
外国語指導助手招致業務〔予算額 100,667千円〕
教育委員会事務局学校指導課

指導管理係（23－6877）

財源内訳 諸収入 98千円、一般財源 100,569千円

支出内訳 10款4項1目 指導研修費／嘱託員報酬 32,692千円、嘱託員共済費 5,259千円、費用弁償 1,026千円、外国語指導支援委託料 61,690千円

【事業概要】

外国人を外国語指導助手（ALT）として採用し、市内全小中学校に配置することにより、小中学生の英語力の向上

と国際意識の高揚を図ります。

【主な事業内容】

・小学校では、学級担任、小学校英語指導補助者（ST）とともに、１年生から６年生まで英語活動を行います。

・中学校では、教科担当とともに、英語による言語活動を実施します。

平成 32 年度の新学習指導要領の完全実施に向け、平成 30、

31 年度の移行期間も小学校３年生から６年生の英語活動の

時間数が増加します。岡崎市では、全小中学校に ALT を配置

するため、ALT を３名増員し、計 23 名を採用します。この

ことにより、子供にとってよりよい英語教育を目指していきま

す。

拡充
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小学校英語指導補助者派遣業務〔予算額 16,200千円〕
教育委員会事務局学校指導課

指導管理係（23－6877）

財源内訳 一般財源 16,200千円

支出内訳 10款4項1目 指導研修費／講師等報償金 16,200千円

【事業概要】

小学校において効果的な英語活動を実施するために、英語に堪能で、小学校英語に理解のある地域の人材を、各

小学校に小学校英語指導補助者（ST）として配置します。

【主な事業内容】

各小学校において、学級担任と外国語指導助手（ALT）とのティーム・ティーチングによって、英語活動の支援、

並びに教材の作成等の補助を行い、円滑かつ効果的な英語活動を実施していきます。

拡充

平成 30、31 年度の新学習指導要領移行措置による英語活動

時間数の増加にあわせ、小学校英語指導補助者７名を増員し、

計 25 名が各小学校で英語活動の支援にあたります。

このことにより、子供にとってよりよい英語教育を目指して

いきます。
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児童生徒健全育成推進業務〔予算額 42,945千円〕
教育委員会事務局学校指導課

指導管理係（23－6439）

財源内訳 国庫支出金 4,641千円、一般財源 38,304千円

支出内訳 10款4項1目 指導研修費／嘱託員報酬 31,191千円、相談員報償金 481千円、費用弁償 343千円、消耗品費 200千円、

生き方教育推進委託料 2,860千円、学級集団評価支援委託料 7,870千円

【事業概要】

岡崎市の児童生徒の健全育成のため、生徒支援や相談活動の充実、中学校区の家庭・地域・学校の連携を深めることにより、

具体的な対応策を講じていきます。

具体的な事業内容
① 中学校非常勤講師の配置

・ 20学級以上………７名（週12時間勤務）

・ 16～19学級校……８名（週10時間勤務）

② 学校相談員の配置

・ スクールソーシャルワーカー（社会福祉士４名、教員OB４名）

・ 弁護士、臨床心理士、警察OB

③ 各中学校区児童生徒健全育成協議会の実施

・ 中学校区ごとに地域と一体となった取組

④ 生き方教育推進事業

・ 児童生徒の活動を支える取組

⑤ 学級集団評価支援

・ 学級集団適応心理検査の実施

全中学生＋小５・６年生

配置人数の拡充

検査対象の拡大

非常勤講師を配置することで、

生徒指導対応の充実・強化を図ります！

学校と関係機関との連携を図ることで

多様化する複雑な問題にも対応します！

学校・家庭・地域の連携を図ります！

充実した子供の活動を実現させます！

いじめや不登校の早期発見・早期対応や、

子供一人一人を大切にした学級づくりを

可能にします！

拡充
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総合学習センター施設整備業務〔予算額 50,555千円〕
教育委員会事務局総合学習センター

