第一排水区の宮前ポン

プ施設を増強し、浸水被害の

軽減を図る。 

H27～R2 

基本設計 

事業認可変更 

詳細設計 

用地買収 

ポンプ場整備工事[土木] 

ポンプ場整備工事 

[土木・建築・機械・電気] 

 

 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 626,668 271,668 55.5% 367,000 100% ― ― ― ― 



 

 

環境 

４都市基盤（住環境）－３市営住宅の更新 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

市営住宅建設事業 
老朽化による劣化の激しい井

杭山住宅の建替を行う。 

H27～R5 

建替基本計画策定 

井杭山住宅 

 建替工事設計 

井杭山住宅 

第１期解体工事 

井杭山住宅 

 建設工事 

 上下水道工事 

井杭山住宅 

 建設工事 

 外構工事 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

建築課 1,426,812 68,420 4.8% 29,000 6.8% 244,000 23.9% 1,049,000 97.4% 

 

４都市基盤（住環境）－４空き家等対策の実施 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

空き家対策事業 
空家等対策計画に基づき、空

き家に関する問題に総合的に

取り組みます。 

H28～ 

除却補助 

建物除却費 

除却補助 

行政代執行回収費 

除却補助 除却補助 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

建築課 ― 7,800 ― 3,000 ― 1,000 ― 1,000 ― 

 

 

 

 

 



 

 

環境 

５生活安全－１暮らしの安全対策の推進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

防犯灯ＬＥＤ化促進事業 
防犯灯についてリース契約に

よるＬＥＤ化を行う。 

H30～ 

既設蛍光灯 LED 化工事 

緊急用 LED 灯設置補助 

電気料補助金 

既設蛍光灯 LED 化リー

ス契約開始 

既設 LED 灯調査 

新設 LED 灯調査 

緊急用 LED 灯設置補助 

電気料補助金 

既設蛍光灯 LED 化リー

ス契約 2年目 

既設 LED 灯保守契約開始 

新設 LED 灯設置工事 

緊急用 LED 灯設置 

電気料 

既設蛍光灯 LED 化リース

契約 3年目 

既設 LED 灯保守契約 2年目 

新設 LED 灯リース契約開始 

緊急用 LED 灯設置 

電気料 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

市民安全課 ― 30,774 ― 40,000 ― 24,000 ― 32,000 ― 

 

５生活安全－２交通安全対策の実施 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

高齢者自動車急加速抑

制装置設置費補助事業 

高齢運転者の交通事故防止及

び事故時の被害軽減のために

７０歳以上の市民にペダル踏

み間違い防止装置購入費の補

助を行う。 

R1～R2 

ペダル踏み間違い防止

装置購入費補助 

ペダル踏み間違い防止

装置購入費補助 

  

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

市民安全課 62,000 19,000 30.6% 43,000 100% ― ― ― ― 

 

 

 

 



 

 

環境 

６都市基盤（交通）－1 幹線道路の整備促進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

幹線道路整備促進調整

事務 

（都市計画道路安城高

浜線） 都市計画道路安城高浜線の整備及び鉄道立体交差について、引き続き県と調整を行います。 

継続 

都市計画課 

主要道路新設改良事業 

主要道路である市道姫小川藤

井線・吉池新栄線・里荒畑５

号線・夜這池西山線・緑箕輪

２号線・福釜安城線・山中曽

根線・新明東栄線の道路新設

改良工事を行う。 

― 

設計 

用地測量 

用地買収 

物件補償 

新設改良工事 

設計 

用地測量 

用地買収 

物件補償 

新設改良工事 

用地測量 

用地買収 

物件補償 

新設改良工事 

設計 

用地買収 

物件補償 

新設改良工事 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 ― ― ― 873,000 ― 663,000 ― 665,000 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

環境 

６都市基盤（交通）－２公共交通網の充実 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

あんくるバス運行事業 
移動制約者の社会参加の促

進、中心市街地の活性化、公

共交通空白地域の解消、環境

負荷の低減を目的とした市内

循環バスを運行する。 

H12～ 

あんくるバス運行 

 11 路線 

あんくるタクシー実証

実験運行 

 3 地区 

あんくるバス運行 

 11 路線 

あんくるタクシー実証

実験運行 

 3 地区 

あんくるバス運行 

 11 路線 

あんくるタクシー実証

実験運行 

 3 地区 

あんくるバス運行 

 11 路線 

あんくるタクシー実証

実験運行 

 3 地区 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 ― 2,891,767 ― 296,000 ― 296,000 ― 296,000 ― 

交通結節点整備促進事業 
交通結節点（駅、駅前広場、

自由通路など交通手段を乗り

換え・乗り継ぎする施設）の

バリアフリー化など円滑な交

通の確保を図る。 

H20～R2 

ＪＲ安城駅・名鉄新安城

駅・南安城駅バリアフリー

化整備 

名鉄新安城駅駅前広場

改修工事（南口） 

ＪＲ安城駅北口エレベ

ーター設置 

新安城駅北口駅前広場

整備検討 

【名鉄新安城駅】 

自由通路整備 

駅舎改修支援 

南北駅前広場改修整備

工事 

  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 3,286,000 ― ― 2,084,000 100% ― ― ― ― 

 

 

 

 

 

 



 

 

環境 

６都市基盤（交通）－３安全、安心、快適な道路交通環境の実現 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

交差点改良事業 
今本町２１号線（今本町２丁

目交差点）と市道長根東山ノ

田線（北部工業団地交差点）

の改良を行い、渋滞緩和と歩

行者・自転車の通行の安全を

確保する。 

― 

用地測量 

詳細設計 

用地買収 

交差点改良工事 

用地買収 

物件補償 

交差点改良工事 

交差点改良工事  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 ― ― ― 246,000 ― 111,000 ― ― ― 

橋りょう維持管理事業 

（橋りょう長寿命化修繕）

橋りょうの予防保全的な点

検、修繕及び計画的な架け替

えにより、長寿命化とライフ

サイクルコストの縮減をはか

り、道路網の安全性、信頼性

を確保する。 

H26～ 

長寿命化修繕計画策定 

橋梁点検・補修設計 

修繕工事 

 

修繕工事 

補修設計 

点検 

個別計画策定 

石田橋対策検討業務 

修繕工事 

補修設計 

点検 

個別計画策定 

 

修繕工事 

補修設計 

点検 

個別計画策定 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 ― ― ― 74,000 ― 72,000 ― 56,000 ― 

橋りょう新設改良事業 
下懸橋（鹿乗川）、長田橋

（長田川）の河川改修に伴う

橋りょう改築工事を行う。 

― 

西海橋 （市施工） 

下懸橋 （県施工） 

長田橋 （県施工、借地

料） 

下懸橋（護岸工） 

長田橋（借地料） 

長田橋（借地料） 長田橋（借地料、取付

道路工） 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土木課 ― ― ― 17,000 ― 2,000 ― 17,000 ― 

 



 

 

環境 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

無電柱化推進事業 

（市道 安城三河安城線）
無電柱化については、地元勉強会を通じて、調査、研究を進めてまいります。 

新規 

土木課 

自転車ネットワーク整

備事業 
エコサイクルシティ計画に
おける自転車ネットワーク
計画に基づき、自転車走行
空間の整備を行う。 

H20～ 

ネットワーク整備工事 ネットワーク整備工事

（市道昭和弁天線） 

  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 ― ― ― 30,000 ― ― ― ― ― 

自転車活用推進事業 
市制 70 周年記念サイクル
フェスを開催する。 

R4 

   市制 70 周年記念サイク

ルフェス企画運営業務 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 10,000 ― ― ― ― ― ― 10,000 100% 

 



 



３ 経済　－地域の魅力、潤いと活力あふれるまち－

７ 農業 1 農地流動化及び担い手育成の推進 食料・農業・交流推進事業[7-3の再掲]

土地改良事業推進事務（経営体育成基盤整備事業：矢作中部地区）

ほ場整備事業支援事務（新規地区支援事業：安城荒井地区）

土地改良施設改修事業（単独補助：鮫川地区）[11-5の再掲]

