
３０款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　食料・農業・交流推進事業補助金　30,000千円

2　安城市食料・農業・交流基本計画策定委託料　4,048千円　（令和3年度2,981千円、計7,029千円）

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。

(拡充)

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）

34,048 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。

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次となる今回の計画では、計画や業務のスリム化を図るため「安城市食育推進計画」と統合し、令和3年度のアンケート結
果をもとに、より効果的な支援や方向性を定めることで、さらなる食料・農業・交流の推進を図ります。

【令和4年度からの新規メニュー】

【その他の主な補助金メニュー】
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３０款 ０５項 ２５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

　1　事業概要 デンパークは、令和4年4月29日で開園25周年を迎えます。その25周年を記念し、1年を通して皆様に楽しんでいただける様々な
イベントを開催します。

　2　主な事業内容と予算額
（1）25周年記念セレモニー＆新メルヘン号出発式　4/29　（2,000千円）

4月29日にオープニングセレモニーを開催し、合わせて電動化した新たなメルヘン号の出発式を実施

（2）フラワーマルシェ　年4回　（2,000千円）
地元生産者によるお花や植物、雑貨の販売を通じて花とみどりの魅力を発信

（3）アウトドアフェスタ　10月　（2,500千円）  新メルヘン号出発式
花木園の芝生のエリアでSDGｓとピクニックの要素を取り入れた楽しいイベントを開催

（4）イルミネーション強化　11～1月　（5,000千円）
従来のイルミネーションに加え、花木園エリアに特化したイルミネーションの増設

（5）バレンタインフェスティバル　1～2月　（2,000千円）
恋人の聖地であるデンパークで
花の大温室フローラルプレイス内にあるしあわせの塔「リュッケ」や鐘を活用したイベントを実施

フラワーマルシェ
（6）フォトスポットの設置　通年　（3,000千円）

園内各所にフォトスポットを新設
花の大温室フローラルプレイス内のフォトスポットを
季節に応じて変化

フォトスポット イルミネーション アウトドアフェスタ

農政係

℡ 71-2233

デンパーク開園25周年を記念し、1年間を通じて四季折々の様々なイベントを開催します。

(新規)

産業文化公園管理費

デンパーク開園25周年事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

20,000 千円

産業環境部農務課
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３５款 ０５項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

工業労政係

℡ 71-2235

市内中小事業者の経営諸課題解決、コロナ回復期における企業の新たな取組みを支援します。

(拡充)

商工業振興費

がんばる中小企業応援事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

67,872 千円

産業環境部商工課

・がんばる中小企業応援事業補助金（50,000千円）
市内中小企業の人材育成、人材確保等の経費を補助します。（補助率1/2）

新ビジネス支援活用事例：美容業店内にカフェ

コーナーを設置

新ビジネス支援事業（20,000千円）

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3年度に引き続き支援
（新ビジネス支援のみ補助率2/3以内）

・事業者向けカーボンニュートラルセミナーの実施

→事業者への情報提供、動機付けにより企業の持続可能性を高めます。

・研究開発推進事業補助金(15,000千円)

→製造業・建設業の新製品・新技術等の開発費用の一部を補助します。

（補助率最大2/3）

○人材育成

○人材確保

○展示会出展

○特許申請

○依頼試験

○販売促進

○専門家相談

○新ビジネス支援

CO2排出削減・省エネ

SDGｓ

循環型社会

拡充

拡充

新規
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３５款 ０５項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

企業立地推進係

℡ 71-2281

既存企業の流出抑制や新規企業の誘致など、企業立地の推進を図ります。

(継続)

