
平成２８年度第２回みよし市総合教育会議 次第 

 

日時：平成２９ 年２月２３ 日（木） 

午後３時から 

場所：市役所６階 601・602 会議室 

 

１ 開会 

 

 

 

２ あいさつ 

 

 

 

３ 議題 

(1) 教育に関する主要事業の平成２８年度実績及び平成２９年度事業

計画等について 

 

 

 

４ その他 
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　　　　　教育に関する主要事業の平成２８年度実績及び平成２９年度事業計画等 【参考資料】

事　業　名 主な平成２８年度事業実績
金額

（千円）
計

(千円)

（事務事業番号） 主な平成２９年度事業計画
金額

（千円）
計

(千円)

サンアート大規模改
修事業

28

・第２期工事(小ホール舞台、大小ホール機器
 更新等)監理業務委託
・第２期工事
・第３期工事(大ホール舞台、大小ホール機器
 更新)、第４期工事（大小ホール重量物ワイヤ
 ー交換）設計業務委託

5,832

211,583
18,144

235,559
工事に伴い利用に制限が生じるため、事前に市民に対
し周知する必要がある。

(580205) 29

・第３期工事
・第３期工事監理業務委託
・第５期工事（大小ホール反響板ワイヤー交換）
 設計業務委託

383,042
11,500
11,060

405,602
翌年以降の工事の実施設計を行うことにより、早期に工
事施行計画を作成し、計画的な利用できるようにする。

ふれあいトライアング
ル推進事業

28 ・補助金（1校） 300 300
指定する小学校区（1校）の家庭教育推進協議会へ補
助金を交付していたが、2年単位での補助のため、補
助事業終了後の継続性がなかった。

（680404） 29
・補助金（8校）
・発表校補助（1校）

320
30

350
継続して活動していくために、平成２９年度から全小学
校区に家庭教育推進協議会を常設する。

みよし未来塾推進事
業

28 ・人件費 305 305
平成28年度から実施の新規事業
夏休み10日間実施。延べ463人参加。
冬休み3日間実施。延べ73人参加。

（680404） 29 ・人件費 521 521
夏休み10日間実施。
冬休み4日間実施。
前年度との開催日数の違いはカレンダーによるもの。

小中学校普通教室空
調機設置事業

28 ・小学校普通教室空調機設置工事 449,844 449,884 －

（690114）小学校
（690126）中学校

29 － － － －

小中学校コンピュータ
整備事業

28 - － － -

（690118）小学校
（690131）中学校

29
・小学校タブレット端末試験導入
・中学校タブレット端末試験導入

3,534
3,534

7,068
みよし市教育振興基本計画の中の重点施策のひとつ
にＩＣＴ教育推進を掲げ、平成３２年度までに生徒４人に
１台の教育用コンピュータ整備を目標としている。

小学校体育館非構造
部材耐震化工事

28

（・北部小学校設計・管理業務委託）
（・北部小学校体育館非構造部材耐震化工事）
（・緑丘小学校設計・管理業務委託）
（・緑丘小学校体育館非構造部材耐震化工事）

2,600
26,939
３,100

31,217

63,856
国の補正予算に対応するため、3月補正で予算要求。
事業は平成29年度に実施。

(690126) 29

・北部小学校設計・管理業務委託
・北部小学校体育館非構造部材耐震化工事
・緑丘小学校設計・管理業務委託
・緑丘小学校体育館非構造部材耐震化工事

－ － 平成28年度から繰り越された予算の工事を実施。

1

開館から20年以上が経過した文化センター サンアート施
設、設備等の経年劣化による大規模改修。

・事業年度（予定）：平成27年度～平成37年度
・総事業費：3,225,881千円

教育行政課

№ 事　業　概　要 年度 特記事項・課題・改善策等 所管課

2

家庭・地域・学校（トライアングル）の連携による地域ぐる
みの学習活動（講演会、講座、研修会等）、実践活動（親
子ふれあい活動、環境美化活動、非行防止活動等）、啓
発活動（広報誌の発行等）などを通じて、家庭教育力の
向上を図る。

教育行政課

3

家庭学習の習慣が十分に定着しなかったり、学習が遅れ
がちであったりする中高生に対し、地域住民や大学生ボ
ランティアによる無料の学習支援を行う。
国1/3、県1/3補助事業

教育行政課

4

夏の暑さ対策のため、市内8小学校及び4中学校の普通
教室に空調設備を設置する。

・中学校　 75教室　H26:実施設計、H27設置工事
・小学校 173教室　H27:実施設計、H28設置工事

教育行政課

5

市内の小中学校、各１校に児童が使用するタブレット端
末を１年以内のリース（又はレンタル）で10台導入し、研
究授業だけでなく普段の授業の中でも利活用し、平成30
年度以降の導入の可否を検証する。

教育行政課

6

災害発生時における児童生徒等のための応急避難場所
としての機能が発揮できるよう、工事を行い防災機能の
強化を図る。
予算は3月補正で要求し、事業は平成29年度に繰り越し
て実施。

教育行政課
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事　業　名 主な平成２８年度事業実績
金額

（千円）
計

(千円)

（事務事業番号） 主な平成２９年度事業計画
金額

（千円）
計

(千円)

№ 事　業　概　要 年度 特記事項・課題・改善策等 所管課

北中学校大規模改修
事業

28

・第1期工事（南校舎管理棟、武道場）
（・第2期工事（北舎普通教棟・技術科棟・屋内
   運動場）監理業務委託）
（・第2期工事）

9,930

397,000 406,930
国の補正予算に対応するため、3月補正で予算要求。
事業は平成29年度に実施。

（6901３７） 29

・第2期工事（北舎普通教棟・技術科棟・屋内
 運動場）監理業務委託
・第2期工事
・特別教室備品等移転業務委託
・第３期工事（プール・外構）実施設計業務委託
・備品購入

