
令和４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 議事課 1 新規 緊急新生児出産応援事業 子育て支援課 13

拡充 人事課 2 新規 病児・病後児保育支援事業 保育課 14

拡充 健幸=ＳＤＧｓ課 3 拡充 民間保育所等施設整備補助事業 保育課 15

継続 総合計画策定事業 健幸=ＳＤＧｓ課 4 拡充 児童クラブ整備事業 子育て支援課 16

新規 健幸=ＳＤＧｓ課 5 新規 更生病院新棟建設補助事業 健康推進課 17

新規 シティプロモーション事業
健幸=ＳＤＧｓ課
商工課
文化振興課

6 継続 新型コロナウイルスワクチン接種事業 健康推進課 18

継続 公民連携事業 健幸=ＳＤＧｓ課 7 継続 健康づくり環境整備事業 健康推進課 19

継続 自治体ＤＸ推進事業 経営情報課 8 拡充 産後ケア事業 健康推進課 20

継続 姉妹都市交流事業 市民協働課 9 拡充 リサイクルステーション整備事業 ごみゼロ推進課 21

新規 特殊詐欺対策装置購入費補助事業 市民安全課 10 拡充 カーボンニュートラル推進事業 環境都市推進課 22

継続 高齢者一般タクシー助成事業 高齢福祉課 11 拡充 食料・農業・交流推進事業 農務課 23

継続 総合福祉センター改修事業 社会福祉課 12 新規 デンパーク開園25周年事業 農務課 24

※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

あんじょう未来ミーティング事業

ケンサチｅフェス事業

ふるさと寄附事業（個人・企業版）

ステップアップ採用事業



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

拡充 がんばる中小企業応援事業 商工課 25 継続 南明治第一土地区画整理事業 南明治整備課 37

継続 企業立地推進事業 商工課 26 継続 市営井杭山住宅建設事業 建築課 38

新規 安城プレミアム商品券発行事業 商工課 27 継続 地区防災計画策定支援事業 危機管理課 39

継続
主要道路新設改良事業
（市道緑箕輪２号線）

土木課 28 新規 教育展事業 学校教育課 40

継続
主要道路新設改良事業
（市道里荒畑５号線）

土木課 29 継続 教委・総務課 41

継続
主要道路新設改良事業
（市道山中曽根線他）

土木課 30 継続 教委・総務課 42

継続
主要道路新設改良事業
（市道福釜安城線・通学橋）

土木課 31 拡充 要保護・準要保護児童生徒就学援助事業 学校教育課 43

新規 サイクルフェスｉｎ安城実施事業 都市計画課 32 新規 （仮称）ロボットパークＡＮＪＯ実施事業 生涯学習課 44

継続
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

都市計画課 33 継続
国史跡本證寺境内
保存活用整備事業

文化振興課 45

継続 三河安城駅南地区土地区画整理支援事業 都市計画課 34 継続 国際・全国大会推進活動事業 スポーツ課 46

新規 西町公園整備事業 公園緑地課 35 新規 和泉公園運動広場グラウンド改修事業 スポーツ課 47

新規 堀内公園施設改修事業 公園緑地課 36

緊急奨学支援金支給事業

小中学校施設改修事業

目　 　次

※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。



０５款 ０５項 ０５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

　1　事業概要 　市制施行70周年記念事業として、市内8中学校の代表の生徒たちが中学生議員となり、議場で中学生議会を開催します。
安城市の未来のため、生徒たちが日頃から考えていることや市が抱える課題等への質問、夢を叶えるための提言などを議場で発表
してもらい、その質問等に対して市長はじめ執行部及び議員が答弁し、今後のまちづくりをともに考える契機とします。
　また、議会終了後には、各会場に分かれて、生徒と議員でフリートーキングを行います。

　2　実施日時 令和4年8月9日（火）
午前9時～12時10分（予定）

　3　実施場所 市議会議場（市役所北庁舎6階）他
傍聴の方は、議場傍聴席（市役所北庁舎7階）

　4　予 算 額
 需用費　 　市議会だより特集号印刷費等 898千円　
 委託料　 　映像編集等委託料 433千円　

　など
　合　 　計 1,442千円　

庶務係

℡ 71-2252

市内8中学校の代表の生徒たちが中学生議員となり、
議場で「あんじょう未来ミーティング～With中学生～」（中学生議会）を開催します。

(新規)

