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幼稚園認定こども園化業務〔予算額 31,377千円〕
こども部保育課

総務施設班（23－6175）

財源内訳 一般財源 31,377千円

支出内訳 10款4項1目 幼稚園費／消耗品費 1,517千円、印刷製本費 146千円、建物修繕料 111千円、工作物修繕料 486千円、施設整備工事請負費 28,732千円、

庁用器具購入費 385千円

【業務概要】

増大する保育ニーズに対応するため、既存の公立幼稚園 3 園を幼保連携型認定こども園に移行します。

（幼保連携型認定こども園は、就学前の教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持つ施設です。）

【事業スケジュール】

平成 28 年度 施設修繕、設備設置等工事

9 月 条例制定

10 月 園児募集

平成 29 年度 4 月 開園

【認定こども園の概要案】

１ 対 象 園 梅園・広幡・矢作幼稚園

２ 移行時期 平成 29 年４月１日

３ 対象児童 ３・４・５歳児

４ 定 員 現在の各園の全体定員（梅園・広幡幼稚園 180 人、

矢作幼稚園 160 人）を基本に、平成 31 年度までに

段階的に保育認定定員を設定していきます。

５ 開園時間 午前８時～午後５時 30 分（土曜日は午後０時 30 分）
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小中学校１００周年記念演奏会開催業務〔予算額 2,842千円〕
教育委員会学校指導課

指導班(23-6624)

財源内訳 諸収入 1,300千円、一般財源 1,542千円

支出内訳 10款5項1目 指導研修費／記念演奏会開催委託料 2,842千円

【事業概要】

岡崎の子供たちが、市制１００周年を音楽でお祝いする演奏会を開催します。
・演 奏……合唱・吹奏楽・管弦楽の３つの形態を予定。

・演奏団……岡崎市内在住・在学の小学校６年、中学校１～３年から一般公募

演奏会等の予定

♪平成２８年７月１日（金）

岡崎市制１００周年記念式典

♪平成２８年９月１０日（土）

１００周年記念祝祭プレ演奏会

♪平成２８年１２月１７日（土）

１００周年記念祝祭演奏会

地元音楽家によ
る技術指導

世界的に活躍する
指揮者・独奏者と

の共演

音楽を愛する

こころ

ふるさと岡崎を愛する子供

仲間と共に練習を
する場の設定

互いを思い合う

あたたかなこころ

「文化の香り高い、音楽あふれる街 岡崎」

♕本業務の特色
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矢作北小学校校舎整備業務〔予算額 81,637千円〕
教育委員会施設課

整備班（23－6422）

財源内訳 一般財源 81,637千円

支出内訳 10款2項3目 学校建設費／地質調査委託料 3,759千円、実施設計委託料 18,431千円、道路等整備工事請負費 43,239千円、電柱移設補償金 4,208千円、

水道管移設補償金 12,000千円

□ 整備概要

□ 年次計画

児童数増加の見込まれる矢作北小学校の校地の拡張及び

校舎の整備を行います。

◇平成 27 年度 用地購入、用地測量、

補償調査、移転補償、造成設計

◆平成 28 年度 造成・道路整備等工事、

校舎増築実施設計、地質調査

◇平成 29 年度 校舎増築工事、既設校舎改修工事、外構整備工事

教育環境の向上を図るため、施設の整備を行います。

改修建物

増築建物

造成・道路整備等工事

計画配置図
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岡崎小学校校舎整備業務〔予算額 222,500千円〕
教育委員会施設課

整備班（23－6422）

財源内訳 国庫支出金 28,505千円、市債 122,000千円、一般財源 71,995千円

支出内訳 10款2項3目 学校建設費／消耗品費 709千円、校舎増築工事請負費 221,013千円、庁用器具購入費 778千円

□ 整備概要

□ 年次計画

□ 計画建物

児童数増加の見込まれる岡崎小学校の校

舎の整備を行います。

◇平成 27 年度 校舎増築実施設計、

地質調査

◆平成 28 年度 校舎増築工事

教育環境の向上を図るため、施設の整備を行います。

計画建物

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 4 階建 延べ床面積 402 ㎡

【普通教室４室】
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常磐南小学校校舎整備業務〔予算額 134,506千円〕
教育委員会施設課

整備班（23－6422）

財源内訳 国庫支出金 24,671千円、市債 53,000千円、一般財源 56,835千円

支出内訳 10款2項3目 学校建設費／消耗品費 1,161千円、校舎増築工事請負費 130,410千円、庁用器具購入費 2,935千円

□ 整備概要

□ 年次計画

□ 計画建物

児童数増加の見込まれる常磐南小学校の

校舎の整備を行います。

◇平成 27 年度 校舎増築実施設計、

地質調査

◆平成 28 年度 校舎増築工事

教育環境の向上を図るため、施設の整備を行います。

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 2 階建 延べ床面積 302 ㎡

【特別教室 2室（図書室・音楽室）】
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岩津小学校校舎整備業務〔予算額 48,277千円〕
教育委員会施設課

