岩津地域／岩津学区

阿知和地区工業団地造成事業特別会計〔予算額
阿知和地区工業団地関連道路整備業務〔予算額
財源内訳

総合政策部地域創生課

910,241千円〕

政策推進係（23−7214）

146,493千円〕

阿知和地区工業団地造成事業特別会計 使用料及び手数料 6千円、財産収入 1千円、繰入金 407,233千円、繰越金 1千円、市債 503,000千円
◇阿知和地区工業団地関連道路整備業務：国庫支出金 23,200千円、市債 68,000千円、一般財源 55,293千円

支出内訳

阿知和地区工業団地造成事業特別会計 1款1項1目 一般管理費／食糧費 38千円、2款1項1目 工業団地造成費／登記用図面作成委託料 2,931千円、
埋蔵文化財調査委託料 58,875千円、契約等支援委託料 15,125千円、造成事業委託料 140,672千円、造成事業工事請負費 371,556千円、
水道工事負担金 4,497千円、3款1項1目 元金／市債償還金元金 314,125千円、3款1項2目 利子／市債償還金利子 1,922千円、4款1項1目 予備費／
予備費 500千円、◇阿知和地区工業団地関連道路整備業務：8款3項3目 道路新設改良費／消耗品費 20千円、架線保全手数料 220千円、
設計単価調査委託料 1,100千円、測量設計委託料 28,050千円、土地賃借料 1,200千円、道路新設改良工事請負費 89,650千円、
土地購入費 20,503千円、電柱移設補償金 5,750千円

■阿知和地区工業団地造成事業特別会計
◇概 要
・位 置：東阿知和町、西阿知和町及び真福寺町地内
・面 積：約66ha
・分譲面積：約32ha
企業の工業団地需要に応えるため、スマートインターチェンジ事業と
一体となって整備します。
令和４年度は、PFI事業と埋蔵文化財発掘調査を進めます。
■阿知和地区工業団地関連道路整備業務
◇概 要
・北アクセス：工業団地から真福寺町牛落交差点まで
・南アクセス：工業団地から都市計画道路岡崎環状線を経て真伝町
総合グランド西交差点まで
阿知和地区工業団地へのアクセス道路を整備することで、地域で課題
となっている通勤時間帯の渋滞緩和を図ります。
令和４年度は、北アクセス道路と南アクセス道路の整備を進めます。
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西アクセス道路

北アクセス道路

南アクセス道路

市全域

街路・道路新設改良事業〔予算額

770,785千円〕

土木建設部道路建設課
※矢作川右岸南北道路整備業務始め８業務合算

総務係 （23-6442）

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 148,338千円〕（合計予算額 919,123千円）
財源内訳

国庫支出金 134,822千円、県支出金 17,500千円、諸収入 16,000千円、市債 314,000千円、一般財源 288,463千円

支出内訳

8款3項3目 道路新設改良費／特別旅費 42千円、土地鑑定手数料 807千円、架線保全手数料 525千円、測量設計委託料 15,670千円、
登記事務委託料 1,500千円、道路用地管理委託料 3,020千円、道路整備計画調査委託料 3,300千円、設計単価調査委託料 1,100千円、
道路新設改良工事請負費 295,900千円、道路新設関連工事請負費 5,000千円、土地購入費 124,469千円、電柱等移転補償金 8,200千円、
事業損失補償金 400千円
8款5項3目 街路事業費／特別旅費 67千円、土地鑑定手数料 1,019千円、架線保全手数料 460千円、測量設計委託料 10,400千円、
街路改良工事委託料 177,460千円、登記事務委託料 500千円、道路用地等管理委託料 7,914千円、土地賃借料 130千円、
街路改良工事請負費 99,000千円、道路用地等維持修繕工事請負費 10,450千円、土地購入費 952千円、電柱等移転補償金 2,500千円

都市計画道路、主要市道等の新設及び改良工事を行います。

仁木八反田５号線ほか２路線

■事業予定箇所
街路新設改良事業
・岡崎環状線
・若松線

道路新設改良事業
・矢作川右岸南北道路
・針崎ポンプ場線（完成予定）
・仁木八反田５号線ほか２路線（完成予定）
・東奥洞七ツ池線
工事箇所
整備済箇所
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岩津地域／岩津学区

岩津地域活動拠点施設関連道路整備業務〔予算額

314,744千円〕

市民安全部市民協働推進課
施設管理係（23−6661）

財源内訳

国庫支出金 10,000千円、市債 103,000千円、一般財源 201,744千円

支出内訳

8款3項3目 道路新設改良費／埋蔵文化財発掘調査委託料 129,470千円、道路新設改良工事請負費 143,000千円、建物等移転補償金 11,000千円、
電柱移設補償金 4,269千円、水道管移設補償金 16,005千円、ガス管移設補償金 11,000千円

地域交流センター（市民活動）
、市民センター（生涯学習）
、支所（行政手続き、地域支援）の機能を併せ持つ複合拠点施設の整備に向
け、施設利用に係る円滑な交通及び安全を確保するため、交差点改良等関連道路の整備を進めます。

関連道路整備区域

現：岩津市民センター

岩津地域
活動拠点施設
予定地

右折レーン及びアプローチ道路設置

市道岩津仁木堤線延長
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中央地域／梅園学区・連尺学区・三島学区・六名学区

ＱＵＲＵＷＡ戦略推進業務〔予算額

都市政策部都市施設課

117,632千円〕

QURUWA戦略係（23−7421）

財源内訳

国庫支出金 11,049千円、一般財源 106,583千円

支出内訳

8款5項1目 都市計画総務費／委員報酬 1,050千円、費用弁償 719千円、特別旅費 875千円、消耗品費 190千円、食糧費 23千円、
印刷製本費 237千円、工作物修繕料 2,708千円、通信運搬費 546千円、かわまちづくり企画支援委託料 5,995千円、
まちづくりデザイン策定委託料 73,326千円、情報化基盤施設整備等委託料 8,281千円、機器等運用保守委託料 14,422千円、会場使用料 109千円、
木船借上料 300千円、職員研修負担金 30千円、かわまちづくり活用実行委員会負担金 3,000千円、電気使用料負担金 108千円、
全国川サミット実行委員会負担金 5,000千円、継続契約集合支払特別会計繰出金 713千円

ＱＵＲＵＷＡエリア内にある豊富な公共空間を活用した公民連携プロジェクトを推進することにより、まちの回遊を実現させ、その波及効果として
市民の暮らしの質の向上とエリアの価値向上に取り組みます。整備が完了した籠田公園、中央緑道等の公共空間がさらに生かされるよう、主に
企業をターゲットとした民間投資誘導、乙川かわまちづくり事業の推進支援、公民連携まちづくりの情報発信、シンポジウム等による啓発を実施し
ます。
民間投資誘導

QURUWA 戦略 （拠点・拠点間動線）

かわまちづくり

企業版リノベーションスクール開催支援

乙川エリアビジョン更新支援

QURUWA 情報発信

まちづくりデザイン

新 QURUWA ウェブ

QURUWA シンポジウム
※ オンライン配信
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岩津地域／岩津学区

スマートインターチェンジ整備業務〔予算額

総合政策部地域創生課

522,859千円〕

技術係（23−6565）

財源内訳

国庫支出金 100,000千円、市債 192,000千円、一般財源 230,859千円

支出内訳

8款5項1目 都市計画総務費／消耗品費 213千円、食糧費 52千円、土地鑑定手数料 220千円、測量設計委託料 40,557千円、登記事務委託料 2,467千円、
調査検討委託料 4,950千円、道路整備工事請負費 334,400千円、電柱等移転補償金 140,000千円

高速道路へのアクセス及び物流の効率化による生産性向上のため、（仮称）岡崎阿知和スマートインターチェンジを阿知和地区
工業団地の計画と合わせ整備します。また、岡崎サービスエリアへのスマートインターチェンジ整備効果について調査を進めます。

◆令和４年度予算内容
・道路築造工事
・周辺道路予備設計
・橋梁補強設計
・道路詳細設計
・岡崎ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ整備効果検討

等

西アクセス道路

北アクセス道路

南アクセス道路
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中央地域／三島学区

東岡崎駅周辺地区整備推進業務〔予算額

288,573千円〕

都市基盤部拠点整備課
総務企画係（23−6452）

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 45,980千円〕（合計予算額 334,553千円）
財源内訳

国庫支出金 25,920千円、県支出金 11,610千円、繰入金 80,000千円、一般財源 171,043千円

支出内訳

8款5項5目 拠点整備費／委員報酬 38千円、費用弁償 42千円、特別旅費 120千円、消耗品費 30千円、食糧費 27千円、架線保全手数料 241千円、
登記用図面作成委託料 627千円、周辺整備調査設計委託料 19,947千円、東岡崎駅立体横断施設検討委託料 2,937千円、
東岡崎駅南口空間検討委託料 3,454千円、東岡崎駅周辺街区道路空間検討委託料 5,071千円、設計単価調査委託料 473千円、会場使用料 37千円、
水道分担金 1,265千円、交通施設等調査設計費負担金 101,864千円、市街地再開発事業費補助金 57,600千円、建物等移転補償金 94,800千円

■本市の玄関口である東岡崎駅周辺地区を「誰もが使いやすい にぎわいの交流拠点」となるよう整備します。
名鉄との基本協定に基づき、橋上駅舎、自由通路、駅ビル、バスターミナル等の一体整備（第２期整備）の着工に向けた調査設計
等を進めます。

■令和４年度の主な内容
・昨年度に引き続き橋上駅舎整備費の検討に必要となる線路の詳
細設計や既設の高架構造物の照査等を行います。
・市街地再開発事業として駅ビル、バスバースについての基本設
計等を行います。
・自由通路の築造にあたり支障となる地下改札前の店舗等に対す
る移転補償を行います。
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東部地域／本宿学区・山中学区

（仮）本宿駅西土地区画整理組合設立準備業務〔予算額

20,702千円〕

財源内訳

一般財源20,702千円

支出内訳

8款7項2目 土地区画整理組合指導費／区画整理事業設計委託料 17,402千円、環境保全対策委託料 3,300千円

都市基盤部市街地整備課
組合支援係（23−6166）

都市計画マスタープランにて東部地域の地域拠点として位置付けた本宿地区において、既存ストックである優れた交通結節機能を有効に活用
し、隣接する広域観光交流拠点におけるアウトレット事業と同調・連携し、民間活力を活用した組合施行土地区画整理事業による新たな市街地の
整備を行い、地域拠点としての機能を誘導します。組合発起人会を支援し、土地区画整理事業の事業化に向けた計画策定を行います。
※参考イメージ

観光交流拠点
（アウトレット）
名電山中駅

東消防署
本宿出張所

※イメージ

地域拠点
（組合区画整理）
本宿小学校

【事業面積】
・市街化編入予定区域
：約 37ha
・広域交流拠点区域：アウトレット：約 20ha
・地域拠点区域：組合区画整理予定：約 17ha
※既市街化区域含む

本宿駅
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岡崎地域／羽根学区

岡崎駅東地区整備業務〔予算額

都市基盤部市街地整備課

968,587千円〕

技術係（23−6286）

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 32,912千円〕（合計予算額 1,001,499千円）
財源内訳

国庫支出金 180,510千円、市債 443,000千円、一般財源 345,077千円

支出内訳

8款7項3目 岡崎駅東地区都市改造事業費／架線保全手数料 550千円、換地委託料 75,447千円、区画整理測量委託料 11,000千円、
工事実施設計等委託料 32,912千円、道路築造工事委託料 327,234千円、施工監理委託料 3,300千円、区画整理事業設計委託料 12,991千円、
設計単価調査委託料 4,367千円、土地賃借料 3,913千円、道路整備工事請負費 38,544千円、道路等維持工事請負費 11,000千円、
道路築造工事請負費 438,540千円、電柱移設補償金 8,789千円

■岡崎駅東地区を岡崎市南部の拠点として、都市基盤・商業環境の整備、交通体系の確立、居住環境の改善を図り、個性
的 で 魅 力 あ ふ れ る 街 づ く り を 進 め て い ま す 。 令 和 4年 度 は 、（ 都 ） 柱 町 線 及 び そ の 周 辺 道 路 の 整 備 等 を 行 い ま す 。

(都)柱町線

JR 東海道本線

岡崎駅

シビック
センター

岡崎駅東土地区画整理事業概要
認可年 月日
施 行 面 積
事 業 年 度
総 事 業 費

都市計画道路 柱町線
全体延長Ｌ＝320ｍ
令和６年度春開通予定
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平成３年１月11日
40.16ｈａ
平成２年度〜令和６年度
35,764,000千円

市全域

景観環境まちづくり推進業務〔予算額

都市政策部まちづくりデザイン課

154,155千円〕

景観まちづくり係（23−6263）

財源内訳

国庫支出金 43,010千円、財産収入 6千円、諸収入 777千円、市債 33,000千円、一般財源 77,362千円

支出内訳

8款5項2目 都市景観環境費／委員報酬 480千円、事業協力者報償金 305千円、費用弁償 39千円、食糧費 10千円、広告料 402千円、
販売手数料 25千円、看板製作委託料 5,101千円、景観形成重点地区指定促進委託料 7,732千円、サイン・案内板整備設計委託料 3,000千円、
電線共同溝設備工事委託料 12,533千円、設計単価調査委託料 1,430千円、サイン・案内板整備工事請負費 29,395千円、
無電柱化整備工事請負費 50,652千円、景観まちづくり推進費補助金 300千円、景観形成補助金 3,000千円、まちなみ修景補助金 3,300千円、
電柱等移転補償金 8,183千円、水道管移設補償金 28,268千円

良好な景観形成による地域の活性化、生活環境の向上及び観光の振興に向けて、本市固有の良好な景観の保全や整備を図るた
めのまちづくりを景観計画に基づき総合的かつ一体的に推進します。
●無電柱化整備事業
八帖地区景観形成重点地区の良好な景観形成を図るため、
電線類の地中化を推進します。

●歩行者系案内サイン整備事業
ＱＵＲＵＷＡエリアの回遊性向上に寄与する案内サインを整備
します。
案内サインデザイン

①
②
現在の市道中岡崎８号線
八帖地区景観形成重点地区区域図

整備路線
①市道八帖大通２号線 延長約 160ｍ
②市道中岡崎８号線 延長約 200ｍ

スケジュール（予定）
令和４年度
令和５年度
令和６年度
令和７年度

一期工事
二期工事
入線、電柱抜柱
道路美装化

案内サイン小

誘導サイン

■ スケジュール（予定）
令和４年度
案内サイン小 ４基、誘導サイン ２基 設置
令和５年度〜 案内サイン小 17 基、誘導サイン 11 基、案内サイン大 1 基 設置予定

無電柱化整備イメージ
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中央地域／連尺学区

岡崎（城址）公園整備業務〔予算額

都市基盤部公園緑地課

275,020千円〕

財源内訳

国庫支出金 9,900千円、繰入金 100,000千円、市債 139,000千円、一般財源 26,120千円

支出内訳

8款6項2目 公園費／仮設便所賃借料 251千円、公園整備工事請負費 274,769千円

管理係（23−6257）

大河ドラマ「どうする家康」の放送に向け、岡崎（城址）公園の整備工事を行い、観光客受け入れに伴うおもてなし体制強化を図ります。
Ａ 多目的広場改修工事（126,500千円）
土系舗装