3 地域の特性を生かした多様な農業支援 食料・農業・交流推進事業

農地等多面的機能促進事業（農地維持・資源向上[共同活動・長寿命化]）

2 基盤整備の実施及び地域活動による農地等の持つ多面的機能の維持

５ 農とのふれあい

４ 地産地消及び食育の推進

８ 商工業 1 ものづくり産業の振興 がんばる中小企業応援事業

産業空洞化対策事業

中小企業ビジネス支援事業[8-4の再掲]

２ 商業の振興 商工業共同事業等補助事業

３ 雇用・就労支援 雇用対策定着事業

９ 観光 1 観光資源の活用 観光協会支援事業

４ 創業支援の推進

中小企業ビジネス支援事業[8-4の再掲]

2 観光資源の充実 安城七夕まつり支援事業

3 観光情報の発信 シティプロモーション事業

中小企業ビジネス支援事業

商工業資金融資事業

国史跡本證寺境内保存活用整備事業[15-1の再掲]

デンパーク利用促進事業

歴史の散歩道アップグレード事業[15-1の再掲]

中心市街地活性化推進事業[8-2の再掲]

デンパーク・道の駅施設運営事業

中心市街地活性化推進事業

国史跡本證寺境内保存活用整備事業[15-1の再掲]

商工業共同事業等補助事業[8-2の再掲]

デンパーク・道の駅建物等改修



市街化編入候補地（三河安城駅南地区）整備促進事務

安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計繰出事務

10 都市基盤（市街地） 1 都市拠点（ＪＲ安城駅周辺）の整備促進 中心市街地活性化推進事業[8-2の再掲]

区画整理区域内配水管布設事業[4-2の再掲]

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

２ 広域拠点（ＪＲ三河安城駅周辺）の整備促進

交通結節点整備促進事業[６-２の再掲]

４ 地域拠点（名鉄桜井駅周辺）の整備促進 区画整理区域内配水管布設事業[4-2の再掲]

３ 地域拠点（名鉄新安城駅周辺）の整備促進

南明治土地区画整理事業地区外道路・排水路等整備事業

南明治第三土地区画整理事業

南明治地区土地有効活用事業

安城南明治第二土地区画整理事業

協創のまちづくり支援事業

三河安城パワーアップ再生推進事業



 

 

経済 

経済 －地域の魅力、潤いと活力あふれるまち－ 

７農業－2 基盤整備の実施及び地域活動による農地等の持つ多面的機能の維持 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

土地改良事業推進事務

（経営体育成基盤整備

事業：矢作中部地区） 

老朽化した用水路のパイプラ

イン化及び農地の大区画化を

行い、農業経営の合理化及び

生産機能の充実を図る。 

H27～R5 

基礎調査 

計画調査 

実施設計 

ほ場整備工事（パイプラ

イン、畦畔除去） 

 

ほ場整備工事（パイプ

ライン、畦畔除去） 

ほ場整備工事（パイプ

ライン、畦畔除去） 

ほ場整備工事（パイプ

ライン、畦畔除去） 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土地改良事業室 49,000 17,568 35.9% 6,200 48.5% 7,400 63.6% 6,800 77.5% 

ほ場整備事業支援事務

（新規地区支援事業：

安城荒井地区） 

老朽化した用水路のパイプラ

イン化及び農地の大区画化を

行い、農業経営の合理化及び

生産機能の充実を図る。 

H28～R9 

意向調査 

基礎調査 

計画調査 

実施設計 ほ場整備工事（パイプ

ライン、排水路、畦畔

除去） 

 

 

 

ほ場整備工事（パイプ

ライン、排水路、畦畔

除去） 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土地改良事業室 511,000 60,034 11.8% 9,900 13.7% 70,000 27.4% 70,000 41.1% 

農地等多面的機能促進

事業（農地維持、資源

向上〔共同活動・長寿

命化〕） 

地域共同で行う農地・水路等

の日常の管理や老朽化が進む

農業用施設の補修、更新を行

う活動組織に対して交付金に

より活動を支援する。 

H19～ 

活動団体数 33 地区 

農用地面積 3,010ha 

 

交付金 

活動団体数 33 地区 

活動面積 3,010ha 

交付金 

活動団体数 33 地区 

活動面積 3,010ha 

交付金 

活動団体数 33 地区 

活動面積 3,010ha 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土地改良事業室 ― ― ― 266,000 ― 266,000 ― 266,000 ― 

 

 



 

 

経済 

７農業－3 地域の特性を生かした多様な農業支援 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

食料・農業・交流推進

事業 
集落農場や地産地消、環境保

全型農業の推進など、地域農

業の発展を推進する農用地利

用改善組合等の活動を支援す

る。 

― 

活動支援 活動支援 活動支援 活動支援 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

農務課 ― ― ― 25,000 ― 25,000 ― 25,000 ― 

 

８商工業－1 ものづくり産業の振興 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

がんばる中小企業応援

事業 

市内中小企業者の技術力や競

争力を高め経営基盤の強化を

図るため、新規事業への参入

や専門的な相談等について、

総合的に支援を行う。 

H22～ 

人材育成、販路拡大、

販売促進、ISO 等認証取

得、ISO 等更新支援、特

許申請、専門家相談、

研究開発などに対する

補助 

中小企業設備投資促進

事業補助金 等 

人材育成、販路拡大、

販売促進、ISO 等認証取

得、特許申請、専門家

相談、研究開発などに

対する補助 等 

人材育成、販路拡大、販

売促進、ISO 等認証取得、

特許申請、専門家相談、

研究開発 企業マッチン

グフェアなどに対する補

助 等 

人材育成、販路拡大、販

売促進、ISO 等認証取

得、特許申請、専門家相

談、研究開発などに対す

る補助等 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― 1,111,216 ― 48,000 ― 58,000 ― 48,000 ― 

産業空洞化対策事業 愛知県産業空洞化対策減税基

金と共同で支援を行うことに

より、市内企業の再投資等を

促進する。 

H24～ 

企業再投資等支援 企業再投資等支援 企業再投資等支援 企業再投資等支援 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― 1,649,223 ― 257,000 ― 549,000 ― 320,000 ― 



 

 

経済 

８商工業－２商業の振興 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

商工業共同事業等補助

事業 市内商工業の活性化を図るた

め商工団体の事業に対し、補

助を行う。 

― 

共同施設事業補助 

共同事業補助 

街路灯等電灯料補助 

空き店舗補助 等 

 

R1 より商店街顧客定着対策事

業補助等を中心市街地活性化

推進事業から本事業へ移行 

共同施設事業補助 

共同事業補助 

商店街顧客定着対策事

業補助 

街路灯等電灯料補助 

空き店舗補助 等 

共同施設事業補助 

共同事業補助 

商店街顧客定着対策事

業補助 

街路灯等電灯料補助 

空き店舗補助 等 

共同施設事業補助 

共同事業補助 

商店街顧客定着対策事業

補助 

街路灯等電灯料補助 

空き店舗補助 等 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― ― ― 42,000 ― 42,000 ― 42,000 ― 

商工業資金融資事業 

小規模事業者や中小企業団

体、商店街振興組合が円滑に

事業資金の融資を受けられる

ように金融機関に預託を行

う。また、信用保証料及び利

子に対する補助等を行う。 

― 

信用保証料補助 

資金預託 

利子補給 

信用保証料補助 

資金預託 

利子補給 

信用保証料補助 

資金預託 

利子補給 

信用保証料補助 

資金預託 

利子補給 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― ― ― 252,000 ― 252,000 ― 252,000 ― 

中心市街地活性化推進

事業 
中心市街地の活性化の状況を

把握するため、通行量の調査

を実施するとともにコワーキ

ング施設の運営を行う。 

― 

通行量調査業務委託 

コワーキング施設運営 等 

 