商工業振興費

企業立地推進事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

50,396 千円

産業環境部商工課

①事業概要

・（都）安城新田線と（都）安城高浜線の結節点となる地区で公共主導の工業団地（（仮）北山崎地区工業団地）の整備に向け準備を進めます。

・第9次総合計画（土地利用構想）の策定を見据え、産業ゾーンの位置づけに必要な企業ニーズの調査を実施します。

結節点

②スケジュール予定

・（仮）北山崎地区工業団地の整備計画

・企業ニーズ調査

令和4年度に市外企業も含め企業の立地ニーズを調査し、令和5年度

に策定を予定する第9次安城市総合計画の土地利用構想に反映させ

るほか、必要に応じ企業立地推進計画を見直します。

（仮）北山崎地区工業団地整備予定地区

R3年度

• 事業計画検討、開発計画の同意

• 都市計画マスタープラン見直し

• 農業振興地域整備計画位置付

R4年度～

• 各種調査及び設計業務、測量等

• 整備地区決定

• 土地売買契約

• 地区計画の策定、各許認可手続き

R7年度～

• 造成工事

• 分譲、引渡し
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３５款 ０５項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

商業観光係

℡ 71-2235

市制施行７０周年記念事業として、安城プレミアム商品券を発行し、地域経済の活性化を図ります。
また、安城商工会議所が実施する安城プレミアム建設券発行事業へ補助金を交付します。

(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）

289,000 千円

産業環境部商工課

1 安城プレミアム商品券発行事業

（1）事業主体 安城市（運営は委託）

（2）購入対象者 18歳以上（令和4年4月1日現在）の市内在住者

（3）利用期間 令和4年9月1日～令和5年1月31日予定

（4）予算額 253,000千円（負担金180,000千円+事務費73,000千円）

※70周年記念事業として、購入者を対象にプレゼント企画を予定

2 安城プレミアム建設券発行事業補助金

（1）事業主体 安城商工会議所（市補助事業）

（2）購入対象者

市内において自己が居住する専用住宅、または自己が専有する敷地内の工事を実施する18歳以上の市内在住者。

ただし、１世帯につき１申請。

（3）利用期間 令和4年7月1日～令和5年1月31日予定

（4）予算額 補助金36,000千円（プレミアム分30,000千円+事務費6,000千円）

見 本

販売額 発行額 プレミアム分

（千円） （千円） （千円）

 1冊5,000円（額面6,000円）
 地元応援券（中小の個店のみで利用可能）1,000円券×3枚
 共通券（全店舗で利用可能）1,000円券×3枚
 販売冊数18万冊（最低購入者数36,000人）
 購入限度冊数：1人5冊（2万5,000円・額面3万円）※申込多数の場合抽選

内　容プレミアム率

20% 1,080,000900,000 180,000

販売額 発行額 プレミアム分

（千円） （千円） （千円）
プレミアム率 内　容

20%
 1口50,000円（額面60,000円）
 販売口数3,000口 150,000 180,000 30,000
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４０款 １０項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度事業費〕

　工事請負費  63,000千円
　負担金      45,000千円　

 令和3年度　  道路改良工事、明治用水（神楽山用水）工事(負担金）

2　令和4年度事業費

道路利用者の利便性の向上を図るとともに通学路としての安全確保のため
車道の拡幅と歩道の設置を行います。

1　事業概要
 市道箕輪2号線は、総延長約1,800ｍの幹線道路で、刈谷市境の緑町から箕輪町までの約1,500ｍが完成しています。

    本事業は、残る（主）岡崎半田線付近までの約300ｍ区間で歩道及び車道の整備を行うものであり、今年度の道路改良工事により全線約1,800ｍが完成する
 ことで、道路利用者の利便性が向上するとともに、通学路としての安全が確保されます。

 令和元年度　用地取得、道路改良工事
 令和2年度　  用地取得、道路改良工事

3　全体計画
 平成28年度　道路予備設計
 平成29年度　用地測量・物件調査等
 平成30年度　用地取得

(継続)

道路新設改良費 環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

主要道路新設改良事業
（市道緑箕輪２号線）

建設部土木課

108,000 千円
道路建設係

℡ 71-2239

標準断面図

青木交差点

整備箇所

整備箇所

至 緑町

箕輪町
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４０款 １０項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要