整備班（23－6422）

財源内訳 市債 28,000千円、一般財源 20,277千円

支出内訳 10款2項3目 学校建設費／消耗品費 950千円、校舎増築工事請負費 46,970千円、庁用器具購入費 357千円

□ 整備概要

□ 年次計画

□ 計画建物

児童数増加の見込まれる岩津小学校の

校舎の整備を行います。

◆平成 28 年度 校舎増築工事

教育環境の向上を図るため、施設の整備を行います。

軽量鉄骨造平屋建

延べ床面積 72 ㎡×2棟 計 144 ㎡

【普通教室 2室】

計画建物

岩津小学校 配置図
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東海中学校プール改築業務〔予算額 170,809千円〕
教育委員会施設課

整備班（23－6422）

財源内訳 国庫支出金 19,875千円、市債 85,000千円、一般財源 65,934千円

支出内訳 10款3項3目 学校建設費／消耗品費 577千円、プール施設改築工事請負費 169,128千円、庁用器具購入費 1,104千円

□ 整備概要

□ 年次計画

□ 計画内容

東海中学校の老朽化したプール

（昭和 36 年建設）を改築します。

◇平成 26 年度 修正実施設計

◆平成 28 年度 プール改築工事

教育環境の向上を図るため、施設の整備を行います。

プール 25ｍ×7コース 東海中学校 配置図

改築イメージ
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学校給食委託業務〔予算額 1,915,167千円〕
教育委員会給食管理室

総務班（23－6863）

財源内訳 諸収入 1,524,089千円、一般財源 391,078千円

支出内訳 10款5項4目 学校給食センター費／学校給食業務委託料 1,915,167千円

給食費一部無料化（歳入影響額 △１１５，７７６千円）

【事業概要】

進級、進学等で教育費負担が集中しがちな

年度初めにおける保護者の経済的負担を軽減させるため、

４月分の学校給食を無料で提供します。

【対象】

市内の市立小中学校の児童生徒

【学校給食費４月分の無料化による保護者負担の軽減額】

小学生 240円／食 × 14食（平成28年度４月の給食実施予定数） ＝ ３，３６０円／人

中学生 275円／食 × 14食（平成28年度４月の給食実施予定数） ＝ ３，８５０円／人
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（仮）龍北総合運動場整備業務〔予算額 9,890千円〕
市民生活部市民スポーツ課

スポーツ施設班（23－6531）

財源内訳 一般財源 9,890千円

支出内訳 10款7項1目 社会体育費／委員報償金 365千円、食糧費 6千円、（仮）龍北総合運動場整備基本計画策定委託料 9,519千円

愛知県から移管を受ける予定の県営岡崎総合運動場を本市の（仮）龍北総合運動場として、陸上競技場の建設を中心とする整備

を行います。

＜整備概要＞

整備の中心となる陸上競技場は、全天候型の全日本陸上

競技連盟公認第３種陸上競技場を目指します。

また、インフィールドは、陸上競技の跳躍種目及び投て

き種目の他、サッカー、ラグビー、グラウンド・ゴルフ等

の競技が可能となる天然芝とします。

＜整備スケジュール＞

H28 （仮）龍北総合運動場整備基本計画策定

H29 （仮）龍北総合運動場整備基本設計・実施設計

H30～31 （仮）龍北総合運動場整備、一部供用開始

H32 全面供用開始

陸上競技場鳥瞰図（イメージ）

事業概要
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スポーツ施設整備業務〔予算額 15,116千円〕
市民生活部市民スポーツ課

スポーツ施設班（23－6531）

財源内訳 一般財源 15,116千円

支出内訳 10款7項1目 社会体育費／登記用図面作成委託料 1,113千円、体育施設整備工事請負費 14,003千円

スポーツ施設の新規整備又は大規模改修により、利用者のニーズに対応する安全安心に利用できるスポーツ施設を提供します。

＜整備概要＞

既存施設の仁木運動広場を、いつでも誰でも気軽に楽

しめるレクリエーションスポーツであるマレットゴルフ

場に大規模改修整備を実施します。

工期は平成 28 年度を初年度とした２年間になります。

＜施設概要＞

ホール数は、９ホールを２コース、合計 18 ホールを予

定しています。また、岡崎市マレットゴルフ協会と協力

し、より楽しめるコースレイアウトを目指します。

仁木運動広場改修工事 （予算 14,003 千円）

事業概要
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あいちトリエンナーレ岡崎会場開催業務〔予算額 104,296千円〕
文化芸術部文化総務課