議会費

あんじょう未来ミーティング事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

1,442 千円

議会事務局議事課

前回の中学生議会の様子
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１０款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　受験資格 大学や高校等を令和2年度末に卒業した人、または令和3年度末に卒業する見込みで、令和4年4月からの就職先が
決まっていないこと

2　採用予定人数 10人程度

3　採用職種 事務職（一般、電気、機械等）、技術職（土木、建築）、保健師

4　試験内容 書類選考、個別面接

5　任用期間 令和4年4月1日以降採用から最長令和5年3月31日まで

6　予算額内訳

23,022合　　計

節

　共済費
　旅費

予算額（千円）
17,181
3,436
1,919

486

細節
　非常勤職員報酬
　期末手当
　労災保険料
　費用弁償

人事係

℡ 71-2203

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、卒業後の就職先が決まっていない学生を対象に、
会計年度任用職員として働きながら就職活動ができる「安城市ステップアップ採用」を実施します。

(拡充)

人事管理費

ステップアップ採用事業

行財政運営

23,022 千円

企画部人事課

　報酬
　職員手当等

安城市役所で働く３つのメリット

☑就活スケジュール優先で勤務できる
…就職活動を優先して勤務時間を調整します。

☑興味がある部署の仕事を経験できる
…希望を聞いたうえで勤務場所を調整します。

☑職員を対象とした研修に参加できる
…正職員が受講する各種研修に参加できます。
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１０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要　 従来の個人版ふるさと寄附に加え、令和4年度から※成果連動型民間委託方式により、企業版ふるさと寄附獲得のための
業務委託などを開始します。
※成果連動型民間委託方式：委託額を成果（企業版ふるさと寄附額）に連動させる委託方式です。

2　事業内容 ・企業版ふるさと寄附獲得のためのスキーム作成や寄附企業へのアプローチを成果連動型方式により委託し、寄附の獲得を図ります。
・企業版ふるさと納税ポータルサイトを活用して、寄附対象事業を広くＰＲします。
・個人版ふるさと納税は、返礼品の増加等により寄附額のさらなる増加を目指します。 ■ふるさと納税ポータルサイト（Ｒ3.11.15追加）

3　予算額 企業版ふるさと寄附業務支援委託料等 　2,310千円
個人版ふるさと寄附業務支援委託料等 74,055千円

4　寄附目標額

■令和3年度新規追加返礼品（例）

・高級食パンセット ・自家製コーヒー豆と焼き菓子 ・いそやバタどら詰合せ ・季節のスコーン詰合せ ・老舗和食店の仕込む
（パンのトラ） （cobaco　ne　cobaco） （いそや製菓舗） （むかか） 　銀鱈（しゃもじや）

企画政策係・公民連携係

℡ 71-2204

ふるさと寄附（個人・企業版）を獲得し、財源の確保を図ります。

(拡充)

企画費

ふるさと寄附事業（個人・企業版）

行財政運営

76,365 千円

企画部健幸=ＳＤＧｓ課

企業版ふるさと寄附　  10,000千円
個人版ふるさと寄附　150,000千円

-3-



１０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

2　事業内容

企画政策係

℡ 71-2204

本市が目指すまちの将来像を明確化し、その実現に向けた次期総合計画を策定します。

(継続)

企画費

総合計画策定事業

行財政運営

8,518 千円

企画部健幸=SDGs課

1　事業概要 日々変化する社会情勢や多様化するニーズを的確に捉えるとともに、将来本市に起こる社会課題を明確化し、解決に向けて重点的に取り
組む政策や施策を示した次期総合計画を策定します。

第9次総合計画策定業務委託料　　　8,000千円
市民討議会（※）参加者報償費など　　518千円

※世代や職業を超えて集まった市民の方々に、安城市のまちづくりについて話し合っていただくものです。内容をとりまとめ、今後の市政に反映させる市民
参加の機会であり、平成26年度から実施しています。

本市の社会課題を抽出したうえで、幅広い世代が参加する市民討議会やアンケートなどを通じて課題を共有し、解決のための方策や施策
立案などの計画方針の検討を行います。

令和４年度 令和５年度 令和６年度

市民討議会（イメージ）

庁内協議

社会動向調査

インターネット

リサーチ

市長マニフェストとの整合性検証

次期総合計画

スタート

市民ニーズなどの把握

社会課題の抽出

計画方針の検討

計画素案作成

計画案とりまとめ

パブリックコメント

計画素案への意見聴取

関係機関への協議

市議会への上程・議決
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１０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要　

