
帰国・外国人児童生徒教育支援業務〔予算額 34,331千円〕
教育委員会事務局学校指導課

教育支援係（23－6772）

財源内訳 国庫支出金 4,577 千円、諸収入 7千円、一般財源 29,747千円

支出内訳 10款4項1目 教育指導費／嘱託員報酬 28,427千円、嘱託員共済費 4,531千円、講師等報償金 1,008千円、消耗品費 331千円、電話料 34千円

【具体的な事業内容】

◯初期指導教室（プレクラス）の設置

学習内容が複雑化し進路選択もある中学生を対象に、一定期間集中

的に初期の日本語指導、学校生活適応指導を行います。

◯巡回訪問

日本語教育が必要な児童生徒が在籍する小中学校へ日本語教育講師

（バイリンガル）が巡回訪問し指導の補助にあたります。

◯臨時対応

年度途中の編入学、転入学等のため、巡回訪問の日本語教育講師で

は対応できない場合に、日本語教育講師

を派遣して指導の補助にあたります。

新規

【事業概要】

国際化の進展等に伴い、帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導の需要が高まっていることを踏まえ、児童生徒が日本

語で学校生活を営み、学習に取り組めるようになるための、日本語指導・生活適応相談を充実させます。

学校に通いたい

【在住学区の中学校】 【初期指導教室（プレクラス）】

日本語がわかる 日本語がわからない

学校生活への早期適応

孤立化や不登校の軽減

市全域
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国際理解教育・英語教育振興業務〔予算額 169,163千円〕
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 87千円、一般財源 169,076千円

支出内訳 10款4項1目 教育指導費／嘱託員報酬 29,108千円、嘱託員共済費 4,772千円、講師等報償金 16,200千円、費用弁償 912千円、消耗品費 128千円、

傷害保険料 5千円 英語スピーチフェスティバル開催委託料 447千円、外国語指導支援委託料 107,224千円、

中学生海外派遣・受入事業委託料 10,308千円、会場使用料 59千円

【事業概要】

外国語指導助手と小学校英語支援員を配置して英語教育を充実させるとともに、海外の子供たちとの相互交流など英語

を発信する場を設け、コミュニケーション能力の向上と異文化理解を図ります。そして、将来にわたって国際社会で活躍

できるおかざきっ子の育成を目指します。

【事業内容】
①外国語指導助手の配置 ３２名

・小学校５・６年生の外国語活動の全７０時間に外国語指導助手を配置し、担任と授業を行う。
・中学校各学年の２０時間の言語活動の授業に外国語指導助手を配置し、教科担任と授業を行う。

②小学校英語支援員の配置 ２５名
・市内小学校３・４年生の外国語活動の全３５時間に小学校英語支援員を配置し、担任と授業を行う。

③中学生の国際理解教育の推進
・市内各中学校の代表生徒１名、計２０名をアメリカ、スウェーデン、オーストラリアのいずれかに派遣する。
・代表生徒は、３か国の代表中学生を各家庭に受け入れる。

④岡崎市小中学生イングリッシュフェスティバルの開催
・市内小中学校の代表生徒が、英語によるスピーチまたはスキット(寸劇)を披露する。

⑤OK-E Festa（おかざき・いいフェスタ）の開催
・外国語指導助手とオールイングリッシュで１日を過ごし、英語の楽しさと英語だけの世界を

体感する。

拡充

新規

市全域
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本年６月末までに全小中学校の普通教室等へ空調設備を設置します。

