
令和３年度当初予算

主要事業概要

安　城　市

（１事業１ペーパー）



区分 事　　　業　　　名 担　当　課 頁 区分 事　　　業　　　名 担　当　課 頁

新規 健幸=SDGｓ課 1 拡充 土木課 21

新規 健幸=SDGｓ課 2 継続 都市計画課 22

新規 経営情報課 3 継続 都市計画課 23

新規 市民安全課 4 継続 南明治整備課 24

新規 市民安全課 5 継続 建築課 25

新規 市民課 6 新規 建築課 26

新規 高齢福祉課 7 新規 危機管理課 27

新規 社会福祉課 8 継続 危機管理課 28

新規 保育課 9 継続 危機管理課 29

継続 保育課 10 拡充 学校教育課 30

新規 健康推進課 11 継続 大学生緊急奨学支援金支給事業 教委・総務課 31

継続 健康推進課 12 継続 小中学校GIGAスクール運用事業 教委・総務課 32

新規 健康推進課 13 子育て支援課

新規 ごみゼロ推進課 14 教委・総務課

継続 農務課 15 新規 教委・総務課 34

継続 農務課・商工課 16 新規 アンフォーレ課 35

拡充 商工課 17 継続 文化振興課 36

新規 商工課 18 継続 スポーツ課 37

新規 土木課 19 継続 教委・総務課 38

継続 土木課 20交差点改良事業（市道長根東山ノ田線・北歌口八幡線）

33

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

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

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

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

※本資料の記載内容は予算編成時点の計画であり、事業内容に変更が生じる場合があります。

目　　　　　　　　　　次

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



１０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

　１　事業概要

企画政策係

℡ 71-2204

市制施行70周年に向けて、eスポーツを核とするデジタルコンテンツを活用し、
シティプロモーションを推進します。

(新規)

企画費

ケンサチプロモーション事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

10,000 千円

企画部健幸=SDGｓ課

　３　業務内容

　２　期待される効果

令和４年度の市制施行７０周年を契機とし、eスポーツを核とするデジ

タルコンテンツを活用し、新しい形のシティプロモーションを推進します。

デジタルコンテンツを利用することにより、

時間や場所の制約が少なくなるため、幅広

い世代、ハンディキャップをもった人も容易に

参加できるようになり、住民の本市への愛着

や誇りを醸成するとともに、従来にない形で

市外へのPRが可能となります。また、本市

が抱える様々な課題（高齢化の進展や生産

年齢人口の減少、産業構造の変化）を克服

し、DXを推進する可能性を秘めています。

（１）実施体制、施設環境などの検討

（２）プレイベントの実施

新しい形での

シティプロモーション

令和３年度

令和４年度
（市制施行70周年）令和３年度は、実施体制、施設環境などの検討

業務を行い、プレイベントを実施します。

高齢者の介護予防

幅広い世代の参加

ニューノーマルへの対応

新たな活躍の場

遠隔地との交流

ハンディキャップを超えた交流

新規産業の創出

新しい形での

シティプロ

モーション

を推進接触機会小

時間・場所の制約小

新 規 性

デジタルコンテンツの特性

期待できる効果

令和５年度
健幸都市の実現
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１０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

１　事業概要 SDGs（持続可能な開発目標）で未来を考え、あるべき姿の実現に向けて民間事業者等と連携しながら、一人ひとりが
健康で幸せに暮らすことのできる地域社会の構築に向けた施策を実施・検討します。

２　主な事業内容 ＜市政へのSDGsの理念の組込み＞
・「安城市版ＳＤＧｓ」の検討
・「SDGs未来都市」の研究

＜普及啓発＞
・未来を考えるきっかけとして、「ＳＤＧｓ未来会議」の実施
・本市の取組をＰＲするための「ＳＤＧｓポータルサイト」の作成

持続可能な地域社会の実現に向け、ＳＤＧｓと公民連携により
ケンサチまちづくりを推進します。

(新規)

企画費 行財政運営

公民連携事業
企画部健幸=SDGｓ課

21,500 千円
公民連携係

℡ 71-2204

出典：株式会社スノーピーク

ビジネスソリューションズ

ＳＤＧｓポータルサイトの作成

（現ケンサチポータルサイトとの統合）
安城市ＳＤＧｓ未来会議（イメージ）

（参考）現ケンサチウェブサイト
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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
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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　補助対象者
　市内に住所を有する令和3年度末時点の満年齢が18歳以下及び65歳以上の者

３　補助対象経費
　自転車乗車用ヘルメットの購入費用

４　補助額
ヘルメット１個当たりの購入金額の１/２　上限2,000円（１人につき１個まで）

５　主な要件
①ヘルメットはＳＧマーク若しくはＪＣＦマーク等の認証を受けたものであること

・ＳＧマーク（一般財団法人製品安全協会の安全認証）
・ＪＣＦマーク（公益財団法人日本自転車競技会連盟の安全認証）　等

②自ら着用するために購入した新品のヘルメットであること

(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）

自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業
市民生活部市民安全課

自転車乗車用ヘルメット購入費用の一部を補助することにより、
ヘルメットの着用を促進し、自転車利用時における交通事故による頭部損傷の軽減を図ります。

　愛知県はヘルメットの着用を努力義務とする「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（仮称）」の制定を予定しています。
　これに伴い、市がヘルメットの購入費用の一部を補助することで、ヘルメットの着用を促進し、交通事故による頭部損傷の軽減を図りま
す。

項　　目 予算額（千円） 内容
自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 5,000 2千円×2500個

5,000 千円
市民安全係

℡ 71-2219
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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。

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

　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。
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１０款 １５項 ０５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1　事業概要 死亡届出後に必要となる保険や年金、税など多岐に渡る市役所での手続は、現在、ご遺族の方が関係各課それぞれの窓口を
訪れて行っています。
慣れない手続のため、手続漏れや必要書類の不備などで、出直さなければならない場合も生じています。
できる限りワンストップで手続のできるおくやみ窓口を設置することで、各課窓口への移動の手間や、手続漏れを防ぎ、
ご遺族の負担軽減を図ります。