2　主な事業内容

3　事業費 ケンサチｅフェス企画運営委託料　40,000千円

ｅスポーツ等デジタルコンテンツを社会課題解決のツールとして活用し、
公民連携・庁内連携により「誰もが活躍できる」機会を創出します。

市制施行70周年記念事業として、ｅスポーツの年齢・性別・国籍・障害の有無等を問わないユニバーサル
スポーツとしての特性を活かし、ｅスポーツ等デジタルコンテンツを社会課題解決のツールとして活用する
プロジェクト「ケンサチｅフェス」を実施していきます。
公民連携・庁内連携で事業を推進し、市制施行70周年記念事業の実施方針である「誰もが活躍できる」
機会を創出していきます。

(新規)

企画費 行財政運営

ケンサチｅフェス事業
企画部健幸=ＳＤＧｓ課

40,000 千円
企画政策係

℡ 71-2204

 高齢者の介護予防・健康寿命延伸
 高齢者向けのｅスポーツ体験イベントや講演会を開催し、
 介護予防や健康寿命延伸につなげます。

 活躍の場の創出
 ｅスポーツの特性を活かし、幅広い年代の方や障害のある方も
 参加できるイベントを開催し、誰もが活躍できる場を創出します。

 デジタル人材育成
 ｅスポーツ等デジタルコンテンツとの適切で効果的な
 関わり方の理解促進を図るとともに、先端技術を活用した
 ｅスポーツやプログラミングを活用したイベントを開催し、
 デジタル人材の育成を図ります。

 地域のデジタル推進
 多くの市民のみなさんがｅスポーツ等デジタルコンテンツに
 触れる機会を創出することで、情報格差の解消等を図り、
 地域のデジタル化を推進します。
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１０款 ０５項 ２０目 企画費 ３５款 ０５項 １５目 観光費

５０款 ２５項 ６５目／７０目

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要　 令和5年（2023年）1月から放送予定の徳川家康を主人公とするＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」を活用し、愛知県や
西三河地域との広域連携や、関係団体、庁内関係各課（健幸=ＳＤＧｓ課・商工課・文化振興課）における連携を図り、
家康にゆかりのある本證寺や安祥城址を始め、本市の魅力や観光名所を市内外に広く発信していきます。
本事業を推進することで、交流人口の増加や郷土愛の醸成を図ります。

2　主な事業内容と予算額

・ 啓発品作成によるＰＲ
・ 情報誌・歴史雑誌等掲載や特設ウェブサイトによる情報発信
・ 観光案内所を活用したＰＲ
・ 歴史解説動画作成
・ 観光ガイドによる歴史解説
・ 歴史博物館等を活用したＰＲ

担当課 主な事業内容 予算額
健幸=ＳＤＧｓ課 1,700千円

商工課 3,300千円

文化振興課

シティプロモーション事業 9,405

4,405千円

千円

企画部健幸=ＳＤＧｓ課企画政策係　℡ 71-2204

産業環境部商工課商業観光係　℡ 71-2235

生涯学習部文化振興課学芸係／文化財係　℡ 77-6655

令和５年（２０２３年）放送予定ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」を活用し、
本市の魅力や観光名所を広く発信していきます。

(新規)

総合計画： 経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）
歴史博物館事業費／文化財保護費
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１０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要 将来にわたり持続可能な地域社会を構築するため、民間事業者等と連携しながら市民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事業を実施・検討します。

2　主な事業内容 ①体験を通じてSDGsを学び、企業と共に次世代を担う人材育成を図る「SDGsジュニアキャンプ」の実施 5,600千円
②SDGs共創パートナーや市内学校等とつくる情報交換、取組みPRの場「安城市版ＳＤＧｓ未来会議2022」の実施 3,000千円
③SDGs共創パートナーや市内高校生等とつくる「ＳＤＧｓポータルサイト」の維持更新 2,000千円
④本市の持つ課題を、民間のアイディアとデジタル技術の導入により解決を目指す「民間提案事業」の実施 5,500千円

など

■SDGsジュニアキャンプ（イメージ） ■安城市版SDGs未来会議2021（企業向け） ■やさしいくらしマルシェ
（安城市版SDGs未来会議2021（市民向け））

■SDGsポータルサイト（案） ■民間提案事業

①市民サービスを提供する上で各課の持つ課題を抽出し、実証実験による
検証が可能なものを抽出・ブラッシュアップ

②ウェブサイト上などに課題を掲載し、ともに解決するパートナー企業を募集
③パートナー企業と調整の上、実証実験を実施
④実証実験の結果を踏まえ、本格導入の可否を検討