R1 より商店街顧客定着対策事

業補助等を商工業共同事業等

補助事業へ移行 

コワーキング施設運営委託 

通行量調査事業委託 等 

コワーキング施設運営委託 

通行量調査事業委託 等 

コワーキング施設運営委託 

通行量調査事業委託 等 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― ― ― 14,000 ― 14,000 ― 14,000 ― 

 



 

 

経済 

８商工業－３雇用・就労支援 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

雇用対策定着事業 

ハローワークやＮＰＯ、安城

商工会議所との連携などによ

り、セミナー開催や相談事業

を実施し、子育て女性や若年

無業者、その他求職者への就

労支援と雇用の定着を図る。 

― 

職業相談      

女性再就職支援セミナー 

女性再就職相談  

職場環境整備支援事業 等 

職業相談      

女性再就職支援セミナー 

女性再就職相談 

職場環境整備支援事業 等 

職業相談      

女性活躍推進事業 

女性再就職相談 

職場環境整備支援事業 等 

職業相談      

女性再就職支援セミナー 

女性再就職相談 等 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― ― ― 8,500 ― 8,500 ― 7,000 ― 

 

８商工業－４創業支援の推進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

中小企業ビジネス支援

事業 

中小企業・小規模事業者が抱

える経営課題の解決に向けた

総合的な支援や創業を志す者

への支援を行い、地域経済の

活性化を図る。 

H28～ 

中小企業及び商業コーデ

ィネーターの設置 

安城ビジネスコンシェル

ジュ（ABC）の運営 

ものづくり人材育成事

業、創業支援事業 等 

安城ビジネスコンシェ

ルジュ（ABC）の運営 

ものづくり人材育成事業 

創業支援事業 

 

安城ビジネスコンシェ

ルジュ（ABC）の運営 

ものづくり人材育成事業 

創業支援事業 

 

 

安城ビジネスコンシェル

ジュ（ABC）の運営 

ものづくり人材育成事業 

創業支援事業 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― 154,923 ― 41,000 ― 41,000 ― 41,000 ― 



 

 

経済 

９観光－1 観光資源の活用 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

観光協会支援事業 市内外へ観光情報の発信を行

い、観光客の誘致と市民のま

ちへの愛着を醸成するため、

安城市観光協会への補助を行

う。 

― 

観光協会補助金交付 

あんナビ作成 

グルメガイド作成 

観光 PR 動画作成 

観光案内所運営 等 

観光協会補助金交付 

グルメガイド作成 

観光案内所運営 

インカレ時観光 PR 等 

観光協会補助金交付 

あんナビ作成 

観光案内所運営 

インカレ時観光 PR 

観光協会補助金交付 

グルメガイド作成 

観光案内所運営 

インカレ時観光 PR 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― ― ― 23,000 ― 18,000 ― 20,000 ― 

デンパーク 

利用促進事業 
デンパークの利用促進を図る

ため、広報あんじょうに切り

取り市民特別入園券を掲載

し、市民に配布する。 

H14～ 

広報あんじょうに掲載 広報あんじょうに掲載 

（年２回） 

広報あんじょうに掲載 

（年２回） 

広報あんじょうに掲載 

（年４回） 

※開園 25 周年 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

農務課 ― 583,312 ― 40,000 ― 40,000 ― 45,000 ― 

デンパーク・道の駅 

施設運営事業 
安城産業文化公園デンパー

ク・道の駅デンパークの管理

を指定管理者に委託する。 

 

H8～ 

安城産業文化公園デンパ

ーク・道の駅デンパーク

の管理委託 

安城産業文化公園デン

パーク・道の駅デンパ

ークの管理委託 

安城産業文化公園デン

パーク・道の駅デンパ

ークの管理委託 

安城産業文化公園デンパ

ーク・道の駅デンパーク

の管理委託 

開園 25 周年記念事業委

託 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

農務課 ― ― ― 332,000 ― 332,000 ― 352,000 ― 

 

 



 

 

経済 

９観光－２観光資源の充実 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

安城七夕まつり支援事業 
主要な観光資源である七夕ま

つりを開催し、市内外からの

誘客を図るため、七夕まつり

を運営する七夕まつり協賛会

への補助を行う。 

― 

全体運営費 

装飾補助金 等 

 

全体運営費 

装飾補助金 等 

 

全体運営費 

装飾補助金 等 

 

全体運営費 

装飾補助金 等 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

商工課 ― ― ― 60,000 ― 60,000 ― 60,000 ― 

デンパーク・道の駅 

建物等改修 老朽化した施設・設備を改修

し、利用者に安全で良好な施

設を提供する。 

H27～ 

フローラルプレイス建物

改修工事 

サークルベンチ更新 

ファンタジーガーデン等

園路舗装 

園路改修（ヨーロッパ

風花壇、風の丘） 

EV 制御盤更新（デンパ

ーク館） 

引込開閉器更新 等 

道の駅施設運営、改修

等検討業務委託 

トイレ洋式化工事 25 基 

トイレ洗浄水配管ルー

プ化工事 

ティンクルガーデン整

備 

 

 

建物・その他工作物等 

※次年度実施計画により

再度査定 

 

 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

農務課 ― 1,786,962 ― 30,000 ― 50,000 ― ― ― 

 

９観光－３観光情報の発信 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

シティプロモーション

事業 

自らの地域のブランドイメー

ジを高め、本市の魅力を向上

させ、移住定住人口の増加に

つなげることを目標に、シテ

ィプロモーション事業を実施

する。 

R3 

  市制施行 70 周年シティ

プロモーション映像撮影 

 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

企画情報課 10,000 ― ― ― ― 10,000 100% ― ― 



 

 

経済 

10 都市基盤（市街地）－1 都市拠点（ＪＲ安城駅周辺）の整備促進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

安城南明治第一 

土地区画整理事業 

重点密集市街地である末広・

花ノ木地区において、安全で

安心な市街地の形成と既存商

店街の活性化を図るため「安

城南明治第一土地区画整理事

業」として施行する。 

H19～R8 

15 年 4 月：都市計画決定 

20 年 1 月：事業計画決定 

工事設計 

道路等築造工事 

建物移転補償 

仮住居建設 

 

工事設計 
道路等築造工事 
建物移転補償 

工事設計 
道路等築造工事 
 

工事設計 
道路等築造工事 
 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

南明治整備課 22,285,000 14,171,155 63.6% 1,934,000 72.3% 444,000 74.3% 327,000 75.7% 

住宅市街地総合整備事業 

安城南明治第一土地区画整理

事業との合併施行で、老朽建

築物の除却により、居住環境

の整備及び建替を促進する。

また、事業による住宅困窮者

のためにコミュニティ住宅を

整備する。 

H18～R8 

14 年 1 月：整備計画大臣 

承認 

18 年 3 月：事業計画大臣 

同意 

老朽建築物等買収除却 

城南コミュニティ住宅建設 

花ノ木ｺﾐｭﾆﾃｨ住宅建設 

ｾﾝﾀｰｿﾞｰﾝ共同施設整備補

助 

 

老朽建築物等買収除却 

特殊道路築造工事 

追田川プロムナード築

造工事 

特殊道路築造工事 

追田川プロムナード築

造工事 

 

特殊道路築造工事 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

南明治整備課 6,689,000 5,997,692 89.7% 243,000 93.3% 70,000 94.3% 42,000 95.0% 

 

 

 

 

 



 

 