（83－7773）

財源内訳 一般財源 50,555千円

支出内訳 10款4項5目 教育研究費／地質調査委託料 2,927千円、実施設計委託料 47,628千円

【事業概要】

◆平成３０年度予算の内容

地質調査、総合学習センター改修実施設計

◆次年度以降の内容

平成３１年度…ホール棟解体 平成３２年度…ホール棟建築、研修棟改修 平成３３年度…新規オープン予定

新しいホールの特徴

・全面フラットなフロア

・格納式ステージ

・ロールバックチェアー

・長机を利用し会議室に利用可能

・パーテーションで区切り３分割

利用可能

・大型スクリーン設置

施設の改築、改修により、多目的ホール・実技研修室を備えた教育センターとしての整備を行います。

ホール棟改築

大ホールはおよそ４００名収容

の多目的ホールに改築するととも

に、利用人数に合わせて分割利用で

きるホールにし、教員の研修や地域

住民のニーズに合った学習推進を

実現できる施設にします。また、余

剰地に駐車場を整備します。

研修棟の改修

教育研究室２室と教材開発室１室

を改修します。

その他

改修に合わせて保全工事を予定し

ています。
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タブレット型情報端末導入業務〔予算額 33,150千円〕
教育委員会事務局総務課

学校情報係（23－6420）

財源内訳 一般財源 33,150千円

支出内訳 10款4項1目 指導研修費／機器賃借料 33,150千円（小学校 15,876千円 中学校17,274円）

【タブレットＰＣは何ができるの？】

○写真撮影や発表などインプットやアウトプットの場面で力を発揮
○ペアやグループ活動などフレキシブルな学習形態が可能
○機動力に優れ、教室内外を問わずどこでも利用可能
○平成３２年度から始まるプログラミング学習でも利用可能各校４０台

拡充
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小・中学校校舎改修業務〔予算額 132,974千円〕

〔平成29年度３月補正に前倒した予算額 176,235千円〕（合計予算額 309,209千円）

教育委員会事務局施設課

整備係（23－6422）

財源内訳 国庫支出金 4,506千円、市債 6,000千円、一般財源 122,468千円

支出内訳 10款2項1目 学校管理費／消耗品費 990千円、 実施設計委託料 15,402千円、 空調導入調査委託料 9,319千円、

校舎等特別整備工事請負費 103,115千円、 庁用器具購入費 182千円

10款3項1目 学校管理費／空調導入調査委託料 3,966千円

○教育環境の向上を図るため、施設や設備の改修を行います。

改修工事の概要

普通教室等空調設備基礎調査

●音楽室への空調設備新設及びパソコン室等の既

設空調設備の更新 （H29 補正予算対応）

●小学校中高学年便所の簡易改修工事

●強化ガラス取替工事

●児童数増加に対応するための既設校舎改修工事

市内全小中学校（小学校 47 校中学校 20 校）の普通

教室等への空調設備設置にかかる諸課題を整理する

ために調査を行います。

新規

普通教室に設置された室内機

室外機設置の例
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中央図書館管理運営業務〔予算額 279,339千円〕
社会文化部中央図書館

情報サービス係（23－3116）

財源内訳 諸収入 1,179千円、一般財源 278,160千円

支出内訳 10款5項6目 図書館費／報酬 128千円、報償費 164千円、旅費 112千円、需用費 48,637千円、役務費 5,282千円、委託料 177,204千円