2　開始予定 令和3年7月  市役所のどこで何の手続をしたらいいの？という不安を解消します。

3　基本方針 ①ワンストップサービス
できる限りご遺族の方が移動することなく、
1つの窓口で、職員が交代で対応する、
ご遺族の方の負担が少ない窓口を目指します。

②事前予約制
3開庁日前までの事前予約で、
平日1日3組（午前1組、午後2組）
の予約を受け付け、待ち時間の少ない窓口を目指します。

4　予算概要 職員人件費 2,024 千円
初年度消耗品等 159 千円

合計 2,183 千円

※「おくやみ窓口」とは、死亡届提出後の市役所での各種手続を行うための
専用の窓口のことです。

証明係

℡ 71-2221

身近な方が亡くなられた後の市役所での手続を、ご遺族に寄り添い、お手伝いします。

(新規)

戸籍住民基本台帳費

おくやみ窓口設置事業

行財政運営

2,183 千円

市民生活部市民課
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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。
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１５款 ０５項 ４０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

　１　事業概要
　　　「地域福祉の拠点施設」である総合福祉センターについて、平成3年度の開館後、約30年が経過し、老朽化が進んでいることから、今後も、安全安心な
　　利用ができるよう、必要な改修工事を行います。
　　　併せて、総合福祉センター内の療育センター跡地（あんステップ♬へ移転済）に、老朽化が進む「高齢者生きがいセンター」（指定管理者：シルバー人材
　　センター）を移設し、施設の有効利用を図るとともに、利用者の施設間交流による就労や生きがいづくりを促進し、高齢者福祉の向上を図ります。

　２　主な工事内容 　　総合福祉センター外観
　　（１）屋根、外壁の改修
　　（２）空調、給排水、風呂、照明設備、エレベーターの更新
　　（３）高齢者生きがいセンターの移設
　　　　①療育センター跡地を「事務室」に改修、②車庫を「作業所」に改修
　　（４）児童センターの利用スペースを拡張

　３　予算
 　　　379,274千円（改修・移設に伴う関連費用を含む）
　　　　うち改修工事費 281,600千円 (継続費R3:281,600千円、R4:422,400千円)

　４　事業期間（休館予定）
　　　令和3年10月から令和4年9月まで

【現状】 　療育センター跡地（1階） 　児童センター（3階） 　車庫（総合福祉センター北側）

【改修後】 　高齢者生きがいセンター事務室 　利用スペースを拡張 　高齢者生きがいセンター作業所

老朽化の解消と利便性の向上を図るため、総合福祉センターの改修工事を行います。
併せて、総合福祉センター内に、高齢者生きがいセンターを移設します。

(新規)

福祉センター費 きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

総合福祉センター改修事業
福祉部社会福祉課

379,274 千円
社会福祉係

℡ 71-2262
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１５款 １０項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

１　事業概要
　　<現状>
　　　使用済み紙オムツ　　→　　個人バケツで保管　　⇒　　毎日、保護者が持ち帰り

　　<実施後>
　　　使用済み紙オムツ　　→　　ごみ箱で保管　　　　　⇒　　定期的に、業者が回収・処分

　　　※1　0・1・2歳の低年齢児が対象（公立8園、事業団10園、民間15園）
　　　※2　保護者への一律サービス提供の観点から、民間園においても対応（補助金の交付）

２　予算内訳

消耗品費 280千円 室内ごみ箱（公立）
備品費 2,000千円 屋外ごみ箱（公立、事業団）
補助金 6,199千円 室内ごみ箱（事業団、民間）、屋外ごみ箱（民間）、

回収・処分費（事業団、民間）
合計 8,479千円

※事業団園の備品は、保育施設・設備であるため
　 市費で購入

 

℡ 71-2273

使用済み紙オムツを園で回収・処分することにより、保護者と保育士の負担を軽減します。

(新規)

保育園費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

使用済み紙オムツ回収・処分事業
子育て健康部保育課

8,479 千円
保育経営係

実施後

現状
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１５款 １０項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

１　事業概要 急増する保育需要に対応するため、東山中学校区に0歳児から5歳児までを対象とする民間保育所等を運営する事業者
を公募し、有識者等による選考委員会の審査結果を踏まえ決定し、令和4年4月1日開園に向けて新設工事が行われる
よう支援します。また、新たに設立された安城市こども未来事業団へ移管する14園に対して、他の民間保育所等と同様に
運営に係る費用を支援します。

２　実施内容
　【東山中学校区民間保育園】

 　  予算額 343,730千円（国 229,154千円、市 114,576千円）
                                  （民間保育所等施設整備事業補助金）

　   建設予定地　     安城市里町地内　敷地面積2,753㎡

  予定定員 130人以上（うち3歳未満児55人以上）

  スケジュール 令和3年2月：土地造成工事着手　令和3年7月造成工事完了
　　　　　　　　　　　　　　令和3年8月：建設工事着手  令和4年3月：建設工事完了
         令和4年4月：開園

　　【安城市こども未来事業団14園】
 　  予算額　　       　 　 1,316,545千円（国 493,635千円、県300,835千円、市522,075千円）

（私立保育園等委託料、私立保育園等運営補助金）

　　予算内容 安城市こども未来事業団園の運営に係る費用
対象　保育園　10園
　　　　幼保連携型認定こども園　4園
（ごみ等処理委託料、電話料、電気料、職員共済費など）

保育経営係

℡ 71-2273

低年齢児を中心とした保育需要への対応、待機児童対策として民間保育所等を支援します。

(継続)

保育園費

民間保育所等支援事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

3,725,944 千円

子育て健康部保育課

整備予定地
里町小学校

東山中学校

㈱デンソー
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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
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２０款 ０５項 ３０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

　事業目的
　　　市民一人一人が主体的に健康づくりに取り組めるよう、行動意欲を高める『きっかけ』をつくります。また、一人一人の健康づくりを後押しし、市民や
　　地域団体などが健康づくりの担い手として主体的に活動できるよう、健康づくりに取り組める『環境』や『しくみ』を整えます。

     あんじょう健康大学事業 　事業費　  955千円
　      安城更生病院・八千代病院などの専門家に      まちのおくすり屋さん事業 　事業費　  210千円
      よる健康づくりのきっかけとなる講座を開催します。  　     薬剤師会と協力し、市民が市内の薬局で、簡易な

     健康測定や相談が受けることができる機会を作りま
     健康づくりきっかけ教室事業 　事業費　2,070千円      す。
      　健康づくりサポーターを講師として、健康づくりのきっかけと
      なるような運動教室や、健康講話を行います。
　　

