
にぎわいと活力あふれるまちづくり

農林業

<基本方針>

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

H21年度 ・協議会設立、区域設定

H22年度 ・計画調査、換地設計

H23年度 ・工事、換地業務

H21年度 ・西迫9号線L=87ｍ

H22年度 ・郷度４号線L=67m、西郷竹ノ下線L=115m

H23年度 ・耕地海道線（実施設計、用地測量）

H21年度 ・入池水路整備

H22年度 ・入池水路整備

H21年度 ・白龍池耐震調査

H22年度 ・上池改修

・受益面積：15,769ha
・用水路：L=139.9km
・水管理改良施設
・事業期間：S62～H21
・総事業費：16,772,000千円

市

155

ため池改修事業
　農業用水の安定供給及び災害防止のため、農業用ため池を
改修する。

市
・6池
・事業期間：通年
・総事業費：615,285千円

・8水路：L=1,145ｍ
・事業期間：H13～H22
・総事業費：146,342千円

156

県営かんがい排水事業

市
・14路線：L=2,783ｍ
・事業期間：通年
・総事業費：139,132千円

県

市

　農業経営の合理化と効率化のため、水路を整備する。

　農業用水の安定供給のため、豊川用水支線水路等の整備事
業を支援する。

農道新設改良整備事業 　農業経営の合理化と効率化のため、農道を整備する。

152

ほ場整備事業
（大塚地区・西工区）

  各種調査・調整を実施し、ほ場整備の着手に向け支援す
る。

・施行面積：10.7ha
・受益面積：7.3ha
・事業期間：H21～26
・総事業費：200,000千円

　消費者ニーズの多様化等への対応や食料の安定供給の確保、農業の持続的な発展を図る
ため、基盤整備や特色を生かした施策を推進するとともに、治山、治水、水源かん養のた
めに森林の保護育成に努めます。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

154

水路整備事業

153
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にぎわいと活力あふれるまちづくり

事業
№

事業主体

・小規模治山事業：8か所
・事業期間：通年
・総事業費：122,038千円

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

158 市

水産業

<基本方針>

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

・事業期間：H14～H23
・総事業費：638,222千円

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

160 市

161 市

工業

<基本方針>

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　　　　　業　　　　　名

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

農業後継者育成事業
　農業後継者の確保を図り、農業の維持発展を側面から支援
する。

抱卵ガザミ放流事業

159

地域水産物供給基盤整備事業
（知柄漁港修築事業） 　漁港機能の充実、円滑な漁業活動の推進及び効率的な漁港

の利用を図るため、物揚場・荷捌所・野積場、道路等の整理
事業を促進する。

県

　魚類を始め多くの生き物の成育・産卵の場となる藻場造成
のため、アマモ場の造成をする。

　抱卵ガザミを生簀で育て、孵化したかにを網目から放流し
てガザミ資源の確保と漁家の経営安定を図る。

県

　地域経済の活性化を目指して、企業の体質強化、技術力向上や研究のための環境づくり
を促進し、既存企業の育成振興を図るとともに、先端技術産業の誘致・育成に努めます。

157

治山事業

　林地の保全、水資源のかん養、生活環境の保全を図るた
め、山地災害の恐れのあるところの治山事業を促進する。

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　漁業者の高齢化や後継者の減少、魚価の低迷、漁場環境の悪化などに対応し、水産業の
振興を図るため、漁港施設の整備、水質浄化対策、観光漁業の振興など、地域の特性を生
かした施策を推進します。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

環境・生態系保全活動支援事業
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にぎわいと活力あふれるまちづくり