経済 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

南明治土地区画整理事業 

地区外道路・排水路等整

備事業 
南明治土地区画整理事業の進

捗に合わせ、事業区域から延

伸する地区外の都市計画道

路、排水路等の整備を行う。 

H22～R8 

駅前 1 号線道路築造工

事 

南安城横山線・末広橋詳

細設計 

末広雨水幹線排水路整

備工事等 

道路築造工事、排水路整

備工事 

追田川人道橋詳細設計 

南安城横山線移転補償 

道路、排水路詳細設計 

末広雨水幹線排水路整

備工事 

追田川人道橋設置工事 

南安城横山線・末広橋 1

期工事等 

道路築造工事、排水路整

備工事 

南安城横山線・末広橋 2

期工事等 

南安城横山線詳細設計 

交差点改良 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

南明治整備課 1,330,430 539,430 40.5% 177,000 53.8% 191,000 68.2% 113,000 76.7% 

南明治地区 

土地有効活用事業 

安城南明治第一地区において

集約した市有地を活用し優良

な建築物等を共同で建設する

事業を支援し、商業地として

の活性化を図る。 

H29～R3 

土地有効活用検討調査 

事業者募集 

優良建築物等建築設計

補助 
土地有効活用事業支援
業務 

優良建築物等整備事業
工事監理費及び共同施
設整備費補助 
土地有効活用事業支援
業務 
市有地有効活用検討調
査業務 

優良建築物等整備事業
工事監理費及び共同施
設整備費補助 
土地有効活用事業支援
業務 
 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

南明治整備課 1,033,167 312,167 30.2% 384,000 67.4% 337,000 100% ― ― 

安城南明治第二 

土地区画整理事業 
中心市街地活性化用地（更生

病院跡地）を含む区域を「安

城南明治第二土地区画整理事

業」として施行する。 

H19～R2 

15 年 4 月：都市計画決定 

21 年 4 月：事業計画決定 

工事設計 

道路等築造工事 

建物移転補償 

清算事務 

 

事業完了 

 

  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

南明治整備課 3,201,794 3,195,794 99.8% 6,000 100% ― ― ― ― 

 



 

 

経済 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

南明治第三 

土地区画整理事業 JR 安城駅南西区域において

「安城南明治第三土地区画整

理事業」として施行する。 

H29～ 

15 年 4 月：都市計画決定 

整備方針の検討 

まちづくり勉強会開催 

換地設計準備 

審議会発足準備 

協議会活動支援 

換地設計 

路線測量 

協議会活動支援 

換地設計 

実施設計 

協議会活動支援 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

南明治整備課 6,610,000 46,694 0.7% 24,000 1.1% 36,000 1.6% 37,000 2.2% 

 

10 都市基盤（市街地）－２広域拠点（ＪＲ三河安城駅周辺）の整備促進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

市街化編入候補地（三

河安城駅南地区）整備

促進事務 

都市計画マスタープランで市

街化編入候補地と位置付けた

三河安城駅南地区について、

区画整理事業化に向けて促進

する。 

H24～ 

調査・研究 区画整理設計 

地区界測量 

想定換地 

発起人会運営支援 等 

事業計画及び定款案作

成 

土地利用履歴調査 

発起人会運営支援 等 

認可申請書作成 

発起人会運営支援 

総会設立支援 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 ― ― ― 50,000 ― 40,000 ― 20,000 ― 

三河安城パワーアップ

再生推進事業 

公民連携の三河安城駅周辺パ

ワーアップ再生プロジェクト

を推進するため、民間企業と

の連携方策の策定や、関係団

体との協議会設置、三河安城

駅及び周辺施設の整備設計を

行う。 

R2～ 

 つくり・つかう会議ス

タートアップ業務 

歩行者シュミレーショ

ン調査業務 

つくり・つかう会議運

営業務 

つくり・つかう会議運営

業務 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 ― ― ― 30,000 ― 10,000 ― 10,000 ― 



 

 

経済 

10 都市基盤（市街地）－３地域拠点（名鉄新安城駅周辺）の整備促進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

協創のまちづくり支援

事業 まちマスサポートプランを活

用し、具体的な取組を地域で

行ってもらうため支援する。 

R1～ 

まちマスサポートプラン

の策定 

協創まちづくり支援事

業 

協創まちづくり支援事

業 

協創まちづくり支援事業 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

都市計画課 ― ― ― 1,000 ― 1,000 ― 1,000 ― 

 

10 都市基盤（市街地）－４地域拠点（名鉄桜井駅周辺）の整備促進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

安城桜井駅周辺特定土

地区画整理事業 

特別会計繰出事務 

名鉄桜井駅周辺(93.81ha)の区

画整理事業の一部を一般会計

が負担する。南部地区の拠点

として名鉄桜井駅を中心に住

商のバランスのとれた南部地

区の核となる市街地整備を図

る。 

H11～R6 

（H30 末進捗状況） 

道路築造 88.4% 

家屋移転 92.9% 

特別会計総事業費 

32,300,000 千円 

 

 

特別会計事業費 

1,547,387 千円 

道路・排水路築造工事 

建物等移転補償 

 

下記は一般会計繰出額 

特別会計事業費 

1,220,086 千円 

道路・排水路築造工事 

建物等移転補償 

 

下記は一般会計繰出額 

特別会計事業費 

733,326 千円 

 

下記は一般会計繰出額 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

区画整理課 ― ― ― 420,000 ― 269,000 ― 155,000 ― 

 

 



４ きずな　－人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち－

防災訓練実施事業

南海トラフ地震防災対策強化整備事業[4-2の再掲]

地区防災計画策定事業

防災ラジオ配布事業

防災倉庫設置事業・備蓄品配備事業

災害用マンホールトイレ設置事業

住宅耐震改修補助事業

かんがい排水事業　明治用水西井筋地区

11 防災・減災 1 災害時の対応・連携強化 洪水ハザードマップ改訂事業

2 消防団や自主防災組織の充実強化

地震防災施設緊急整備事業[4-2の再掲]

５ 雨水対策の推進 土地改良施設改修事業（単独補助：鮫川地区）

雨水マスタープランの推進

3 上下水道の耐震化 下水道事業会計出資等事務 [4-2の再掲]

４ 防災・減災対策の普及促進 住宅耐震診断補助事業

1 高齢者の地域生活支援（地域包括ケアシステム） 介護保険事業特別会計繰出事務

６ 感染症対策

２ 障害者などや子育て世代の地域生活支援 困難を抱える若者支援事業

高齢者地域生活支援促進事業[13-4の再掲]

12 地域福祉

介護サービス基盤整備事業（特別養護老人ホーム建設補助・地域密着型サービス等建設補助）

13 社会保障 1 健康を考える生活 国民健康保険事業特別会計繰出事務

３ 地域福祉その他

４ 高齢者の生きがいと地域生活

3 障害者の地域生活支援

2 生活困窮者の自立支援

障害児デイサービス事業（障害者福祉施設整備補助）

２ 学びの成果を地域に生かすつながりづくり

14 生涯学習 1 多様なニーズに応じた学びの機会の提供

３ 市民の主体的な学びを支える環境づくり

４ 新たな図書館サービスの展開 図書情報館ＩＣＴ機器更新事業

介護保険事業特別会計繰出事務[12-1の再掲]

高齢者地域生活支援促進事業

後期高齢者医療事務及び繰出金

介護保険事業特別会計繰出事務[12-1の再掲]

多世帯住宅支援事業

福祉の拠点づくり事業（福祉施設改修事業）



市民協働推進事業（市民活動補助事業）[16-1の再掲]

歴史の散歩道アップグレード事業

2 文化芸術の鑑賞機会提供・情報発信 市民協働推進事業（市民活動補助事業）[16-1の再掲]

桜井古墳群保存活用整備事業

16 参加と協働 1 市民参加及び協働のまちづくりの推進

15 文化・芸術 国史跡本證寺境内保存活用整備事業1 文化財の保存と活用

東海道松並木再生事業

４ 情報化の推進

3 男女共同参画と多文化共生の推進

2 地域活動の支援 市民協働推進事業（市民活動補助事業）[16-1の再掲]

市民協働推進事業（市民活動補助事業）



 

 
きずな 

きずな －人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち－ 

11 防災・減災－1 災害時の対応・連携強化 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

洪水ハザードマップ改

訂事業 
想定最大規模浸水想定に合わ

せた洪水ハザードマップの改

訂を行い、全戸配布により住

民への周知を図る。 

R2 

 洪水ハザードマップの

改訂、全戸配布 

 

  