　　　健康の道
　   健康測定会運営事業 事業費　 770千円 　　　　平成２３年度から登録をしてきた「健康の道」は、全中
　　　　市内で健康測定会を実施し、市民が測定結果を元に、 　　　学校区で登録完了しました。
　　　健康づくりを自発的に始めるきっかけを作ります。 　　　「健康の道ウォーキングマップ」を作成し、健康管理の

　　　ためのウォーキングを普及していきます。
　　 あんじょう健康マイレージ 事業費　881千円
　　　　だれでもすぐに始められる健康づくり活動に対して、
　　　インセンティブをつけ、健康づくりに取り組むきっかけを
　　　つくります。 健康づくりサポーター事業 事業費　　618千円

　健康づくりリーダー、食育メイトなど、健康づくり推進に
取り組む団体や個人の活動を応援します。

健康推進係

℡ 76-1133

健康意識を高め、市民一人一人が主体的に健康づくりに取り組める環境整備を進めます。

(継続)

生活習慣病対策費

健康づくり環境整備事業

健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

8,528 千円

子育て健康部健康推進課

行動したくなる環境の整備

知りたくなる機会の創出

参加したくなる機会の創出

健康づくりに取組む市民を応援

-12-



２０款 ０５項 ４０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1　事業概要
妊娠・出産・子育てに関する必要な情報を必要なタイミングで必要な人に配信します
母子健康手帳の記録をデジタル保存し紙の母子健康手帳を補完するとともに、
子どもの成長記録を家族で共有します
６月頃から乳幼児集団健診や離乳食講習会の予約がスマートフォンでできるように
なります。

2　導入するメリット

3　予算内訳
母子手帳アプリ　
　　　基本使用料 月55,000円（税込）×12か月
　　　予約システム初期設定費用 330,000円（税込）
　　　予約システム使用料 月33,000円（税込）×10か月

保健指導係

℡ 76-1133

妊娠・出産・子育てをスマートフォン向けアプリを活用して切れ目なく支援する

(新規)

母子保健費

母子手帳アプリ事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

1,320 千円

子育て健康部健康推進課

子育て情報など見

たい情報を見たいと

きに見られない

母子健康手帳記載の

成長記録を家族と共

有できない

一部の外国語にしか

対応していない

予防接種が多種頻回

で複雑なため、接種

のタイミングがわから

ず接種を忘れることも。

出典：株式会社エムティーアイ

母子健康手帳とアプリの併用で解決！

＋
予約システム（オプション）を入れることで市民

の利便性がさらにＵＰ！

・成長記録を家族
で共有できる

・多言語対応（１１
か国語）

・妊娠・子育てに関
する情報をスマホ
で確認できる

・面倒な予防接種
を自動的にスケ
ジューリング

・健診や講習会を
スマートフォンで予
約（電話や来所が
不要）
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２０款 １０項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1 事業概要

2 現状【令和元年度実績】
廃棄物エネルギーの活用先
◇発電：90％（発電量14,680MWh、余剰電力売払量7,184MWh）
◇蒸気及び温水：10％（マーメイドパレスの空調と温水及び明祥プラザの温水など）

3 廃棄物エネルギー活用の主な課題
◇発電出力の限界
◇発電出力抑制の要請
◇新たな電力・蒸気・温水の活用先

4 主な事業内容
◇地域循環型社会の実現に向けた整理
◇CO2フリーの電力（グリーン電力）としての付加価値の検討
◇発電効率UPに向けた検討
◇新たな電力・蒸気・温水の活用先の検討
◇地域産業との連携・公共施設等への活用検討（歳入確保・歳出抑制）
◇災害時の電源確保の検討
◇先進事例、国及び電力市場の動向調査

℡ 92-0178

「地域循環型社会実現」に向けて、地域に新たな価値をもたらす
廃棄物エネルギーの合理的な活用を図る仕組みづくりを検討します。

　 ごみの焼却等によって得られる廃棄物エネルギー（電力・蒸気・温水）の効率的な利用を図るため、市内におけるエネルギーの循環及
び地産地消の促進と温室効果ガス（CO2）排出量の削減など、本市の地域特性に合わせた新たな付加価値の検討を行います。

(新規)

環境クリーンセンター費 環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

廃棄物エネルギー利活用検討事業
産業環境部ごみゼロ推進課

10,340 千円
施設係

◆電力

◆蒸気

◆温水

◆エネルギー循環

◆地産地消

◆ごみ焼却施設

◆家庭ごみ

◆事業ごみ

廃 棄 物利 用

焼 却エネルギー

変換
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３０款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1　食料・農業・交流推進事業補助金　25,000千円

・環境に配慮した水稲直播推進事業
　目　 的： 農業後継者育成及び担い手の確保 ・転作団地化推進事業
　内　 容： ・水稲低コスト団地栽培事業

　対象者：

2　安城市食料・農業・交流基本計画策定委託料　3,000千円　（令和4年度債務負担4,200千円、計7,200千円）

農政係

℡ 71-2233

魅力ある地域農業の発展を推進するための支援及び
新たな食料・農業・交流基本計画の策定を行います。

(継続)

農業振興費

食料・農業・交流推進事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

28,000 千円

産業環境部農務課

安全・安心な地元農産物の普及促進と健全な食生活の実践、農業経営体の育成・確保と持続的な農業の促進、安城農業の
魅力発信と『農』への理解や自立的な交流の促進など、魅力ある地域農業の発展を推進するために実施する事業に対して補
助金を交付します。

・革新的農業推進事業

国の「食料・農業・農村基本計画」・「食育推進計画」、県の「食と緑の基本計画」・「食育いきいきプラン」を踏まえ、市農業の基
本計画を策定します。
第3次となる今回の策定では、「安城市食育推進計画」と統合していきます。このため、現在の第2次食料・農業・交流基本計画
を第3次食育推進計画が終了となる令和4年度まで1年延長し、令和4年度までの2か年で新たな基本計画を策定します。

里親農家制度事業

・水田畦畔除去事業
・イチジク・ナシ新規栽培・改植事業

就農希望者を指導する農家及び農機具等
提供する農家に対し補助金を交付します。

【令和3年度からの新規メニュー】 【その他の主な補助金メニュー】

技術支援ができる農家または農業機械や
作業場等を無償で提供できる農家
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３０款 ０５項 １５目