普通教室等空調設備維持管理委託料

小・中学校施設維持管理業務〔予算額 393,585千円〕
教育委員会事務局施設課

管理係（23－6423）

財源内訳 使用料及び手数料 1,737千円、一般財源 391,848千円

支出内訳 10款2項1目 学校管理費／消耗品費 3,886千円、建物修繕料 1,794千円、工作物修繕料 20,530千円、廃棄物処理手数料 20千円、

樹木剪定料 2,115千円、小学校施設維持管理費（役務費） 635千円、植栽管理委託料 4,686千円、小学校施設維持管理費（委託料） 109,716千円、

校地測量調査委託料 4,466千円、図面電子化委託料 1,018千円、擁壁観測調査委託料 550千円、樹木調査委託料 990千円、土地賃借料 3,418千円、

校舎等一般整備工事請負費 90,636千円、校舎等修繕材料費 916千円

10款3項1目 学校管理費／消耗品費 2,714千円、建物修繕料 1,308千円、工作物修繕料 9,828千円、樹木剪定料 900千円、

中学校施設維持管理費（役務費） 306千円、植栽管理委託料 2,877千円、中学校施設維持管理費（委託料） 57,808千円、

校地測量調査委託料 6,218千円、擁壁観測調査委託料 506千円、樹木調査委託料 396千円、土地賃借料 4,938千円、

校舎等一般整備工事請負費 60,060千円、校舎等修繕材料費 350千円

本年６月末までに設置される全小中学校の空調設備について、2030 年３月

末まで維持管理を行う。

平成 31 年度事業費 50,225 千円

新規

昨今の猛暑に対して子どもたちの健康を守ることを第一に考え、早期に

安全安心な教育環境を確保していく必要があることから、PFI手法により

全小中学校（小学校47校、中学校20校）の普通教室等へ空調設備の設置を進

めます。

市全域
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〇岡崎小学校の校舎整備を行います。

事業概要

年次計画

建築予定建物

岡崎小学校校舎整備業務〔予算額 58,250千円〕
教育委員会事務局施設課

整備係（23－6422）

財源内訳 一般財源 58,250千円

支出内訳 10款2項3目 学校建設費／地質調査委託料 3,036千円、実施設計委託料 55,214千円

岡崎駅南土地区画整理事業の進捗に伴い、児童数増加が想定される岡崎小

学校の校舎を増築し、教室不足とならないよう整備を行う。

2019 年３月 保留地購入

2019 年度 校舎増築実施設計、地質調査

2020 年度 大規模改修実施設計

2020～2021 年度 造成工事、校舎築造工事

2022～2024 年度 大規模改修工事

鉄筋コンクリート造３階建 延べ面積 約 2,460 ㎡

普通教室８教室、図書室、家庭科室、図工室、パソコン室

岡崎地域／岡崎学区
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モンゴルアーチェリーチームの強化キャンプの実施を通じ、

オリンピック競技大会・アジア競技大会等、今後実施される

国際大会への機運醸成を図り、さらなるスポーツの振興を図

る。

・国際スポーツ大会等推進委員会の設立

・モンゴルアーチェリー競技ナショナルチームの強化キャンプ

2019年9月

2020年2月

・モンゴル訪問

・オリンピックのPRイベントの実施

国際大会等誘致業務〔予算額 13,475千円〕
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 13,475千円

支出内訳 10款6項1目 社会体育費／費用弁償 249千円、特別旅費103千円、国際大会等誘致委託料 1,528千円、

国際スポーツ大会等推進委員会負担金 11,595千円

事業目的

事業概要

市全域
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龍北総合運動場整備業務〔予算額 2,883千円〕
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 2,883千円

支出内訳 10款6項1目 社会体育費／特別旅費 103千円、契約等支援委託料 2,780千円

事業目的

民間資金、経営能力、技術的能力の活用により、効果的、効率的に推進するため、PFI 手法により 2020 年７月の全面オー

プンを目指し岡崎市龍北総合運動場を整備します。

事業概要

＜整備概要＞

・日本陸上競技連盟公認第 3 種陸上競技場

（サッカーＪＦＬ公式戦も開催可能）

・メインスタンド（3 階建て、1,001 人収容）

・野球場（少年野球、ソフトボールは 2 面利用可能）

・テニスコート（人工芝、2 階建てクラブハウス）

・サッカー・ラグビー場（人工芝）

・アーチェリー場

・多目的運動場

・ジョギングコース（2 コース）

＜主な整備スケジュール＞

2019 年 工事・事前供用開始

2020 年 7 月 オープニングイベント・全面供用開始

中央地域／井田学区 常磐学区
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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、「岡崎城跡整備基本計画」に基づき、歴史文化資産としての価