A=10,060㎡

Ｂ 平面駐車場便所改修工事（26,840千円）
E 授乳室設置

D 園路整備

ユニバーサルデザイン化（多目的トイレ等）

Ｃ 二の丸広場周辺整備工事（38,995千円）

F 管制機器更新

・花時計周り植栽帯撤去

F バス駐車場改修

・花時計南便所解体

C 花時計周り植栽帯撤去

Ｄ 園路整備工事（12,650千円）
C 花時計南便所解体

園路舗装
A 多目的広場改修

A=930㎡ W=1.8〜3.6ｍ

Ｅ 授乳室設置工事（1,848千円）

B 平面駐車場便所改修
G 巽閣空調設備改修

休憩室の一部改装

A=6㎡

Ｆ バス駐車場改修工事（63,536千円）
・舗装打ち換え A=2,660㎡
・管制機器更新 １式

Ｇ 巽閣空調設備改修工事（4,400千円）
空調設備
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１式

市全域

バス路線対策業務〔予算額

総合政策部地域創生課

483,638千円〕

公共交通係（23−6486）

財源内訳

県支出金 5,381千円、一般財源 478,257千円

支出内訳

8款5項1目 都市計画総務費／バス路線運行委託料 35,128千円、バス運行対策費補助金 428,310千円、移動手段確保対策費負担金 20,200千円

地域生活交通の確保維持のため、国・県及び隣接市と協調し不採算バス路線への補助金交付のほか、中山間地域でのコミュニテ
ィ交通等の運行委託によりバス路線の確保・維持を図ります。また、高齢者や免許自主返納した方への移動手段に対する支援、外
出促進による健康の維持などを目的に、移動手段の確保に向けた取り組みを行います。

バス路線運行委託料・バス運行対策費補助金
運行委託路線
５路線
運行費補助路線 ２８路線
矢作地区コミュニティ交通
【令和4年度バス路線概略図】

移動手段確保対策費負担金
高齢者パス負担金

拡充

バス事業者が65歳以上の方に
発行している高齢者パス購入の一
部を負担することで、高齢者や免
許自主返納した方への移動手段に
対する支援、外出促進による健康
の維持を図ります。
【高齢者パス販売価格】

令和 4 年度

シルバー
65
(満65歳
〜69歳)

ゴールド
70
(満70歳
以上)

負担額

１ヶ月
券

6,000

5,000

1,000

２ヶ月
券

12,000

10,000

2,000

３ヶ月
券

18,000

15,000

3,000

券種

（単位：円）
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移動手段負担金
地域が主体となり、移動手
段に関する協議が行われて
いる六ツ美中部学区におい
て、高齢者をはじめとする、
通院・買物などの生活交通と
しての移動手段の確保、通
勤・通学の移動手段の確保を
図るため、デマンド型交通の
実証運行を実施します。

市全域（居住誘導区域）

新規

結婚新生活支援補助業務〔予算額

財源内訳

県支出金 1,500千円、一般財源 1,500千円

支出内訳

8款8項1目 住宅総務費／結婚新生活支援補助金 3,000千円

都市基盤部住宅計画課

3,000千円〕

居住支援係（23−6880）

新婚世帯の新生活を支援します
将来的に子供の出産が期待される若年世帯から、結婚を契機とした新生活の居住地として本市が選ばれるために、若い新婚世帯に
対し、結婚に伴う経済的不安として最も多く挙げられる「住居費」等について経済的支援を行います。

岡崎市結婚新生活支援補助金
【対象世帯】
・新規に婚姻した夫婦であること。
※令和４年１月１日から令和５年２月28日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦

住宅の取得費用

・夫婦ともに申請時点で新居となる住宅の住所に住⺠票があること。
・当該住所が岡崎市立地適正化計画に定める居住誘導区域内にあること。

リフォーム費用

・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
・世帯所得が400万円未満（世帯年収約540万円に相当）であること。
・申請日より２年以上継続して市内に住み続ける意思があること。

引越費用

【対象経費】
・婚姻に伴う住宅取得費用、リフォーム費用、引越費用
※いずれも令和４年４⽉１⽇〜令和５年２月28日の間に支払った費用

１世帯当たり上限 30 万円を補助

【補助上限額】
・30万円（１世帯当たり）
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大平地域／緑丘学区

平地荘整備業務〔予算額

都市基盤部住宅計画課

336,830千円〕

市営住宅整備係（23-6879）

財源内訳

使用料及び手数料 73,099千円、国庫支出金 109,092千円、市債 129,000千円、一般財源 25,639千円

支出内訳

8款8項3目 住宅建設費／市営住宅新築工事請負費 220,100千円、市営住宅解体工事請負費 96,878千円、建物等移転補償金 19,654千円、
テレビ受信障害補償金 198千円

【事業概要】
平地荘（昭和 46〜47 年建設）は、老朽化しているため建替えを行い、住宅に困窮する低額所得者へ低廉な家賃
で良好な居住環境の提供を行います。
【整備スケジュール】
平成 28 年度

基本設計業務

平成 29 年度

実施設計業務①

平地荘完成予想図（イメージ）

平成 30〜令和元年度
第１期建設工事
令和元年度

実施設計業務②

令和２年度〜令和３年度
第２期建設工事
＊実施設計①：住棟２棟設計 実施設計②：住棟３棟・集会所等、外構設計

令和４年度〜令和５年度
第３期建設工事

第１期建設：住棟２棟建設

第２期建設：住棟３棟建設

第３期建設：集会所等建設、外構工事
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市全域

拡充

空家等対策業務〔予算額

18,213千円〕

都市政策部住環境整備課
※空家等対策推進業務始め４業務合算

空家対策係（23−6629）

財源内訳

国庫支出金 5,191千円、県支出金 1,875千円、一般財源 11,147千円

支出内訳

8款8項1目 住宅総務費／◇空家等対策推進業務：委員報酬 240千円、講師等報償金 107千円、費用弁償 21千円、特別旅費 70千円、消耗品費 32千円、
食糧費 5千円、印刷製本費 147千円、建物修繕料 440千円、財産管理人選任手数料 1,500千円、官報公告料 13千円、
空家等対策計画策定支援委託料 2,882千円、土地家屋所有者調査委託料 420千円、空家等管理台帳システム改修委託料 2,046千円、
職員研修負担金 60千円、◇危険空き家除却事業補助業務：危険空き家除却事業費補助金 7,500千円、
◇空き家流通活用促進業務：事業協力者報償金 80千円、印刷製本費 20千円、土地家屋所有者調査委託料 630千円、
地域貢献型空き家改修事業費補助金 1,000千円、◇振興山村地域空き家改修事業補助業務：振興山村地域空き家改修事業費補助金 1,000千円

新規 【地域貢献型空き家改修費補助金】
１

岡崎市

事業目的
令和４年度より始まる空き家の所有者と地域貢献団体のマッチング事業を後

押しし、地域貢献活動を行うために必要な空き家の改修費を補助することによ
③マッチング

り、地域の資源となり得る空き家の利活用を図る。

２

予算額
１，０００千円（５００千円／戸×２戸）

３

補助金額
・補助率：１／２（上限額：５００千円／戸）
・補助対象経費：地域貢献活動を行うために必要な空き家の改修に要する費用

４

補助対象者
空き家所有者

空き家の所有者又は地域貢献活動を行う賃借人

５

補助対象事業
地域交流の活性化、地域コミュニティの再生、地域街づくりの推進を図るために実

施する事業（５年以上継続して事業を行うものに限る）
例）子ども食堂、子育てママの交流、高齢者の健康サポート、コミュニティカフェ
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④協議・契約締結

地域貢献団体

※

※マッチング事業の対象
は、任意団体又は法人
とするが、補助対象者
には地域貢献活動を行
う個人も含む

市全域

道路整備業務〔予算額

土木建設部道路維持課

1,163,885千円〕

総務係（23−6223）

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 255,000千円〕（合計予算額 1,418,885千円）
財源内訳

国庫支出金 106,320千円、諸収入 74,138千円、市債 191,000千円、一般財源 792,427千円

支出内訳

8款3項2目 道路維持費／架線保全手数料 638千円、電線共同溝設備工事委託料 32,000千円、設計単価調査委託料 1,430千円、
道路整備工事請負費 1,117,892千円、電柱移設補償金 2,125千円、水道管移設補償金 2,500千円、ガス管移設補償金 7,300千円

岡崎市が管理する約2,137kmの市道について、老朽化等に伴う整備必要路線の整備工事を行い、安全・安心
な通行及び利便性を図ります。
●老朽化した道路の整備
各町内会からの要望等を基に、側溝及び舗装等
の調査を行い、優先順位を精査した上で、順次整
備を図っています。

●歩道のバリアフリー化
地域の生活を支える重要な道路の歩道を整備し、歩行者
の安全な通行と利便性を図ります。

●緊急輸送道路の無電柱化推進
災害時における岡崎中央総合公園や岡崎市民病院
への通行の確保を図るため、市指定の緊急輸送道路に
おいて無電柱化の推進を図ります。
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市全域

道路ストック点検修繕業務〔予算額

土木建設部道路予防保全課

18,384千円〕

道路施設係（23−6234）

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 218,115千円〕（合計予算額 236,499千円）
財源内訳

一般財源 18,384千円

支出内訳

8款3項2目 道路維持費／測量設計委託料 17,017千円、道路ストック修繕工事請負費 1,367千円

道路ストック点検修繕業務の事業概要
◆岡崎市が管理するトンネル、横断歩道橋、案内標識、車道舗装
などの道路施設及び道路附属物について、メンテナンスサイクル
を構築し、施設の長寿命化を図る。

〇 舗装（車道）点検
交通量の多い市道の車道舗装の点検を行います。
（点検対象路線 約127kmのうち約45kmの点検）
〇 舗装修繕
舗装点検により、路面の老朽化が判明した路線につい
て、計画的に修繕を行います。
（市道井田町線ほか２路線 約1.3kmの舗装修繕）

点検

診断

記録

◆令和４年度の主な事業
※令和３年度３月補正に前倒しした事業を含む

舗装修繕（事例）

措置
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市全域

橋りょう耐震業務〔予算額 153,890千円〕
橋りょう長寿命化修繕業務〔予算額 239,602千円〕

土木建設部道路予防保全課
橋りょう係（23−6642）

財源内訳

国庫支出金 130,786千円、市債 111,000千円、一般財源 151,706千円

支出内訳

8款3項4目 橋りょう維持費／◇橋りょう耐震業務：測量設計委託料 58,850千円、設計単価調査委託料 440千円、橋りょう耐震工事請負費 94,600千円、
◇橋りょう長寿命化修繕業務：測量設計委託料 26,950千円、橋りょう調査点検委託料 102,300千円、統合型ＧＩＳ運用保守委託料 726千円、
機器賃借料 495千円、橋りょう修繕工事請負費 108,900千円、機械器具購入費 231千円

耐震補強
災害時に道路ネットワークが持つ役割
避難

輸送

復旧活動

を確保するため

橋脚の耐震補強を進めています
令和３年度〜施工中

御所戸橋（生平町）

長寿命化
老朽化による事故の発生リスクと維持管理費を軽減するた
め、定期点検と計画的な修繕を実施し、橋りょうの長寿命化を
図っています。

令和４年度修繕予定 長沢連橋（中金町）
代表損傷箇所
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岡崎地域／福岡学区、矢作地域／矢作南学区、六ツ美地域／六ツ美南学区

橋りょう新設改良事業〔予算額

69,539千円〕

土木建設部道路予防保全課
※牧内橋（鹿乗川）整備業務始め３業務合算

財源内訳

市債 31,000千円、一般財源 38,539千円

支出内訳

8款3項5目 橋りょう新設改良費／◇牧内橋（鹿乗川）整備業務：橋りょう改築工事負担金 23,375千円、

橋りょう係（23−6642）

◇中根橋（砂川）整備業務：橋りょう改築工事負担金 34,064千円、◇吹野橋（安藤川）整備業務：測量設計委託料 12,100千円

◆河川改修事業と同調して橋りょうを整備することで、交通の安全と利便性の向上を図ります。
河川改修によって川幅を拡幅する際に架け替える必要が生じた橋りょうについて、同調して拡幅整備や統合整理を実施することで、安全性・利便性の
向上とともに、維持管理の効率化を図っています。現在は、大和町・東牧内町地内の「鹿乗川」と若松町地内の「砂川」において事業を進めています。

◆道路改良事業に伴い、既設橋を架け替えることで、地域交通の安全と円滑化を図ります。
道路改良に必要な橋りょうの架け替えについて、将来の河川改修計画に基づき実施し、地域交通の安全と円滑化を図ります。

牧内橋（鹿乗川）

吹野橋（安藤川）

中根橋（砂川）

中島岡崎天白線

牧内橋（整備中）
中根２号橋（整備前）

吹野橋（整備前）
南から北を望む

中根橋（整備前）
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市全域
市民安全部防災課

拡充

防災計画策定業務〔予算額

財源内訳

一般財源 6,992千円

支出内訳

9款1項4目 災害対策費／委員報酬 176千円、事業協力者報償金 69千円、費用弁償 33千円、食糧費 4千円、防災関係計画改訂委託料 6,710千円

6,992千円〕

防災企画係（23−6533）

矢作川の氾濫を想定した矢作川避難計画の実現性をさらに高め、
地域住民が安全・確実に避難できるよう必要な対策を検討します。
◆矢作川避難計画における早期避難のフロー図と段階的避難開始の時期

避難シミュレーションでの表現内容

主な表現方法等

情報伝達

避難計画に基づく情報
のタイミングを再現

住民避難

最新の世帯・人口統計
から世帯単位で住⺠を
表現

建物
避難先

住宅地図等から自宅に
住⺠を配置（避難開始
地点）

道路･鉄道

道路ネットワークを再
現。渋滞等を表現し、
避難先までの移動にか
かる時間を推計

【避難シミュレーション実施で得られる主な成果】
• 避難の対象者全員が避難完了するまでに要する時間の目安
• 避難情報のタイミングや避難先の違いによる避難完了時間へ
の影響
計画へ反映
• 避難計画の課題と必要な対策
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中央地域／梅園学区、岡崎地域／小豆坂学区、矢作地域／矢作東学区・矢作北学区

河川・排水路改修事業〔予算額

71,324千円〕

土木建設部河川課
※河川改修業務及び排水路改修業務合算

財源内訳

一般財源 71,324千円

支出内訳

8款4項3目 河川新設改良費／◇河川改修業務：測量設計委託料 21,032千円、◇排水路改修業務：測量設計委託料 5,764千円、

技術係（23−6235）

排水路改修工事請負費 30,030千円、水道管移設補償金 14,093千円、ガス管移設補償金 405千円

○

台風や集中豪雨による浸水被害を軽減し、地域の排水能力・生活環境の向上を図るため、河川や排水路等の整備を行います。
河川整備イメージ

鹿乗川流域浸水状況

（例 鹿乗川 JR 交差部）

（矢作地区国道１号）

●主な事業箇所

整備前

【排水路改修業務】
・稲熊排水路測量設計業務
・稲熊排水路改修工事

●
●

稲熊地区浸水状況
整備後

●

（市道日名橋線）

乙川・六斗目川付近浸水状況
（美合地区）

【主な河川改修業務】
・乙川・六斗目川関連施設整備
・鹿乗川上流支川改修
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市全域

総合雨水対策施設整備業務〔予算額

土木建設部河川課

17,193千円〕

総合雨水対策係（23-6899）

財源内訳

一般財源 17,193千円

支出内訳

8款4項3目 河川新設改良費／消耗品費 1,243千円、総合雨水対策施設検討委託料 6,380千円、総合雨水対策施設工事請負費 9,570千円

○

気候変動により増加する大雨に対し、市民・事業者・行政が一体となった効率的で効果的な浸水対策に取り組むための総合雨
水対策事業を推進し、水害に対して安全安心なまちづくりの実現を目指します。
主な取り組み内容