３５款 ０５項 １５目

〔令和3年度予算額〕

3,500 千円 産業環境部商工課商業観光係

℡ 71-2235

地元の農産物や郷土の料理の消費を促すとともに、安城市にゆかりのある
飲み物で乾杯の習慣を広め、食文化の振興とまちの活性化を図ります。

産業環境部農務課農政係

℡ 71-2233

農業振興費

(継続)

総合計画： 経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）
観光費

地産地消・乾杯条例推進事業

ＫＡＮＰＡＩ ＡＮＪＯ

２０１９年５月１日の改元に合わせて、

「安城の豊かな水と大地の恵みに感謝し、

乾杯する条例」が施行されました。

この条例は安城にゆかりのあるお酒や

お茶などを用いた乾杯の習慣を広める

とともに、地産地消を推進することで、

食文化の振興とまちの活性化を図るこ

とを目的としています。

【目的】

市内特産物を使ったオリジナルカクテル「安城公式カクテル」を生み出すこと。（地産地消）

また、「安城公式カクテル」を市内のバーや飲食店等で提供されるようにＰＲすること。（乾杯条例推進）

なお、「安城公式カクテル」誕生の瞬間をより多くの方に関わっていただけるよう、併せて地産地消や

乾杯条例関連のイベントを開催します。

安城公式カクテルとは・・・

以下の材料（安城市産）１～９のうち、１つ以上を使用したカクテルであること。

１．米（日本酒は「米」に該当）

２．麦（ビールは「麦」に該当）

３．いちじく ４．梨 ５．チンゲンサイ

６．いちご ７．ぶどう ８．きゅうり ９．大豆

-16-



３５款 ０５項 １０目

〔令和3年度予算額〕

市内中小事業者の経営諸課題解決、新型コロナウイルス感染症に立ち向かう取組を引き続き支援します。

(拡充)

商工業振興費 総合計画：経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

 がんばる中小企業応援事業
産業環境部商工課

工業労政係
58,872 千円 ℡ 71-2235

20万円

専門家相談 40万円

新ビジネス支援 50万円

内容 補助上限額
人材育成 15万円
人材確保 20万円
展示会出展 20万円
特許申請 20万円

依頼試験 10万円

販売促進

がんばる中小企業応援事業補助金（40,000千円）
市内中小企業の人材育成、人材確保等の経費を補助する。（補助率５０％）

新ビジネス支援事業（10,000千円）

新型コロナウイルス感染症対策の

ための新製品開発や営業形態の

転換を目指す新たな取組に要する

費用を令和2年度に引き続き支援

（新ビジネス支援のみ補助率2/3）

企業間連携等支援事業補助金（8,500千円）
安城商工会議所が実施する下記の取組に対して市が補助する。

ＷＥＢ展示場開設(7,000千円)

専門の広報担当がいない会社でも、365日24時間自社の強みを分かりやすく紹介でき

るＷＥＢ展示場を従来の展示商談会「ものコン」に代えて開設する。

ビジネス交流会(1,500千円)

WEB展示場を補完し、市内企業同士の人脈づくりを加速させる実会場での交流会を実

施する。

新ビジネス支援活用事例：シリコン製透明マスク

WEB展示場のイメージ
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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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４０款 １０項 ２０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

 1 事業概要
　本路線は、東端工業専用地域における主要道路として重要な道路です。周辺には、大小の工場が建ち並び、
大型車の交通量は多いものの、現況道路は狭く通行に支障をきたしています。また、中学校の通学路になって
いますが、歩道が整備されていないため、非常に危険な状況でもあります。
　そこで、物流における交通の円滑化と、歩行者の安全対策を図るため、道路の拡幅と歩道を整備します。

 2 令和３年度事業費
　道路詳細設計 10,000 千円
　物件調査 5,000 千円
　土地鑑定評価 2,500 千円

 3 全体計画
　令和２年度 　用地測量
　令和３年度 　道路詳細設計、物件調査、土地鑑定評価
　令和４年度 　用地買収、物件補償
　令和５年度 　排水路整備
　令和６年度 　道路・歩道整備
　令和７年度 　道路・歩道整備

道路建設係

℡ 71-2239

東端工業専用地域の物流における交通の円滑化と
歩行者の安全対策を図るため、道路の拡幅と歩道を整備します。

(新規)

道路新設改良費

生活道路新設改良事業
（市道新切天白線）

環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

17,500 千円

建設部土木課

標準断面図

位置図

10000

2500 7500

750 3000 3000 750

1.5%1.5%2.0%

現況写真

東端工業専用地域
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４０款 １０項 ２５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

 1 事業概要
　本交差点は、全ての方向に「止まれ」の規制があり、車同士が譲り合うため、
交通量の多い朝の通勤時間帯に渋滞が発生しています。
　そこで、安全性を確保しつつ渋滞の緩和が可能な、環状交差点を整備します。

 2 令和３年度事業費
　工事請負費 80,000 千円

 3 全体計画
　令和元年度　道路詳細設計、用地測量
　令和２年度 　用地買収、交差点改良工事
　令和３年度 　交差点改良工事

道路建設係

℡ 71-2239

交差点の渋滞緩和と安全対策を図るため、環状交差点を整備します。

(継続)

交通安全施設整備事業費

交差点改良事業
（市道長根東山ノ田線・北歌口八幡線）

環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

80,000 千円

建設部土木課

環状交差点（ラウンドアバウト）概要図

位置図
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４０款 １５項 １０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1　手作りハザードマップとは
住民が水害を自らの問題と捉え、早期避難のポイントをマップにする取組みです。
マップの作成にあたっては、市やNPOがワークショップの開催を支援します。

主体

2　事業の経緯
安城市雨水マスタープランに基づき、概ね毎年1地区、計10地区で作成してきました。

年度 H19 H23 H24 H25 H26 H27
地区 藤野 西尾 城南 鹿乗・小川 二本木連合 篠目
年度 H28 H29 R1 R2
地区 相生 横山 小川 三ツ川

