
令和３年度当初予算の状況
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予算ってなに？

予算とは、安城市の１年間の収入（歳入）と支出（歳出）の計画です。
予算を見れば、この１年間、どのくらいの収入が見込めて、
何にいくら使うのかが分かります。

一般会計 福祉や教育、道路整備など、行政の基本的な事業の会計

特別会計 国民健康保険や介護保険のように対象者が限られるなど、
一般会計と区別する必要がある事業の会計

企業会計 民間企業のように、利用料金などの収益で運営している
会計（安城市では水道・下水道事業会計が該当）

会計には、それぞれ“収入”と“支出”があります。

令和３年度当初予算の収入と支出を見てみましょう！
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金額（千円）

市税 35,053,870 51.8 ％

　うち個人市民税 12,220,000 18.0 ％

　うち法人市民税 812,000 1.2 ％

国・県支出金 13,999,794 20.7 ％

各種交付金等 6,209,000 9.1 ％

繰入金 4,365,257 6.4 ％

市債 1,600,000 2.4 ％

繰越金 1,500,000 2.2 ％

使用料、手数料、分担金等 1,329,627 2.0 ％

その他 3,672,452 5.4 ％

合計 67,730,000 100 ％

割合項目
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金額（千円）

民生費（子どもやお年寄り、障がい
のある人の福祉などに要する経費）

27,112,489 40.0 ％

教育費（小中学校や生涯学習などに
要する経費）

9,831,932 14.5 ％

土木費（道路や公園の整備などに要
する経費）

8,537,810 12.6 ％

衛生費（廃棄処理や予防接種などに
要する経費）

7,522,271 11.1 ％

総務費（全般的な管理、企画などに
要する経費）

6,078,502 9.0 ％

公債費（市債（借金）の返済などに
要する経費）

3,149,753 4.6 ％

消防費（消防に要する経費） 2,104,373 3.1 ％

その他 3,392,870 5.1 ％

合計 67,730,000 100 ％

割合項目
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金額（千円）

扶助費（生活保護、児童手当、保育園運
営、障害福祉サービスなどに係る経費）

15,108,933 22.3 ％

物件費（委託料、消耗品購入などに係る
経費）

14,678,463 21.7 ％

人件費（職員の給与、手当などに係る経
費）

11,690,541 17.3 ％

補助費等（各種団体への補助金、負担
金などに係る経費）

9,948,631 14.7 ％

投資的経費（道路築造、学校建設など
社会資本の新増設に係る経費）

7,029,449 10.4 ％

繰出金（市の特別会計への支出に係る経
費）

3,486,526 5.1 ％

公債費（市債（借金）の返済などに要す
る経費）

3,149,681 4.6 ％

その他 2,637,776 3.9 ％

合計 67,730,000 100 ％

割合項目



令和３年度当初予算総括表

特別会計 金 額

国民健康保険事業 13,797,000

土地取得 1,000

有料駐車場事業 232,000

安城桜井駅周辺特定
土地区画整理事業

1,260,000

介護保険事業 11,008,000

後期高齢者医療 2,443,000

合 計 28,741,000

企業会計 金 額

水道事業 5,074,000

下水道事業 6,057,000

合 計 11,131,000

会 計 金 額

一般会計 67,730,000

特別会計 28,741,000

企業会計 11,131,000

合 計 107,602,000

単位：千円
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安城市の予算を家計簿で考えてみよう！
安城市の一般会計予算の単位を１万分の１にして考えてみましょう。

予算（６７７億円）を年収６７７万円の家計に例えてみました。
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給料（市税等） 552 万円 食費（人件費） 117 万円

　うち基本給（市税） 350 万円 光熱費（物件費・補助費等） 246 万円

　うち諸手当（国・県支出金等） 202 万円 医療費（生活保護等の扶助費） 151 万円

パート収入（使用料・その他収入等） 65 万円 家の増改築等（建設費） 70 万円

貯金の取崩し（繰入金） 44 万円 子どもへの仕送り（繰出金） 35 万円

銀行からの借り入れ（市債） 16 万円 ローン返済（市債償還） 32 万円

合　計 677 万円 貯金（積立金） 0 万円

その他（維持補修費等） 26 万円

令和3年3月31日現在の貯金残高 224 万円 合　計 677 万円

令和3年3月31日現在の借金残高 195 万円

収　　入 支　　出



一般会計当初予算の年度推移
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億円



市税収入の年度推移
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令和３年度 主要事業一覧
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区分 事　　　業　　　名 担　当　課 区分 事　　　業　　　名 担　当　課