 工事請負費 　80,000千円　

 平成28年度 用地測量（第1工区）
 平成29年度 道路詳細設計（第1工区）

 道路予備設計（第2工区）

 平成30年度 道路改良工事（第1工区）
 道路詳細設計（第2工区）

 令和元年度 道路改良工事（第1工区）

 令和 3年度 用地取得、道路改良工事（第2工区）
 令和 4年度 道路改良工事（第2工区）

幹線道路へのアクセス機能の向上を図るため、道路の新設、拡幅を行います。

(継続)

道路新設改良費 環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

主要道路新設改良事業
（市道里荒畑５号線）

建設部土木課

80,000 千円
道路建設係

℡ 71-2239

　 本路線は、（主）豊田一色線から知立市、豊田市を経由し、（主）名古屋岡
崎線バイパス等の幹線道路に接続する重要な道路です。
　本路線の（主）豊田一色線から約500ｍ区間は既に整備済みであり、今年
度、残る約200ｍを整備し事業が完了します。
　また、接続する近隣の知立市内の道路と同調して工事を進めております。

2　令和4年度事業費

3　全体計画 
 平成27年度 道路予備設計（第1工区）

     用地取得（第2工区）

 用地測量（第2工区）

 用地取得（第2工区）

 用地取得（第1工区）

標準断面図

整備箇所

（第２工区）

里町溝下交差点

知立市整備中

（今年度整備予定）

至（主）名古屋岡崎線
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４０款 １０項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要
　市道山中曽根線は、安城市南部の工業地を繋ぐ道路、また市道小川安城線を経由し名鉄西尾線南桜井駅へのアクセス道路となる重要な道路です。

　　本事業は、名鉄南桜井駅から西の約700ｍまでの整備済区間に続けて、残る市道石井小川線との交差点を含む約400ｍ区間の本路線の道路整備と共に
 付随する市道山田和泉道線の道路整備を行います。

　これにより、名鉄南桜井駅や工場等へアクセス性が向上することにより、道路利用者の利便性と生活道路への交通流入の減少による安全性の向上が図られ
 ます。

2　令和4年度事業費
 工事請負費　 　229,500千円
 補償金　　  5,000千円

3　全体計画
 平成28年度　道路概略設計、交通量調査
 平成29年度　道路予備設計
 平成30年度　用地測量
 令和元年度　用地測量、用地取得
 令和2年度　用地取得、道路詳細設計
 令和3年度　用地取得、道路改良工事
 令和4年度　道路改良工事

道路建設係

℡ 71-2239

道路利用者の利便性や安全性の向上を図るため、道路の新設・拡幅を行います。

(継続)

道路新設改良費

主要道路新設改良事業
（市道山中曽根線他）

環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

234,500 千円

建設部土木課

標準断面図

整備箇所

南桜井駅
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４０款 １０項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1  事業概要
 本路線は、（主）岡崎半田線から災害拠点病院である安城更生病院付近を結ぶ安城市中部の東西の交通を担う路線です。
 二級河川長田川に架かる通学橋は、老朽化が進み、また前後の道路と共に幅員が狭いため、交通安全上支障をきたしています。
 本事業では、通学橋を架け換えと前後の車道及び歩道を拡幅し、道路利用者の利便性や安全性の向上を図ります。

2  令和4年度事業費
 工事請負費　140,000千円
 補償費　3,000千円
 使用料及び賃借料　1,100千円　

3　全体計画
 平成19年度　福釜町内会から要望書が提出される
 平成27年度　橋りょう点検
 平成29年度　道路、橋りょう、樋管詳細設計
 平成30年度　用地測量
 令和元年度　用地取得
 令和2年度　用地取得、通学橋架替工事（右岸下部工、右岸樋管工）、仮橋設置
 令和3年度　通学橋架替工事（左岸下部工、左岸樋管工）
 令和4年度　通学橋架替工事（上部工）、道路改良工事

道路建設係

℡ 71-2239

道路利用者の利便性や安全性の向上を図るため、
通学橋の架け替えと前後の車道及び歩道を拡幅します。

(継続)