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

危機管理課 3,500 ― ― 3,500 100% ― ― ― ― 

地区防災計画策定事業 地域コミュニティにおける共

助による防災活動の強化を図

るために、地区防災計画の策

定支援等を行う。 

R2～ 

 計画策定マニュアルの

作成 

モデル地区の選定 

啓発、広報等  

 

 

 

説明会 

ワークショップの開催 

啓発、広報 

成果フォーラム開催 

 

説明会 

ワークショップの開催 

啓発、広報 

成果フォーラム開催 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

危機管理課 ― ― ― 3,000 ― 3,000 ― 3,000 ― 

防災倉庫設置事業 

備蓄品配備事業 
市民生活を脅かす災害に備

え、防災倉庫の改修、備蓄計

画に基づき備蓄品の配備を行

う。 

H23～ 

防災倉庫 

一般避難所 49 ｹ所 

福祉避難所 8 ｹ所 

私立高校 1 ｹ所 

特定福祉避難所 15 箇所 

備蓄品購入 

西防災倉庫改修（ﾌﾟｯｼｭ

ﾊﾞｯｸﾗｯｸ方式） 

西防災倉庫用フォーク

リフト購入 

備蓄品購入 

北防災倉庫改修（ﾊﾟﾚｯﾄ

ﾗｯｸ方式） 

北防災倉庫用フォーク

リフト購入 

備蓄品購入 

備蓄品購入 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

危機管理課 ― 192,200 ― 29,000 ― 25,000 ― 20,000 ― 



 

 
きずな 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

災害用マンホールトイ

レ設置事業 下水道供用区域の避難所に災

害用マンホールトイレを設置

する。 

H26～ 

マンホールトイレ設置 

 34 ｹ所 

マンホールトイレ設置 

2 ｹ所 

マンホールトイレ設置 

 2 ｹ所 

マンホールトイレ設置 

2 ｹ所 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

危機管理課 ― 228,755 ― 31,000 ― 31,000 ― 31,000 ― 

防災ラジオ配布事業 全国瞬時警報システムや避難

勧告などの緊急情報を瞬時に

市民に伝達できる防災ラジオ

の購入補助を行う。 

H25～ 

防災ラジオ購入・配布 防災ラジオ購入・配布 

２台目の購入補助（購

入から５年以上経過し

た世帯・事業所） 

防災ラジオ購入・配布 防災ラジオ購入・配布 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

危機管理課 ― 122,000 ― 8,000 ― 8,000 ― 8,000 ― 

防災訓練実施事業 安城市の総合的な防災力の向

上を図るため令和２年度に愛

知県と合同で防災訓練を実施

する。 

R2 

 愛知県合同訓練実施   

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

危機管理課 4,000 ― ― 4,000 100% ― ― ― ― 

 

 

 



 

 
きずな 

11 防災・減災－４防災・減災対策の普及促進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

住宅耐震診断補助事業 
昭和５６年以前に建築された

住宅及び緊急輸送道路沿道建

築物の耐震診断に係る費用を

補助する。 

 

H14～ 

（木造） 

受診棟数 4,031 棟 

（非木造） 

受診棟数 2 棟(25 戸) 

（緊急輸送道路沿道） 

受診棟数 5 棟 

耐震診断補助 

 木造 

 非木造（共同住宅・

戸建て住宅） 

緊急輸送道路沿道建築物 

 

耐震診断補助 

木造 

 非木造（共同住宅・

戸建て住宅） 

緊急輸送道路沿道建築物

 

耐震診断補助 

 木造 

 非木造（共同住宅・

戸建て住宅） 

緊急輸送道路沿道建築物 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

建築課 ― 170,810 ― 12,000 ― 12,000 ― 12,000 ― 

住宅耐震改修補助事業 

耐震診断において基準値以下

と判断された住宅や緊急輸送

道路沿道建築物に対し改修費

用の一部を補助する。 

ブロック塀撤去費の一部を補

助する。 

 

H15～ 

（木造） 

改修棟数 591 棟 

耐震シェルター整備棟数  1 棟 

防災ベッド整備棟数 1 棟 

（緊急輸送道路沿道） 

改修棟数 1 棟 

（ブロック塀等） 

撤去件数 100 件 

耐震改修補助 

 木造、非木造 

 耐震シェルター・防

災ベッド 

 緊急輸送道路沿道建

築物 

ブロック塀等撤去費補助 

耐震改修補助 

 木造、非木造 

 耐震シェルター・防

災ベッド 

 緊急輸送道路沿道建

築物 

ブロック塀等撤去費補助 

耐震改修補助 

 木造、非木造 

 耐震シェルター・防

災ベッド 

 緊急輸送道路沿道建

築物 

ブロック塀等撤去費補助 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

建築課 ― 523,589 ― 50,000 ― 50,000 ― 50,000 ― 

土地改良事業推進事務

（かんがい排水事業 

明治用水西井筋地区） 

明治用水支線水路のうち、耐

震性不足等により対策が必要

である明治用水西井筋の耐震

対策、老朽化対策を行う。 

R1～R10 

実施設計 実施設計 用水路工事（耐震、老

朽化対策） 

用水路工事（耐震、老

朽化対策） 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土地改良事業室 97,000 366 0.4% 1,800 2.2% 7,000 9.4% 14,000 23.8% 



 

 
きずな 

11 防災・減災－５雨水対策の推進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

土地改良施設改修事業

（緊急農地防災事業 

単独補助：鮫川地区） 

県営緊急農地防災事業と併

せ、排水路の改修を行うこと

によりたん水被害を防止し、

農業経営の安定と優良農地の

保全を図る。 

H29～R5 

計画調査業務 

県道部試掘調査等 

実施設計 

排水路工事 L=210m 

 

排水路工事 L=210m 排水路工事 L=220m 

（うち推進工 30ｍ） 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

土地改良事業室 385,000 22,484 5.8% 62,000 22.0% 62,000 38.1% 176,000 83.8% 

雨水マスタープランの

推進 

雨水マスタープランに基づ

き、あまみずを水資源として

捉え、防災の視点を取り入れ

た雨水対策を市民、事業者及

び行政が協働して推進する。 

H23～ 

水田貯留調査・工事 

河川水位観測システム 

住民手作りハザードマ

ップ作成 

大雨行動訓練 

河川水位観測システム

構築 

水田貯留工事 

住民手作りハザードマッ

プ作成 

大雨行動訓練 

雨水マスタープラン策定 

水田貯留工事 

住民手作りハザードマッ

プ作成 

大雨行動訓練 

 

水田貯留工事 

大雨行動訓練 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

 土木課 ― 187,000 ― 16,000 ― 9,900 ― 7,000 ― 

 

12 地域福祉－１高齢者の地域生活支援（地域包括ケアシステム） 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

介護保険事業特別会計

繰出事務 

介護保険法に基づき、要介

護・要支援状態になった者へ

介護サービス・介護予防サー

ビスの保険給付を行うととも

に、要介護状態とならないよ

う地域支援事業（介護予防事

業等）を行う。 

― 

 介護保険事業特別会計総

事業費 

10,874,000 千円  

介護保険事業特別会計

総事業費 

11,424,000 千円 

介護保険事業特別会計総

事業費 

11,733,000 千円  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

高齢福祉課 ― ― ― 1,783,000 ― 1,853,000 ― 1,908,000 ― 



 

 
きずな 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

介護サービス基盤整備

事業（特別養護老人ホ

ーム建設補助・地域密

着型サービス等建設補

助） 

各補助金交付要綱に基づき、

特別養護老人ホームを整備す

る社会福祉法人及び地域密着

型サービスを建設する法人に

補助金を交付する。 

H30～R5 

施設整備補助 

開設準備経費補助 

施設整備補助 

開設準備経費補助 

施設整備補助 

開設準備経費補助 

施設整備補助 

開設準備経費補助 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

高齢福祉課 942,000 132,200 14.0% 153,000 30.3% 195,000 51.0% 285,000 81.2% 

 