新規 健幸=SDGｓ課 拡充 土木課

新規 健幸=SDGｓ課 継続 都市計画課

新規 経営情報課 継続 都市計画課

新規 市民安全課 継続 南明治整備課

新規 市民安全課 継続 建築課

新規 市民課 新規 建築課

新規 高齢福祉課 新規 危機管理課

新規 社会福祉課 継続 危機管理課

新規 保育課 継続 危機管理課

継続 保育課 拡充 学校教育課

新規 健康推進課 継続 大学生緊急奨学支援金支給事業 教委・総務課

継続 健康推進課 継続 小中学校GIGAスクール運用事業 教委・総務課

新規 健康推進課 子育て支援課

新規 ごみゼロ推進課 教委・総務課

継続 農務課 新規 教委・総務課

継続 農務課・商工課 新規 アンフォーレ課

拡充 商工課 継続 文化振興課

新規 商工課 継続 スポーツ課

新規 土木課 継続 教委・総務課

継続 土木課

ケンサチプロモーション事業

公民連携事業

ＩＣＴ推進事業（自治体ＤＸ推進事業）

手作りハザードマップ作成支援事業

三河安城駅周辺パワーアップ再生プロジェクト推進事業

三河安城駅南地区土地区画整理支援事業

井杭山住宅建設事業

愛知県消防操法大会運営事業

地区防災計画策定支援事業

南明治地区土地有効活用事業

多世代住宅支援事業

おくやみ窓口設置事業

高齢者一般タクシー助成事業

総合福祉センター改修事業

使用済み紙オムツ回収・処分事業

自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業

防犯カメラ設置推進事業

防災ラジオ配布事業

スクールサポートスタッフ活用事業

新規 錦町小学校校舎増築・錦町児童クラブ建設事業

生活道路新設改良事業(市道新切天白線)

健康づくり環境整備事業

母子手帳アプリ事業

廃棄物エネルギー利活用検討事業

食料・農業・交流推進事業

安城プレミアム商品券発行事業

地産地消・乾杯条例推進事業

がんばる中小企業応援事業

民間保育所等支援事業

新型コロナウイルスワクチン接種事業

交差点改良事業（市道長根東山ノ田線・北歌口八幡線）

小中学校屋内運動場等建具改修事業

読書活動推進事業(第3回安城市新美南吉絵本大賞)

国史跡本證寺境内保存活用整備事業

国際・全国大会推進活動事業

北部学校給食施設整備事業



令和３年度主要事業紹介（１／６）
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１０款 ０５項 ３０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

　1　事業概要
　　　時間や場所を問わず、スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカード 1　事業概要
　　を用いてオンラインで、住民票など各種証明書の交付申請及び手数料の 　　コロナ禍においても、施策や事業の実施に対しての市の意思決定
　　支払いができる環境を整備します。 　等を自宅等でも行える体制を築き、迅速な行政サービスを実現する
　　　また、スマートフォンやパソコンから、市民が簡単な質問に答えていくこと 　ため、テレワークやWeb会議の環境整備を推進します。
　　で、転入などの際に必要な手続き・持ち物等を調べることができる「手続き 　　また、テレワーク中の迅速な意思疎通や電話やメールに代わる
　　案内サービス」を導入します。 　　 　簡便なコミュニケーションツールを導入することで職員の業務効率

　　 　向上に向けた環境整備を推進します。
　2　手続きの種類 　
　　　オンライン申請・・・住民票、印鑑登録証明書の交付など 2　予算額
　　　手続き案内・・・・・・転入・転居・転出・結婚・出生・離婚・氏名変更・死亡 　　テレワーク関連経費 42,754 千円

　　Web会議関連経費 1,204 千円
　3　予算額 　　ビジネスチャット※サービス使用料 3,696 千円
　　　オンライン申請サービス使用料 7,260 千円
　　　手続き案内サービス使用料 1,062 千円 ※ビジネスチャットとは、いわゆるライン（ＬＩＮＥ）

　　のような対話型の職員同士のコミュニケー
　　ションツールのこと。

　1　事業概要
　　　本市のDXを強力に推進するため、民間のスペシャリスト人材の専門知
　　識・業務経験・人脈・ノウハウ等を活用し、外部の視点・民間の経営感覚・ 【その他の事業】
　　スピード感覚を得ながらペーパーレス等の業務効率化等を推進します。 　AI-OCR使用料 1,320 千円