3　令和3年度の取組内容
甚大な被害が想定される矢作川沿岸地域を始め、8地区で取り組みます。
概算事業費：400千円／地区×8地区＝3,200千円

河川係

℡ 71-2239

いつ起こるか分からない豪雨災害に対して”命を守る”ための備えを充実させるため、
住民が主体となって手作りハザードマップを作成します。

(拡充)

河川新設改良費

手作りハザードマップ作成支援事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

3,200 千円

建設部土木課

住民（町内会）

記載内容
想定し得る最大規模の浸水区
域や浸水深、避難所など

地形（標高）、水に浸かりやすい
場所、安全な避難経路など

水害ハザードマップ 手作りハザードマップ
行政

まち歩き マップ作成
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４０款 ２０項 ０５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

拠点整備係

℡ 71-2243

三河安城駅周辺において公民連携のまちづくりを行うため、社会実験等を通じて意欲のある人、
地域団体、民間企業等と目指す将来像、ビジョンを共有し、まちを本格的につかう取り組みを進めます。

(継続)

都市計画総務費

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

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

10,000 千円

都市整備部都市計画課

【事業費】三河安城駅周辺パワーアップ再生プロジェクト推進委託料 101000千円
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４０款 ２０項 ０５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1  事業費 　・三河安城駅南地区発起人会支援委託料 43,000千円
　　事業計画及び定款作成、実施計画作成、
　　費用便益算出、発起人会運営補助　など

　・三河安城駅南地区市街化編入等資料作成委託料 4,500千円

都市計画係

℡ 71-2243

三河安城駅南地区において、土地区画整理組合設立認可に向け
発起人会を支援するとともに市街化区域への編入を進めます。

(継続)

都市計画総務費

三河安城駅南地区土地区画整理支援事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

47,500 千円

都市整備部都市計画課

発起人会の様子

事業予定区域 約１８ｈａ

三河安城駅

スケジュール

位 置 図

計
画
協
議

土
地
利
用
意
向
調
査

仮
同
意
書
収
集

市
街
化
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域
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事
業
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作
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本
同
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令和３年度以降の活動
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４０款 ２０項 ５０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

○事業概要
　　南明治第一土地区画整理事業区域内の土地利用の共同化及び高度利用化を図り、ＪＲ安城駅周辺にふさわしい都市拠点形成施設を整備します。
　　28街区については、平成30年度に事業者決定、市有地売却を行い、令和元年7月から工事着工しました。令和4年3月竣工予定です。

○主な事業内容
※優良建築物等整備事業とは、市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給等の促進を目的に、

（工事監理費及び共同施設整備費） 　　建設設計費、共同施設整備費等を補助対象として、費用の2/3（国1/3、県1/6、市1/6）以内の額を
376,400千円 　　補助する事業です。

②土地有効活用事業支援業務委託料
   3,800千円

イメージ図

事業管理係

℡ 71-3751

安城市の中心商業・業務地にふさわしい魅力と活力にあふれた都市拠点を形成するため、
安城南明治土地区画整理事業区域内の土地利用の共同化及び高度利用化の誘導を図ります。

(継続)

南明治土地区画整理費

南明治地区土地有効活用事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

380,200 千円

都市整備部南明治整備課

①優良建築物等整備事業補助金

事業者（代表企業）：角文株式会社

建物概要：住宅、オフィス、ホテル、店舗

28街区（事業施行地区）

安城南明治第一土地区画整理事業区域
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４０款 ３０項 ０５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

　【事業概要】
　　子育てファミリーや高齢者世代など全ての世代が安心して生き生きと暮らし、社会で活躍できるよう、
　　「地域で支え合い寄り添う」福祉・子育て施策を推進するために、多世代住宅の建築等に対し費用の一部を補助します。
　　また、耐震・空き家対策、マチナカ居住誘導を促進するために補助金の上乗せを行います。

　【事業の内容】
～　補助の条件～

～補助金額～ ～住宅金融支援機構との協定締結～

＊ リフォームは同居のみ対象とし、その限度額は上表の1/2
＊ 共同住宅の限度額は上表の1/2

一定の要件に該当する場合には、金融機関からの借入に
かかる金利（フラット35）が当初５年間0.25％引き下げます。

建築指導係

℡ 71-2241

子育てファミリーや高齢者世代が安心して生き生きと暮らし、社会で活躍できることを目的に、
多世代住宅の建築や取得にかかる費用の一部を補助します。

(継続)

建築総務費

多世代住宅支援事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

30,000 千円

建設部建築課

・市内に小学校修了前の子どもと三世代住宅で居住 ・一戸建ての住宅、併用住宅（住宅部分の床面積が１／２以上のもの）、

・市内に二世代住宅で居住（親のどちらかが７５歳以上） 共同住宅、長屋のうち自己所有するもの

・同一棟に居住 ・親世帯と子世帯が隣接して居住（別棟） ・親世帯と子世帯が半径２キロメートル以内に居住

対象となる多世代 対象となる住宅

対象となる近居対象となる同居 対象となる隣居

対 象 対象経費

同 居

隣 居

近 居

上乗せ①
耐震・空き家

２０万円

上乗せ②
マチナカ

１０万円

合 計
（最高）

１００万円

６５万円

５０万円

１/３

限度額

７０万円

３５万円

２０万円
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４０款 ３０項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

　１　事業概要

　　　昭和38年から44年にかけて建設された井杭山住宅（54戸）について敷地の西側に
　　鉄筋コンクリート造５階建の住宅へ建替を行います。
　　　新住宅は、単身高齢者世帯の増加など社会情勢の変化を考慮し、本市の市営住宅では
　　初めて1ＤＫの住戸タイプを用意します。

　２　建物概要
　　・敷地面積　　3,501.64㎡
　　・延床面積　　3,974.70㎡ ・建築面積　　1,206.36㎡
　　・建物構造　　鉄筋コンクリート造　5階建
　　・住戸タイプごとの部屋数 ・駐車場数　　66区画
　　　1ＤＫ：2ＤＫ：3ＤＫ＝25戸：25戸：15戸　　⇒　　合計65戸

　３　予算額内訳
　　・エレベーター確認申請及び中間検査手数料 170千円
　　・上水道本管整備工事費　5,921千円
　　・井杭山住宅建設工事費　371,000千円(継続費R3:371,000千円、R4:865,000千円)

　４　工事等スケジュール

市営住宅係

℡ 71-2240

老朽化の著しい井杭山住宅の建替を行います。

(新規)