公民連携係

℡ 71-2204

将来にわたり健康で幸せに暮らせる持続可能なまちづくりを
公民連携により実施することで、国際社会の目指すＳＤＧｓに取り組みます。

(継続)

企画費

公民連携事業

行財政運営

21,000 千円

企画部健幸=SDGs課

①庁内課題収集・

ブラッシュアップ
②連携企業募集 ③実証実験

④製品化・

本格導入検討
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１０款 ０５項 ３０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

　ＤＸ推進アドバイザーによる助言や民間事業者による 　誰もがデジタル化による利便性の恩恵を受けられるよう、スマホ
伴走支援を受けることで、全庁的にＤＸの取組の推進を 相談等の実施やデジタル活用ブックの作成に取り組みます。
図り、各種業務のＤＸ化を着実に進めます。

　福祉センターに公衆無線ＬＡＮを設置し、利用者の利便性向上
　口座振替登録のオンライン化やオンライン相談を新たに を図るとともに、災害時の通信手段を確保できる環境を構築します。
実施することで、行政手続の利便性向上を図ります。また、
引き続き、オンライン申請可能な手続を拡充していきます。

　新型コロナウイルス感染症への対策や多様な働き方の実現の
ため、テレワークやＷｅｂで会議できる環境を整備します。

　各種料金におけるキャッシュレス決済・コンビニ収納へ
の対応を図るため、各業務システムの改修を行います。
（キャッシュレス決済対応時期：令和5年4月予定）

　ＡＩ・ＲＰＡを効率的に活用することで業務の効率化を図り、市民
＜バーコード決済・コンビニ収納対応科目＞ サービスの向上や働き方改革につなげます。
保育料等・休日保育料・児童クラブ育成料等・市営住宅使用料・
介護保険料・後期高齢者医療保険料
※電算管理費以外におけるシステム改修予算科目

・市営住宅使用料：住宅管理費（40款30項10目）
・介護保険料：一般管理費（介護保険事業特別会計・05款05項05目）

デジタル推進室デジタル推進係

℡ 71-2207

ＩＣＴの利活用により、各種業務におけるＤＸの推進を図ることで、
市民サービスの向上や行政事務の効率的推進などに取り組みます。

(継続)

電算管理費

自治体ＤＸ推進事業

行財政運営

86,927 千円

企画部経営情報課

事業内容 事業費（千円）
事業内容 事業費（千円）

スマホ教室・スマホ相談の実施 2,300
ＤＸ推進アドバイザー委嘱 600 352

3,878

ＤＸ推進支援業務委託 7,689
デジタル活用ブックの作成

ＲＰＡ使用料
ＡＩ－ＯＣＲ使用料

公衆無線ＬＡＮ使用料（増設分）

ビジネスチャット使用料

事業内容
公衆無線ＬＡＮ設置委託

Ｗｅｂ会議ライセンス等使用料

事業内容

事業費（千円）
1,611

2,098

事業費（千円）
21,245

事業費（千円）

事業内容

331

3,927

1,287

テレワーク環境整備（PC購入等）

事業内容 事業費（千円）

ＡＩチャットボット使用料

事業費（千円）

Ｗｅｂ口座振替登録受付サービスの導入 6,426
オンライン相談の導入（zoom使用料等） 374
スマート申請サービス使用料・手数料 1,989
手続きガイドサービス等使用料 1,553

各種業務システム改修委託 29,882
事業内容

1,385

ＤＸの全庁的推進

オンライン手続等の拡大

キャッシュレス決済の推進

デジタル・デバイド対策

公衆無線ＬＡＮの拡大

職員のテレワーク・Web会議環境整備

ＡＩ・ＲＰＡ等の活用
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１０款 ０５項 ６５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1 事業概要