　RPAツール使用料 4,235 千円
　2　予算額 　AIチャットボット使用料 1,344 千円
　　　DX推進支援業務委託料 6,600 千円

※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用して行政サービスを変革すること。

業務改革係、情報システム係

℡ 71-2205、71-2207

デジタル技術を活用して、市民サービスの向上と行政事務の効率的推進などに取り組みます。

(新規)

電算管理費

ＩＣＴ推進事業（自治体ＤＸ※推進事業）

行財政運営

69,475 千円

企画部経営情報課



令和３年度主要事業紹介（２／６）
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１０款 ０５項 ７０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

１　事業概要

【令和3年度事業概要】

２　設置場所
　①人の往来が多い、駅周辺
　②子どもたちの安全安心を守るため、小学校の通学路周辺等
　　※　警察と連携し、小学校とも情報共有を図って
　　 　　市民のみなさまのプライバシーに配慮しながら設置します。

３　設置完了
　令和３年１２月まで

４　稼働開始
　令和４年１月～

５　防犯カメラを設置することによる効果
　①犯罪の未然防止につながります。
　②地域住民に安心感が生まれます。
　③地域住民に防犯に対する意識が高まります。

６　その他
　　町内会への「街頭防犯カメラ設置補助金」は継続して実施します。

　市民生活の安全安心を確保するために、防犯カメラを100台設置することで市内の防犯体制を強化するとともに、市民の防犯意識の向
上を図り、犯罪抑止に努めます。

(新規)

市民安全推進費 環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

項　　目 予算額（千円） 内容

防犯カメラリース料 27,655
防犯カメラ100台の設置費用及び令和4年1月～3月分のリー
ス料

合　計 27,655

市民生活の安全安心確保のため
100台の防犯カメラを設置し、犯罪抑止を図ります。

防犯カメラ設置推進事業
市民生活部市民安全課

27,655 千円
市民安全係

℡ 71-2219



令和３年度主要事業紹介（３／６）
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１５款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1 事業概要 3 助成内容

4 事業費内訳

2 対象者
5 事業開始日

＜在宅生活におけるタクシー利用助成の利用シーン・事業効果＞

　・一般タクシー利用助成扶助費 ： 6,900千円
　・利用助成券印刷製本費及び郵送費 ： 669千円

高齢福祉係

℡ 71-2223

在宅の要介護・要支援認定高齢者の外出を促進し、在宅生活の充実を図るため、
一般タクシーの利用に対する助成を実施します。

(新規)

老人福祉費

高齢者（要介護・要支援認定者）
一般タクシー助成事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

7,569 千円

福祉部高齢福祉課

　令和3年10月1日

　500円のタクシー利用助成券を、年間最大36枚交付します。　日常在宅生活において、外出目的に適した移動手段が乏しい
要介護・要支援認定高齢者を対象に、各地域での通院・買い物・
地域活動などの多様な外出ニーズに対応するとともに、要介護
状態の改善や介護予防へとつなげ、在宅生活の充実を図るた
め、一般タクシーの利用助成を実施します。

在宅の65歳以上で要介護・要支援認定を受けた高齢者
 ※特別養護老人ホーム等の入所・入居者は対象外です。



令和３年度主要事業紹介（４／６）
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２０款 ０５項 １０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

１　事業内容 国の示すスケジュールに沿って、新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に進めていきます。
ワクチンの種類や医療機関との調整によって、個別接種や集団接種を組み合わせて実施していきます。

２　事業費

３　財源 国庫負担金・補助金１０／１０

４　工程 ・接種券印刷、郵送
・予約受付
・接種開始
・接種結果入力、委託費等支払

郵便料 18,050

接種委託料 881,232
ワクチン接種委託料（190,000人×２回×2,277円）
乳幼児加算（11,000人×2回×726円）

内　　容

業務委託料 58,212 印刷・封入封緘業務委託、コールセンター業務委託

※１、２

集団接種会場使用料

(新規)

予防費 健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

新型コロナウイルスワクチン接種事業
子育て健康部健康推進課

1,031,491 千円
健康推進係

℡ 76-1133

住民を対象とした新型コロナウイルスのワクチン接種を、高齢者より順次実施します。

予算額（千円）

電話回線敷設等

委託料

20,200 集団接種会場で必要となる物品
報償費等 50,298 医師・薬剤師・看護師の報償費　等

※１　個別接種を中心とした接種体制を想定しているため、全住民で算定しています。

1,031,491

802 医療廃棄物処理委託料
会場使用料 297

※２　ワクチン接種委託料は国の基準単価（2,277円）にて算定しています。

190,000人×95円
事務手数料 1,000 国保連事務手数料

システム使用料 1,200 集団接種予約システム使用料

集団接種実施の場合
消耗品・備品

計

修繕料 200



令和３年度主要事業紹介（５／６）
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３５款 ０５項 １０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