総合雨水対策計画（平成 28 年７月）

施策２
氾濫をできるだけ防ぐための対策
・公共施設への浸透マンホールの設置
・浸水地域の上流域に点在するため池等を雨水貯留施設として
利活用するための検討を行う

『大雨から いのち と くらし を守る』
〜 みんなで力を合わせ、水害に負けないまちをつくる 〜
30年確率降雨から くらし を守る
30年確率降雨（時間最大雨量70mm程度）に対して、床上浸水被害解消

「平成20年８月末豪雨」相当の降雨から いのち を守る

施策２ 施策３
自助・共助活動をサポートするソフト対策として、雨水浸透ます
支給、止水板設置補助の継続実施。

「平成20年8月末豪雨（時間最大雨量146.5mm）
」相当の降雨に対して、

人的被害 ゼロ

避難力の強化

国の流域治水プロジェクトにおける「流域治水」の考え方

止水板の設置

情報提供・ 雨水浸透施設
ポンプ場の
収集の強化
の設置
整備
調整池の設置

雨水貯留施設の設置

雨水幹線の整備

河川の整備

浸透マンホール
水害リスクの見える化

（設置例）
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市全域

消防指令システム共同整備業務〔予算額

370,780千円〕

財源内訳

分担金及び負担金 81,569千円、市債 171,000千円、一般財源 118,211千円

支出内訳

9款1項3目 消防施設費／消防指令システム改修委託料 370,780千円

消防本部総務課
経理係（21−9846）

消防指令システムとは
【構成】
東庁舎７階の消防指令センター内に
設置された各種サーバや消防車両に設
置された車両運用端末等から構成され
るシステム
【役割】
119 番通報の受信→出動場所の特
定→出動隊編成→出動指令→車両運用
端末へ情報出力する一連の業務を迅速
かつ効率的に実施することが可能
※365 日 24 時間の安定稼働が必要

車両運用端末

消防指令センター

業務の概要

目的

平成29年度に幸田町と共同で整備
しました消防指令システムの一部を
幸田町と協議のうえ共同で改修しま
す。

内容

システムの安定稼働を維持することで、市民からの 119 番通報を的確、迅速に対応

１
２

119番通報の受信等に直接影響する重要なサーバや端末を更新します。
出動場所を特定するために使用する地図データや電柱の位置情報を最新のものに
更新します。

スケジュール

Ｒ４年度中に改修完了予定
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【水道事業】①水道管路更新・耐震化事業〔予算額

3,786,093千円〕

上下水道局経営管理課
経営１係（23−6353）

財源内訳

企業債 997,532 千円、他会計出資金 399,588 千円、工事負担金 498,799 千円、他会計負担金 46,062 千円、県補助金 53,750 千円、自己財源 1,790,362 千円

支出内訳

水道事業会計（資本的支出） 1款1項2目 配水施設費／委託料 240,900千円、補償金 17,000千円、施設工事費 3,526,793千円、その他 1,400千円

【水道事業】②水道施設更新事業〔予算額

419,969千円〕

上下水道局総務課
財務１係（23−6353）

財源内訳

企業債105,468千円、自己財源314,501千円

支出内訳

水道事業会計（資本的支出） 1款1項1目 原水及び浄水施設費／委託料 41,800千円、負担金 9,540千円、施設工事費 368,079千円、その他 550千円

○

水道は、市民生活や社会経済活動に不可欠な重要なライフラインとなっています。平時はもちろんのこと、地震、台風等の自然災
害や水質事故等の非常事態においても、被害影響の最小化や早期復旧、水供給の継続・補完が可能となるよう、基幹的な水道施設の
安全性確保や基幹管路網の再構築及び配水区域のブロック化を進め、上水道全体の強靭化を図っていきます。
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①老朽化した水道管路の更新及び基幹管路網の再構築により強靭化を図ります。
◆主な事業内容
管路強靭化事業（更新・耐震・再構築）
◎業務（152,900 千円）
・管路強靭化測量設計業務（９箇所）

耐震管の鎖構造の性能イメージ

◎工事（2,142,620 千円）
・管路強靭化工事（32 箇所）

耐震管とは、地震時に起きる地盤のひずみを継手が伸縮・屈曲する鎖構造
管路により吸収し、管本体の損傷を防ぐものです。

②老朽化した水道施設及び設備を更新します。
◆主な事業内容
◎業務（41,800 千円）
・男川浄水場非常用自家発電設備増設実施設計業務
◎工事（368,079 千円）
・大西配水場場内配水管更新に係る進入路築造工事
・大法川配水場ポンプ設備更新工事
・仁木浄水場薬品貯蔵槽更新工事
仁木浄水場薬品貯蔵槽
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【下水道事業】①雨水整備事業〔予算額

上下水道局経営管理課
経営２係（23−6858）

876,170千円〕

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 1,308,981千円〕 （合計予算額 2,185,151千円）
財源内訳

企業債 482,300千円、国県補助金 329,150千円、自己財源 64,720千円

支出内訳

下水道事業会計（資本的支出） 1款1項1目 管渠施設費／委託料 27,000千円、手数料 1,500千円、補償金 64,100千円、負担金 16,000千円、
施設工事費 664,600千円
1款1項2目 ポンプ場施設費／委託料 100,000千円、施設工事費 2,970千円

②地震対策及び老朽化対策事業〔予算額

1,255,105千円〕

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 1,664,648千円〕 （合計予算額 2,919,753千円）
財源内訳

企業債 1,015,300千円、国県補助金 155,571千円、自己財源 84,234千円

支出内訳

下水道事業会計（資本的支出） 1款1項1目 管渠施設費／委託料 131,883千円、補償金 30,000千円、施設工事費 832,253千円
1款1項2目 ポンプ場施設費／委託料 184,100千円、施設工事費 76,869千円

〇

下水道は公衆衛生の向上、浸水の防除、公共用水域の水質向上を図るなど、市民生活に不可欠なライフラインです。そのため、暮ら
しを守る下水道として、集中豪雨等による浸水被害の軽減や地震対策及び老朽化対策による機能確保を図ってまいります。
①雨水整備（ポンプ場）

②老朽化対策（管渠の改築更新）

六名雨水ポンプ場

国道

②地震対策（重要路線管渠の耐震化）

合流管渠

河川

②老朽化対策（ポンプ場の改築更新）
大門・赤渋雨水ポンプ場
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①浸水被害の軽減を目指し下水道の整備を進めます。（876,170 千円）
◆雨水整備事業（管渠）
（773,200 千円）
◎八帖北幹線築造工事（468,300 千円）【R3〜R6 年度】
φ3,250 ㎜ L＝ 1,000m
◎大平北幹線築造工事（55,000 千円）
ボックスカルバート □1,200〜2,000 ㎜ L＝ 100m

R3 補正予算対応（1,308,981 千円）
・大平北幹線築造工事
・六名雨水ポンプ場築造工事 ほか

◆雨水整備事業（ポンプ場）
（102,970 千円）
◎六名雨水ポンプ場築造工事〈外構〉
（100,000 千円）【H29〜R4 年度】
排水能力 Q=8.0 ㎥/s

②下水道の地震対策及び老朽化対策を進めます。
（1,255,105 千円）
※下水道総合地震対策計画に基づき、管渠の地震対策事業を実施します。
◆地震対策事業（管渠）
（20,000 千円）
◎重要な幹線等における管渠の耐震化工事（5,000 千円）
L＝ 860m

六名雨水ポンプ場 完成イメージ

R3 補正予算対応（1,664,648 千円）
・管渠改築工事
・大門雨水ポンプ場改築工事 ほか

※下水道ストックマネジメント計画に基づき、管渠及びポンプ場の老朽化対策
（改築更新）事業を実施します。
◆改築更新事業（管渠）
（974,136 千円）
◎管渠更生工による老朽管渠の改築工事（719,280 千円）
L＝ 5,800m

◆改築更新事業（ポンプ場）
（260,969 千円）
◎大門雨水ポンプ場改築工事（110,000 千円）【R2〜R4 年度】
◎赤渋雨水ポンプ場改築工事（35,470 千円）【R4〜R5 年度】
大門雨水ポンプ場 ポンプ用エンジン
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市全域

拡充

新エネルギーシステム設置等補助業務〔予算額

58,250千円〕

環境部ゼロカーボンシティ推進室
事業推進係（23−6401）

財源内訳

県支出金 11,687千円、一般財源 46,563千円

支出内訳

4款3項2目 環境推進費／住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 46,750千円、次世代自動車購入費補助金 11,500千円

１ 概要
温室効果ガス排出量の削減に資する設備等を導入する方に対し、導入に関する費用の一部を補助します。
２ 目的
本市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）における温室効果ガス削減目標
（2030 年度において 2013 年度比 28％削減）の達成を目指す上での一助とするものです。）
３ 補助対象設備及び補助額
⑴ 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金（46,750 千円）
補助対象設備
住宅用太陽光発電システム
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）
家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）
定置用リチウムイオン蓄電システム
電気自動車等充給電システム（Ｖ２Ｈ）
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）
断熱窓
家庭用充電スタンド
拡充
⑵

補助率又は補助単価（上限額）
１万円/kw 又は対象経費の 50％（４万円）
対象経費の５％（５万円）
対象経費の 25％（１万円）
１万円/kwh 又は対象経費の５％（７万円）
対象経費の５％（５万円）
１件 16 万円（16 万円）
対象経費の５％（５万円）
対象経費の５％（２万円）

次世代自動車購入費補助金（11,500 千円）
補助対象設備
燃料電池自動車（ＦＣＶ）
（個人）
燃料電池自動車（ＦＣＶ）
（法人）
電気自動車（ＥＶ）、プラグイン・ハイブリッド自動車（ＰＨＶ）
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補助率又は補助単価（上限額）
車両本体価格の５％（20 万円）
車両本体価格の５％（10 万円）
車両本体価格の５％（５万円）

R4 件数 予算額(千円）
79
3,160
95
4,750
174
1,740
315
22,050
7
350
85
13,600
2
100
50
1,000

R4 件数
5
5
200

予算額(千円）
1,000
500
10,000

市全域

ゼロカーボンシティ推進業務〔予算額

拡充

54,769千円〕

財源内訳

国庫支出金 29,843千円、一般財源 24,926千円

支出内訳

4款3項2目 環境推進費／委員報酬 95千円、費用弁償 63千円、特別旅費 3,098千円、調査検討委託料 38,082千円、

環境部ゼロカーボンシティ推進室
事業推進係（23−6401）

地球温暖化対策実行計画策定支援委託料 13,145千円、電気自動車充電設備整備工事請負費 286千円

１

概要
2050 年における「市域における二酸化炭素排出量実質ゼロ」
（ゼロカーボンシティ）の実現のため、様々な事業を新たに実施します。

２

主な内容（予算額）

⑴ 事業者の省エネ化・削減目標策定支援業務（6,127 千円）
市内事業者の温室効果ガス排出量の削減に寄与する取組の支援
（セミナーの開催、省エネ診断、事業者脱炭素計画策定業務等）
⑵ 公共施設への再生可能エネルギー導入目標策定業務（9,955 千円）
公共施設への再生可能エネルギー設備の導入目標の策定
（公共施設の再エネポテンシャル試算、導入手法の検討、公共施設再エネ設備
導入計画の策定等）
⑶ 地産地消の自立・分散型エネルギーシステム構築検討業務（22,000 千円）
スマートライティング（通信ネットワーク化した LED 街路灯）の計画策定、実証実験
（ＱＵＲＵＷＡ地区内において、段階的な調光によるＣＯ₂、コスト削減及びまちの賑わいを創出）
⑷ 地球温暖化対策実行計画改定業務（13,145 千円）
国の計画改定に伴う地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定
（市域の再エネポテンシャル調査、ワークショップなど市⺠参加型の計画策定支援等）
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岩津地域／岩津学区

おかざき自然体験の森整備業務〔予算額

環境部環境政策課

50,869千円〕

財源内訳

市債 11,000千円、一般財源 39,869千円

支出内訳

4款3項2目 環境推進費／施設整備工事請負費 49,907千円、水道分担金 962千円

環境施策係（23−6207）

■事業概要

位置図

循環式便所の水洗化改修及び現工作棟を改修して便所を新設し
ます。それに伴い、施設内排水を下水道に接続するための排水管を
敷設します。それにより、今まで制約のあった団体利用や飲食イベ
ントなどが可能となり、施設の更なる活用を図ることが出来ます。

下水道
接続地点

■改修の必要性
〇 設備の老朽化及びメーカーの撤退

便所新設

〇 便所数不足
〇 施設に排水設備が無い
■排水処理方法

施設唯一の便所（循環式）

排水管新設
水道管再敷設

敷地と隣接する北斗台団地において、下水道本管との
接続が可能であり、浄化槽よりも総合的に費用を抑える

水洗化改修

ことが出来るため、下水道処理とします。
トイレ待ちの児童
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市全域

岡崎漆プロジェクト推進業務〔予算額

経済振興部中山間政策課

15,146千円〕

政策係（23−6206）

財源内訳

国庫支出金 6,952千円、一般財源 8,194千円

支出内訳

6款1項3目 農政費／特別旅費 123千円、消耗品費 200千円、工作物修繕料 396千円、施設保守点検委託料 356千円、
岡崎漆プロジェクト推進委託料 13,905千円、継続契約集合支払特別会計繰出金 166千円

良質な国産漆のニーズが高まる中、耕作放棄地等を活用して漆の産地化及びブランド化を推進します。

（推進体制）
・岡崎市
・あいち三河農業協同組合
・岡崎森林組合
・合同会社ＥＬＥＭＵＳ
・地域商社
・岡崎市ぬかたブランド協議会
（関係機関）
・名古屋大学
・鳥取大学
・自然科学研究機構

農業支援センター

耕作放棄地・山林

・温室で苗の育成
（0〜2 年）
・育苗技術の確立
・新産業製品（バイオプラ
スチック等）開発研究

・苗の生育状態の良いもの
から順次、植栽
（2〜15 年）

官
貢献 施 策

産

・耕作放棄地対策
・山林の有効活用
・林業６次産業化
・SDGｓ
・カーボンニュートラル
・文化財修復
・ものづくり産業、新産業の振興
・中山間地域活性化

学
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市全域（山村振興業務は額田地域）

拡充

中山間地域活性化業務〔予算額 57,770千円〕
山村振興業務〔予算額 13,952千円〕

経済振興部中山間政策課
政策係（23−6206）

財源内訳

国庫支出金 26,266千円、一般財源 45,456千円

支出内訳

2款2項12目 中山間地域振興費／◇中山間地域活性化業務：事業協力者報償金 4,800千円、中山間地域活性化委託料 26,695千円、
地区別計画及び施設活用計画策定支援委託料 2,486千円、土地賃借料 467千円、建物賃借料 885千円、施設整備工事請負費 22,000千円、
継続契約集合支払特別会計繰出金 437千円、◇山村振興業務：事業協力者報償金 3,600千円、特別旅費 42千円、消耗品費 50千円、
企画運営事業委託料 1,000千円、職員研修負担金 40千円、全国山村振興愛知県支部負担金 120千円、愛知県交流居住センター負担金 500千円、
地域おこし協力隊活動費補助金 3,000千円、地域活性化企業人負担金 5,600千円