12 地域福祉－２障害者などや子育て世代の地域生活支援 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

困難を抱える若者支援

事業 

義務教育終了後の困難を抱え

る若者が、切れ目のない支援

を受けられるように、若者支

援地域協議会の設置及び相談

できる場所の確保をし、社会

的に自立できるようにする。 

H30～ 

相談支援 若者支援地域協議会 

相談支援 
若者支援地域協議会 

相談支援 

若者支援地域協議会 

相談支援 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

生涯学習課 ― 1,700 ― 1,300 ― 1,300 ― 1,300 ― 

多世帯住宅支援事業 
子育てファミリーや高齢者世

帯が安心して生き生きと暮ら

し、社会で活躍できるよう、

多世帯住宅の建築等に対し

て、費用の一部を補助する。 

R1～ 

多世帯住宅補助 

同居、隣居、近居 

上乗せ（耐震、空き家、

マチナカ） 

多世帯住宅補助 

同居、隣居、近居 

上乗せ（耐震、空き家、

マチナカ） 

多世帯住宅補助 

同居、隣居、近居 

上乗せ（耐震、空き

家、マチナカ） 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

建築課 ― ― ― 30,000 ― 30,000 ― ― ― 

 



 

 
きずな 

12 地域福祉－３地域福祉その他 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

福祉の拠点づくり事業 

（福祉施設改修事業） 
地域福祉の拠点として市内 8

中学校区に 1 か所ずつ整備し

ている福祉センターの改修や

修繕などを行う。 

R2～R4 

 総合福祉センター改修・

作野福祉センター改修・

高齢者生きがいセンター

解体各実施設計 

総合福祉センター改修

工事 1年目 

作野福祉センター改修

工事 

総合福祉センター改修工

事 2年目 

高齢者生きがいセンター

解体工事 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

社会福祉課 625,000 ― ― 28,000 4.5% 347,000 60.0% 250,000 100% 

 

13 社会保障－1 健康を考える生活 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

国民健康保険事業 

特別会計繰出事務 
国民健康保険税の賦課 

国民健康保険の給付 

国民健康保険事業特別会計へ

の一般会計からの繰出金 

― 
 

国民健康保険特別会計事

業費 

13,519,000 千円 

国民健康保険特別会計

事業費 

13,135,000 千円 

国民健康保険特別会計事

業費 

12,776,000 千円 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

国保年金課 ― ― ― 1,095,000 ― 1,055,000 ― 1,022,000 ― 

後期高齢者医療事務及

び繰出金 

７５歳以上の高齢者と６５歳

以上の一定の障害のある者を

対象とした独立した医療制度

として後期高齢者医療制度が

平成２０年度から開始され、

保険料徴収や窓口事務を行

う。 

H20～ 

 後期高齢者医療特別会計

事業費 

2,143,000 千円 

 

後期高齢者医療特別会

計事業費 

2,228,000 千円 

 

後期高齢者医療特別会計

事業費 

2,364,000 千円 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

国保年金課 ― 13,388,945 ― 1,462,000 ― 1,513,000 ― 1,578,000 ― 



 

 
きずな 

１3 社会保障－3 障害者の地域生活支援 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

障害児デイサービス事

業（障害者福祉施設整

備補助） 

障害者福祉施設整備費補助金

交付要綱に基づき、国・県の

補助事業に採択された場合に

補助金を交付する。 

R2～R3 

 福祉型児童発達支援セ

ンター施設整備補助 

福祉型児童発達支援セ

ンター施設整備補助 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

障害福祉課 8,700 ― ― 7,500 86.2% 1,200 100% ― ― 

 

１3 社会保障－４高齢者の生きがいと地域生活 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

高齢者地域生活支援促

進事業 

高齢者が住み慣れた地域で安

心して暮らせるための生活支

援活動等に対し補助を行う。 

本事業は介護保険特別会計の

中で実施するが、市負担分財

源は、高齢者地域生活支援促

進事業基金を活用する。 

H27～ 

要綱策定 

補助開始 

 

 

補助実施 補助実施 補助実施 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

高齢福祉課 40,000 15,100 35.0% 1,600 41.8% 1,900 46.5% 2,100 51.8% 

 

 

 

 

 



 

 
きずな 

14 生涯学習－4 新たな図書サービスの展開 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

図書情報館ＩＣＴ機器

更新事業 
図書館サービスの提供が停滞

しないように、安定したシス

テム稼働を図るため、機器の

更新を行う。 

R3 

 

 

 

 図書情報ネットワーク

機器、図書館システム

機器、図書情報館内情

報処理機器の更新 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

アンフォーレ課 300,000 ― ― ― ― 300,000 100% ― ― 

 

15 文化・芸術－1 文化財の保存と活用 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

史跡整備事業 

(国史跡本證寺境内保

存活用整備事業) 

国史跡となった本證寺境内を

保存し、多くの来訪者が歴史

的価値を理解できるよう史跡

公園として整備する。 

H27～ 

本證寺境内地保存活用基

本計画策定 

本證寺境内保存活用計画

策定 

用地購入 

物件補償 

ワークショップ 

用地購入 

物件補償 

発掘調査 

ワークショップ 

発掘調査 

 

発掘調査 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

文化振興課 ― 541,974 ― 187,000 ― 1,800 ― 1,800 ― 

史跡整備事業 

(桜井古墳群保存活用

整備事業) 

国史跡に指定された姫小川古

墳の個人所有地を公有地化

し、崩落防止対策を行い保存

することで文化財の保護を実

施する。 

H26～ 

桜井古墳群保存管理計画 

用地測量 

発掘調査 

用地購入、物件補償 

発掘調査 

崩落防止対策工事設計 

発掘調査 

崩落防止対策工事 

看板設置・周濠表示 

発掘調査 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

文化振興課 ― 174,717 ― 7,900 ― 15,000 ― 1,800 ― 



 

 
きずな 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

文化財啓発事業 

（歴史の散歩道アップ

グレード事業） 

「まち歩き」によって、地域

への関心を高め、文化財保護

の心を養うとともに、体を動

かす機会を増加させ、健康に

つながる「歴史の散歩道」を

整備する。 

 

H28～ 

全１０コース 

パンフレット作成 

案内看板等更新、設置 

「本證寺」「安祥城址」

「桜井古墳群」「日本デ

ンマークと新美南吉ゆか

りの地」 

案内看板等更新、設置 

「丈山、弥厚のさとめ

ぐり」 

  

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

文化振興課 ― 12,000 ― 3,000 ― ― ― ― ― 

東海道松並木再生事業 
地元小学校の子どもたちが卒

業記念として市指定天然記念

物の東海道松並木の補植を行

う。 

 

R2～ 

 補植 補植 補植 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

文化振興課 ― ― ― 2,200 ― 2,200 ― 2,200 ― 

 

16 参加と協働－1 市民参加及び協働のまちづくりの推進 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

市民協働推進事業 

（市民活動補助事業） 

地域が抱える諸課題の解決に

つながるような幅広い市民活

動を支援することで、市民協

働によるまちづくりの推進を

図る。支援の財源は市民協働

推進基金を活用する。 

H21～ 

市民活動補助事業の実施 

市民協働推進基金の運用 

市民活動補助事業の実施 

市民協働推進基金の運用 

市民活動補助事業の実施 

市民協働推進基金の運用 

市民活動補助事業の実施 

市民協働推進基金の運用 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

市民協働課 ― 24,934 ― 3,000 ― 3,000 ― 3,000 ― 

 



 



５ こども　－子どもたちを社会で豊かに育むまち－

給食共同調理場施設管理事業（学校給食施設改修事業）

保育園整備事業（和泉保育園改築事業）

幼稚園・保育園改修事業（幼稚園保育園中規模改修事業）

保育園業務支援システム導入事業

北部学校給食施設整備事業

小中学校施設改修事業（中規模改修）

低年齢児保育対策事業

スクールアシスタント事業[18-3の再掲]