総務企画班（23－6976）

財源内訳 一般財源 104,296千円

支出内訳 10款6項4目 文化振興費／消耗品費 250千円、印刷製本費 200千円、アート広報事業委託料 881千円、あいちトリエンナーレ開催事業費負担金 102,965千円

あいちトリエンナーレ2016を、本市のまちなか（康生会場など）で開催します。

前回の2013年に引き続き、本市で開催されるのは２回目です。

◆アート広報大臣に「オカザえもん」を再び任命し、市内外に事業をＰＲします。

◆岡崎会場を円滑に開催するため、適切な会場運営を図ります。

また、トークやツアー等の関連イベントを実施し、会場を盛り上げます。

◆先端的な現代アートによる祝祭感あふれる国際芸術祭の開催により、

市民の芸術に対する関心を深めます。

あいちトリエンナーレ2016 概要

主 催：あいちトリエンナーレ実行委員会

会 場：愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、長者町会場、豊橋市内、岡崎市内 等

会 期：８月11日（木・祝）～10月23日（日）（74日間）

テーマ：虹のキャラヴァンサライ 創造する人間の旅

芸術監督：港千尋（多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授[映像人類学]）

内 容：あいちトリエンナーレは３年に１度、愛知県で開催する国内最大級の国際的な現代アートの

祭典です。現代美術に加えて、ダンス・演劇・オペラなどの舞台芸術を同時展開します。
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市民芸術文化祭開催業務〔予算額 16,500千円〕
文化芸術部文化総務課

文化施設班（23－6687）

財源内訳 一般財源 16,500千円

支出内訳 10款6項4目 文化振興費／市民芸術文化祭開催事業費負担金 16,500千円

●目的

・市民参加による芸術文化創造の担い手となる人材の支援・育成を行い、

文化創造の高揚と浸透を図り、総合舞台芸術を目指します。

●今まで（抜粋）

・平成 8年度 市制80周年 市民参加型創造事業「ザ・リバー」

・平成 9年度 市民音楽劇「サウンド・オブ・ミュージックコンサート」

・平成10年度 市民オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

・平成14年度 市民音楽劇「異聞・十二段草子-浄瑠璃姫の物語-」

・平成25年度 市民劇「夢 紡ぐ-風薫る岡崎の詩-」

●平成28年度スケジュール

・7月 キャストの募集とオーディション

・8月 キャスト・スタッフ初顔合せ

・8月～3月 公演に向けての稽古

・3月 市民音楽劇「夢、結ぶ ～大きな くすのき の下で～」公演開催

平成 10 年度【ヘンゼルとグレーテル】

平成 14 年度【異聞・十二段草子-浄瑠璃姫の物語-】

平成 25 年度【夢 紡ぐ-風薫る岡崎の詩-】
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市民会館施設整備業務〔予算額 2,604,609千円〕
文化芸術部文化総務課

文化施設班（23－6977）

財源内訳 繰入金 1,400,000千円、市債 883,000千円、一般財源 321,609千円

支出内訳 2款2項7目 会館施設費／消耗品費 5,668千円、施工監理委託料 27,174千円、緞帳修繕等委託料 6,094千円、情報案内システム設置委託料 4,968千円、

舞台設備製作委託料 33,339千円、施設整備工事請負費 2,315,938千円、庁用器具購入費 40,928千円

8款3項3目 道路新設改良費／市民会館南交差点改良設計委託料 2,500千円、市民会館南交差点改良工事請負費 30,000千円、土地購入費 138,000千円

老朽化した市民会館を改修により長寿命化します。

◆改修の基本方針
・文化芸術の継承と創造・発信の場の再生
・安心安全の確保
・快適な施設への再生
・環境にやさしい施設づくり

◆事業スケジュール
・平成 27 年度 工事着工（９月～）
・平成 28 年度 リニューアルオープン（10 月１日）

◆主な事業内容
・施設の安全性の確保（吊り天井の撤去）
・鑑賞環境の向上（客席椅子の全面更新・音響対策など）
・舞台機能の向上（舞台奥行の拡張、楽屋スペースの充実）
・会議棟・リハーサル棟の充実

（情報コーナーの新設、エレベーター・多目的便所の設置）
・バリアフリー化

（敷地のフルフラット化、車いす専用駐車場の増設）
・南交差点の改良

改修後の外観・ホール内観のイメージ
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企画展開催業務〔予算額 140,427千円〕
文化芸術部美術博物館

