
〇中央地域 〇中央地域

業務名 小学校区 頁数 業務名 小学校区 頁数

河川・排水路改修事業（奈良井貯留池） 竜美丘学区 41 龍北総合運動場整備運営業務 井田学区／常磐学区 101

【病院事業】地域医療体制の充実（岡崎市立愛知病院） 根石学区／男川学区 51 岡崎城跡整備業務 連尺学区 103

東岡崎駅周辺地区整備推進業務 三島学区 68 せきれいホール施設整備業務 根石学区 105

鉄道駅バリアフリー化推進業務（北岡崎駅） 広幡学区 74 コンベンション施設整備業務 六名学区／三島学区 107

街路・道路新設改良事業（岡崎環状線） 根石学区／三島学区 79 〇岡崎地域

街路・道路新設改良事業（箱柳岩中線ほか１路線） 常磐南学区 79 業務名 小学校区 頁数

中央緑道等整備業務
梅園学区／連尺学区／三島学
区／六名学区

81 河川・排水路改修事業（上地新川） 福岡学区 41

ＱＵＲＵＷＡ戦略推進業務
梅園学区／連尺学区／三島学
区／六名学区

82 放課後対策施設整備業務 城南学区 53

乙川リバーフロント地区整備推進業務
梅園学区／連尺学区／六名学
区／三島学区

83 私立保育園等園舎建替等支援業務 羽根学区 54

乙川河川緑地整備業務 連尺学区 84 中小企業・勤労者支援センター施設整備業務 羽根学区 60

【水道事業】水道施設更新事業（大西配水場管路耐震化） 竜美丘学区 89 岡崎駅周辺整備業務 岡崎学区 69

【下水道事業】主な建設改良事業（六名雨水ポンプ場工事） 六名学区 90 岡崎駅南土地区画整理事業費補助業務 岡崎学区 70

【下水道事業】主な建設改良事業（早川雨水ポンプ場工事） 連尺学区 91 岡崎駅東地区整備業務 羽根学区 71

【下水道事業】主な建設改良事業（吹矢汚水中継ポンプ場
工事）

三島学区 91 岡崎駅針崎若松地区整備業務 岡崎学区 72

水泳授業支援業務 愛宕学区 95 街路・道路新設改良事業（若松線） 岡崎学区 79

小学校附帯施設改修業務 六名学区／広幡学区 99 【下水道事業】主な建設改良事業（若松南幹線築造工事） 岡崎学区 90

小学校校舎整備業務 六名学区 100 小学校附帯施設改修業務 羽根学区／城南学区 99

地域別事業

身近な地域のまちづくりに関係する取組みを地域ごとに紹介します。
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〇岡崎地域 〇岩津地域

業務名 小学校区 頁数 業務名 小学校区 頁数

小学校校舎整備業務 岡崎学区 100 事故多発路線対策業務 岩津学区 39

総合学習センター施設整備業務 上地学区 111 放課後対策施設整備業務 大樹寺学区 53

〇大平地域
阿知和地区工業団地造成事業特別会計・関連道路整備業
務

岩津学区 59

業務名 小学校区 頁数 スマートインターチェンジ整備業務 岩津学区 77

【病院事業】地域医療体制の充実（岡崎市民病院） 男川学区 51 街路・道路新設改良事業（仁木八反田５号線ほか２路線） 細川学区 79

【病院事業】地域医療体制の充実（岡崎市立愛知病院） 根石学区／男川学区 51 街路・道路新設改良事業（上平徳林線ほか２路線） 細川学区 79

放課後対策施設整備業務 小豆坂学区 53 街路・道路新設改良事業（奥殿学校線ほか３路線） 奥殿学区 79

廃棄物再生利用施設管理運営業務 秦梨学区 58 市営住宅建替業務 大門学区 87

街路・道路新設改良事業（東奥洞七ツ池線） 男川学区 79 【水道事業】水道施設更新事業（仁木浄水場施設更新） 細川学区 89

平地荘整備業務 緑丘学区 86 【下水道事業】主な建設改良事業（下水道管渠築造工事） 細川学区 90

市営住宅建替業務 小豆坂学区 87 水泳授業支援業務 細川学区／奥殿学区 95

小学校附帯施設改修業務 男川学区 99 〇矢作地域

小学校校舎整備業務 緑丘学区 100 業務名 小学校区 頁数

社会福祉センター整備業務 小豆坂学区 110 鉄道駅バリアフリー化推進業務（西岡崎駅） 矢作南学区 74

〇東部地域 街路・道路新設改良事業（矢作川右岸南北道路） 矢作東学区／矢作北学区 79

業務名 小学校区 頁数 街路・道路新設改良事業（大和新堀線） 矢作南学区 79

本宿駅周辺地域拠点整備業務・関連道路整備業務 本宿学区 67 公園噴水等整備業務 矢作東学区 80

街路・道路新設改良事業（大幡赤坂線） 本宿学区 79 新学校給食センター整備業務 矢作南学区 98

旧本宿村役場復原活用業務 本宿学区 104
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〇六ツ美地域

業務名 小学校区 頁数

河川・排水路改修事業（牧御堂水洗、法性寺色子） 六ツ美北部学区 41

街路・道路新設改良事業（針崎野畑線） 六ツ美北部学区 79

【下水道事業】主な建設改良事業（下水道管渠築造工事） 六ツ美南部学区 90

新学校給食センター整備業務 六ツ美西部学区 98

〇額田地域

業務名 小学校区 頁数

豊富保育園園舎建替業務 豊富学区 55

【水道事業】水道施設更新事業（井沢浄水場配水ポンプ取
替工事）

形埜学区 89

【下水道事業】主な建設改良事業（下水道管渠築造工事） 豊富学区 90
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〇市全域

業務名 頁数 業務名 頁数 業務名 頁数

外国人相談業務 33 ＵＩＪ ターン就業・起業者移住促進業務 61 国際大会等誘致業務 102

男女共同参画推進業務 34 地産地消・消費者交流推進業務 62 企画展開催業務 106

ＤＶ・女性相談業務 35 有害鳥獣被害防止・捕獲業務 63 ふるさと納税活用業務 108

生活安心推進業務 36 森林経営管理制度運用業務 64 シティプロモーション推進業務 109

特殊詐欺対策装置購入補助業務 37 観光啓発業務 65

高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助業務 38 観光イベント推進業務 66

災害対策本部等関連業務 40 景観環境まちづくり推進業務 73

総合雨水対策施設整備業務 42 交通政策推進業務 75

狭あい道路拡幅整備費補助業務（都市計画区域内） 43 バス路線対策業務 76

スマートウエルネスシティ推進業務 44 道路整備業務・道路ストック点検修繕業務 78

予防接種業務 45 住宅施策推進業務 85

救急医療体制運営補助業務 46 【水道事業】水道施設更新事業 88

成年後見支援センター運営業務 47 【水道事業】水道管路更新・耐震化事業 88

重症心身障がい者支援業務 48 【下水道事業】主な建設改良事業 90

高齢者見守り支援業務 49 児童生徒健全育成推進業務 92

地域包括ケアシステムの充実 50 特別支援教育推進業務 93

子ども食堂支援業務 52 帰国・外国人児童生徒教育支援業務 94

子ども医療助成業務 56 教育ネットワーク運用管理業務 96

環境美化啓発業務 57 情報教育推進業務 97
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