（1）デンマーク・コリング市
1997年に友好都市提携、2009年に姉妹都市提携を結び、文化・産業を中心に交流を深めてきました。

両市の友好・姉妹都市提携25周年を記念し、両市の友好親善、相互理解の促進を図ります。

（2）アメリカ・ハンチントンビーチ市
1982年に姉妹都市提携を結び、市民・産業後継者の派遣、中学生の相互派遣を行い交流を深めてき

ました。両市の姉妹都市提携40周年を記念し、両市の友好親善、相互理解の促進を図ります。

2 主な事業内容

（1）令和4年7月　　アメリカ・ハンチントンビーチ市派遣 ＜700千円＞
 【派遣者】　　市長、議員、協会役員等

（2）令和4年10月　 デンマーク・コリング市派遣 ＜900千円＞
 【派遣者】　　市長、議長、協会役員、産業関係者等

（3）令和4年秋頃　 アメリカ・ハンチントンビーチ市来安 ＜880千円＞
 【来安者】　 ハンチントンビーチ市親善団

（4）令和5年3月　　アメリカ・ハンチントンビーチ市桜まつり派遣 ＜1,500千円＞
　【派遣者】　　公募市民

※人事課予算及び議事課予算分は別計上。

3 事業効果

コリング市及びハンチントンビーチ市との交流の推進と、相互の友好親善、
相互理解を深めるとともに、地域の国際化に寄与します。

地域振興係

℡ 71-2218

デンマーク・コリング市との友好・姉妹都市提携から２５周年、アメリカ・ハンチントンビーチ市との
姉妹都市提携から４０周年を記念し、両都市間の友好を深めます。

(継続)

市民活動費

姉妹都市交流事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

5,190 千円

市民生活部市民協働課

デンマーク・コリング市

アメリカ・ハンチントンビーチ市

-9-



１０款 ０５項 ７０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

事業概要
1 　補助対象者

　 65歳以上の方が住む世帯構成員

2　 補助内容
　　 特殊詐欺対策機能（通話録音機能又は着信拒否機能）付き固定電話機または固定電話機
　に取り付ける特殊詐欺対策装置の購入費に対し2分の1（上限額7,000円）の補助金を交付します。

 補助上限額7,000円×300件＝2,100,000円

3　 対策の必要性
　　 特殊詐欺被害の約87％が犯人からの自宅固定電話への着信から始まっています。
　電話に出ると、犯人の話術により絶対に騙されないと思っている人でも被害に遭っており、
　被害に遭わないためには「犯人からの電話に出ないこと」が重要となります。

4　 効果
 機器設置後のアンケート調査（令和2年10月愛知県警実施）

　1． 機器の設置後、電話による詐欺 2．機器の設置後、不審電話や迷惑電話は 3．機器を設置したことで、詐欺等の被害防止
　　被害にあったことはありますか。 　どうなりましたか。  に効果があったと思いますか。

※愛知県警では不審電話を受けたことがある方などに対して自動通話録音警告機300台の貸し出しを行い、貸与者へのアンケートを実施した。

市民安全係

℡ 71-2219

　特殊詐欺対策装置の購入に補助金を交付することで、増加する高齢者の
特殊詐欺被害の未然防止を図ります。

(新規)

市民安全推進費

特殊詐欺対策装置購入費補助事業

環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

2,100 千円

市民生活部市民安全課

ほとんど又は

全くかかって

いない

６０％

無い

１００％ 効果がある
９４％
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１５款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和4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

＜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 ： 14,687千円
・利用助成券印刷製本費及び郵送費 ： 1,313千円

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。

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。

(継続)

老人福祉費

高齢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）

16,000 千円

福祉部高齢福祉課

　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。

　500円のタクシー利用助成券を、年間最大36枚交付します。
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１５款 ０５項 ４０目 総合計画：

〔令和4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
　520,066千円（改修・移設に伴う関連費用を含む）
　うち改修工事費 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

社会福祉係

℡ 71-2262

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。

(継続)

福祉センター費

総合福祉センター改修事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

520,066 千円

福祉部社会福祉課
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１５款 １０項 ０５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕
(新規)

児童福祉総務費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

緊急新生児出産応援事業
子育て健康部子育て支援課

161,000 千円
児童給付係

℡ 71-2227

出生数が激減しているコロナ禍において、様々な負担や不安を抱えるなか、
安心して子どもを産み育てていただくため、緊急に出産応援金を支給します。

１ 事業概要

支給対象者
支給対象
見込人数

支給時期 申請受付時期 支給額

新生児1人当たり
一律10万円

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に出生した新生
児とともに住民登録をして同居している保護者