学芸班 （28－5002）

財源内訳 財産収入 4,600千円、諸収入 40,839千円、一般財源 94,988千円

支出内訳 10款6項7目 美術館費／講師等報償金 100千円、旅費 49千円、消耗品費 39千円、看板製作委託料 474千円、美術品展示等委託料 6,688千円

10款6項8目 美術博物館費／事業協力者報償金 40千円、旅費 1,147千円、消耗品費 324千円、図録販売手数料等 479千円、企画展等委託料 91,114千円

10款6項12目 地域文化広場費／講師等報償金等 52千円、旅費 379千円、印刷製本費 66千円、企画展委託料 39,476千円

年間ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄをリニューアルします
会員区分を増やし、特典を追加するなど、魅力的な制度に生まれ変わります。

など

展覧会会期中に何度でも観覧できる「展覧会限定ﾌﾘｰﾊﾟｽ」も導入！

新規入会時に
過去図録ｻｰﾋﾞｽ

紹介用お試し
招待券の進呈

継続（更新）時
は 1割引き

一般会員3,000円
ペア会員5,000円
学生会員2,000円

開館 20 周年記念

４/９～５/22

大 鎖 国 展
従来の鎖国に対する

イメージを覆す、国

宝・重文２０点を含

む全国の優品を一堂

に会した、記念の年

のスタートを飾る企

画展です。

６/４～７/18
親善都市

福山の文化財
本市と共に市制 100

周年を迎える親善都

市福山市の歴史と文

化を物語る文化財の

優品の数々を展示し、

その魅力を紹介しま

す。

このほかの展覧会

岡崎市美術博物館 おかざき世界こども美術博物館
12/３～１/22 ４/１～４/17 １/14～２/26

藤井ｺﾚｸｼｮﾝ 長谷川潾二郎展 第 28 回ﾘﾄﾙｱｰﾃｨｽﾄ展 おかざき世界子ども美術博物館
静謐なる宇宙—知られざる素顔 ｺﾚｸｼｮﾝ みんなで開く５つの扉展

２/１～３/26 11/19～１/９
暮らしのうつりかわり 夢見るチカラ 永田萌展

開館 20 周年記念
10/１～11/27

ﾌﾞﾘｭｰｹﾞﾙと
ﾊﾞﾛｯｸの巨匠

チェコ最古プラハ国
立美術館の至宝ブリ
ューゲルの特別出品
を始めヨーロッパの
美術館からルーベン
ス、レンブラントなど
の名品を一堂に展観
します。

４/23～６/19
仮面ライダー

アート展
子どもから大人ま
で幅広い年代層を
魅了するスーパー
ヒーロー「仮面ライ
ダー」を新たな視点
から取り上げた企
画展です。

６/25～９/４
岡崎の技
伝統技術と現代美術

のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ展

岡崎の伝統工芸の
技を国内外で活躍
する現代アーティ
ストが生み出す作
品を通して体感す
る、新世紀岡崎を担
う子どもたちのた
めの企画展です。

９/10～11/13
ダンボールアート

作品展
市内の幼稚園・保育
園の年長児たちが
制作したダンボー
ルアート作品とダ
ンボール造形作家
の作品が一体化し
た、子どもたちの夢
と創造性あふれる
企画展です。

３/４～３/31
岡崎と福山の子ども
たちの作品交流展
（第 29 回ﾘﾄﾙｱｰﾃｨｽﾄ展）
本 市 と 共 に 市 制
100 周年を迎える
親善都市福山市の
子どもたちの絵画
作品を展示するこ
とで、両市の子ども
たちの交流と親睦
を図ります。

７/30～８/21
「おかざきの
美術100年」展

開館以来収集して
きた郷土作家の作
品を中心に、過去一
世紀の岡崎の美術
を振り返る、市制
100 周年企画展を
美術博物館で開催
します。
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美術館施設整備等業務〔予算額 230,511千円〕
文化芸術部美術館

（51-4280）

財源内訳 繰入金 119,000円、市債 43,000千円、一般財源 68,511千円

支出内訳 10款6項7目 美術館費／受電設備切替手数料 216千円、ＰＣＢ廃棄物処分委託料 821千円、施設保全工事請負費 146,767千円、

施設整備工事請負費 82,707千円

岡崎市美術館の老朽化のため、平成 28 年 10 月３日から平成 29 年３月 31 日まで休館し、施設を改修します。

◆整備概要

１ エレベーターの設置（本館１・２階）

２ 高圧受電、空調、給排水、便所、非常電源設備改修（全館）

３ 第６展示室床の改修（東館１階）

４ 講座室内部改修（東館２階）

５ 防犯カメラ設置（全館）

○意図・効果

延命化
美術館の延命化

を図ります。
安全・バリアフリー化 安全で快適な美術

館を目指します。

HH2299 年年４４月月

リリニニュューーアアルルオオーーププンン予予定定