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

162 民間

163 民間

164 民間

165 市

商業

<基本方針>

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

166 民間

167 民間

観光

<基本方針>

一般会計（投資的経費）
事業
№

事業主体

・整備面積：A=15,328㎡
　あじさい園地：5,921㎡
　東屋、公衆便所
　遊歩道、植栽（ﾚﾝｷﾞｮ、ﾕｷﾔﾅｷﾞ）
・総事業費：50,000千円

癒しとアンチエイジングの郷推進
事業

168

観光地周辺整備事業（形原）

産学官交流会議
大学等の研究成果を、地域産業に移転するための産学官（商
工会議所、大学、市）における共同研究の実施。

事　　　　　業　　　　　名

　まちづくりと一体となった商業基盤の整備を推進し、商店街の活性化を支援するととも
に、中小商業者の組織の強化・再編成を促進し、経営の近代化や経営基盤の強化充実に努
めます。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　ＴＭＯ構想に位置付けられた諸事業の企画・推進を行う。

商店街活性化支援事業
 ＴＭＯ構想に位置付けられた支援事業を推進するため、事
業主体に対して補助をする。

　全国のクラフト作家、伝統工芸職人が一堂に会して自らが
作製した作品を展示・販売するとともに作品のできるまでの
作業工程の実演や体験などができるフェアの開催に対して補
助をする。

ミカワ・テキスタイル・ネットワーク
（MTN）事業

市
形原

観光協会

　地域の活性化のため、産業基盤の強化とともに競争力のあ
る新しい産業の創出の事業化の提案に取り組む。

　繊維産業の新たな可能性を探るための物づくり、流通の研
究、販路の開拓等を推進する。

中心市街地活性化事業
（TMO構想推進事業）

　補陀ヶ池北側の山林開発による自然と親しめる公園を整備
する。

くらふとフェア蒲郡事業

　豊かな自然や地域の特色と既存の観光資源を生かした魅力ある観光地づくりに努めると
ともに、近隣市町村や関連機関と連携し、広域観光ルートの拠点化を目指します。
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にぎわいと活力あふれるまちづくり

事業
№

事業主体

169 市

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

170 市

171 市

雇用

<基本方針>

一般会計（その他経費）
事業
№

事業主体

172 市

173 市

競艇

<基本方針>

モーターボート競走事業特別会計
事業
№

事業主体

・RC造（一部S造）：3,610㎡
・事業期間：H14～H36
・総事業費：1,320,000千円

　長年の職業的経験や技能を生かしたいと望む高齢者に働く
機会を提供するため設置運営されるシルバー人材センターに
対して補助する。

　市の財源確保のため、レースの魅力向上による売上増と経費の節減による利益率の向上
に努めるとともに、施設の改善や各種イベント等の充実を図り、ファン層の拡大と安全で
快適な競走場の整備を目指します。

　市民意見の把握に努め、時代のニーズに合った水族館整備
計画を検討する。

　新分野産業の育成への支援をはじめとした地域産業の振興に取り組むとともに、勤労者
意識の変化等に対応した労働環境の整備のため、関係機関や各事業所との連携、調整を図
り、的確な雇用促進対策、勤労者福祉向上のための施策を進めます。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

　蒲郡市勤労福祉会館の管理と運営事業を指定管理者を通じ
て管理運営を行う。

水族館整備事業

蒲郡海洋開発株式会社の経営の健全化を図るため出資する。

事　　　　　業　　　　　名

ラグーナ蒲郡支援事業

競技部改修事業

174

社団法人シルバー人材センター
補助事業

　地域の活性化及び観光の振興を図るため、市民参加型の
「手筒花火まつり」、「蒲郡まつり」を開催する。

事　　　　　業　　　　　名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容事　　　　　業　　　　　名

　老朽化した競技部施設を改修する。

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

市

勤労者福祉会館運営事業

蒲郡手筒花火まつり事業負担金
事業・蒲郡まつり事業負担金
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にぎわいと活力あふれるまちづくり

事業
№

事業主体

H21年度
・基本設計委託　・スタンド前護岸改修工事
・場内既設配管配線調査委託

H22年度 ・第一期工事実施設計委託　・設備機器移設工事

H23年度 ・第一期工事（新「中央集計棟」建設）

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容

175

　老朽化した競艇施設を改修する。

・基本設計委託、建設、補強工事
・事業期間：H20～H31
・総事業費：10,000,000千円

事　　　　　業　　　　　名

市

施設改修事業
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