値を高めるための事業を推進するとともに、全国に情報発信を行います。

◇岡崎城跡整備委員会の開催

◇岡崎城跡清海堀、籠田総門の発掘調査

◇石垣の測量（清海堀）・変位計測（８箇所）

◇石垣を毀損する樹木の伐採（清海堀）

◇金箔瓦復元品製作

◇菅生川端石垣整備工事

・樹木の伐採、擬石積み及び階段の撤去

・埋没している石垣の列表示

・園路整備

岡崎城跡整備業務〔予算額 57,225千円〕
教育委員会事務局社会教育課

岡崎城跡係（23－7270）

財源内訳 国庫支出金 10,101千円、一般財源 47,124千円

支出内訳 10款5項5目 文化財保護費／委員報酬 192千円、講師等報償金 36千円、費用弁償 102千円、消耗品費 58千円、食糧費 5千円、印刷製本費 243千円、

植栽管理委託料 2,200千円、史跡測量委託料 15,014千円、史跡発掘調査委託料 15,431千円、史跡保存修理委託料 550千円、

復元品製作委託料 1,386千円、会場使用料 8千円、史跡整備工事請負費 22,000千円

事業地を北東上空から望む
（平成 29 年 12 月撮影）

金箔瓦復元品の製作

発掘調査・樹木の伐採（清海堀）

菅生川端石垣整備工事（樹木の伐採、擬石積み及び階段の撤去・埋没石垣の列表示・園路整備）

中央地域／連尺学区

発掘調査（籠田総門）発掘調査・樹木の伐採（清海堀）
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【事業概要】

国の重要文化財に指定されている旧額田郡公会堂及物産陳列所について、平成30年３

月に策定した保存活用計画に基づき、保存修理事業等を進めます。平成31年度は、2020

年度の国庫補助要望に向け、基本設計にあたる修理工事基本計画を策定します。

【事業スケジュール】

平成31年度～2020年度 修理工事基本計画（基本設計）策定

2020年度 国庫補助要望

2021年度予定 国庫補助申請

2021年度末～2026年度予定 保存修理事業（屋根葺替、部分修理）

※看守人室については、2020年度実施設計、2021年度曳家工事を予定

旧額田郡公会堂及物産陳列所保存修理活用業務〔予算額 8,735千円〕
教育委員会事務局社会教育課

文化財係（23－6653）

財源内訳 一般財源 8,735千円

支出内訳 10款5項5目 文化財保護費／費用弁償21千円、旧額田郡公会堂及物産陳列所施設維持管理費（委託料）402千円、施設管理委託料1,344千円、

修理工事基本計画策定委託料6,622千円、有線放送受信料32千円、継続契約集合支払特別会計繰出金314千円

公会堂

物産陳列所
物産陳列所公会堂

中央地域／根石学区
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企画展開催業務〔予算額 141,727 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 5,250 千円、諸収入 39,683 千円、一般財源 96,794 千円

支出内訳 10款5項7目 美術館費／消耗品費 33千円、看板製作委託料 285千円、企画展開催委託料 1,410千円

10款5項8目 美術博物館費／費用弁償 293千円、特別旅費 1,057千円、消耗品費 110千円、食糧費 3千円、

通信運搬費 24千円、広告料 347千円、 図録等販売手数料 197千円、入場券販売手数料 78千円、 企画展開催委託料 108,961千円、

写真原板製作委託料 396千円、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 230千円、印刷製本費 64千円、企画展開催委託料 28,142千円

6/1～7/15
琉球の美
琉球国王尚家に伝
わった国宝の美術
工芸品をはじめ、漆
器や着物など、独自
の環境の中で生ま
れた華やかな琉球
の美と文化を紹介
します。