中山間地域を持続可能な魅力ある地域とするため、移住・定住対策、地区別計画の策定、施設の有効活用等を推進します。

拡充

移住相談窓口を設置し、移住・定住の促進を図ります。
地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化を図る「地域活性化起業人」制度を導入します。

●移住・定住対策
●地区別計画・施設活用計画の策定、施設整備
⇒体制構築、情報収集、分析、発信
⇒地域コミュニティの維持強化
・移住相談窓口の設置
・地域住民主導による将来ビジョンの作成
・移住アドバイザーの配置
・既存施設の有効活用方法検討と試行
・移住関連情報の収集、分析
・地域おこし協力隊制度の活用（１名増員）
・地域の魅力発信（ワーケーション、自然体験、アウトドア活動、
レクリエーション、健康づくりの場としての魅力向上）
⇒多様な働き方への対応
・複業人材育成、地域資源、地場産業に関する調査、分析
・農林業就業への誘導（スタートガイド、体験イベント開催）
・地域活性化起業人制度の導入（商品開発、プロモーション）
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矢作地域

拡充

地域支援業務〔予算額

市民安全部市民協働推進課

16,240千円〕

地域窓口係（23−6047）

財源内訳

諸収入 2,500千円、一般財源 13,740千円

支出内訳

2款2項1目 自治振興費／消耗品費 1,846千円、複写機賃借料 144千円、地域協働推進事業費補助金 11,750千円、
コミュニティ助成事業費補助金 2,500千円

１

目的
多様な主体が協働した地域課題解決を促進するため、将来に向けた支援体制や支援策について検討を進めるうえで、中間支援
組織とともに直接地域へ赴き、地域課題の洗い出しについての会議や調査等を実施するとともに、庁内や関係団体間での情報共
有を図る。

２ 令和４年度実施内容
（１）地域住民の声を聞く会の開催
（２）必要に応じ職員によるアウトリーチの実施
（３）地域住民の意見等の整理
３

イメージ

地域のまちづくり
（事業等説明）

市

長

庁内の情報共有︵調整︶

域

意見・整理

地

職員のアウトリーチ

地域住民の声を聞く会

令和４年度実施内容

行

政

課

題

(仮)地域円卓会議
地域

地

域

課

題
行政

令和５年度以降市民協働推進事業
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中間支
援組織

市全域
市民安全部防犯交通安全課

拡充

街頭防犯カメラ整備管理業務〔予算額

財源内訳

県支出金 1,000千円、繰入金 7,000千円、一般財源 62,962千円

支出内訳

2款2項2目 安全安心推進費／機器保守点検委託料 672千円、機器移設委託料 332千円、機器賃借料 69,701千円、電柱共架料 52千円、

70,962千円〕

生活安心係（23−6015）

継続契約集合支払特別会計繰出金 205千円

街頭防犯カメラの設置による犯罪抑止対策を推進します。
■

概要
本市の犯罪発生状況は年々減少傾向であるものの、刑法犯認知件数は県内市区町村でワースト上位に位置しており、平成 30 年にお
いては、年間 300 件の侵入盗被害が発生し、県内市区町村でワースト１位になるなど犯罪抑止対策が急務となっています。
このような状況を踏まえ、令和２年度から市による街頭防犯カメラの設置事業を開始し、令和３年12月末で、駅周辺や市境、主要交
差点、小中学校周辺を中心に800台の街頭防犯カメラの設置が完了し、犯罪抑止対策を推進しています。
令和４年度は、子どもへの声掛けや女性被害、侵入盗などの被害発生場所周辺を中心に、250台の街頭防犯カメラを新設し、犯罪の
ない誰もが安全で安心して暮らせるまちの実現を目指します。

■

街頭防犯カメラ設置計画
【令和２年度〜令和３年度】
設置済み台数：800 台（令和２年度：450 台、令和３年度：350 台）
主な設置場所：駅周辺、主要交差点、市境等（令和２年度）
小中学校周辺、犯罪発生箇所等（令和３年度）
【令和４年度】
拡 新設予定台数：250 台
充 主な設置場所：子どもへの声掛けや女性被害、侵入盗などの被害発生箇所周辺

■

予算の主な内容
・街頭防犯カメラ800台に係る賃借料：64,429千円（12か月分）
・街頭防犯カメラ250台に係る賃借料： 5,272千円（令和５年１月から３月までの３か月分）
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市全域

防犯活動行動計画策定業務〔予算額

5,883千円〕

財源内訳

一般財源 5,883千円

支出内訳

2款2項2目 安全安心推進費／委員報酬 160千円、食糧費 3千円、防犯活動行動計画策定委託料 5,720千円

市民安全部防犯交通安全課
生活安心係（23−6015）

岡崎市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進条例に基づき、第６次岡崎市防犯活動行動計画を策定します。
令和４年１月８日に岡崎市長、岡崎市議会議長の連名による都市宣言「子ども・女性・高齢者を犯罪から守るまち岡崎」を表明し
ました。第６次岡崎市防犯活動行動計画の策定にあたり、子ども、女性、高齢者を犯罪から守る効果的な施策を本計画に盛り込む
ため、
「（仮）岡崎市防犯活動行動計画策定委員会」を設置し、有識者や警察、防犯団体などの関係者の意見や市民の声などを取り入
れた計画を策定していきます。

≪第６次計画概要≫
【計 画 期 間】

令和５年度〜令和７年度（３箇年）

【スケジュール】
令和４年５月下旬〜 「（仮）岡崎市防犯活動行動計画策定委員会」を設置
庁内関係各課及び防犯関係者ヒアリング
アンケートの実施、施策等の検討、素案の作成
令和５年１月中旬
パブリックコメント
令和５年３月下旬
第６次岡崎市防犯活動行動計画策定
【
（仮）岡崎市防犯活動行動計画策定委員会】１０名程度

参考 ≪第５次計画概要≫
【計画目標】・刑法犯認知件数：毎年減少
・令和４年の住宅対象侵入盗認知件数：１００件以下
【計画期間】令和２年度〜令和４年度（３箇年）
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特殊詐欺対策装置購入補助業務〔予算額 1,750千円〕
高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助業務〔予算額 1,230千円〕
自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助業務〔予算額 6,000千円〕
財源内訳

県支出金 3,000千円 一般財源 5,980千円

支出内訳

2款2項2目 安全安心推進費／◇特殊詐欺対策装置購入補助業務：特殊詐欺対策装置購入補助金 1,750千円

市民安全部防犯交通安全課
生活安心係（23-6015）
交通安全係（23-6277）

8款2項2目 交通安全推進費／◇高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助業務：高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金 1,230千円
◇自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助業務：自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金 6,000千円

特殊詐欺対策装置購入補助業務

高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助業務

通話録音装置等の購入を補助し機器設置の促進
をすることで、特殊詐欺被害の未然防止を図ります。

ペダル踏み間違いによる交通事故の防止や被害を軽減す
る後付け安全運転支援装置の普及を図ります。

【対象者】
・65歳以上の高齢者のみの世帯員
・上記以外で、日中はいつも65歳以上の高齢者だ
けとなる世帯の高齢者

【対象者】
65歳以上の運転免許保有者

【対象機器】
① 通話録音装置
（自動で録音する旨を相手に伝えるもの）
② 着信拒否装置
（電話番号を自動で判別し、着信を拒否又は通
知するもの）

自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助業務
自転車乗車用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。
【対象者】
７〜18歳の児童・生徒等、65歳以上の高齢者

【対象装置】
国の性能認定制度で認定された後付けのペダル踏み間違
い急発進等抑制装置

【対象製品】
安全性の認証を受けた自転車乗車用ヘルメット

【補助内容】
安全運転支援装置設置及び購入費の２分の１
（上限 障害物検知機能付33,000円）
（上限 障害物検知機能なし16,000円）

③ ①又は②の機能が内蔵されている固定電話機
【補助内容】
対象機器購入費の２分の１（上限7,000円）
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【補助内容】
ヘルメット購入費の２分の１（上限2,000円）

市全域

交通安全施設整備業務〔予算額

土木建設部道路維持課

36,900千円〕

総務係（23−6223）

財源内訳

県支出金 6,000千円、市債 16,000千円、一般財源 14,900千円

支出内訳

8款2項3目 緊急交通安全対策費／測量設計委託料 9,900千円、交通安全対策整備工事請負費 27,000千円

市長公約「渋滞解消総点検スタート‼」により、市民の皆様から寄せられた意見を始めとした市道の渋滞対策や
交通事故対策などの道路交通課題の解決に取り組むことで、市内交通の安全及び円滑化を図ります。
令和４年度工事予定箇所：
『小豆坂小学校口』信号交差点
交差点改良工事（右折レーン設置）を
行い、渋滞の解消を図ります。

交差点改良後（※イメージ）
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男女共同参画推進業務〔予算額

社会文化部多様性社会推進課

1,578千円〕

女性活躍推進係（23−6222）

財源内訳

一般財源 1,578千円

支出内訳

2款2項3目 男女共同参画費／講師等報償金 200千円、費用弁償 14千円、普通旅費 12千円、特別旅費 21千円、消耗品費 186千円、食糧費 1千円、
印刷製本費 214千円、通信運搬費 41千円、傷害保険料 19千円、性的マイノリティ電話相談委託料 441千円、託児業務委託料 341千円、
講演会開催委託料 84千円、研修会等負担金 4千円

性的指向、性自認及び性別表現を尊重し、誰一人取り残さない、多様な主体が協働・活躍できるまちづくりを推進するため、
パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。

新規
性の多様性とは
【パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは】
お互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行って
いる、又は継続的な共同生活を行うことを約束した２人であることを市に書面で
届け出た場合、市は対象者の要件を満たしていることを確認の上、受理証明書等を
交付します。
また、家族として暮らしている子どもがいる場合は、子どもを含む家族の関係を
合わせて届け出ることもできます。

【導入による効果】
・既存の婚姻制度を利用できない又は利用しづらい等による生きづらさの緩和
・性別等による偏見や差別の解消及び多様な性に対する理解促進
・性別等にかかわりなく、互いの人権を尊重し、責任を分かち合い、誰もがその個性と
能力を十分に発揮することができる社会の実現
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拡充

財源内訳

高齢者見守り支援業務〔予算額 842千円〕
認知症施策推進業務〔予算額 38,627千円〕 ※介護保険特別会計
認知症高齢者見守り業務〔予算額 1,598千円〕 ※介護保険特別会計

福祉部長寿課
予防係（23−6836）

◇高齢者見守り支援業務：一般財源 842千円
介護保険特別会計 保険料 5,053千円、国庫支出金 19,781千円、県支出金 7,289千円、繰入金 8,102千円

支出内訳

3款2項2目 老人福祉費／◇高齢者見守り支援業務：印刷製本費 32千円、賠償責任保険料 810千円
介護保険特別会計 3款3項1目 包括的支援事業等諸費／◇認知症施策推進業務：費用弁償 98千円、特別旅費 10千円、
認知症地域支援推進委託料 31,890千円、認知症初期集中支援委託料 5,098千円、認知症普及啓発委託料 253千円、
認知症カフェ運営費補助金 400千円、認知症施策推進研修負担金 878千円
3款3項2目 任意事業費／◇認知症高齢者見守り業務：講師等報償金 74千円、消耗品費 425千円、印刷製本費 319千円、通信運搬費 60千円、
会場使用料 55千円、位置情報検索サービス導入費補助金 600千円、継続契約集合支払特別会計繰出金 65千円

認知症施策を拡大します。
認知症となっても地域の中で支えあいながら暮らして
いけるように認知症施策を拡大します。

認知症による不測の事態に備える

拡充

個人賠償責任保険事業
・介護保険負担割合による加入制限等
を緩和します。

認知症本人の居場所づくり

新規

認知症「本人」支援の
ための研修会等開催

認知症による行方不明に備える

新規

位置情報検索サービス導入費補助金
・小型端末（GPS 等）により位置情報が検索
できる民間サービスの導入初期費用に対す
る助成の実施
（上限１万円、通信費等は除く）
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市全域

拡充

障がい者地域生活支援業務〔予算額

福祉部障がい福祉課

438,831千円〕

施策係（23−6163）

財源内訳

国庫支出金 108,704千円、県支出金 54,351千円、諸収入 499千円、一般財源 275,277千円

支出内訳

3款1項3目 障がい者福祉費／委員報酬 720千円、会計年度任用職員報酬（ロングパート） 4,086千円、会計年度任用職員手当（ロングパート） 761千円、
会計年度任用職員共済費（ロングパート） 888千円、講師等報償金 136千円、事業協力者報償金 7千円、費用弁償 279千円、特別旅費 3千円、
食糧費 11千円、印刷製本費 77千円、通信運搬費 7千円、賠償責任保険料 49千円、相談支援事業委託料 83,312千円、
意思疎通支援事業委託料 9,173千円、地域活動支援センター事業委託料 17,283千円、手話通訳者・要約筆記者養成事業委託料 2,160千円、
点字・声の広報等発行事業委託料 167千円、スポーツ・レクリエーション教室開催等事業委託料 1,165千円、芸術文化講座開催等事業委託料 490千円、
基幹相談支援センター事業委託料 32,052千円、ピアサポート活動委託料 98千円、障がい者自立生活訓練事業委託料 13,880千円、
職員研修負担金 6千円、成年後見制度申立負担金 284千円、地域生活支援事業費負担金 3,216千円、全国ろうあ者体育大会派遣事業費補助金 443千円、
位置情報検索サービス導入費補助金 300千円、相談支援従事者初任者研修受講料補助金 375千円、全国手話言語市区長会負担金 10千円、
成年後見制度利用助成費 4,508千円、日常生活用具給付費 87,750千円、移動支援費 42,854千円、在宅重度障がい者等訪問入浴サービス費 32,750千円、
在宅重度障がい者住宅改修費助成費 2,200千円、日中一時支援費 95,823千円、自動車改造費助成費 1,500千円、
継続契約集合支払特別会計繰出金 8千円

■障がい児・者を対象とした見守り支援事業を新たに実施します。

新規
所在不明となるおそれのある障がい児・者を対象に次の事業を実施します。
・小型端末（GPS 等）により位置情報が検索できる民間サービスの導入初期費用に対する助成の実施（上限１万円、通信費等は除く）
・所在不明時の事故発生等の不測の事態に備えた個人賠償責任保険事業の実施
・所在不明時の情報提供呼びかけのため、高齢者の見守りネットワーク事業の対象として障がい児・者を追加
■障がい児・者の相談支援体制の強化を図ります。

・増加する障がい福祉サービス利用相談に対応するため、委託相談支援事業所の体制を強化

拡充

・相談支援専門員の増加及び人材育成の促進を図るため、資格取得のための研修受講に対する補助の実施
障がい児・者が自立した日常生活や社会生活を営むための支援をします。
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市全域

拡充

災害時要配慮者支援業務〔予算額

福祉部地域福祉課

2,990千円〕

総務施策係（23−6922）

財源内訳

一般財源 2,990千円

支出内訳

3款1項1目 社会福祉総務費／特別旅費 11千円、消耗品費 28千円、印刷製本費 152千円、通信運搬費 2,377千円、
個別避難計画作成支援委託料 422千円

災害対策基本法の一部改正
〜災害時における
円滑かつ迅速な避難の確保〜
＜課題＞
避難行動要支援者名簿の作成は進ん
だが、いまだ災害により、多くの高齢者な
どが被害を受けており、避難の実効性の
確保に課題

制度変更

＜対応＞
避難行動要支援者の円滑かつ迅速な
避難を図るため、個別避難計画（※）につ
いて、市町村に作成を努力義務化
※避難行動要支援者（高齢者、障がい者
等）ごとに、避難支援を行う者や避難先等
の情報を記載した計画