使用料及び賃借料 47,755千円、負担金補助及び交付金 47千円、公課費 10千円

●事業内容

≪菅江真澄没後１９０年記念 ふるさと岡崎・菅江真澄再発見≫

開催予定日：平成30年６月２日（土） 場所：りぶらホール

講演：「丹羽嘉言と菅江真澄（にわよしのぶ と すがえますみ）」

秋田県立博物館主任学芸主事 松山修

「菅江真澄の図絵の魅力と課題」 東京学芸大学教授 石井正己

シンポジウム：「ふるさと岡崎・菅江真澄再発見」

パネリスト 愛知大学教授 印南敏秀他

●経費

講師等報償金 報酬、旅費等 133千円

印刷製本費 菅江真澄シンポジウム冊子製本 227千円

シンポジウムの内容をまとめた冊子を作成し、国立国会図書館へ

納本の他、県内図書館や関係機関に配付

作成予定部数：100部

【シンポジウム概要】

平成 30 年 11 月の図書館交流プラザ「りぶら」開館 10 年を記念し、中央図書館の郷土コレクションのひとつである「菅江

真澄資料内田文庫」を市内外に広く紹介するとともに、菅江真澄のさらなる調査・研究を図るため大学教授らによる「菅江真

澄シンポジウム」を開催する。

菅江真澄は、江戸後期の国学者、紀行家で、岡崎で生まれ勉学に励んだ後、信州・東北地方を巡歴し、庶民の生活などにつ

いての見聞を日記・随筆・紀行・地誌などの著述に残した人物である。「菅江真澄全集 全 12 巻」をまとめた故内田武志氏か

ら研究資料の寄贈を受け、複製製本した資料を中心に「内田文庫」として公開している。

【事業概要】

図書館業務の円滑な推進と利用促進を目的として、中央図書館の効率的な管理運営を行う。
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（仮）龍北総合運動場整備業務〔予算額 14,697千円〕
社会文化部スポーツ振興課

施設整備係（23－7922）

財源内訳 一般財源 14,697千円

支出内訳 10款6項1目 社会体育費／特別旅費 142千円、消耗品費 279千円、廃棄物処理手数料 124千円、看板製作委託料 562千円、

契約等支援委託料 4,515千円、廃棄物処理委託料 286千円、施設維持管理委託料 5,994千円、仮設便所賃借料 2,795千円

（仮）龍北総合運動場 完成イメージ図

事業概要

愛知県から移管を受ける予定の愛知県岡崎総合運動場を、陸上競技場の建設を中心とする本市の（仮）龍北総合運動場へと整

備します。

(仮)龍北総合運動場整備業務

＜整備概要＞

サッカーＪＦＬ公式戦も開催可能である、日本陸上競技連盟

公認第 3 種陸上競技場の整備に加え、スタンドには広大なエン

トランスから多数の来場者と車両を安全に分離するアプローチ

階段とテラスの整備を行います。

市民からのニーズが多い、人工芝によるテニスコート・蹴球

場の整備を行い、テニスコートには利便性の高いクラブハウス

を設けます。

またジョギング・ウォーキングブームに着目し、2種類のジョ

ギングコースを整備し、コース途中には健康づくり器具も設置

します。

運営は 15 年間の長期間にわたり大手スポーツメーカーによ

る優れたスポーツプログラムの提供を行い、アスリートの育成、

健康増進など質の高いサービスの提供を予定しています。

＜主な整備スケジュール＞

H30 年度 設計・着工前利用

H31 年度 工事・事前供用

H32.7 オープニングイベント・全面供用開始
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【事業概要】

岡崎市の象徴であり、市を代表する史跡である岡崎城跡について、「史跡岡崎城跡整備基本計画」（平成15年度策定・平成28年度

改訂）に基づき、歴史文化資産としての価値を高めるため、事業を進めていきます。

【事業内容】

・岡崎城跡整備委員会の開催

・岡崎城跡本丸天守台石垣、御旗公園等の発掘調査

・石垣の測量・変位計測

・石垣保存修理工事

・菅生川端石垣整備の実施設計

岡崎城跡整備業務〔予算額 48,455千円〕
教育委員会事務局社会教育課

文化財係（23－6177）

財源内訳 国庫支出金 16,993千円、一般財源 31,462千円

支出内訳 10款5項5目 文化財保護費／委員報酬 128千円、費用弁償 101千円、食糧費 3千円、史跡測量委託料 5,404千円、史跡発掘調査委託料 15,893千円、

実施設計委託料 21,870千円、会場使用料 8千円、史跡保存修理工事請負費 5,048千円

石垣測量箇所

石垣変位計測箇所
発掘調査箇所

石垣保存修理箇所

発掘：籠田公園

石垣変位計測

発掘：天守台石垣

石垣保存修理

発掘：御旗公園

岡崎城郭図

発掘調査（天守台石垣） 菅生川端石垣整備実施設計
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せきれいホール施設整備業務 〔予算額 37,833千円〕
社会文化部文化振興課