商業観光係

℡ 71-2235

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者及び
子育て世帯を支援するため、「安城プレミアム商品券」を発行します。

(新規)

商工業振興費

安城プレミアム商品券発行事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

651,500 千円

産業環境部商工課

1 安城プレミアム商品券

（1）目的

安城プレミアム商品券を発行し、飲食店や小売店等への支援及び地域経済の活性化を図る。

（2）実施主体 安城市（事業の運営は委託）

（3）購入対象者 18歳以上（令和3年4月1日現在）の市内在住者

（4）利用期間 令和3年8月上旬～令和4年1月末

（5）予算 215,000千円（プレミアム分160,000千円、事務費55,000千円）

2 安城プレミアム建設券

（1）目的

建設事業者の支援及び地域経済の活性化を図るため、安城

商工会議所が発行する「安城プレミアム建設券」に係る経費等を

補助する。

（2）購入対象者

市内において自己が居住する専用住宅、または自己が専用す

る敷地内の工事を実施する18歳以上の市内在住者。1世帯1申

請。

（3）利用期間 令和3年7月～令和4年1月末

（4）予算

36,500千円（プレミアム分30,000千円、事務費6,500千円）

3 安城プレミアム商品券の無償配布

（1）目的

0～18歳（高校3年生世代まで）に対して安城プレミアム商品券を10,000円分（地元応援券1,000円×10枚）無

償で配布することで、子育て支援、生活支援を図る。また、販売分と合わせて発行することにより、一層の消費喚

起及び景気の底上げを図る。

（2）利用期間 令和3年8月上旬～令和4年1月末（販売分と同様）

（3）配布方法 対象者約36,000人へ郵送

（4）予算

400,000千円（商品券分360,000千円、事務費40,000千円）

販売額 発行額

（千円） （千円）

1冊5,000円（額面6,000円）
共通券（全店舗で利用可能）1,000円券×3枚

地元応援券（中小商店のみ利用可能）1,000円券×3枚
販売冊数16万冊

購入限度冊数：1人6冊（3万円）※申込多数の場合は抽選

プレミアム率 内　容

20% 800,000 960,000
販売額 発行額
（千円） （千円）

1口5万円（額面6万円）
3,000口販売
購入限度数：5口（25万円）

プレミアム率 内　容

20% 150,000 180,000
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５０款 ０５項／１０項・１５項 ３５目／０５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1　事業概要 多様な安城市の子供たちを誰一人取り残すことのない公教育を目指し、公正に個別最適化された学びを実現するために整備した、
児童生徒１人１台端末と高速大容量の通信ネットワーク環境を運用します。

2　1人１台端末環境の活用方法

　◆一人一人に「myタブレット」を貸与し、教科書のＱＲコードからデジタル教材を利用し、
　　拡大、書き込み、教材動画の視聴ができます。
　◆複数のタブレットから１つのタブレットに同時に書き込むことができるので、
　　お互いの考えや発想を共有でき、話し合う場が生まれます。
　◆タブレットを持ち帰ることで、タブレットを通して宿題の配布ができるようになります。

　◆家庭と学校の連絡ツールとして使用します。
（Sky社HP）

　◆児童生徒が学校で言えない悩みや相談を教師に伝えやすくなります。

3　予算概要 令和2年度にネットワークをはじめとする主な環境整備を実施しており、令和3年度は運用に要する経費が必要となります。
（千円）

項目 内容 金額
◆ICT支援員、GIGAスクール ICTを活用した授業を支援
　 サポーター配置委託料 iPadや無線アクセスポイントの運用保守 42,000

◆タブレットリース料 10.2インチ　iPad  Wifiモデル32GB　18,500台（児童生徒および教師用）
191,531

◆学習用ソフト使用料 スカイメニュークラウド
授業支援ソフト（画面共有機能、児童生徒の発表支援など） 132,000

eライブラリアドバンス
ドリルソフト（単元学習・解説教材・確認問題など）

Society5.0時代を生きる子どもたちのために、誰一人取り残されることのない
個別最適化された学びを実現する教育ICT環境を運用します。

(継続)

　教育センター費／ 学校管理費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

小中学校ＧＩＧＡスクール運用事業
教育振興部総務課庶務係

365,561 千円
教育振興部学校教育課研究係

℡ 71-2253・71-2254