道路新設改良費

主要道路新設改良事業
（市道福釜安城線・通学橋）

環境（くらしの質を高める持続可能なまち）

144,100 千円

建設部土木課

通学橋将来イメージ 通学橋断面図

中部調理場

安城西中学校

安城西部小学校

N

至安城更生病院

仮橋
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４０款 ２０項 ０５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要 自転車が健康的・経済的な乗り物であることをPRし、自転車に乗るきっかけづくりとなるようなイベントを実施します。
併せて、安全に自転車を利用するためのルールやマナーの意識啓発を行います。

2　事業費 委託料10,000千円

3　開催時期 令和4年10月（予定）

ファミリー層を中心に幅広い世代が参加できる自転車イベントを実施します。

(新規)

都市計画総務費 健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

サイクルフェスin安城実施事業
都市整備部都市計画課

10,000 千円
総合交通係

℡ 71-2243

バーチャルライド

ウィーラースクール

新モビリティ体験

5 開催内容 ・ バーチャルライド ・ ウィーラースクール（子ども向け自転車教室）

・ 新モビリティ体験 ・ 高齢者向け電動三輪車体験 などを予定

4 開催場所 アンフォーレ（願いごとひろば、ホール）
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４０款 ２０項 ０５目 総合計画：

〔令和4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）

43,000 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 434000千円
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４０款 ２０項 ０５目 総合計画：

〔令和4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 22,300千円
認可申請書作成、組合設立支援
発起人会運営支援

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します。

(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）

22,300 千円

都市整備部都市計画課

事業予定区域 約17.7ｈａ

三河安城駅

位 置 図

計
画
協
議

土
地
利
用
意
向
調
査

仮
同
意
書
収
集

土
地
区
画
整
理
事
業
決
定

市
街
化
区
域
編
入

事
業
計
画
書
作
成

本
同
意
書
収
集

組
合
設
立
認
可

令和4年度以降の活動

発起人会の様子

スケジュール
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４０款 ２０項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

〇 名 称 　西町公園(仮称) 〇 ｽｹｼ ﾞ ｭｰﾙ 　令和3年度　　実施設計（ワークショップ4回実施）
〇 事 業 費 　西町公園整備工事費 39,900千円など 　令和4年度　　整備工事
〇 規 模 　街区公園　0.20ha 　令和5年3月末の開園予定
〇 主な施設 トイレ、東屋、遊具、水飲み 〇 そ の 他 　「植樹祭」を開催予定

　倉庫、照明灯

公園整備係

℡ 71-2244

 安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業区域内へ、
「だれもが安心して楽しみ憩える緑の公園」をコンセプトとした街区公園を整備します。

(新規)

公園費

西町公園整備事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

40,739 千円

都市整備部公園緑地課

位置図

西町公園

平面図（案）
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４０款 ２０項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

〇事業概要
・雨天等の荒天時や真夏の炎天下、厳冬期でも小さな子どもたちが堀内公園を楽しめるよう、展示棟を屋内遊具広場に改修を行います。
・老朽化しているちびっ子サーキット用ゴーカート、バッテリーカーを更新します。
・市制70周年・堀内公園開園30周年記念イベントを開催します。

予定しているイベント
・ふれあい動物園（アルパカ、カピバラ　など）
・はたらく車広場
・はたらく車体験会
・模擬店（輪投げ、射的　など）
・ケータリング

花とみどりの係

℡ 71-2244

堀内公園開園30周年を迎え、更なる魅力向上を図ります。

(新規)

公園費

堀内公園施設改修事業

こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

30,026 千円

都市整備部公園緑地課

委託料3,000千円

修繕料2,266千円

改修工事費22,000千円

〇ゴーカート、バッテリーカー更新〇展示棟改修イメージ

ゴーカート バッテリーカー

ゴーカート、バッテリーカー購入費2,760千円

〇記念イベント

<スケジュール>

令和4年6月～10月（予定）

改修工事

令和4年10月（予定）

利用開始
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４０款 ２０項 ５０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要