文化施設係（23－6977）

財源内訳 一般財源 37,833千円

支出内訳 2款2項7目 会館施設費 ／ 実施設計委託料 37,833千円

事業概要

せきれいホールは昭和 36 年に愛知県が設置した、市内唯一となる 500 人収容の中ホール機能と５室の会議室及び楽屋を有す

る施設です。昭和 58 年に愛知県から本市に移管された際に大規模改修を実施していますが、それから 30 年以上が経過し、施

設・設備の老朽化が著しい状況であるため、平成 31 年度からの改修工事に向けて、30 年度に実施設計を行います。

せきれいホール改修工事

＜スケジュール（予定）＞

H30 改修工事実施設計

H31.12 着工（工事期間：H32.12 まで～開館準備期間：H33.3 まで）

H33.4 リニューアルオープン

＜改修の概要＞

①設備機器の更新

ホール空調・電気・給排水・消防設備等、老朽化した機器の更新を行います。

②利用者の安全確保

ホール吊天井の脱落防止対策、転落防止措置等を行います。

③バリアフリー化

会議室棟にエレベーターを設置、トイレの洋式化などを行います。

④有料貸出施設としての状態維持

老朽化した舞台設備機器や客席の更新を行うほか、オーバースペックとなら

ぬよう、実際の利用形態に応じ機能維持を目的とした必要最低限の改修を行い

ます。
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企画展開催業務〔予算額 126,012 千円〕
社会文化部美術博物館

学芸係 （28－5002）

財源内訳 財産収入 5,920 千円、諸収入 36,926 千円、一般財源 83,166 千円

支出内訳 10款5項7目 美術館費／消耗品費 39千円、看板製作委託料 474千円、企画展開催委託料 880千円

10款5項8目 美術博物館費／講師等報償金 150千円、費用弁償 45千円、特別旅費 1,180千円、消耗品費 270千円、食糧費 3千円、

通信運搬費 24千円、広告料 1,334千円、 図録等販売手数料 221千円、入場券販売手数料 78千円、 企画展開催委託料 94,551千円、

写真原板製作委託料 428千円、複写機使用料 45千円

10款5項12目 地域文化広場費／講師等報償金 33千円、事業協力者報償金 19千円、特別旅費 248千円、印刷製本費 62千円、企画展開催委託料 25,928千円

6/2～7/16
名刀は語る
美しき鑑賞の歴
史
日本有数の刀剣コ
レクションを誇る
佐野美術館（静岡
県）の名品約 100 点
と三河の名刀を一
堂に展示します。

4/7～5/20
クエイ兄弟
ファントム・ミュ
ージアム
実験的なアニメー
ションで有名な映
像作家クエイ兄弟
の活動を紹介。アジ
ア初個展です。

その他の展覧会 岡崎市美術博物館 おかざき世界子ども美術博物館
11/24～1/14 1/26～3/24 3/9～3/31
岡崎市美術博物館コレクション展 暮らしのうつりかわり 第 31 回リトルアーティスト展

※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。

12/5～12/23
岡崎市美術館
収蔵品展
開館以来収集してき
た郷土作家の作品を
中心に、収蔵品を使用
した企画展を 12 月に
3 週間の会期で開催
します。
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岡崎市美術館

展覧会ラインアップ

9/29～11/11
明治 150 年
博覧会にみる三河
明治時代の博覧会か
ら、三河の近代化の歴
史を紹介します。産業
立県愛知の礎を築い
た時代をとおして、現
代を見ていきます。

7/28～9/17
ジョルジュ・ブラ
ック
宝飾デザインの
輝き
ピカソとともに活
躍したブラックが
晩年期にデザイン
を手掛けた工芸品
を紹介します。

4/21～7/1
かいけつゾロリ大冒
険展
大人気の児童書「かいけ
つゾロリ」誕生から 30
年、ついに史上最大級の
展覧会が開催。貴重な原
画からオブジェを使っ
た参加型展示まで楽し
さいっぱいの企画です。

7/7～9/30
木とあそぼ Part2
杉山明博の造形の世
界展
前年度開催の静岡大学名
誉教授杉山明博氏の木の
造形展の続編。1999年か
ら20年にわたり全国で好
評を博した木で遊ぶシリ
ーズ、本展がその最後の
集大成となります。

10/6～11/25
天才ダリの版画展
ようこそ！だまし絵.
不思議絵のダリワー
ルドへ。
不思議な絵で有名な巨匠
ダリ。本展は子供から大
人まで楽しめる 200 点余
の作品を一堂に展示！東
海地方初、最大規模のダ
リ版画展です。

アジア初！

東海地方初！

明治 150 年！
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