17 子育て 1 安心して生み育てられる環境の整備 お誕生記念ここから健康事業

多世帯住宅支援事業[12-2の再掲]

2 幼稚園・保育園の充実 民間保育所等支援事業

小学校施設整備事業（錦町小学校校舎増築）

少人数学級推進事業

3 児童クラブ学年拡大 児童クラブ事業

５ 子ども発達支援センター整備事業

４ ひとり親家庭の自立支援

18 学校教育 1 学び合いやかかわり合いを重視した次世代を担う児童生徒の育成 小中学校情報化推進事業

学校図書館教育推進事業

2 豊かな心やたくましい体の育成と健康教育の推進

英語指導助手活用事業

４ 安全・安心・快適を重視した教育環境の充実 教育情報活用事業

3 様々な支援を必要とする児童生徒へのきめ細やかな対応 スクールアシスタント事業

つながり促進事業



 

 

こども 

こども －子どもたちを社会で豊かに育むまち－ 

17 子育て－1 安心して生み育てられる環境の整備 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

お誕生記念ここから健

康事業 
母子への社会からの祝福と歓

迎を表し、誕生した子どもと

母親に健康意識の向上に資す

るサービスを提供する。 

H29～ 

全員サービス及び選択

サービスの提供 

全員サービス及び選択

サービスの提供 

全員サービス及び選択

サービスの提供 

 

全員サービス及び選択サ

ービスの提供 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

健康推進課 ― 57,260 ― 25,000 ― 21,000 ― 21,000 ― 

 

17 子育て－2 幼稚園・保育園の充実 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

民間保育所等支援事業 
急増する保育需要への対応と

待機児童対策として、民間保

育所等への財政支援による民

間活力を活用した保育環境の

整備を行う。 

― 

民間保育所等の運営委

託・整備支援等 

民間保育所等の運営委

託・整備支援等 

民間保育所等の運営委

託・整備支援等 

民間保育所等の運営委

託・整備支援等 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

保育課 ― ― ― 2,679,000 ― 2,715,000 ― 2,612,000 ― 

低年齢児保育対策事業 急増する低年齢児（０～２歳

児）保育への需要に対し、待

機児童対策のため、低年齢児

保育への環境整備を行う。 

H24～ 

公立保育所の低年齢児

保育の拡充：10 園  

 

公立保育所の低年齢児保

育の拡充：10 園  

 

公立保育所の低年齢児保

育の拡充：12 園  

 

公立保育所の低年齢児

保育の拡充：12 園  

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

保育課 ― ― ― 181,000 ― 220,000 ― 241,000 ― 



 

 

こども 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

幼稚園保育園改修事業 

（幼稚園保育園中規模

改修事業） 

幼保育園基本整備計画に基づ

き、幼稚園及び保育園の改修

や設備の拡充を行い安全で快

適な環境を整備する。 

H27～R8 

中規模改修設計 9 園 

中規模改修工事 7 園 

空調機改修設計 24 園 

空調機改修工事 18 園 

中規模改修設計 1園 

中規模改修工事 2園 

空調機改修設計 4園 

空調機改修工事 3園 

中規模改修設計 1園 

中規模改修工事 2園 

空調機改修設計 3園 

空調機改修工事 4園 

中規模改修設計 2園 

中規模改修工事 1園 

空調機改修設計 4園 

空調機改修工事 3園 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

保育課 2,389,477 956,590 40% 517,000 61.7% 274,000 73.1% 125,000 78.4% 

保育園整備事業（和泉

保育園改築事業） 
安全で快適な保育環境をつく

るため、保育需要の拡大が予

測され、老朽化の進む和泉保

育園の園舎の改築を行う。 

H28～R2 

基本設計 

実施設計 

建設工事 

旧園舎解体 

駐車場整備 

憩いの広場整備   

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

保育課 910,226 885,226 97.3% 25,000 100% ― ― ― ― 

保育園業務支援システ

ム導入事業 

登降園システムを始めとした

保育園業務支援システムを導

入することにより、保育士の

負担軽減や保護者の利便性の

向上を図る。 

R2～ 

 システム導入 

システム利用料 

システム利用料 システム利用料 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

保育課 ― ― ― 51,000 ― 9,400 ― 9,400 ― 

 

 

 

 



 

 

こども 

17 子育て－３児童クラブ学年拡大 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

児童クラブ事業 
急増する児童クラブの入会需

要に対応するために新たに児

童クラブを整備する。 

R1～R5 

児童クラブ建設工事設計 

 

児童クラブ建設工事 

児童クラブ建設工事設計 

特別教室改修 

児童クラブ建設工事 

特別教室改修 

特別教室改修 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

子育て支援課 434,000 10,000 2.3％ 192,000 46.5% 218,000 96.8% 6,000 98.6% 

 

18 学校教育－1 学び合いやかかわり合いを重視した次世代を担う児童生徒の育成 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

小中学校情報化推進事業 
教職員のパソコン及びコンピュ

ーター教室のパソコンの一斉更

新等を行う。 

― 

普通教室の TV 更新 

タブレットパソコン整備 

コンピューター教室用パソ

コン更新 

教職員用パソコン一斉更新 

 ネットワーク既存機器

撤去及び機器更新 

タブレット端末等更新 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

教委総務課 － － － － － 400,000 － 410,000 － 

学校図書館教育推進事業 
学校図書館の一層の利活用と環

境整備を図るため、専任の学校

司書を配置する。 

H25～ 

H29 から各校 1 名配置へ

拡大 

各校に 1名配置 各校に 1名配置 

 

 

各校に 1名配置 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

学校教育課 ― ― ― 20,000 ― 20,000 ― 20,000 ― 



 

 

こども 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

少人数学級推進事業 

学習内容の基礎を定着させると

ともに、児童一人ひとりの個性

を重視した指導を行うため、小

学校1～4年生、中学校1年生及

び肢体不自由学級で少人数学級

を実施する。 

H15～ 

小学校 1・2・3・4年生 

中学校 1年生 

R1 から肢体不自由学級

も実施 

小学校 1・2・3・4年生 

中学校 1年生 

肢体不自由学級 

小学校 1・2・3・4年生 

中学校 1年生 

肢体不自由学級 

小学校 1・2・3・4年生 

中学校 1年生 

肢体不自由学級 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

学校教育課 ― ― ― 118,000 ― 123,000 ― 118,000 ― 

英語指導助手活用事業 
英語教育の推進を図るため、英語

指導助手を小中学校へ配置する。 

― 

ＡＬＴ委託料 ＡＬＴ委託料 

（小学校において英語教科化）

ＡＬＴ委託料 

（小学校において英語教科化）

ＡＬＴ委託料 

（小学校において英語教科化） 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

学校教育課 ― ― ― 85,000 ― 85,000 ― 85,000 ― 

 

18 学校教育－３さまざまな支援を必要とする児童生徒へのきめ細やかな対応 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

スクールアシスタン

ト事業 
各学校の特色や実情に合わせ、学習

指導などに必要な業務の補助員を選

択、活用し創意工夫を生かした教育

活動や教育環境づくりを進める。 

H28～ 

H28 スクールアシスタ

ント制導入 

（各学校が必要な業務を選択） 

スクールアシスタント 

（各学校が必要な業務を選択） 

スクールアシスタント 

（各学校が必要な業務を選択） 

スクールアシスタント 

（各学校が必要な業務を選択） 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

学校教育課 ― ― ― 86,000 ― 86,000 ― 84,000 ― 

 



 

 

こども 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

つながり促進事業 不登校の対策として、児童生徒個々

を孤立させず、「どこか」「だれ

か」とつながりをもたせるよう支援

する。 

― 

R1 支援内容 

ふれあい学級 

不登校児童生徒支援ア

ドバイザー（1名） 

＊各年度の事業は R1 支

援からの拡充分 

つながりディレクター

（不登校児童生徒支援ア

ドバイザー）（1 名増

員） 

ふれあい学級 2 ヶ所増設

（2名増員） 

つながりディレクター

（不登校児童生徒支援

アドバイザー）（1 名

増員） 

ふれあい学級 2ヶ所増設

（2名増員） 

つながりディレクター

（不登校児童生徒支援ア

ドバイザー）（1 名増

員） 

ふれあい学級 2 ヶ所増設

（2名増員） 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

学校教育課 ― ― ― 8,700 ― 8,700 ― 8,700 ― 

 