1,600人
令和4年
4月以降

令和4年4月1日
以降随時

【参考】過去5年間の出生人数の推移 単位：人

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

人数 1,878 1,827 1,714 1,703 1,539

前年比 0.2% △2.7% △6.2% △0.6% △9.6%

※各年1月～12月の合計人数

1,500

1,700

1,900

２ 対象者の例

・令和４年４月１日以降に出生し、安城市に住民登録をして引き続き安城市に在住

・令和４年４月１日以降に出生し、令和５年３月３１日までに安城市へ転入

３ 予算額

需用費（消耗品・印刷製本費） 400 千円 通知文書等作成

役務費（郵便料・手数料） 600 千円 通知文書送付、口座振込手数料

補助金 160,000 千円 支給対象見込人数　1,600人

計 161,000 千円

-13-



１５款 １０項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

保育経営係

℡ 71-2273

病児・病後児保育事業を実施する民間事業者に補助金を交付し、
就労している保護者が安心して子育てと仕事を両立できる環境の充実を図ります。

(新規)

保育園費

病児・病後児保育支援事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

5,000 千円

子育て健康部保育課

　1　事業概要

　発熱などの急な病気になった児童を、病院や保育所などに付設された専用スペースで看護師などが保育する
　「病児・病後児保育」事業を実施し、施設機能や看護師配置などの一定基準を満たす民間事業者に補助金を
　交付することにより、安定的かつ継続的な施設運営を支援します。

　２　予算額
 5,000千円
※市内在住者の利用１回につき１万円を補助
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１５款 １０項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

１　事業概要

 急増する低年齢児保育の需要に対応するため、桜井中学校区において、0歳児から5歳児までを受け入れる民間保育所等の
 設置・運営事業者を公募し、有識者等による選考委員会の審査を経て、事業者を決定しました。令和5年4月の開園に向けた
 建設工事に対して補助金を交付します。
 また、既存の民間保育所等の大規模修繕などに対して補助金を交付することで、民間活力を用いた保育環境の整備を推進
 します。

２　主な事業内容

（１）桜井中学校区における民間保育所等（認定こども園）の建設工事

　予算額 331,858千円（国 221,239千円、市 110,619千円）
（民間保育所等施設整備事業補助金）

　建設予定地 安城市小川町地内（桜井小学校北側）

　敷地面積 2,457㎡

　予定定員 130人（うち3歳未満児55人）

スケジュール 令和4年6月～令和5年3月 建設工事
令和5年4月 開園

（２）にほんぎ幼稚園（令和4年4月に幼稚園から認定こども園へ移行）の大規模修繕

　予算額 26,249千円（国 17,500千円、市 8,749千円）
（民間保育所等施設整備事業補助金）

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誘致する民間保育所等を支援します。

(拡充)

保育園費

民間保育所等施設整備補助事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

389,000 千円

子育て健康部保育課

建設予定地

桜井小学校
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１５款 １０項 ２５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要

2　整備概要 クラブ名
施設概要

定　員
工事内容
事業費
開所日

学校名 　安城北部小学校・今池小学校・梨の里小学校（利用児童数の状況により変わる場合もあります。）
事業費 　6,000千円（2,000千円×3校）

3　利用状況 年度 H29 H30 R1 R2 R3
利用人数 1,867人 1,958人 1,999人 2,027人 2,050人

児童クラブ係

℡ 72-2319

利用ニーズに応えるため児童クラブを整備し、児童の受け入れ拡大を図ります。

(拡充)

児童センター費

児童クラブ整備事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

232,000 千円

子育て健康部子育て支援課

改修

東部児童クラブ桜井児童クラブ
軽量鉄骨造２階建て（延床面積335㎡） 軽量鉄骨造２階建て（延床面積284㎡）

令和5年4月1日

桜井小学校と安城東部小学校においては児童数の増加、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、児童クラブを新設します。
また、小学校内の特別教室を改修し、児童の受け入れ拡大を図ります。

新設
110人 95人

建設・駐車場・外構工事 建設・外構工事
123,000千円 103,000千円

児童クラブ

新設場所 施設イメージ

令和３年新設の西部児童クラブ桜井児童クラブ 東部児童クラブ
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２０款 ０５項 ０５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

３　今後のスケジュール予定

　令和4年度補助額（予定） 267,500 千円
　令和5年度～令和13年度補助額（予定）

毎年度 267,500 千円
　債務負担行為限度額 2,408,000 千円

　（令和4年度～令和13年度）

（１）救急医療の強化

（２）がん診療の強化

（３）災害対応の強化

高精度放射線治療棟の建設、通院治療センター、血
液・腫瘍内科病棟の拡張

２　新棟建設による機能強化

高度急性期医療（血管撮影室、循環器系集中治療
室等）の強化

1　事業概要

非常用発電機の増設、特別高圧線の敷設、災害時
の予備病床の増床

　令和3年度に竣工された高精度放射線治療棟及び
新棟の建設事業に要する経費に対し、総額約26億7
千万円の補助を令和4年度より10年に分割して行いま
す。

健康推進係

℡ 76-1133

市民病院的役割を担っている安城更生病院の、機能強化のための新棟建設等に対して
補助金を交付します。

(新規)