　　平成20年1月に土地区画整理事業の事業計画決定を公告し、
　住宅市街地総合整備事業との合併施行により都市基盤整備を
　進めています。

　建物移転補償の進捗は令和3年度までに約98％となりました。
　　令和4年度も建物移転補償、道路築造を中心に事業を進めて
　まいります。

2　主な事業内容
（1） 道路等の整備を行います。

・ 道路築造工事ほか 201,600 千円
・ 工事詳細設計ほか 26,300 千円

（2） 建物等の移転及び買収除却を行います。
・ 建物等補償 284,900 千円
・ 建物補償調査 7,100 千円

（3） 仮住居等の借上げを行います。
・ 仮住居、仮駐車場借上げ 4,000 千円

℡ 71-3751

密集市街地の整備改善を図るため、土地区画整理事業により道路・公園等の整備、街区・画地
の整序を行い、土地の高度利用を推進し、まちの活性化と安全で快適な環境の創出を図ります。

(継続)

南明治土地区画整理費

南明治第一土地区画整理事業

経済（地域の魅力、潤いと活力あふれるまち）

564,275 千円

都市整備部南明治整備課

安城南明治第一地区

平成17年度航空写真 令和2年度航空写真

土地の高度利用事例

（28街区 土地有効活用事業）
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４０款 ３０項 １５目 総合計画：

〔令和4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階建の住宅に建替を行います。
　　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。（令和4年度は建設工事2年目）

　２　建物概要
・敷地面積　　3501.64㎡
・延床面積　　3974.70㎡ ・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

1ＤＫ：2ＤＫ：3ＤＫ＝25戸：25戸：15戸
⇒合計65戸

　３　予算額内訳
・本体建設工事費

（全体工事費1,023,550千円の内2年目分）
・外構工事費
・下水道接続等工事費

　４　工事等スケジュール

事業年度

※予算は、道路整備費として土木課に計上

新住宅への入居開始
⇒旧住宅解体工事

※周辺道路整備工事【東側】
上水道本管整備工事

本体建設工事（2年目）本体建設工事（1年目）

下水道接続工事
※周辺道路整備工事【西側】

85,202千円
13,000千円

令和3年度 令和4年度

事業内容

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。

(継続)

 住宅建設費

市営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）

817,807 千円

建設部建築課

716,485千円

令和5年度

外構工事
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４５款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

 地区防災計画は、地区の居住者等による自発的な防災活動であり、平成25年の災害対策基本法改正により創設されました。
　大規模な風水害や地震の発生が危惧されるなか、地域の課題は地域で解決する「共助の力」を育む取り組みが重要です。
 自主防災組織が主体となる「地区防災計画」の策定を支援します。

令和2年度　「安城市地区防災計画策定の手引き」を作成
令和3年度　3地区（小川、藤野、東端）で地区防災計画策定を支援
令和4年度　地区防災計画策定支援地区を6地区に拡充

　地区防災計画策定支援業務委託料　4,380千円

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）

4,380 千円

市民生活部危機管理課

令和3年度実施状況（東端地区）

１ 事業概要

２ 計画策定の流れ ３ これまでの経緯と今後の予定
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５０款 ０５項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

　1　事業概要

開催期間 令和4年10月下旬の土日

開催場所 安城産業文化公園　デンパーク

開催内容 本市が目指すまちづくり像である「健幸」から構想
を得たテーマを基に、本市の教育研究活動の取り
組みを、各教科・領域ごとの展示や体験を通して紹
介していきます。

　2　主な事業費

予算額
印刷製本費 デンパーク入園券印刷 75
委託料 展示制作、準備、運営 3,785
使用料 デンパーク会場使用料 365

デンパーク入園料 3,773

児童生徒の学習への取り組みや安城市の学校教育の確かな歩みを、
市民や地域社会の人々に体感していただく機会を創造します。

(新規)

教育指導費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

教育展事業
教育振興部学校教育課

7,998 千円
研究係

℡ 71-2254

 予  算  科  目  内　  容
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５０款 ０５項 ２０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕
(継続)