 住宅建設費

井杭山住宅建設事業

環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

377,091 千円

建設部建築課
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４５款 ０５項 １０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

１　目的
　　消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図り、
　もって消防活動の進歩充実に寄与することを目的とする。
２　大会の名称
　　第６６回愛知県消防操法大会
３　主催
　　愛知県、（公財）愛知県消防協会
４　共催
　　安城市
５　後援
　　（公財）日本消防協会
６　日時
　　令和３年７月３１日（土）（小雨決行）
　　【予備日　令和３年８月１日（日）】
　　　開会　午前８時３０分（予定）
７　場所
　　安城市総合運動公園
８　大会役員
（１）大会長 愛知県知事
（２）副大会長 愛知県副知事

（公財）愛知県消防協会副会長
（３）大会委員長 愛知県防災安全局長
（４）審査長 愛知県消防学校長
９　操法種目
（１）ポンプ車操法
（２）小型ポンプ操法

地域防災係

℡ 71-2220

毎年、県内各市町村で開催し、令和３年度は３２年ぶりに安城市での開催となります。

(新規)

非常備消防費

愛知県消防操法大会運営事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

8,700 千円

市民生活部危機管理課
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４５款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1 事業目的
　地域が主体の「地区防災計画」を策定するための支援を行う事業です。

2 事業内容

3 スケジュール
R2年度 〇地区防災計画策定の手引きを作成
R3年度 ○モデル地区（3地区程度）にて、地区防災計画の策定を支援
R4年度 ○R3年度中に計画策定した地区において防災訓練等の防災活動の

　実施を促す
○並行して、別地区にて、地区防災計画の策定を支援

4 計画策定から防災活動実施までの各地区における基本ステップ

危機管理係

℡ 71-2220

地域が主体となる「地区防災計画」の策定を支援します。

(継続)

防災費

地区防災計画策定支援事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

3,000 千円

市民生活部危機管理課

　地域住民が自発的に防災計画を作成する活動を応援するため、災害対策基
本法が改正され、平成26年4月から「地区防災計画制度」がスタートしました。
　阪神・淡路大震災では、倒壊家屋の下から救出された全体の約8割の方は、
近隣の方々の共助により救出されています。近年、南海トラフ地震の発生が危
惧されており、　「地域の課題は地域で解決する」という、共助の力を育む取り組
みが今後益々重要となります。
　また、地域の中で避難方法などを議論することが、いざという時に地域の中で
助け合う第一歩になります。
　以上のことから、自主防災組織が主体の「地区防災計画」を策定するための支
援を実施していきます。

地区防災計画とは
１ 地域コミュニティ主体のボトムアップ型の計画
２ 地区の特性に応じた計画
３ 継続的に地域防災⼒を向上させる計画

話し合いのメン

バーを決める

地区の特性を診

断する

災害時の課題を

抽出し、防災活

動メニューを考え

る

地区防災計画書

を作成する

次年度以降のた

めの防災活動メ

ニューの企画書

を作成する

次年度以降、防

災活動メニュー

の企画書に沿っ

て、実際に取り組

む

取り組みを振り

返り、今後の企

画書や地区防災

計画の修正をす

る

ステップ⓪ ステップ① ステップ② ステップ③ ステップ④ ステップ⑤ ステップ⑥
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４５款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

事業概要

(継続)

防災費 きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

防災ラジオ配布事業
市民生活部危機管理課

8,360 千円
地域防災係

℡ 71-2220

緊急情報伝達手段の一つである防災ラジオの普及を推進します。

　大地震や風水害による緊急情報等を市民に迅速かつ正確に伝達するための手段の
1つとして、防災ラジオの運用を平成25年度から行っています。本事業は、防災ラジオ
を各世帯・事業所に1台2,000円で販売しております。
　防災ラジオの販売開始から7年が経過し、令和2年度からは購入から5年以上経過し
た世帯・事業所には2台目の購入を可能としました。
　本市の防災ラジオは緊急情報を自動受信すると最大音量で放送する機能を備えてお
り、スマートフォン以外の情報伝達手段として非常に有効であります。
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10,000
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14,000

H25 H26 H27 H28 H28 H30 R1 R2.12末

防災ラジオ販売実績

累計配布台数 (台) 普及世帯割合 （％）

安城市の緊急情報伝達手段

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2.12末
1,268 5,436 3,752 704 480 560 489 264
1,268 6,704 10,456 11,160 11,640 12,200 12,689 12,953

1.6 8.7 13.5 14.3 14.7 15.2 15.6 15.9

年 度
 年度別配付台数(台)
 累計配布台数  (台)
 普及世帯割合 （％）

①緊急速報メール（エリアメール） 登録不要

②安全・安心情報メール（災害情報） 要登録 約12,500人登録

③Ｙａｈｏｏ防災速報 要登録 約49,200人登録

④安城市公式Twitter 要登録 約2,400人登録

⑤公式LINE 要登録 約3,800人登録

⑥防災ラジオ（個別受信機） 要購入 約13,000世帯が所有

⑦安城市公式ウェブサイト（パソコン） － 要インターネット環境

⑧ピッチFM放送ほかラジオ －

⑨ケーブルテレビの災害情報 － 契約者のみ

人
員

⑩消防団、自主防災組織、住民同士の声掛け －

情報伝達手段
備考

（令和2年12月末現在）

ス
マ
ホ
な
ど

ス
マ
ホ
以
外
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５０款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

１　事業概要
　新型コロナウイルス感染症対策及び小中学校における教職員の負担軽減のために、清掃、消毒作業や書類の印刷などの業務を補助する
スクールサポートスタッフの配置を現在の10校から拡充し、市内全小中学校29校に配置します。

２　期待される効果
　教職員が担っていた清掃、消毒作業をスクールサポートスタッフが
行うことにより、教職員が授業の内容研究や指導に対する時間の
増加が期待でき、子どもの学びの保障に注力できるようになります。

３　現状と見込み
配置人数

安城南中、安城北中、桜井中、東山中、篠目中、 １０名
安城中部小、安城北部小、二本木小、作野小、
三河安城小

２９名

４　予算額 【使用後の図書を消毒する様子】
令和2年度  8,500千円
令和3年度  38,433千円

配置校数

令和２年度

令和３年度 市内全小中学校

(拡充)