作成の優先度の高い計画
⇒市が支援し計画を作成 ※令和４年度はモデル地区で実施
＜計画作成の手順＞

・ 地域住民や福祉・医療関係者等を対象にワークショップを実施し、計画作成方
法を検討

・ 計画作成に向けた関係者との事前調整等
・ 市、地域住民や福祉・医療関係者等による

計画作成の実施
・ 計画の取りまとめ、関係者への計画の提供
福祉・医療関係者

※令和５年度以降は、モデル地区での検証を踏まえ、市の支援による計画作成の拡大を
目指します。
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市全域

感染症発生防止・医療関連業務〔予算額
衛生検査業務〔予算額 110,801千円〕

保健部保健予防課

434,160千円〕

感染症対策１係（64-1585）

財源内訳

国庫支出金 213,166千円、使用料及び手数料 4,621千円、一般財源 327,174千円

支出内訳

4款1項2目 感染症予防費／◇感染症発生防止・医療関連業務：委員報酬 38千円、講師等報償金 65千円、委員報償金 180千円、特別旅費 184千円、
消耗品費 11,419千円、燃料費 13千円、食糧費 4千円、医薬材料費 2,455千円、通信運搬費 33千円、医療費審査支払手数料 2,660千円、
新型コロナウイルス感染症受診相談派遣手数料 29,241千円、害虫駆除委託料 208千円、防疫機器保守点検委託料 33千円、
新型コロナウイルス感染症行政検査委託料 121,122千円、自宅療養者配食サービス委託料 56,700千円、
新型コロナウイルス感染症受診相談委託料 62,568千円、新型コロナウイルス感染症自宅療養者搬送委託料 22,752千円、機器賃借料 2,838千円、
通訳サービス使用料 660千円、機械器具購入費 4,039千円、愛知県医療従事者応援金負担金 7,695千円、
新型コロナウイルス感染症自宅療養者医療体制確保協力金 22,704千円、新型コロナウイルス感染症回復患者転院受入協力金 3,600千円、
感染症医療扶助費 81,000千円、継続契約集合支払特別会計繰出金 1,949千円
4款1項5目 保健所費／◇衛生検査業務：普通旅費 29千円、特別旅費 220千円、消耗品費 6,605千円、印刷製本費 80千円、機械器具修繕料 1,103千円、
医薬材料費 83,341千円、健康診断手数料 88千円、洗濯料 96千円、外部精度管理調査手数料 247千円、機械器具保守委託料 10,059千円、
廃棄物処理委託料 479千円、機器賃借料 7,803千円、機械器具購入費 512千円、職員研修負担金 139千円

新型コロナウイルス感染症対策として、現在実施している受診相談、検査、積極
的疫学調査、健康観察などを継続して行うことで、感染拡大を防止し、患者への
適切なケアに努めます。令和３年度は４月から６月までの第４波、７月から９

140

月までの第５波の２回の大きな感染拡大が発生しております。令和４年度も、

120

感染拡大の周期的な発生を想定しており、第５波の２回分に相当する新規感染者が発生した場

100

合にも対応できる予算を確保いたします。
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市全域

拡充

予防接種業務〔予算額

保健部保健予防課

1,512,805千円〕

予防接種係（23−6714）

財源内訳

国庫支出金 11,532千円、県支出金 6,816千円、一般財源 1,494,457千円

支出内訳

4款1項3目 予防対策費／委員報酬 76千円、特別旅費 47千円、消耗品費 476千円、印刷製本費 1,361千円、通信運搬費 2,845千円、広告料 175千円、
賠償補償保険料 855千円、審査支払手数料 1,635千円、四種混合等予防接種委託料 183,856千円、ポリオ予防接種委託料 232千円、
小児用麻しん風しん予防接種委託料 80,959千円、日本脳炎予防接種委託料 175,323千円、BCG予防接種委託料 34,373千円、
子宮頸がん予防接種委託料 111,969千円、ヒブ予防接種委託料 126,775千円、小児用肺炎球菌予防接種委託料 168,850千円、
インフルエンザ予防接種委託料 240,249千円、高齢者肺炎球菌予防接種委託料 29,208千円、水痘予防接種委託料 67,444千円、
ロタ予防接種委託料 97,377千円、B型肝炎予防接種委託料 75,784千円、おたふくかぜ予防接種委託料 6,944千円、
成人風しん予防対策事業委託料 36,354千円、予防接種事務委託料 27,979千円、予防接種予診委託料 55千円、通知書印字封入封緘委託料 6,134千円、
住民健康管理システム保守委託料 991千円、住民健康管理システム改修委託料 8,657千円、予防接種研修会開催委託料 617千円、
麻しん予防対策事業費補助金 500千円、インフルエンザ予防接種費補助金 9,880千円、予防接種扶助費 5,173千円、
特別の理由による再接種扶助費 660千円、予防接種健康被害者対策費 8,992千円

「定期予防接種」の全て、「任意予防接種」の一部について、岡崎市医師会等に委託し実施します。
定期の予防接種による健康被害のうち厚生労働大臣が認めたものについて、医療費や年金等の給付を行います。

子宮頸がん予防接種

インフルエンザ予防接種補助

子宮頸がんワクチンは、平成 25 年４月に定期接種となったもの

中学３年生、高校３年生に相当する年齢の方は、受験や就職などの

の、副反応疑いが頻発したため、２カ月後の６月から積極的な勧奨

大きな節目を迎える時期であることから、この時期の感染への不安を

が中断されていました。

少しでも取り除くことが出来るように、インフルエンザワクチン接種
の補助を行います。

その後、ワクチンと副反応の因果関係が調査され、令和３年 11 月
に積極的勧奨を妨げるものではないと国が判断し、積極的な勧奨が

■対象者：中学３年生、高校３年生に相当する年齢の者

再開されたため、対象者に個別通知を行います。

■補助額：2,000 円（１人１回まで）
■対象者：中学１年生から高校１年生に相当する年齢の女子

■方法：償還払い方式

■発送時期：令和４年４月以降に順次発送

■時期：令和４年 10 月頃から開始

■主な予算：子宮頸がん予防接種委託料 111,969 千円

■主な予算：インフルエンザ予防接種費補助金 9,880 千円
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市全域

予防接種業務〔予算額

保健部新型コロナウイルス

1,975,957千円〕

ワクチン接種推進室（64−1550）

財源内訳

国庫支出金 1,970,957千円、県支出金 5,000千円

支出内訳

4款1項3目 予防対策費／事業協力者報償金 171,892千円、特別旅費 152千円、消耗品費 1,001千円、燃料費 329千円、印刷製本費 1,500千円、
通信運搬費 12,456千円、傷害保険料 991千円、審査支払手数料 10,710千円、新型コロナウイルスワクチン接種補助員派遣手数料 36,062千円、
データ入力委託料 86,175千円、新型コロナウイルスワクチン接種委託料 463,336千円、予防接種事務委託料 65,428千円、
通知書印字封入封緘委託料 8,646千円、新型コロナウイルスワクチン接種受付案内委託料 201,879千円、廃棄物処理委託料 39,756千円、
会場設営管理等委託料 710,613千円、新型コロナウイルスワクチン配送等委託料 135,182千円、バス運行委託料 2,046千円、事業広報委託料 66千円、
会場使用料 16,859千円、自動車借上料 4,950千円、機器賃借料 928千円、新型コロナウイルスワクチン接種支援事業費補助金 5,000千円

新型コロナウイルス感染症予防接種事業
〇18 歳以上の方への追加（３回目）接種
■接種対象・回数
２回目接種完了から６カ月以上経過した 18 歳以上の方を対象に速やかに１回追加接種
■特に追加接種が推奨される方
・高齢者、基礎疾患を有するなど「重症化リスクが高い方」
・重症化リスクが高い方の関係者・介助者（介護従事者等）などの「重症化リスクが高い方
との接触が多い方」
・医療従事者などの「職業上の理由等によりウイルス曝露リスクが高い方」

〇５〜11 歳の方への１・２回目接種

コロナ対策

☞接種体制
公共施設型接種、接種実施医療機関型接種、
巡回接種、大規模集団接種等
☞使用ワクチン
ファイザー社製、武田／モデルナ社製
☞接種期間
令和４年９月 30 日まで

〇12 歳以上の方への初回（１・２回目）接種

☞接種体制（予定）
公共施設型接種等

☞接種体制
公共施設型接種、大規模集団接種等

☞使用ワクチン
ファイザー社製（５〜11 歳用）

☞使用ワクチン
ファイザー社製、武田／モデルナ社製

☞接種期間
令和４年９月 30 日まで

☞接種期間
令和４年９月 30 日まで
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※国・県の方針により、変更
になる場合があります。

市全域

新規

地域歯科診療体制推進事業補助業務〔予算額

財源内訳

一般財源 2,430千円

支出内訳

4款1項1目 保健衛生総務費／地域歯科診療体制推進事業費補助金 2,430千円

2,430千円〕

保健部保健企画課
医務指導係（23−6990）

現在、市内では、障がい者の歯科治療に対応できる医療機関が限られるため、障がいをお持ちの方は歯科治療を受けることが困難な
状況になっています。
このため、地域の歯科医療資源等をフルに活用し、障がいをお持ちの方も、住み慣れた地域で、受診したいときに、安心して受診でき
る、安全かつ負担の少ない、地域完結型の 『障がい者歯科診療体制』 の構築を推進します。

地域の歯科医療資源を活用し、
患者や家族に寄り添いながら、
患者の状態にあった歯科治療を目指します。

歯科医等の質的・量的
拡充を図ります。
「地域歯科診療体制」の推進

診療機能を増強
します。

かかりつけ歯科医（相談、健診、診療、紹介）

高度な歯科医療
を展開します。

連携の強化・推進

愛知県三河青い鳥医療療育センター、愛知学院大学歯学部附属病院

（相談、健診、診療、紹介）
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市全域

拡充

アピアランスケア用品購入補助業務〔予算額

財源内訳

一般財源 3,600千円

支出内訳

4款1項1目 保健衛生総務費／アピアランスケア用品購入費補助金 3,600千円

3,600千円〕

保健部健康増進課
健康増進係（23−6639）

令和４年度から、補助対象となるアピアランスケア用品の種別に、乳房補整具を追加します。
これにより、がんの治療に起因する脱毛や乳房切除による外⾒変化への支援メニューが増えます。
【アピアランスケア用品の種別】
●ウイッグ

尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

〈対

象〉がん治療に起因する脱毛に伴い、ウイッグを
必要とする人
〈補助金額〉購入費の 1/2 に相当する額
（上限額 20,000 円）

〜がんになっても自分らしく
生きることのできる地域共生社会の実現〜

●乳房補整具
〈対

象〉がん治療に起因する乳房切除に伴い、乳房補整具
を必要とする人
〈補助金額〉購入費の 1/2 に相当する額
（上限額 20,000 円）

ウイッグ：名古屋市に続き２自治体目
乳房補整具：愛知県内で初の自治体となる予定

がんになっても安心して
自分らしく暮らせるまち
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市全域

拡充

妊産婦・乳幼児健康診査業務〔予算額

保健部健康増進課

415,737千円〕

母子支援係（23−6069）

〔予算額 健康増進課 64,759千円、家庭児童課 350,978千円〕 こども部家庭児童課
母子保健係（23−7683）
財源内訳

国庫支出金 8,805千円、県支出金 132千円、一般財源 406,800千円

支出内訳

健康増進課 4款1項4目 母子保健費／乳幼児身体発育調査報償金 82千円、健康診査報償金 11,398千円、普通旅費 5千円、特別旅費 21千円、
消耗品費 264千円、印刷製本費 252千円、医薬材料費 841千円、通信運搬費 10千円、洗濯料 245千円、傷害保険料 66千円、
通訳派遣手数料 141千円、４か月児健康診査委託料 18,560千円、１歳６か月児歯科健康診査委託料 9,933千円、再健康診査委託料 1,845千円、
３歳児歯科健康診査委託料 10,596千円、妊婦歯科健康診査委託料 6,881千円、機器保守委託料 46千円、通訳サービス委託料 203千円、
機械器具購入費 1,210千円、分娩前ウイルス検査費補助金 2,160千円
家庭児童課

4款1項4目 母子保健費／妊産婦・乳児健康診査事務手数料 1,634千円、妊産婦・乳児健康診査負担金 349,344千円

■３歳児健康診査に屈折検査機器（スポットビジョンスクリーナー）を導入します
【健康増進課】

屈 折 検 査 機 器

スポットビジョンスクリーナーは、弱視の主な原因である遠視・斜視
の程度を客観的にリスク推測するための検査機器です。
〇対象 ３歳児健康診査受診児全員
〇予算 1,210 千円【スポットビジョンスクリーナー１台】

検査の実施イメージ

新生児聴覚検査イメージ

■新生児聴覚検査費用の一部を負担します
【家庭児童課】

先天性難聴の出現頻度は 1,000 人に１〜２⼈とされ、難聴を早期に発⾒して早期に適切な
支援をすることで、子どもの音声言語発達への影響を最小限に抑えることができます。
新生児聴覚検査は新生児期に可能な検査であり、おおむね生後３日以内に実施し、要再検の
確認検査はおおむね生後１週間以内のため入院中に実施できます。
〇予算 12,550 千円【5,000 円（負担額）×2,510 人）
】
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新生児聴覚検査イメージ

市全域

新規

残薬管理支援事業補助業務〔予算額

財源内訳

一般財源 350千円

支出内訳

4款1項5目 保健所費／残薬管理支援事業費補助金 350千円

350千円〕

保健部保健衛生課
環境衛生係（23−6187）

事業内容
複数の医療機関を受診されたり、あるいはお薬を飲み忘れたりするなど、何ら
かの理由により、お薬がご家庭に残って困っている高齢者等を対象に「お薬節約
そうだんバッグ」を使用して残薬を回収し、適切な残薬管理・指導を行う団体に
対し、事業に係る事務経費の２分の１を補助します。

事業目的
・一人一人の患者に対して総合的な服薬支援を行う「かかりつけ薬剤師」や
「健康サポート薬局」の制度の推進を目指します。
・残薬管理を行うことにより、患者の総合的な支援の強化を図ります。
・岡崎市内の患者の残薬問題の減少と医療費削減を目指します。
【補助金額】
・補助率：２分の１（上限額：350 千円）
・補助対象経費：残薬管理・指導に係る経費
（広告費、資材作成費、研修会費、郵送費、物品費）
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市全域

生活困窮者自立相談支援業務〔予算額

福祉部ふくし相談課

65,502千円〕

くらしの相談係（23−6865）

財源内訳

国庫支出金 49,261千円、諸収入 58千円、一般財源 16,183千円

支出内訳

3款1項1目 社会福祉総務費／会計年度任用職員報酬（ロングパート） 7,921千円、会計年度任用職員手当（ロングパート） 1,486千円、
会計年度任用職員共済費（ロングパート） 1,705千円、費用弁償 286千円、特別旅費 148千円、消耗品費 270千円、自立相談支援委託料 28,930千円、
家計改善支援委託料 7,332千円、就労準備支援委託料 17,424千円

【事業概要】
生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者からの相談に応じ、課題を
整理し、自立に必要な支援を行う自立相談支援機関（生活困窮者自立相談
支援事業）の機能を強化します。
引きこもりなどで長期間にわたり就労の機会がなかったかた、また社会
との繋がりが持てないかたを孤立させないよう自立相談から就労準備まで
一体的に切れ目のない包括的な支援の充実を図ります。
包括的な相談支援