4/6～5/19
チェコ・デザイン
100 年の旅
チェコ国立プラハ工

芸美術館の収蔵品を

中心にミュシャから

アニメまで幅広い魅

力のチェコのデザイ

ンを紹介します。

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
9/28～11/10 1/25～3/22 3/7～3/31
鶴田卓池と三河の俳諧 暮らしのうつりかわり 第 32 回リトルアーティスト展

12/4～12/22
没後 10 年
荻太郎展
郷土ゆかりの作家
である荻太郎の画
業を、没後 10 年の
節目の年に改めて
回顧し、その本質
に 迫 る 展 覧 会 で
す。

美

術

博

物

館

子
ど
も
美
術
博
物
館

岡崎市美術博物館

おかざき世界

子ども美術博物館

岡崎市美術館

展覧会ラインアップ

11/23～1/13
内藤ルネ
岡崎出身のマルチク

リエイター・内藤ルネ

（1932-2007）の

画業をたどりつつ、岡

崎でのエピソードを

掬いながら人間ルネ

に迫ります。

7/27～9/16
キスリング
ポーランドで生ま
れた画家・キスリン
グは、第一次大戦前
後に興った「エコー
ル・ド・パリ」を代
表する画家です。画
家の制作と展開を
紹介します。

国宝来たる！ 岡崎初大回顧

4/6～5/26
おさるのジョー
ジ展
子供たちに人気の絵
本で、Eテレのアニ
メ—ションでもおな
じみの「おさるのジ
ョージ」の原画を一
堂に日本初公開しま
す！

6/１～7/15
没後 100 年
岡崎が生んだ
天才村山槐多展
美術、文学ともに天才
と讃えられた岡崎の偉
人、村山槐多の貴重な
作品を子供たちに鑑賞
してもらい、驚きの新
発見作品によって槐多
の実像に迫ります！

日本初公開！ 衝撃の新発見！

7/20～9/29
不思議の森の
３Ｄトリック
ワールド展
絵の中に自分も
入り込んで作品
を完成させる、
親子で楽しめる
新スタイルの参
加型美術展で
す。

10/5～12/15
高橋綾のあそぶ
デザイン展 in
おかざき
パズルやデザイン
感覚で光と色を立
体的に動かしなが
ら、自分で考えて
楽しむ体験型展覧
会です。

12/21～3/1
本物そっくり
中山みどり
フェルトアートの
どうぶつたち展
羊毛と針１本だけ
で作られる生きて
いるような動物た
ちの展覧会です。

美

術

館

※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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アート事業推進業務〔予算額 9,875千円〕
社会文化部文化振興課

総務企画係（23－6976）

財源内訳 一般財源 9,875千円

支出内訳 10款5項4目 文化振興費／印刷製本費 286千円、アート事業推進委託料 9,589千円

あいちトリエンナーレ 2013 及び 2016 を岡崎市で開催したことを契機に、岡崎市では文化芸術にふれる機会の創出を図るため、様々

なイベントを実施しています。３年に一度のあいちトリエンナーレの開催年に合わせ、岡崎市として独自の芸術祭「オカザえもんの

国内芸術祭 2019」を開催します。

【会期】

2019 年 11 月２日（土）～11 月 17 日（日）

【会場】

図書館交流プラザ・りぶら 他

【芸術監督】

オカザえもん

【概要】

①企画展プロジェクト

オカザえもんの誕生から現在までを振り返る展示や、現代美術作家の作品

を展示します。

②オカザえもんのワークショッププロジェクト

オカザえもんと一緒に作品を制作するワークショップを夏頃に開催し、制

作した作品を本芸術祭で展示します。

③関連イベント

アーティストトーク、オカザえもんの鑑賞ツアー 他 ＊昨年度の様子

オカザえもんの国内芸術祭 2019 ～‟みる‟と‟つくる‟をつなげる～ 

市全域
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