教育指導費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

℡ 71-2254

新型コロナウイルスの感染症対策及び教職員の負担軽減のため、清掃、消毒作業
や書類の印刷などの業務を補助するスクールサポートスタッフの配置を拡充します。

スクールサポートスタッフ活用事業
教育振興部学校教育課

38,433 千円
学事係
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５０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
大学生の修学機会や学習環境が経済的理由により失われることがないよう、支援を行います。

(継続)

奨学費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

大学生緊急奨学支援金支給事業
教育振興部 総務課

105,000 千円
庶務係

℡ 71-2253

【事業概要】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い家計収入激減等により、高等教育の修学機会が失われる恐れのある世帯に経済的な支援を行います。

【支給対象者】

大学院、大学、短大、専門学校等に在学する本人

【支給要件】

令和3年1月1日現在で、学生本人が安城市に在住または、対象者の学費や生活費を負担する生計維持者が安城市に在住している世帯で、以下の要件

のいずれかに該当

１ 令和3年度の世帯における住民税の課税総所得額が230万円以下の世帯（※）

２ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休職、失職により家計収入が急変した世帯 で、住民税の課税総所得額が230万円以下になる見込みの

世帯（※）

【支給額】

110,000円

【予算額】

（歳出）

〇補助金 101,000千円（110,000円×700人）

【申請期間】

令和3年6月から8月末まで

（※）扶養親族のうち年齢が11歳以下の者1人につき33万円を、16歳から18歳までの者1人につき12万円を控除した額が、230万円以下となると認められる世帯
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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
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５０款 １０項 ８０目

１５款 １０項 ２５目

〔令和3年度予算額〕

【増築校舎概要】 構　 　造 鉄筋コンクリート造3階建て
床 面 積 612.52㎡
工事内容 普通教室 5室（1階×1室、2・3階×各2室）

昇降口（1階）、教材室（1階）、児童用トイレ（1階）
ＥＶ、多目的トイレ設置（各階）

【　事業費　】 校舎増築工事費 239,723 千円
確認申請等手数料 131 千円

【児童クラブ概要】 構　 　造  鉄筋コンクリート造平屋建て（増築校舎1階部分）
床 面 積  258.00㎡
定　 　員  55人×2施設＝110人
工事内容  保育室、和室、事務室、倉庫

 トイレは学校と共用
【　事業費　】  錦町児童クラブ建設工事費 100,000 千円

　錦町小学校において、学区内で実施されている区画整理事業等による人口増加
に伴う児童数の増加に対応するため、普通教室を増築し適正な学校運営を図りま
す。

千円

℡ 71-2253

子育て健康部子育て支援課児童クラブ係

　小学校の児童数の増加、核家族化や共働き家庭の増加など社会情勢の変化に
より、児童クラブを利用する児童が急増しているため、増築校舎の１階に児童
クラブを整備し児童の受け入れ拡大を図ります。

児童センター費
総合計画： こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

教育振興部総務課施設係

℡ 72-2319

校舎を増築し適正な学校運営を図ります。
児童クラブを整備し児童の受け入れ拡大を図ります。

(新規)

学校建設費

錦町小学校校舎増築事業

錦町児童クラブ建設事業

239,854

100,000

千円

増築校舎

イメージ図（グラウンドより）

児童クラブ

児童クラブ

増築校舎

配置図

運動場
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５０款 １０･１５項 ０５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

【　工事概要　】
　①　既設建具が鋼製建具の場合 ⇒　アルミ製建具に改修し、1階から開閉できるようオペレータ装置を設置

　②　既設建具がアルミ製建具の場合 ⇒　既設建具に1階から開閉できるようオペレータ装置を設置

【　工事スケジュール　】
　部活動など活動機会の多い中学校施設を優先し、工事実施時期及び工事量を考慮し2年間での改修計画としました。

Ｒ3年度
屋内運動場　① 南部小学校、作野小学校

南中学校、北中学校、明祥中学校、東山中学校

屋内運動場　② 中部小学校、西部小学校、里町小学校、桜町小学校
桜井中学校、安祥中学校

格技場　　　　② 桜井中学校、安祥中学校

Ｒ4年度
屋内運動場　① 高棚小学校、明和小学校、志貴小学校、祥南小学校

丈山小学校、二本木小学校

屋内運動場　② 東部小学校、桜林小学校、新田小学校、今池小学校
西中学校、篠目中学校

格技場　　　　② 東山中学校、篠目中学校

【　事業費　】 Ｒ3年度　小学校工事費 153,000 千円
Ｒ3年度　中学校工事費 288,000 千円

施設係

℡ 71-2253

暑さ及び換気対策として、建具改修を計画的に行います。

(新規)

学校管理費

小中学校屋内運動場等建具改修事業 441,000 千円

教育振興部総務課

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

　小中学校の屋内運動場及び中学校の格技場の高所建具（窓）の改修を行い、安全に窓の開閉が行えるようにすることで、換気をしやす
くします。

狭い。手すりなど安全柵なし。

スピーカーなどを跨がなければならない。

上部の窓は、手が届かない。

現状状況写真
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５０款 ２５項 ５５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

事業概要
安城ゆかりの童話作家新美南吉を全国にＰＲするとともに、安城市に生まれたすべての子供たちに南吉の絵本をプレゼントするため、

また、市制施行70周年及び令和5年度に控える南吉生誕110年を記念して、第3回安城市新美南吉絵本大賞を実施します。
受賞作品は、「安城版ブックスタート事業」として４か月児健診時に赤ちゃんに配付するほか、各施設への配付・寄贈や一般販売を行います。
令和3年度は、その準備のためポスター・チラシを作成し、全国の図書館等に送付し、作品募集を開始します。

また、事業を盛り上げるための関連啓発事業を実施していきます。

第2回作品募集ポスター 第2回絵本大賞表彰式 第2回大賞作品（絵本とトートバック）

図書サービス係

℡ 　76-6111

令和3年度に、第3回安城市新美南吉絵本大賞の全国公募を行います。
令和5年の新美南吉生誕110年を記念して、3冊目の南吉絵本を誕生させるための準備を始めます。

(新規)