状況に応じた専門的な支援

生活困窮者自立相談支援事業

家賃が払えず住居が維持できない ➡

住居確保給付金

・主任相談支援員（統括）

柔軟な就労訓練の場が必要

➡

認定就労訓練事業

・相談支援員（生活に関する相談支援）

住居を喪失し緊急的な支援が必要 ➡

一時生活支援事業

・就労支援員（就労に関する相談支援）

子どもを塾などに行かせられない ➡

子どもの学習支援事業

・ホームレス支援員（巡回相談など）

家計を管理できず生活が苦しい

➡

家計改善支援事業

・アウトリーチ支援員（就職氷河期世代支援）

就労へ向けた準備や訓練が必要

➡

就労準備支援事業

就労に向けた困難や課題を抱えるかたに就労体験を含
む準備の機会を提供するなど伴走して支援を行い、課題
の克服及び社会参加の促進を図る。
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拡充

地域医療体制の充実〔予算額

岡崎市民病院事務局総務課

946,299千円〕

経理係（66−7015）

財源内訳

一般会計負担金 28,367千円、企業債 392,700千円、県補助金 211千円、自己財源 525,021千円

支出内訳

病院事業会計（資本的支出） 1款1項1目 建設改良費／委託料 32,329千円、工事請負費 417,104千円
1款1項2目 資産購入費／器械備品購入費 496,866千円

令和４年４月から感染症小児科を開設し、小児領域の感染症治療の充実を図ります。
救命救急センターを有し、第３次救急医療を担う地域の中核病院として医療水準の確保及び多様化・高度化する医療ニーズ
に対応する機能の充実を図るほか、施設内の改修工事や高度医療機器の整備を行います。
また、岡崎市民病院のことをもっと知っていただくため、公式 SNS を活用し、院内の日常や取り組みなどを発信します。

医療機器の整備・充実

〔予算額

496,866千円〕

最新機器を導入し、市民に高度な医療を提供できる病院として、信頼に応えていきます。
◇血管造影エックス線診断装置

施設や設備の更新

◇手術用顕微鏡 ◇内視鏡システムなど

〔予算額

449,433千円〕

安定した病院運営を行うため、厨房洗浄室の改修など施設や設備の更新工事を行います。

☆彡岡崎市民病院の魅力を発信します。

＠okazaki.hp

＠okazaki.hp

岡崎市民病院
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岡崎地域／岡崎学区・福岡学区、矢作地域／矢作南学区

私立保育園等園舎建替等支援業務〔予算額

こども部保育課

632,921千円〕

総務施設係（23-6968）・管理１係（23-6175）

財源内訳

国庫支出金 297,750千円、県支出金 189,991千円、一般財源 145,180千円

支出内訳

3款3項2目 児童措置費／私立保育園園舎建替等事業費補助金 164,043千円、幼保連携型認定こども園園舎建替等事業費補助金 468,878千円

【事業概要】
私立保育園及び幼保連携型認定こども園の健全な運営と園児の教育・保育環境向上を図るために、園舎整備の補助を行います。
また、保育需要の高まる地域への保育の受け皿の拡大を図ります。
◆私立保育園園舎建替等事業費補助金（164,043千円） ◆幼保連携型認定こども園園舎建替等事業費補助金（468,878千円）

継続

白鳩保育園（園舎増改築）
令和３年度

既存園舎一部解体
仮設園舎設置 増改築工事

令和４年度

増改築工事

令和５年度

供用開始

増改築による定員の増加
年齢区分 0 歳〜２歳

継続

みやこ幼稚園（幼稚園のこども園化・移転新築）
令和３・４年度
令和５年度

移転先での園舎新築工事
供用開始

やはぎみやこ幼稚園（幼稚園のこども園化・園舎増改築） 新規
令和４年度

３歳〜５歳

令和５年度

合計

既存施設の改修
（乳児室、調理設備の整備など）
供用開始

整備後の定員の内訳

既存園舎

65 人

135 人

200 人

増改築後

69 人

141 人

210 人

年齢区分

増員数

4人

6人

10 人

みやこ

30 人

60 人

210 人

300 人

やはぎみやこ

30 人

60 人

135 人

225 人

計

60 人

120 人

345 人

525 人

合計 190 人分の
保育の受け皿を拡大
80

保育園分
0 歳〜２歳 ３歳〜５歳

幼稚園分
３歳〜５歳

合計

中央地域／愛宕学区

市民会館施設整備業務〔予算額

社会文化部文化振興課

349,486千円〕

文化施設係（23−6977）

財源内訳

繰入金 250,000千円、市債 16,000千円、一般財源 83,486千円

支出内訳

2款2項7目 会館施設費／機器更新委託料 244,475千円、施設整備工事請負費 105,011千円

甲山会館のホール吊り天井の脱落防止対策を行い、利用者の安全確保を図ります。また、高齢者に配慮し、
１階にトイレを増設するほか、老朽化した施設・設備等の更新を行い、利用者の利便性向上を図ります。
＜ 甲山会館平面図 ＞

■ 主な改修内容

※１階にある倉庫をトイレに改修

・ホール吊り天井の脱落防止対策
・１階にトイレを増設
・老朽化した舞台設備を更新
（舞台機構、照明、音響など）
・館内照明のＬＥＤ化
・舞台床の研磨
・屋外雨水の対策
・立体駐車場一部更新
（防火シャッター、駐車区画ライン）
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中央地域／連尺学区

岡崎城施設整備業務〔予算額

社会文化部文化振興課

256,380千円〕

文化施設係（23−6977）

財源内訳

繰入金 190,000千円、一般財源 66,380千円

支出内訳

7款1項7目 岡崎城・家康館費／展示改装委託料 176,300千円、施設整備工事請負費 80,080千円

岡崎城天守の展示改装を行うことで、市民・来場者の満足度を向上し、持続的に多くの集客を図ります。また、まちなか回遊の拠
点機能を持たせることで、より市民活動、経済の活性化に資する施設としていきます。

■展示の主な改装（資料運搬、実施設計、展示改装）
○城郭の価値を展示

■内装改修（壁塗装、床張替、照明ＬＥＤ化、電気設備改修、洋式便所増設、手洗い場設置）
■外部改修（外壁塗装、屋根除根）
○内外装の美装化

−岡崎城の城郭の価値・歴史を伝える展示
・岡崎城の出土品等展示

−無機質なコンクリートの建物ではなく、
天守の中に居る雰囲気を感じる内装へ
−外壁・屋根の修復で岡崎の象徴としての外観を整える。
・外壁塗装、屋根除根

・壁塗装、床材の張替え等

○シアタールームの設置
−臨場感ある映像と音響による体感
／四季折々、岡崎の魅力を PR するコンテンツを入替

○利便性の向上
−便所増設等の内部改修により来場者の便益を図る。

(参考例)複数壁面への映像投影

−インバウンドに対応する多言語の解説・案内を行う。
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中央地域／連尺学区

家康館施設整備業務〔予算額

社会文化部文化振興課

83,595千円〕

文化施設係（23−6977）

財源内訳

繰入金 50,000千円、一般財源 33,595千円

支出内訳

7款1項7目 岡崎城・家康館費／展示改装委託料 46,580千円、施設整備工事請負費 37,015千円

徳川家康と三河武士の功績を伝える施設として、若き家康が戦国武将として自立した岡崎での事績を発信していきます。岡崎城
と同様に、まちなか回遊の拠点機能を持たせます。

■展示の主な改装（資料運搬、実施設計、展示改装）
○既存展示を活かしたリニューアル
−ベースとなる展示を活かし新たな魅力を付加
（参考例：決戦！関ケ原）

■内装改修（壁・床張替、照明ＬＥＤ化）
○館内イメージの更新
−家康に相応しい重厚感ある内装へ統一
・壁クロス・床材の色調を統一し張替え

・直感的に理解できるジオラマを活かす。
・プロジェクションマッピングを投影
・側面のスクリーンに迫力ある高画質映像を上映
・武将フィギュアに人物の AR(拡張現実)情報を付加

○利便性の向上
−インバウンドに対応する多言語の解説・案内を行う。
83

企画展開催業務〔予算額

77,627千円〕

社会文化部美術博物館
※美術博物館及び地域文化広場企画展開催業務合算

学芸係（28−5002）

財源内訳

財産収入 1,856千円、諸収入 34,473千円、一般財源 41,298千円

支出内訳

10款5項8目 美術博物館費／◇美術博物館企画展開催業務：企画展資料調査報償金 332千円、費用弁償 168千円、特別旅費 960千円、消耗品費 110千円、
通信運搬費 20千円、図録等販売手数料 106千円、入場券販売手数料 11千円、 企画展開催委託料 45,341千円、写真原板製作委託料 451千円、
複写機使用料 30千円
10款5項12目 地域文化広場費／◇地域文化広場企画展開催業務：講師等報償金 17千円、特別旅費 226千円、消耗品費 19千円、
企画展開催委託料 29,836千円

美 術 博 物 館

4/9〜5/15
名取春仙 役者を描く
大正から昭和前期にかけ
て、新版画で数多くの役者
絵を手がけて人気を博し
た名取春仙（なとりしゅん
せん）の当館収蔵作品全４
９点を一斉にお披露目す
る展覧会です。

世界子ども美術博物館

４/23〜６/26
駒形克己 え！ほん展
造本作家でデザイナーの駒
形克己の絵本の世界を立体
的に再現し、ページをめく
るように展示室を巡り楽し
める展覧会です。

その他の展覧会

6/4〜8/28
北澤美術館所蔵
ラリック

ルネ・

アール・デコのガラス モダン・
エレガンスの美

世界有数のガラスコレクショ
ンを誇る北澤美術館から、ル
ネ・ラリックの作品を厳選し
て紹介します。ガラス作品の
本格展示は当館初です。

7/2〜9/4
あそべる 宇宙博
JAXA が所有するロケット
の模型やジオラマの展示と
ともに、宇宙をイメージし
た遊具も設置してスペース
ワールドを体験できる展覧
会です。

工

事

休

館

9/10〜11/27
BRIO と世界のオモチャ
展

12/3〜3/5
わくわく鉄道博物館
2022 名鉄特急とジオ

日本でも人気の高いスウェ
ーデンの BRIO の木のオモ
チャを中心に世界各国のオ
モチャで楽しんでいただけ
る展覧会です。

ラマの世界
人気の高い名古屋鉄道のパ
ノラマカーを中心とした名
鉄特急を特集し、大型ジオ
ラマなどを展示します。

おかざき世界子ども美術博物館
・３/11〜３/31
第 34 回リトルアーティスト展
・常設展「子どもたちのアールブリュット」
※都合により展覧会の内容及び会期を変更する場合があります。
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大平地域／男川学区

美術博物館施設等整備業務〔予算額

216,921千円〕

財源内訳

繰入金 140,000千円、市債 27,000千円、一般財源 49,921千円

支出内訳

10款5項8目 美術博物館費／環境調査委託料 1,943千円、基本設計委託料 10,078千円、施設整備工事請負費 204,900千円

社会文化部美術博物館
管理係（28−5001）

事業概要

令和５年度の大河ドラマ「どうする家康」関連特別企画展を安全・安心に開催するため、老朽化した空調や照明などの設備を
更新し、展示室の環境改善を行います。文化庁に認可された「公開承認施設」として、市民の皆さまに貴重な文化財や優れた美術
品を鑑賞する機会を今後も引き続き提供してまいります。
スケジュール（予定）

令和３年度
令和４年度

令和５年度

美術博物館第１期改修工事実施設計
美術博物館第１期改修工事
（４月〜８月：展覧会開催 ／ ９月以降：工事休館）
美術博物館第２期改修工事基本設計
大河ドラマ「どうする家康」関連特別企画展開催

主な改修の概要

・展示室照明改修
調光・調色機能付きＬＥＤ照明システムを導入します。
・展示ケース改修
展示ケース照明のＬＥＤ化、低反射フィルム貼りなどを行います。
・アトリウム空調改修
２階のアトリウムの暑さ対策のため、新たに空調を設置します。
・雨漏り改修
１階のホワイエを中心に雨漏り改修を行います。
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岡崎地域／福岡学区、岩津地域／大門学区、六ツ美地域／六ツ美南部学区

スポーツ施設整備業務〔予算額

社会文化部スポーツ振興課

26,444千円〕

スポーツ施設係（23−6361）

財源内訳

一般財源 26,444千円

支出内訳

10款6項1目 社会体育費／体育施設設計委託料 5,918千円、体育施設整備工事請負費 20,526千円

六南あおみ野運動広場トイレ建築工事（20,526千円）
現在の運動広場のトイレは仮設トイレの汲み取り式です。運動広場のトイレは公園のように不特定多数が使用するトイレであるため、老若男女が気兼
ねなく利用できる水洗トイレとしていきます。
トイレ設置箇所

グラウンド利用者数／H30：65,562 人／
R1：70,902 人／R2：65,795 人
位 置 図

平 面 図【男：小２大洋１、女：大洋２、多目的：大洋１】

マレットゴルフ場整備設計業務（3,696千円）
マレットゴルフは高齢者を中心に実施している方が多く、専用のコースを必要としています。大門河川緑地にマレットゴルフ場を設置することで生涯
スポーツの振興につなげていきます。

学校夜間照明設備新設設計業務（2,222千円）
地域住民に密着したスポーツニーズにこたえることのできる運動場、運動広場の無い福岡学区において、夜間照明を整備することで身近な場所で利用
できる場を提供し地域のスポーツ振興につなげていきます。
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市全域

国際大会等誘致業務〔予算額

社会文化部スポーツ振興課

18,273千円〕

スポーツ事業推進係（23−7922）

財源内訳

一般財源 18,273千円

支出内訳

10款6項1目 社会体育費／費用弁償 71千円、特別旅費 142千円、国際スポーツ大会等推進委員会負担金 17,310千円、
愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会負担金 750千円

事業目的
国際スポーツ大会等を誘致し、市民に世界トップレベルの技術を見る場を提供することにより、スポーツの裾野拡大や
スポーツ意欲向上を図ると同時に地域活性化に貢献する。
また、地域スポーツコミッションとしての機能を見直し、スポーツを活用した地域活性化の実現を目指す。

事業概要・スケジュール
・4 月・7 月：モンゴルアーチェリーナショナルチームスポーツ交流キャンプ
・11 月 12 日〜15 日： FORUM8 RallyJapan2022（世界ラリー選手権）
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岡崎地域／岡崎学区、中央地域／根石学区、岩津地域／大樹寺学区

小・中学校校舎改修業務〔予算額

217,294千円〕

教育委員会事務局施設課
※小学校及び中学校校舎改修業務合算

整備係（23−6422）

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 31,328千円〕（合計予算額 248,622千円）
財源内訳

市債 6,000千円、一般財源 211,294千円

支出内訳

10款2項1目 学校管理費／◇小学校校舎改修業務：消耗品費 1,452千円、構造計算手数料 320千円、実施設計委託料 56,217千円、
校舎等特別整備工事請負費 25,498千円、施設購入費 66,380千円、10款3項1目 学校管理費／◇中学校校舎改修業務：構造計算手数料 160千円、
実施設計委託料 29,843千円、校舎等特別整備工事請負費 4,620千円、施設購入費 32,804千円