18 学校教育－４安全・安心・快適を重視した教育環境の充実 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

教育情報活用事業 
教育情報環境整備計画に基づ

き、ネットワークの再構築、仮

想化サーバーの導入による運用

の効率化、セキュリティの強化

を図る。 

― 

H29 教育情報環境整備

計画策定 

WSUS サーバー導入及び

AD サーバー再構築 

クラウドサービス導入 

仮想化基盤の構築 

 

教育情報基盤構築運用業

務委託 

ネットワーク利用 

システム運用保守 等 

教育情報基盤構築運用

業務委託 

ネットワーク利用 

システム運用保守 等 

教育情報基盤構築運用業

務委託 

ネットワーク利用 

システム運用保守 

タブレット端末更新 等 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

教委総務課 ― ― ― 135,000 ― 121,000 ― 134,000 ― 

 

 

 

 



 

 

こども 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

北部学校給食施設整備

事業 

施設の老朽化、設備の経年劣化

が進んでいる北部調理場を移転

新設するとともに、給食におけ

るアレルギー食対応ができる施

設を整備する。 

H27～R3 

基本構想策定委託 

整備計画策定委託(用地

調査、基本設計) 

建設工事実施設計委託 

用地取得 

造成工事 

建築工事 

厨房設備設置 

外構工事 

消耗品等購入（食器等） 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

教委総務課 4,702,000 1,689,000 35.9% 2,693,000 93.2% 320,000 100% ― ― 

給食共同調理場施設管

理事業（学校給食施設

改修事業） 南部調理場・中部調理場の卵と乳のアレルギー除去食対応等に必要な改修の検討を進めます。 

新規 

教委総務課 

小学校施設改修事業 

中学校施設改修事業 

（中規模改修） 

老朽化の進む校舎及び設備の改

修を行い、安全で快適な教育環

境の整備をするとともに、児童

生徒の生活様式の変化に対応し

た施設改修を行う。 

H23～R12 

小学校 3校改修済 

中学校 1校改修済 

小学校 1校改修工事 

中学校 1校改修工事 

校舎改修設計委託 

（小学校 1校） 

（中学校 1校） 

校舎改修工事 

（小学校 1/2 期 2 校） 

（小学校 2/2 期 1 校） 

（中学校 3/3 期 1 校） 

【参考：保全工事】 

（527,400 千円） 

校舎改修設計委託 

（小学校 2校） 

校舎改修工事 

（小学校 1/2 期 1 校） 

（小学校 2/2 期 2 校） 

（中学校 1/2 期 1 校） 

【参考：保全工事】 

（249,050 千円） 

校舎改修設計委託 

（小学校 1校） 

（中学校 1校） 

校舎改修工事 

（小学校 1/2 期 2 校） 

（小学校 2/2 期 1 校） 

（中学校 2/2 期 1 校） 

【参考：保全工事】 

（384,920 千円） 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

教委総務課 8,973,000 1,965,655 21.9% 574,000 28.3% 617,000 35.2% 945,000 45.7% 

 



 

 

こども 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

小学校施設整備事業 

（錦町小学校校舎増

築） 児童数増加が見込まれる錦町小

学校の校舎増築を実施する。 

R1～R3 

錦町小学校校舎増築設

計委託 

 錦町小学校校舎増築工

事（5教室） 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

教委総務課 381,000 27,000 7.1％ ― ― 354,000 100% ― ― 

 



６ 行財政運営

庁舎施設管理事業（庁舎建設）

セキュリティ対策事業

システム運用管理事業

2 多様な主体との連携・協働 健幸都市推進事業（公民連携プロジェクト）

3 市民の要請に応える職員の育成

6 自立した行政経営に基づく広域的な連携

5 公有財産の適正な管理運用 公共施設等個別施設計画策定等業務委託事業

行財政運営 1 効率的な行財政運営

4 市民一人ひとりに向き合う電子自治体 ＩＣＴ推進事業



 

 

行財政運営 

行財政運営－２多様な主体との連携・協働 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

健幸都市推進事業 

（公民連携プロジェクト）

公共と民間が連携し、新たな

サービスの提供や地域課題の

解決を図る公民連携まちづく

りを推進するため、人材の発

掘やネットワークづくり等を

目的としたフォーラムやワー

クショップを実施する。 

R1～R4 

（仮）みらい協創フォー

ラム開催 

ワークショップ開催 ワークショップ開催 フォーラム開催 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

企画情報課 14,000 3,000 21.4% 4,000 50.0% 4,000 78.6% 3,000 100% 

 

行財政運営－４市民一人ひとりに向き合う電子自治体 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

ICT 推進事業 庁内ＩＣＴ環境の整備、サー

バー仮想化統合基盤の運用及

び情報処理機器の導入などを

行う。 

― 

パソコンの一斉更新等 

仮想化基盤によるシステ

ムの運用 

公衆無線 LAN の設置 

保守委託料 

サーバー仮想化統合基

盤の機器更新 

 

サーバー仮想化統合基

盤の機器更新 

 

情報系パソコンの一斉更

新 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

企画情報課 ― ― ― 40,000 ― 78,000 ― 300,000 ― 

 

 

 



 

 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

システム運用管理事業 
市民への行政サービスの提供

が停滞しないように、安定し

たシステムの稼働を図るため

のシステム及び機器の更新を

行う。 

― 

庁内ﾈｯﾄﾜｰｸの管理 

ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用 

仮想化済みｼｽﾃﾑの保守 

住民情報統合ｼｽﾃﾑ開発・

運用 

庁内ﾈｯﾄﾜｰｸの管理 

ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用 

住民情報統合ｼ ｽ ﾃ ﾑ開

発・運用 

庁内ﾈｯﾄﾜｰｸの管理 

ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用 

住民情報統合ｼ ｽ ﾃ ﾑ開

発・運用 

庁内ﾈｯﾄﾜｰｸの管理 

ｼｽﾃﾑのﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ利用 

住民情報統合ｼｽﾃﾑ開発・

運用・ＯＳ移行 

内部事務ｼｽﾃﾑＯＳ移行 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

 企画情報課 ― ― ― 236,000 ― 236,000 ― 346,000 ― 

セキュリティ対策事業 情報管理、ウイルス対策や情

報漏えい対策などの情報セキ

ュリティマネジメントを行

う。 

R3 

 

 

 セキュリティ強靭化シ

ステム機器の更新 

 

 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

 企画情報課 120,000 ― ― ― ― 120,000 100％ ― ― 

 

行財政運営－５公有財産の適正な管理運用 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

公共施設等個別施設計

画策定等業務委託事業 

公共施設の老朽化情報や利

用・運営・コストなどの情報

を一元管理し、継続的に施設

の管理運営ができるよう、

（仮称）安城市個別施設計画

を策定し、安城市公共施設等

総合管理計画の改訂を行う。 

R2～R3 

 

 

「（仮称）安城市個別施

設計画」の策定業務 

「安城市公共施設等総

合管理計画」の改訂業

務 

 

新規 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

 経営管理課 30,000 ― ― 25,000 83.3% 5,000 100% ― ― 



 

 

事 業 名 事 業 概 要 
事業年度 

総事業費 

年度別事業内容 及び 事業費（千円） 

～2019（R1）年度 2020（R2）年度 2021（R3）年度 2022（R4）年度 

庁舎施設管理事業 

（庁舎建設） 老朽化した庁舎の建て替えの

ための基金を積み立てる。 

 

R3～ 

 

 

基金条例制定 基金積立 基金積立 

継続 累積事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 事業費 進捗率 

 行政課 ― ― ― ― ― 500,000 ― 500,000 ― 

 