保健衛生総務費

更生病院新棟建設補助事業

健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

267,500 千円

子育て健康部健康推進課

新棟
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２０款 ０５項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

１　事業内容 新型コロナウイルスワクチンの追加（3回目）接種を初回（1、2回目）接種と併せて、引き続き実施していきます。
ワクチンの供給量や医療機関の接種体制に応じて、個別接種と集団接種を組み合わせて実施していきます。

２　事業費

集団接種会場に医療従事者を派遣した医療機関の経費に掛かる補助金

３　財源 集団接種会場派遣補助金については県補助金、その他については国庫負担金及び国庫補助金対象（いずれも10/10補助）

個別接種医療機関に対する接種委託料等
医療廃棄物処理業務、集団接種会場運営等業務等

使用料 予約システム使用料、集団接種会場使用料

個別接種委託料 151,867
集団接種委託料 82,500

5,980
接種体制委託料 93,200 印刷封入封緘業務、コールセンター業務、ワクチン配送業務等

予防係

℡ 76-1133

新型コロナウイルスワクチン接種の追加（３回目）接種を中心に実施します。

(継続)

予防費

新型コロナウイルスワクチン接種事業

健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

470,107 千円

子育て健康部健康推進課

予算額（千円） 内　　容

報償費 70,000
消耗品費・備品購入
費

6,500

医師・薬剤師・看護師の集団接種会場での接種等業務の報償費

集団接種会場等で使用する消耗品及び医療器具等

9,073

手数料 9,000

接種券付き予診票の郵便料

国民健康保険団体連合会事務手数料

会計年度任用職員等人件費等 5,977

計 470,107

集団接種会場派遣
補助金

35,500

修繕料 500

電信電話料 10

ワクチン保存用フリーザー電源設備修繕等

翻訳機器通信料
郵便料
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２０款 ０５項 ３０目 総合計画：

〔令和4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  まちの健康おくすり屋さん事業 　事業費　  210千円
   安城更生病院・八千代病院の医師などの専門家に     薬剤師会と協力し、市民が市内の薬局で、簡易な
 よる健康づくりのきっかけとなる講座を開催します。  健康測定や相談が受けることができる機会を作りま

 す。
 健康づくりきっかけ教室事業 　事業費　1,786千円
　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 　健康づくりサポーター事業 事業費　　618千円

  なるような運動教室や、健康講話を行います。今後、地域で 　　健康づくりリーダー、食育メイトなど、健康づくり推進に
 の開催も展開していきます。 　取り組む団体や個人の活動を応援します。

 健康測定会運営事業 事業費　 665千円 　健康の道
　　市内で健康測定会を実施し、市民が検査結果を元に、 　　平成２３年度から登録をしてきた「健康の道」は、全中
　健康づくりを自発的に始めるきっかけを作ります。 　学校区で登録完了しました。

　「健康の道ウォーキングマップ」を活用し、健康管理の
 あんじょう健康マイレージ 事業費　850千円 　ためのウォーキングを普及・啓発していきます。

　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）

8,807 千円

子育て健康部健康推進課

知りたくなる機会の創出 健康づくりに取組む市民を応援

行動したくなる環境の整備参加したくなる機会の創出
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２０款 ０５項 ４０目 総合計画： 健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

〔令和4年度予算額〕

１　事業概要

２　事業内容
（１）短期入所型（宿泊）…日帰り型と合わせて最大７日利用できます。

　ゆっくりと休息が取れ、助産師等から十分なケアを受けることができます。
（２）通所型

①日帰り型（6時間程度）…最大７日利用できます。
　日中支援者がいない場合の利用や、育児全般について相談ができます。

②日帰り短時間型（2時間程度）　※R4からの新規事業…利用は１回のみです。
　産後に多い授乳についての悩みや育児のポイントを、ケアを受けながら相談ができます。

３　対象者 家族等から十分な家事や育児支援を受けられない産後3か月未満の母親で心身の不安のある人

４　利用状況

５　予算額　委託料　2,000千円

支援が必要な産後の母子が、医療機関等で専門職からケアを受けることで、
母親の身体的回復と心理的な安定を促進するよう支援します。

　医療機関等で、母親が休息を取ったり、授乳指導や赤ちゃんの沐浴指導等を受けながら助産師等が相談に応じることで、健やかな育児
ができるよう支援します。
　また、令和4年度からは新たに日帰り短時間型(2時間程度の滞在)をメニューに加え、よりいっそう利用しやすい環境を整えます。