老朽化している校舎の長寿命化と機能向上のため、大規模改修工事を行い、教育環境の向上を図ります。
【工事内容】
・改修工事（屋根・外壁・天井・床・壁・建具）

工事

実施設計

①岡崎小学校

・設備更新（電気、給排水）
・その他 （内装木質化、段差解消）

②根石小学校
北棟

【事業計画】
① 岡崎小学校（南棟）
・令和２年度
・令和３〜５年度

南棟

実施設計
改修工事

② 根石小学校（北棟）
・令和４年度
実施設計
・令和５〜６年度 改修工事
③ 大樹寺小学校（中棟）
・令和４年度
・令和５〜６年度

③大樹寺小学校

南棟

中棟

実施設計
改修工事

④ 甲山中学校（南棟）
・令和４年度
実施設計
・令和５〜６年度

④甲山中学校

改修工事
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市全域

小・中学校屋内運動場改修業務〔予算額

教育委員会事務局施設課

27,115千円〕

整備係（23−6422）

※小学校及び中学校屋内運動場改修業務合算
財源内訳

一般財源 27,115千円

支出内訳

10款2項1目 学校管理費／◇小学校屋内運動場改修業務：屋内運動場改修工事請負費 23,925千円
10款3項1目 学校管理費／◇中学校屋内運動場改修業務：屋内運動場改修工事請負費 3,190千円

小中学校の屋内運動場トイレの洋式化を進め、教育環境の向上を図ります。
【事業概要】
小中学校の屋内運動場のトイレについて、男女１箇所ずつを対象に洋便器取替を進め、教育環境の向上を図ります。
【事業計画】
・令和３年度 和便器が使えない児童生徒等が在籍する小中学校 17 校の洋便器取替
・令和４年度 小学校 15 校 （男川、竜美丘、藤川、山中、本宿、常磐東、恵田、奥殿、細川、矢作北、矢作西、六ツ美北部、六ツ美南部、
小豆坂、宮崎）
中学校 ２校 （河合、六ツ美）

令和５年度

小学校

改 修 前

８校（小中学校の屋内運動場の男女１か所ずつの洋式化を完了予定）

改 修 後

和便器を
洋便器に取替え

トイレブース拡張と扉の
内開きを外開きに取替え
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岡崎地域／岡崎学区

岡崎小学校校舎整備業務〔予算額

教育委員会事務局施設課

480千円〕

整備係（23−6422）

〔令和３年度３月補正に前倒した予算額 14,333千円〕（合計予算額 14,813千円）
財源内訳

一般財源 480千円

支出内訳

10款2項3目 学校建設費／構造計算手数料 480千円

岡崎駅南土地区画整理事業の進捗に伴う児童数増加のため、令和３年度に北棟を増築し、令和４年度から中棟と
南棟を接続する渡り廊下・玄関棟を建設します。
また、バリアフリー法に基づき設置が求められているエレベーターを中棟に設置し、教育環境の向上を図ります。
【事業概要】
・渡り廊下・玄関棟 鉄骨造２階建て 延べ面積 195 ㎡
・エレベーター棟
鉄骨造４階建て 延べ面積 45 ㎡
【事業計画】
・令和元年度
校舎増築実施設計
・令和２〜３年度 北棟増築工事
・令和３〜５年度 渡り廊下・玄関棟、エレベーター棟増築工事

渡り廊下・玄関棟 完成予想図（イメージ）
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市全域

拡充

児童生徒健全育成推進業務〔予算額

129,150千円〕

教育委員会事務局
教育相談センター（23−6772）

財源内訳

国庫支出金 7,483千円、諸収入 391千円、一般財源 121,276千円

支出内訳

10款4項1目 教育指導費／会計年度任用職員報酬（ロングパート） 38,787千円、会計年度任用職員報酬（ショートパート） 43,280千円、
会計年度任用職員手当（ロングパート） 6,910千円、会計年度任用職員手当（ショートパート） 4,541千円、
会計年度任用職員共済費（ロングパート） 8,209千円、会計年度任用職員共済費（ショートパート） 3,103千円、講師等報償金 111千円、
事業協力者報償金 112千円、相談員報償金 899千円、費用弁償 5,266千円、消耗品費 3,669千円、通信運搬費 13千円、
いじめ防止対策推進委託料 1,675千円、学級集団評価支援委託料 10,299千円、庁用器具購入費 1,100千円、
愛知県適応指導教室連絡協議会負担金 6千円、継続契約集合支払特別会計繰出金 1,170千円

児童生徒の健全育成のため、学校・家庭・地域・各関係機関が連携し、いじめ・長期欠席等に対する
未然防止・早期発見・早期対応の実現を図ります。
○社会的な自立を将来の目標に、岡崎市フリースクール「ハートピア竜美・上地」において
長期欠席児童生徒へ支援・指導を行います。
○スクールソーシャルワーカー、臨床心理士、登校支援員等による各種相談・支援体制の充実を図
ります。

拡充

校内フリースクールの拡充

拡充

スクールソーシャルワーカーの配置拡大

スクールソーシャルワーカーを 11 人へ配置拡大
ロングパート：３人→５人、ショートパート：４人→６人
⇒複雑な家庭環境に起因した長期欠席の未然防止
⇒児童虐待、ヤングケアラー等の課題への対応の充実
⇒アセスメントやケース会議等、学校への具体的支援の強化・
充実

校内フリースクールを中学校８校から 14 校へ拡充
⇒生徒の多様性への対応による長期欠席の未然防止
⇒教室復帰だけでなく社会的な自立を目指した支援の充実
⇒校内フリースクール利用生徒の自己肯定感や自尊感情の
向上
⇒個の学習状況に応じた指導や配慮の充実
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市全域

特色ある学校づくり推進業務〔予算額

6,549千円〕

財源内訳

一般財源 6,549千円

支出内訳

10款4項1目 教育指導費／事業協力者報償金 1,005千円、印刷製本費 49千円、特色ある学校づくり委託料 5,495千円

教育委員会事務局学校指導課
指導管理係（23−6624）

小中学校が地域の特色を生かしたり、ICT 環境を活用した教育活動を行ったりすることにより、子供の主体性を育むと
ともに、地域に開かれた学校・信頼される学校づくりに取り組む。

・小中の交流
・ 高 校 生 によ る
学校紹介
・ 県 外 の 姉妹 校
との交流

・文化、芸術の専
門家による授業
・合唱指導
・各種講演会

・英会話交流
・ 日 本 人 学校 と
の交流

・最先端の研究内
容について紹介
・研究所探検

・ 仕 事 内 容の 紹
介や体験ワーク
・舞台の裏側
・オンラインでしか
見ることのできな
い作業や工程

・農家の方に野菜
の育て方について
のインタビュー
①時間や場所にとらわれない、児童生徒にとってオーセンティック（本物）な授業を実践する。

【未来型教育の推進】 ②「岡崎版ＧＩＧＡスクール」環境の整備を背景に、学びの質を高め、子供の主体性を伸長する。
③ｗith コロナにおける学びを保障する。
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市全域

情報教育推進業務〔予算額

教育委員会事務局教育政策課

5,572千円〕

財源内訳

一般財源 5,572千円

支出内訳

10款4項1目 教育指導費／機器賃借料 5,572千円

GIGAスクール戦略係（23−7959）

【事業概要】
「岡崎版GIGAスクール構想」での１人１台タブレット環境を拡充し、教育DXによる授業改善や学び方改革を推進するために、電子黒板を
全中学校の普通教室に整備します。電子黒板は、様々なICT機器の中核に位置付くもので、教室と、社会や世界とをつなぐ窓口の役割を
果たします。ICTを活用した質の高い学びを提供することにより、岡崎の子どもたちにSociety5.0 を生き抜くための資質・能力を育成します。

＜令和４年度事業概要＞

新規

日々の授業の質的向上

市内全中学校の普通教室に電子黒板を整備（令和５年１月〜令和 11 年 12 月 ７年長期継続契約）

岡崎版 GIGA スクール構想の拡充
社会・世界とつながる学び

オンライン授業

サイエンスセミナー

家庭とつないで
学びの保障を
する

市内全体で
最先端の科学
にふれる

デジタル教科書

プログラミング学習
試⾏錯誤で
論理的思考を
育成する

動画や音声で
理解が深まる
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市全域

少人数学級実施業務〔予算額

教育委員会事務局

2,902千円〕

教育政策課（23−6622）

財源内訳

一般財源 2,902千円

支出内訳

10款4項1目 教育指導費／事業協力者報償金 68千円、普通旅費 48千円、特別旅費 155千円、印刷製本費 209千円、健康診断手数料 86千円、
広告料 220千円、任期付教員採用試験実施委託料 235千円、教員採用動画制作委託料 726千円、会場設営等委託料 770千円、会場使用料 385千円

【事業概要】
本市独自の少人数学級の実現に向けて「岡崎市 32 人学級プロジェクト」を実施する。それに伴い、不足する教員を「岡崎市独自教員採用制度」
を創設し、募集・採用する。

《岡崎市 32 人学級プロジェクト》

《岡崎市独自教員採用制度案》
市費負担教員（任期付）

令和５年度は小学１年生、令和６年度は１・２年生と、毎年１学年ず

市が 3 年間の任期付で独自に小学校の教員を採用する。

つ段階的に市内小学校において 32 人による学級編成を進める。

市職員派遣教員

教員免許を所有する岡崎市職員を、数年間市内小
中学校に派遣し、教員として採用する。
【教員採用に向けた具体的な取組】
・岡崎市任期付教員採用試験の実施（６月と１０月に実施予定）
・SNS やホームページ等による「岡崎の教育の魅力」の広報
・大学等へのリクルーティング 等
【ねらい】
・子供たちが４人組のチームを組み、主体的に学びを進めるチー
ム学習の推進
・子供たち一人一人へのよりきめ細かな支援による、個別最適化
された学びの実現
・新型コロナウィルス等感染症に強い、学びの環境づくり

教師がひとりひとりの子どもたちによりきめ細かくよりそい、
誰一人取り残さない教育の実現
「未来を拓き 豊かに生きる力をもった
岡崎の子どもたちの育成」
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矢作地域／矢作南学区、六ツ美地域／六ツ美西部学区

新学校給食センター整備業務〔予算額

教育委員会事務局教育政策課

13,051千円〕

給食施策係（23−6863）

財源内訳

一般財源 13,051千円

支出内訳

10款4項4目 学校給食センター費／食糧費 15千円、測量設計委託料 8,085千円、契約等支援委託料 3,410千円、草刈委託料 1,541千円

【事業概要】
西部学校給食センターは昭和 53 年、南部学校給食センターは昭和 57 年から学校給食の提供を開始しており、老朽化が進んでいることから、
新たな学校給食センターを整備することで児童生徒により安全で安心な学校給食を提供していきます。
【令和４年度の主な事業内容】
① 事業契約締結（西部） ② 接続道路の測量設計（南部）
【新南部学校給食センター整備候補地（中之郷町）
】

【新西部学校給食センター事業予定地（筒針町）】

整備候補地

市営中之郷荘
事業予定地

【新西部給食センター事業スケジュール】
令和３年度 事業者選定
令和４年度 事業契約締結・工事
令和５年度 工事
令和６年度 供用開始

【新南部給食センター事業スケジュール】
令和３年度 基本計画策定
令和７年度 工事
令和４年度 測量設計
令和８年度 供用開始
令和５年度 用地取得・事業者選定
令和６年度 事業契約締結・工事
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市全域

拡充

子ども若者育成支援業務〔予算額

教育委員会事務局社会教育課

20,075千円〕

社会教育係（23−6655）

財源内訳

諸収入 14千円、一般財源 20,061千円

支出内訳

10款5項2目 青少年費／会計年度任用職員報酬（ロングパート） 1,968千円、会計年度任用職員手当（ロングパート） 369千円、
会計年度任用職員共済費（ロングパート） 422千円、費用弁償 74千円、食糧費 3千円、若者相談委託料 17,239千円

１ 概要
令和３年度に、不登校やひきこもり等の社会生活を営む上での困難を
抱えた若者（概ね15歳〜39歳）の相談窓口として開設した若者相談窓口
（若者サポートセンター）を、令和４年10月からは、現在の機能を基に、
子ども世代（15歳未満）も対象に加えた上で相談体制を充実させ、社会
生活を営む上での困難を抱えた子ども・若者の総合的な相談窓口である
「子ども・若者総合相談センター」として拡充します。

２ 主な変更点（令和４年10月〜）
「子ども・若者総合相談センター」の設置

対象年齢の拡⼤

相談対象の拡大

若者相談窓⼝の２拠点と少年愛護センタ

子ども・若者育成⽀援推進法（平成 21 年

ーの機能を集約し、市役所本庁舎内に子ど

法律第 71 号）の趣旨に合わせ、相談の対象

も・若者の総合的な相談窓口として、従来、

も・若者相談のための総合的な拠点として

を従来の若者世代（概ね 15 歳〜39 歳）に

主な対象としていた不登校やひきこもりに

「子ども・若者総合相談センター」専用ブー

子ども世代（15 歳未満）も加え、幅広い世

加え、新たな社会問題となっているヤングケ

スを設置します。

代の一元的な相談窓口とします。

アラーなどにも対応します。

相談体制の強化と再編
相談員を増員し、予約制の専門相談の実施
日を、週１日から開所日全日に拡大します。
また、少年相談を担う少年愛護センターの
少年相談指導員（教員 OB）も常勤するなど、
２つの相談窓口の機能を再編します。

社会生活を営む上での困難を抱えた子ど

初期支援の実施

相談メニューの充実
様々な困難を抱えた若者に個別の事情に
合わせた対応を⾏うため、メールや LINE を
活用しての相談受付や、必要に応じて相談者
宅での訪問相談や、関係機関へ同⾏するアウ
トリーチを⾏います。
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⻑期間のひきこもりや不登校などにより、
すぐに社会へ出ることを困難と感じている
若者への初期支援として、生活習慣や社会生
活を身につけるためのセミナーやパソコン
教室を⾏います。

市全域

ふるさと納税活用業務〔予算額

経済振興部商工労政課

113,619千円〕

にぎわい創生係（23−6210）

財源内訳

一般財源 113,619千円

支出内訳

7款1項2目 商工振興費／特別旅費 5千円、印刷製本費 528千円、通信運搬費 3,727千円、口座振替手数料 3千円、広告料 2,310千円、
ふるさと納税活用支援委託料 107,046千円

ふるさと納税制度の活用により、寄附者に対する返礼品の贈呈などを通じて本市の魅力を全国に発信することで、
地元産業・経済の活性化を図る。

ポータルサイトの活用

魅力ある返礼品の発掘・提供

各種広告・PR

集客力の高いポータルサイトを活用し、

地元事業者と連携し、様々な地場産品を返礼品に

各種広告を活用して、本市

多くの寄附を集める。

加えることで、本市の新しい魅力を発信する。

ふるさと納税の魅力を全国
に PR する。

WEB 広告
ポータルサイト内広告

大河ドラマを機に本市を
訪れる観光客への PR
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市全域

拡充

地域経済再生・活性化支援業務〔予算額

財源内訳

一般財源 33,000千円

支出内訳

7款1項2目 商工振興費／地域個店支援事業費負担金 33,000千円

経済振興部商工労政課

33,000千円〕

にぎわい創生係（23−6503）

大河ドラマ「どうする家康」の放送を商機ととらえる店舗を広く募集・登録する新たな制度を創設します。加えて、登録店舗への
きめ細かな支援策を通して、大河ドラマの経済効果を市全域に拡大・拡散し、店舗の売上げ向上と地域経済の活性化を図ります。
・主要駅、観光地、大型商
業施設、イベントなどへの
出店・出品支援

・県内のタウン誌や情報
サイトと連携した県内市
町へのプロモーション

・岡崎のグルメや土産品
をPRする冊子・チラシな
ど販促物の作成・配布

・商品開発、売上アップ、
販路拡大に向けたセミナ
ー、相談会の企画・開催

地域のお店
を応援!!