図書情報館費

読書活動推進事業（第3回安城市新美南吉絵本大賞）

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

1,577 千円

市民生活部アンフォーレ課

令和３年度

・選考委員会

・ポスター、チラシ作成

・作品募集開始

・関連事業（コンサートなど）

令和４年度

・作品募集

・審査

・表彰式

・大賞絵本編集

令和５年度

・絵本発行

・トートバック作成

・ブックスタートにて配付及び

一般販売
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５０款 ２５項 ７０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

需用費 250 千円
委託料 3,000 千円
工事請負費 1,800 千円
委託料 1,100 千円

合　　計 6,150 千円

国指定史跡本證寺境内を整備することで、堀や土塁、石垣などの文化財の保存を行います。あわせて、歴史資源を核にした市民による地域創造で

③　市民が「育てる」公園・・・・・・ 文化財としての価値だけでなく、そこで市民が活動する姿が魅力になる公園としていきます。

ある「歴史まちづくり」の舞台となり、地域の歴史を誇りに感じ、未来の安城のために行動しようというシビック・プライドの醸成を目指します。

文化財係

℡ 77-4477

国指定史跡 本證寺境内の整備に向けて、基本計画の準備をするとともに、
将来の史跡公園で活動する「歴史まちづくり」の人材を育成します。

(継続)

文化財保護費

国史跡本證寺境内保存活用整備事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

6,150 千円

生涯学習部文化振興課

　　２　令和３年度事業内容と予算

　　１　事業概要

②　市民が「運営する」公園・・・・ 市民が運営に積極的に関わるとともに、地域の自然を活かした公園とします。

ワークショップから生れた市民グループを支援し、将来の史跡公園で活動する人材を育てます。
令和４年度に策定する整備基本計画のための課題を整理します。
江戸時代の石垣が歪み、崩壊が懸念されるため、修理までの間の保護措置を行います。
倒木や竹林の繁茂によって遺構がき損しないよう、伐採等を行います。

　　３　（仮称）本證寺史跡公園が目指す　３つのコンセプト
①　市民が「作る」公園・・・・・・・・市民はアイデアを出すだけでなく、実際の作業に参加することで、「自分たちの公園」という意識が生まれます。

ワークショップから生れた市民グループによる
門前市（本證寺ハスの会が鉢植えハスを販売）

ワークショップから生れた市民グループによる
公園予定地でのコスモスの栽培

石垣が歪むことで大きくたわんだ築地塀 発掘調査現地説明会で解説する学芸員と
見学に訪れた歴史ファン
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５０款 ３０項 ０５目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

1　概要
　　東京2020オリンピック・パラリンピックにおける聖火関連イベントの実施
　　東京2020オリンピックにおけるカナダ国ホストタウンとしての合宿受け入れ
　　日本リーグや全日本大学女子ソフトボール選手権など全国トップレベルの大会の開催
　　2026愛知・名古屋アジア競技大会に向けた機運醸成活動

2　令和3年度事業内容
　①東京2020オリンピック聖火リレー
　　令和3年4月6日（火）
　②カナダ女子ソフトボール代表チームオリンピック合宿
　　令和3年5月及び7月
　③東京2020パラリンピック聖火フェスティバル
　　令和3年8月14日（土）
　④全日本大学女子ソフトボール選手権大会
　　令和3年8月26日（木）～30日（月）※開会式・予備日含む。
　⑤日本リーグ
　　令和3年4月10日（土）・11日（日）：女子ソフトボール
　　令和3年9月11日（土）・12日（日）：女子ソフトボール
　　令和3年11月6日（土）・7日（日）：女子バスケットボール
　　令和4年2月26日（土）・27日（日）：女子バスケットボール
　⑥愛知・名古屋アジア競技大会
　　2026年に開催予定の愛知・名古屋アジア競技大会に向けたPR活動、誘致活動

3　令和3年度予算（内訳）
　報償費　　　：　 　40千円
　旅　費　 　　：　　267千円
　委託料　　　：16,720千円
　備品購入費：     531千円
　負担金　　　：　6,765千円
　補助金　　　：10,000千円

スポーツ振興係

℡ 75-3535

国際、全国トップレベルのスポーツ大会や合宿を誘致し、「みるスポーツ」を推進するとともに、
スポーツを通じて本市の魅力を発信します。

(継続)

保健体育総務費

国際・全国大会推進活動事業

健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

34,323 千円

生涯学習部スポーツ課
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５０款 ３０項 ８０目 総合計画：

〔令和3年度予算額〕

  １　事業概要 　施設の老朽化や設備の経年劣化が進んだ「北部学校給食共同調理場」（昭和62年築）を移転改築し、給食におけるアレルギー対応
として、卵（らん）と乳（にゅう）のアレルギー除去食の提供ができる設備を整備します。
　令和3年度は、外構工事及び食器や食缶など配送用消耗品の発注を行い、2学期から給食調理を開始します。

【令和3年度予算内容】 （単位：千円）

  ２　施設概要　 鉄骨造2階建
　 敷地面積　 9,731.28㎡
　 延床面積　 6,049.30㎡（外倉庫、自転車置場含む）
　 調理能力　 10,000食/日
　 その他特徴
　　・最新の衛生管理基準に対応したドライシステム方式
　　・アレルギー食調理室の設置
　　・調理工程見学通路及び研修会議室の整備（食育の拠点施設）
　　・調理作業環境の改善

  ３　事業計画（平成28年度～令和3年度）

令和元年度 　　　用地買収、実施設計、造成工事
令和２年度 　　　調理場建設工事
令和３年度 　　　外構工事、開設準備、9月開設

平成28年度 　　　基本構想策定
平成29年度 　　　現地測量、土壌調査
平成30年度 　　　基本設計

その他 3 　　電話回線移設手数料(3)

年度 実施内容

合　　計 263,721

　　外構工事（106,000）
需用費 98,718 　　給食配送用消耗品（98,000）、パンフレット作成費(182)、修繕料(536)

備品購入費 59,000 　　厨房備品等(59,000)

給食係

℡ 71-2253

北部学校給食共同調理場を最新の衛生管理基準に対応した
ドライシステムによる調理場として整備します。

(継続)

学校給食共同調理場建設費

北部学校給食施設整備事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

263,721 千円

教育振興部総務課

項　目 予算額 備　考
工事請負費 106,000

令和３年２学期から給食提供開始！
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