(拡充)

母子保健費

産後ケア事業
子育て健康部健康推進課

2,000 千円
保健指導係

℡ 76-1133

年　度 令和元年度 令和２年度 令和３年度上半期

延べ利用者数（人） 10 16 21
延べ利用日数（日） 44 66 96

うち短期入所型 44 64 94
うち日帰り型 未実施 2 2
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２０款 １０項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1 事業概要

【令和4年度予算内容】 （千円）
予算額

工事請負費 20,000 場内舗装、フェンス設置など
委託料 3,361 運営管理委託
備品購入費 6,600 コンテナ
使用料及び賃借料 1,258 土地借地料
その他 632 消耗品費、電気料など
合　　計 31,851

【整備場所】
篠目町本郷７－１外（現 篠目スポーツ広場）

2 回収品目（予定）
・古紙 ・乾電池 ・ペットボトル
・古布 ・蛍光管 ・小型電子機器
・プラスチック製容器包装

3 開業予定
令和４年10月

(拡充)

塵芥処理費 環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

リサイクルステーション
整備事業

産業環境部ごみゼロ推進課

31,851 千円
ごみ減量係

℡ 76-3053

資源ごみを効率的に回収するために、篠目地区に新たなリサイクルステーションを整備します。

※リサイクルステーションは、ごみの減量とリサイクルの推進を目的とした、
資源ごみの拠点回収施設です。ごみステーションでの収集頻度が限定的な
古紙・古布や、ごみステーションでは収集しないペットボトルなどをまとめて
回収することができる、生活に身近で利便性の高い施設運営を目指してい
ます。

市内4か所のリサイクルステーション（右図①～④）に加え、5か所目となる新
たなリサイクルステーションを篠目地区（右図⑤）に開業します。

項　　目 備　 　考

H30.11月閉鎖

R2.5月閉鎖

①

②

④

③

①安城北部リサイクルステーション

②中部リサイクルステーション

③桜井リサイクルステーション

④総合リサイクルステーション（エコらんど）

⑤（仮称）篠目地区リサイクルステーション

⑤

-21-



２０款 １０項 ２５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

〇スマートハウス普及促進補助金 【継続事業】　令和4年度予算額：25,000千円
1、事業概要

2、補助対象設備
　太陽光発電システム、燃料電池システム、リチウムイオン蓄電池システム、次世代自動車充給電システム、HEMS

〇次世代自動車購入費補助金 【継続事業】　令和4年度予算額：6,000千円
1、事業概要
　移動時における温室効果ガスの削減を図るため、次世代自動車を購入した市民・市内事業者に対し補助金を交付します。
2、補助対象車両
　燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、超小型電気自動車

〇集合住宅向け電気自動車等充電設備普及促進補助金 【新規事業】　予算額：4,500千円
1、事業概要

2、補助対象設備
　普通充電器、コンセントスタンド、コンセント

〇公共施設再生可能エネルギー設備等導入可能性調査 【新規事業】　令和4年度予算額：5,000千円
事業概要

(拡充)

環境推進費 環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

カーボンニュートラル推進事業
産業環境部環境都市推進課

40,500 千円
環境政策係

℡ 71-2280

2050年カーボンニュートラル実現のため、再生可能エネルギーや
次世代自動車の普及促進をはじめとした地球温暖化対策を推進します。

　家庭における効率的なエネルギー利用の促進と、自立・分散型エネルギー社会の構築を推進し、温室効果ガスの削減を図るため、住宅
に再エネ・省エネ設備を設置した市民に対し補助金を交付します。

　電気自動車等の自宅での充電が困難な集合住宅（マンション・アパート等）の環境整備により、次世代自動車の普及促進を図るため、集
合住宅に充電設備を設置する管理組合や所有者等に対し、補助金を交付します。

　市施設における温室効果ガスの削減のため、効果的な再エネ・省エネ設備の導入可能性や最適な導入手法
を検討します。

支援

調査
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