奨学費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

緊急奨学支援金支給事業
教育振興部総務課

75,000 千円
庶務係

℡ 71-2253

新型コロナウイルス感染症の影響により、
大学生等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。

【事業概要】

新型コロナウイルス感染症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4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4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】

150,000円

【予算額】

（歳出）

〇補助金 75,000千円（150,000円×500人）

【申請期間】

令和4年6月から9月まで（※）

（※）扶養親族のうち年齢が15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

【実績】

令和2年度 426人（63,900千円） 令和3年度 422人（63,300千円）

（※）家計急変の場合については、令和5年2月末までとする。
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５０款 １０・１５項 ０５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

≪中規模改修≫ 「安城市学校施設長寿命化計画」に基づき改修を行います。
[　第1期工事　] [　第2期工事　]
・ 普通教室、廊下等の壁の改修 ・ 普通教室、廊下等の床の改修
・ 普通教室黒板、ロッカーの改修 ・ 廊下パーテーション、下足箱等の改修
・ 昇降口等の段差解消 ・ 給食用ダムウェータ（昇降機）の更新
・ 照明器具のＬＥＤ化　など ・ エレベータ、多目的トイレの設置　など

第1期工事　・・・明和小学校、祥南小学校、桜林小学校
第2期工事　・・・志貴小学校、錦町小学校、桜井中学校

768,800 千円

・転用教室改修工事（安城東部小学校など5校） 70,000千円
・保全改修工事（外壁・屋根改修など） 398,200千円
・老朽化等による施設の不具合の修繕 小学校修繕料　 67,578千円

中学校修繕料　 44,320千円

【改修内容】

【 対 象 校 】

【 予 算 】

≪その他主な事業≫

(継続)

学校管理費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

小中学校施設改修事業
教育振興部総務課

1,459,154 千円
施設係

℡  71-2253

学校施設の修繕及び改修を行い、良好な教育環境の維持に努めます。

（教室改修） （段差解消）（多目的トイレ）（エレベータ）
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５０款 １０・１５項 １０目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

１　事業概要 経済的な理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し、小中学校に係る費用の一部について援助すること
により、義務教育の円滑な実施を図るために実施しています。

2　拡充点 支給の内容を以下のように拡充しました。

令和3年度まで 令和4年度以降

3　事業費 小学校就学援助費
使用料及び賃借料 モバイル端末使用料 1,528
扶助費 就学援助費 51,000
中学校就学援助費
使用料及び賃借料 モバイル端末使用料 465
扶助費 就学援助費 51,000

(拡充)

教育振興費 こども（子どもたちを社会で豊かに育むまち）

要保護・準要保護児童生徒就学援助事業
教育振興部学校教育課

103,993 千円
学事係

℡ 71-2254

現在支給している就学援助の支給項目に、児童生徒会費及びＰＴＡ会費を追加します。

修学旅行費
校外活動費
給食費

支給項目
学用品費
新入学学用品費

支給項目
学用品費
新入学学用品費
通学用品費
通学費

生徒会費　※拡充
ＰＴＡ会費　※拡充

通学用品費
通学費
修学旅行費
校外活動費
給食費
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５０款 ２５項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

　事業概要
　　子どもたちが最先端のロボット技術に触れたり、プログラミングを体験することにより、ロボットを動かすためにはプログラミングが必要であることに
　気付いたり、プログラミング的思考を育むとともに、近未来社会を想像する機会となる体験型イベントを開催します。

　開催日時
　令和4年12月3日（土）、4日（日）

　開催場所
　へきしんギャラクシープラザ（一部アンフォーレ開催）

　対象
　小中学生

　開催内容
・ロボット操作体験
・プログラミング講座
・Fab　Space体験会
（レーザー加工機・3Dプリンター・デジタルミシン）

など

　事業費　企画運営委託料8,000千円　報償金200千円

生涯学習係

℡ 76-1515

最先端のロボット技術に触れることで、子どもたちが近未来社会を想像する機会となる
体験型イベントを開催します。

(新規)