・商工会議所など地元
経済団体との連携

・家康公スイーツ、岡崎
めし、岡崎カレーパンな
ど既存企画の更なる活用

・SNSインフルエンサ
ーと連携した情報拡散、
来街者回遊誘導

・商業×デジタル、商
業×SDGsの推進
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市全域

観光イベント推進業務〔予算額

経済振興部観光推進課

235,410千円〕

観光イベント推進係（23−6211）・家康公係（23−6978）

財源内訳

一般財源 235,410千円

支出内訳

7款1項6目 観光費／特別旅費 122千円、観光事業委託料 204,689千円、花火大会煙火打上委託料 27,599千円、
泰平の祈り実行委員会負担金 2,000千円、福山祭負担金 1,000千円

本市ならではの観光資源を活⽤した魅⼒的なイベントを開催し、市内外からの観光客の誘致拡⼤を図ります。

春

秋

４月

11 月

●将棋まつり／本市の将棋まつ
りでしか見られないトップ棋士に
よる夢の対局をお届けします。

●桜まつり／本市の春の風物詩。ライト
アップされた約 800 本の夜桜は東海随
一の美しさを誇ります。
●家康行列／大河ドラマ「どうする家
康」の放送を契機に、イメージアップを
図るため、家康公役には若い方を起用
します。

夏

●泰平の祈り／実行委員会が主
体となり、公民連携で継続実施
できるよう仕組みづくりを整えな
がら事業を実施してまいります。

８月

●夏まつり・花火大会／三河花火の粋を
集めた全国屈指の花火大会。岡崎城を
背景とするロケーションに、メロディース
ターマイン、金魚花火、銀滝、大のし、仕
掛け花火など、バラエティに富んだ花火
を打ち上げます。

天の川プロジェクトⓇ
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市全域

観光プロモーション推進業務〔予算額 39,427千円〕
観光おもてなし環境整備業務〔予算額 12,525千円〕

経済振興部観光推進課
家康公係（23−6978）

財源内訳

国庫支出金 10,395千円、一般財源 41,557千円

支出内訳

7款1項6目 観光費／◇観光プロモーション推進業務：特別旅費 104千円、消耗品費 693千円、観光プロモーション推進委託料 18,480千円、
観光宣伝委託料 19,140千円、家康公顕彰事業参加負担金 1,010千円、◇観光おもてなし環境整備業務：特別旅費 37千円、誘客促進委託料 9,988千円、
おもてなしキャラバン隊派遣委託料 1,430千円、観光おもてなし人材養成委託料 990千円、継続契約集合支払特別会計繰出金 80千円

■主な事業の概要
〜観光プロモーション推進業務〜
【家康公プロモーション推進】

〜観光おもてなし環境整備業務〜

【鉄道事業者タイアップ】

【着地型観光商品の企画販売】

【観光おもてなし人材養成】

「家康公生誕の地」とともに

鉄道を利⽤した市内観光の

岡崎ならではのバスツアー等の

大河ドラマ放送に向け、歴

「若き家康公」をプロモーションする。

誘客を図る。

企画販売等を⾏う。

史かたり⼈等の養成を⾏う。
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市全域

「どうする家康」活用推進業務〔予算額

経済振興部「どうする家康」

334,297千円〕

活用推進室（23−6978）

財源内訳

国庫支出金 4,400千円、繰入金 40,000千円、諸収入 40,000千円、一般財源 249,897千円

支出内訳

7款1項6目 観光費／特別旅費 1,542千円、消耗品費 12,475千円、印刷製本費 13,750千円、大河ドラマ活用委託料 43,780千円、会場使用料 278千円、
有料道路通行料 103千円、施設整備工事請負費 165,000千円、岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会負担金 89,667千円、
愛知県大河ドラマ「どうする家康」観光推進協議会負担金 2,000千円、地域活性化企業人負担金 5,600千円、継続契約集合支払特別会計繰出金 102千円

2023年１⽉放送開始予定の大河ドラマ「どうする家康」を契機とした事業を展開し、
岡崎への誘客による消費拡大・経済活性化のほか、知名度向上、歴史の再認識、市⺠の皆様の機運醸成を図ります。
●大河ドラマ館の設置

●おもてなし施設（便益施設）の設置

●公民連携組織

「岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会」
様々な公民連携事業を進めていきます。

もっと岡崎、
きっと家康

↑協議会ロゴマーク、キャッチコピー

↑大河ドラマ館内イメージ

↑売店（土産店）、観光案内所内イメージ

家康公生誕の地、若き家康公が過ごした地を全国に発信
していきます。

岡崎公園内に設置
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市全域

ものづくり共創支援業務〔予算額

経済振興部商工労政課

8,800千円〕

財源内訳

国庫支出金 4,400千円、一般財源 4,400千円

支出内訳

7款1項2目 商工振興費／戦略推進支援委託料 8,800千円

ものづくり支援係（23−6289）

【事業目的】
「脱炭素社会」
「SDGs」
「危機管理」
「ダイバーシティ」などの社会課題への対応と経済的成長の両立が課題となる中、本市の産業
を牽引する「ものづくり産業」をサステナブル(持続可能)な産業とするために、ベンチャーやスタートアップなどの多様なビジネ
スパートナーとの連携により「新たな価値」を創造する共創志向の産業振興策を推進する。
【支援対象者】
地元ものづくり企業(製造業及び周辺産業)
【事業内容】
岡崎市産業労働計画に基づく「共創イノベーション推進戦略」の実践
① 岡崎ものづくり推進協議会との連携によるオープンイノベーションへの参入支援
② 各種プログラムの実施
・共創志向共有のためのセミナーの企画・開催
・共創人材育成のためのイベントの企画・開催
多様な企業
・出会いの場となるイベントの企画・開催
起業家
ベンチャー
スタートアップ

（市内ものづくり産業）

農林水産業

製造業・製造業周辺産業

大学・研究機関
NPO・NGO
自治体・行政機関
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新たな価値の
創造へ

市全域

産業立地誘導地区開発推進業務〔予算額

経済振興部商工労政課

44,679千円〕

ものづくり支援係（23−6287）

財源内訳

一般財源 44,679千円

支出内訳

7款1項5目 企業誘致対策費／測量設計委託料 41,379千円、土地利用計画策定支援委託料 3,300千円

市内における工場等建設適地の確保を目的として、岡崎市土地利用基本計画により市街化調整区域内に設定された産業立地誘導地区
（市内20地区）における民間開発を促進するため、土地利用計画、道路計画の策定、道路築造工事などを計画的に進めていく。

土地利用計画策定

測量設計

市内20箇所に指定された産業立地誘導地区のうち複数地区を
産業立地誘導地区の一つである小針地区において、開発要件に適
選定。周辺環境や法規制の調査を実施のうえ、土地利用計画を策 合する道路拡幅のための測量業務等を実施し、同地区における計画
定し、同地区における産業立地の推進を図る。
性のある産業立地を推進する。
■道路整備の手順
・物件調査

・概略設計

複数地区を選定

・現況測量

・用地測量

・予備設計

・詳細設計
・用地交渉
・道路整備工事

↑Ｒ４実施予定

※交差点などについて、警察との協議も並行して実施。
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市全域

行政手続デジタル化推進業務〔予算額 901千円〕
庁内デジタル化推進業務〔予算額 18,910千円〕
デジタル活用地域社会推進業務〔予算額 25,069千円〕

総合政策部企画課
企画１係（23−6811）
財務部行政経営課
デジタル戦略係（23−7096）

財源内訳

国庫支出金 20,000千円、一般財源 24,880千円

支出内訳

2款1項12目 情報化推進費／◇行政手続デジタル化推進業務：通信運搬費 372千円、キャッシュレス決済手数料 233千円、
キャッシュレス決済環境構築委託料 296千円、◇庁内デジタル化推進業務：特別旅費 2,889千円、消耗品費 621千円、デジタル化支援委託料 12,100千円、
職員研修負担金 3,300千円、◇デジタル活用地域社会推進業務：顧問参与報酬 2,204千円、費用弁償 1,765千円、講座開催委託料 1,100千円、
デジタル活用地域社会推進委託料 20,000千円

「おかざき DX ビジョン」
（令和４年３月）に基づき、デジタル技術の浸透により市民生活をより良いものへと
変革させる「デジタル・トランスフォーメーション（DX）
」の実現に向けた取り組みを進めます。

行政手続デジタル化推進業務

証明書オンライン申請サービスの導入

市民の利便性向上を第一に

窓口キャッシュレス決済実証実験の実施

〇 課税証明・所得証明・納税証明について、マイナ

〇 出先機関における施設使用料・証明書料等、窓

ンバーカードによる認証及びクレジットカード決済

口での料金支払いのキャッシュレス化に関する実

を用いたオンライン申請サービスを導入します。

証実験を行い、本格導入に向けた一歩とします。
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庁内デジタル化推進業務

デジタル活用地域社会推進業務

高齢者向けスマホ教室の実施

デジタル化に向けた業務改善の推進
〇 アナログ手法が残る保育業務について、民間企業の知見を活

〇 デジタル技術に不慣れな高齢者のかたに向けた、スマート

用して、デジタル技術の活用を見据えた業務改善を推進しま

フォン操作講習会を実施します。

す。

暮らしの移動支援先行モデル
デジタル人材の育成に向けた取り組み
〇 デジタル化をきっかけとして、第７次総合計画の将来都市
〇 オンライン研修サービスの活用や IT パスポート試験の受験

像にある 一歩先の暮らし

の実現に向け、公民連携して

※

料補助（人事課予算）等の取り組みにより、デジタル人材へ

CDO 補佐官の知見や国の支援を活用しながら、事業を実施し

の成長を促す職員教育を推進します。

ます。※CDO（Chief Digital Officer）：最高デジタル責任者

〇 デジタル庁へ職員を派遣し、専門人材としての育成を図り

〇 周辺部住宅団地で、バス停アクセス（ファーストワンマイ

ます。

ル）や、買い物・医療の移動サービスにおいて、暮らしの移
動支援を先行モデルとして行います。

業務環境のデジタル化推進
〇 より効果的な Web 会議実施環境の実現に向け、一部の会議
室に大型ディスプレイを設置します。
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市全域

政策企画支援業務〔予算額

総合政策部企画課

21,583千円〕

公民連携係（23−6652）

財源内訳

一般財源 21,583千円

支出内訳

2款1項11目 企画費／委員報酬 190千円、費用弁償 24千円、特別旅費 252千円、食糧費 11千円、政策企画推進支援委託料 20,626千円、
自転車使用料 480千円

■岡崎駅西口自転車等駐車場用地活用事業
【位置図】

【事業概要】
岡崎駅西口自転車等駐車場用地を商業施設等と自転車等駐車場の複合施設として再
整備し、機能性、安全性、利便性が高く賑わいのある駅前空間の創出を目指します。

岡崎駅

【予算の内容】
・事業者選定委員報酬 190 千円 ・事業者選定委員費用弁償 24 千円
（整備事業者の選定を行う委員への報酬及び旅費）
・契約等支援業務委託料 10,538 千円
（整備事業者の選定、事業契約締結等に関するアドバイザリー業務）
事業用地
（3,680 ㎡）

【事業スケジュール】
令和４年度
整備事業者の
募集・決定

令和５年度
整備工事

令和６年度

東口駐輪場

施設供用開始
予定
社会・地域・庁内課題

■若者の若者による若者のためのまちづくり事業
協働開発・実証実験

【事業概要】
高校生・大学生等と協働して、社会や地域の課題を解決する提案
とその実証実験を行い、市民サービスの向上を目指します。
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若者の参加
高校生・大学生等
前例にとらわれない
自由な発想

市民サービスの向上

民間事業者
新規サービスの提供へ

市全域

都市シンクタンク業務〔予算額

総合政策部企画課

16,499千円〕

企画２係（23−6108）

財源内訳

国庫支出金 2,365千円、一般財源 14,134千円

支出内訳

2款1項11目 企画費／委員報酬 120千円、事業協力者報償金 802千円、費用弁償 35千円、特別旅費 2,009千円、食糧費 2千円、通信運搬費 41千円、
調査研究委託料 7,730千円、複写機賃借料 110千円、建物賃借料 5,000千円、岡崎大学懇話会事業費補助金 650千円

新規
【事業概要】
国や民間事業者と緊密な関係を構築し、有益な情報や提案を得るための新たな拠点として
東京駅周辺に民間シェアオフィスを活用したサテライトオフィスを設置します。
●積極的な情報取得・情報発信
有益な情報・提案の取得
シティプロモーションの実施

●オフィスコストの最適化

●ビジネス機会の創出
シェアオフィス入居企業・利用者間での
新たなコネクションの構築

●初期投資費用の削減

会議室やワークスペースなどを必要な時に
必要な分だけ利用することでコストを最適化

オフィス家具、Wi-Fi などオフィスに
必要な機能の完備によりイニシャル

柔軟な契約形態で、利用に応じてオフィスを変更

コストを削減
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●いつでもどこでも自由に利用
首都圏訪問時の移動の合間等に利用
全国の拠点を活用することで、首都圏以外への
出張時にも最寄りのワークスペースを利用

中央地域／六名学区・三島学区

おかざき乙川リバーフロント交流拠点整備業務〔予算額

22,099千円〕

総合政策部企画課
公民連携係（23−6652）

財源内訳

一般財源 22,099千円

支出内訳

2款1項11目 企画費／公正証書作成手数料 109千円、登記用図面作成委託料 1,206千円、契約等支援委託料 9,108千円、契約保証金 11,676千円

【事業概要】
ＱＵＲＵＷＡ戦略に基づく「ＰＰＰ活用拠点形成事業（太陽の城跡地）
」として、市有地を活用し、ホール、会議室等を中心と
した市内外から人が集まり交流する公共施設の整備事業（ＰＦＩ）
、ホテル等民間収益施設事業（定期借地）
、乙川河川緑地管理
運営事業（指定管理）の３事業を、複合事業として一体で実施し、
「まち・ひと・かわを結ぶ交流拠点」を創出することで、市民
や事業者、来街者による活動が活発になることにより、地域の持続的な活性化を目指す。

【新たな方向性】

【令和４年度事業内容】
・交流拠点の整備について、事業契約に向けて施設規模
や予算等を精査し、優先交渉権者と協議。
・契約締結の場合、事業用地の一部（下図斜線部分）に
ついて、所有者と事業用定期借地権設定契約を締結。

「まち・ひと・かわを結ぶ交流拠点」を以下５点でアップグレード
①１年 365 日賑わいを創出する場づくり／②水と緑の河川空間や本
市固有の歴史文化と一体となった整備／③子どもから高齢者まで誰
もが居心地の良い空間づくり／④リアルとバーチャルの融合による
ハイブリッド型／⑤まちと川と山が繋がる持続可能なまちづくりの
象徴

賃借地

事業用地
（市有地）

※イメージであり、詳細は今後検討していきます。
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矢作地域／矢作南学区

公衆便所整備業務〔予算額

環境部清掃施設課

21,395千円〕

財源内訳

市債 14,000千円、一般財源 7,395千円

支出内訳

4款4項3目 し尿処理費／施設整備工事請負費 21,395千円

八帖クリーンセンター管理係（22−5436）

JR西岡崎駅のバリアフリー化に伴い、北口ロータリーにある老朽化した公衆便所を衛生的で快適に利用いただけるように改修し
ます。
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