公民館事業費

(仮称)ロボットパークＡＮＪＯ
実施事業

きずな（人々が優しくつながり、支え合う安全安心なまち）

8,200 千円

生涯学習部生涯学習課

ロボット操作体験

プログラミング講座
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５０款 ２５項 ７０目 総合計画：

〔令和４年度予算額〕

52,107 千円
154,710 千円

2,428 千円
6,709 千円

合　　計 215,954 千円

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。
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。

本證寺発掘調査関係 消耗品費、遺構測量委託料、重機賃借料など

　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。

石垣修理設計・工事監理費、石垣修理工事費
（仮称）本證寺史跡公園用地買収関係 土地購入費、物件補償費、補償調査等委託料
整備基本計画・「歴史まちづくり」関係 史跡本證寺境内整備基本計画策定委託料

文化財係

℡ 77-4477

国指定史跡 本證寺境内の石垣を修理し、整備の基盤を整えるとともに、
「歴史まちづくり」を目指した整備基本計画を策定します。

(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）

215,954 千円

生涯学習部文化振興課

　1　事業概要
崩壊が懸念される石垣を修理し、（仮称）本證寺史跡公園整備のための用地を買収します。
史跡を保存、整備するとともに、市民参加による地域創造につなげていける「歴史まちづくり」を目指した整備基本計画を策定します。

　2　令和4年度事業内容と予算
石垣修理関係

ワークショップから生れた市民グ
ループによる門前市の賑わい

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

崩壊が懸念されるため大型土のう
で保護した本證寺の石垣

新たに発見された深さ4ｍの堀を見
学する歴史ファン
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５０款 ３０項 ０５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　概要
　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
　市制70周年×オカダカズチカ　プロレスイベントの開催

2　令和4年度事業内容
①ＪＤリーグ（女子ソフトボール）や日本リーグ（女子バスケットボール）の誘致・開催
②全日本大学女子ソフトボール選手権大会の開催
③2026愛知・名古屋アジア競技大会への機運醸成、杭州アジア競技大会の視察
④東京2020オリンピック聖火ランナーオカダ・カズチカ氏を招いてのプロレスイベントを実施

3　令和4年度予算内訳
　報償費　 　：　 　43千円
　旅　費　 　：　 　1,335千円
　委託料　 　：　 　10,920千円

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）

12,298 千円

生涯学習部スポーツ課

全日本大学女子ソフトボール選手権大会の様子

東京2020オリンピック聖火リレーの様子

全日本大学女子ソフトボール選手権大会

優勝校 園田学園女子大学

オカダ・カズチカ氏（中央）
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５０款 ３０項 １５目 総合計画：

〔令和4年度予算額〕

1　事業概要 【令和4年度事業予算】
グラウンドの水はけを良くするための土壌改良を行うとともに
ボールの飛び出しを防ぐため、防球ネットの増設を行います。

2　現状
グラウンドの水はけが悪化しており、利用できない時間が多くなっています。
また、防球ネットの低い部分よりボールが飛び出し、民家へ飛び込む事例が発生しています。

3 期待される効果
グラウンドの土壌改良と整地を実施することで、雨後の利用再開時間を短縮し、利便性を向上します。
また、グラウンド外へのボールの飛び出しによる事故を防止できます。

4　今後のスケジュール予定
令和4年5月～9月　　 改修設計業務
令和4年10月～令和5年3月　 改修工事

 ＜和泉公園運動広場グラウンド＞

施設管理係

℡ 75-3535

和泉公園運動広場グラウンド土壌改良及び防球ネットの増設を行います。

(新規)

体育施設管理費

和泉公園運動広場グラウンド
改修事業

健康（生涯にわたり心身ともに健康にすごせるまち）

91,900 千円

生涯学習部スポーツ課

82,000
91,900

項目
改修設計委託

改修工事
合計

予算額（千円）
9,900

グラウンド改修 101950㎡

和泉公園運動広場グラウンド改修内容
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