－

－
2,000

10,000
20,769

32,769 平成28年度から繰り越された予算の工事を実施。

奨学金支給事業

28
・高校生11人
・大学生 5人

1,272 1,272
基金条例の改正を行い、28年度から基金を取り崩し、
基金からの繰入と一般財源を併用して奨学金を支給で
きるようにしている。

（690402） 29 ・予算の範囲内で支給 2,880 2,880
平成29年度から支給額変更
高校生　6,000円/月　→　 8,000円/月
大学生  8,000円/月　→　12,000円/月

郷土芸能伝承活動発
表会開催事業

28
・司会者、出演団体謝礼
・設営・啓発資材費
・会場使用料

265
70
89

424 平成２８年９月１１日（日）開催

（580305） 29
・司会者、出演団体謝礼
・設営・啓発資材費
・会場使用料

285
135
95

515 平成２９年９月１０日（日）開催予定

埋蔵文化財保存事業

28
・市内遺跡緊急調査業務委託
・小規模開発発掘調査業務委託

4,050
162

4,212 －

（580308） 29
・市内遺跡緊急調査業務委託
・小規模開発発掘調査業務委託

4,050
1,000

5,050
消費税増税を控え、個人の土地開発の増加が見込ま
れる。

資料館展示事業

28
・展示企画業務委託
・資料館縄文どきめき体験講座
・展示リニューアル業務委託

1,026
50

39,420
40,496 展示リニューアルの実施。

（580312） 29
・展示企画業務委託
・資料館縄文どきめき体験講座
・展示リニューアル記念事業

1,800
51

134
1,985

当館の目玉である猿投窯出土遺物を中心に陳列し、郷
土の歴史を市民に周知する。

資料館資料整理事業

28

・古文書等整理業務委託
・埋蔵文化財整理業務委託
・稲垣氏寄贈資料整理業務委託
・収蔵品保存管理システムデータ移行業務
 委託

2,592
2,268

599
2,840

8,299 －

（580313） 29
・古文書等整理マイクロフィルム撮影業務委託
・埋蔵文化財整理業務委託
・稲垣氏寄贈資料整理業務委託

2,630
2,268

600
5,498

未整理の古文書群、猿投窯出土遺物群の整理を行
い、町誌編さん、新たな郷土の歴史の調査研究、資料
館展示事業等に活用する。

石川家住宅管理事業

28
・資料調査費
・歴史体感講座運営費

1,560
115

1,675 －

（580314） 29
・資料調査費
・歴史体感講座運営費

2,056
343

2,399
リピーターや来館者の増進を図るため昭和の生活や遊
びを体感する講座を土・日曜日に開催する。

7

北中学校の老朽化が著しく、学校運営に支障を来す恐
れがあるため、計画に基づき大規模改修を実施する。

・事業年度：平成27年度～平成30年度
・総事業費：1,020,038千円

教育行政課

8
成績優秀な学生及び生徒で経済的な理由により修学困
難な者に対し、奨学金を支給する。

教育行政課

9

郷土芸能の伝承活動が絶えることなく後世に保存伝承さ
れることを目的に開催されている。
・開催場所：文化センターサンアート大ホール
・参加団体：【囃子】新屋、三好上、三好下、福田、西一
色、明知下、東山　　　【巫女舞】福谷、打越　　【棒の手】
棒の手保存会　　【和太鼓】三好太鼓、龍桜流やぐら太鼓

歴史民俗
資料館

10

開発のためにやむをえず失われる文化財の記録・保存を
する。
市内遺跡緊急調査業務委託は、小規模な開発事業（個
人が行う専用住宅等建設など）地内の埋蔵文化財を公
費で行う。
小規模開発発掘調査業務委託は開発者負担による小規
模な発掘調査業務。

歴史民俗
資料館

11

来館者にみよし市の歴史や文化に興味と関心を深めて
もらうため、常設展に加えて寄贈、寄託及び購入により収
集した館収蔵資料及び他機関の所蔵資料等を活用し、
館独自の企画運営による特別展及び企画展を開催す
る。また、昭和57年の開館以来初の展示室のリニューア
ルを行い、更に郷土の歴史に関心を持っていただく。

歴史民俗
資料館

12
館蔵資料のほとんどが、代替品の無い貴重な物であり、
長く後世に伝えるべき、文化的な財産であるため、これら
資料を適正かつ確実に整理し、調査・活用に資する。

歴史民俗
資料館

13

三好村、莇生村、明越村の３村合併した新三好村の初代
村長を勤めた石川愛治郎氏が、明治４３年に建てた木造
住宅。市指定文化財に指定され、平成26年11月から一
般公開され、施設管理及びイベントの運営とあわせて調
度品等の調査を行っている。

歴史民俗
資料館
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事　業　名 主な平成２８年度事業実績
金額

（千円）
計

(千円)

（事務事業番号） 主な平成２９年度事業計画
金額

（千円）
計

(千円)

№ 事　業　概　要 年度 特記事項・課題・改善策等 所管課

小中学校臨時職員
（業務員・配膳員）人
件費

28
・小中学校業務員　１１名配置
・小中学校配膳員　２０名配置

20,336
15,344

35,680 継続

(690105) 29
・小中学校業務員　１１名配置
・小中学校配膳員　１９名配置
・新規　業務員(学校環境管理作業員)４名配置

20,575
14,714
2,836

38,125

拡充
校務主任、教務主任が児童生徒の指導に集中できるよ
う、環境美化等を行う業務員（学校環境管理作業員）を
３校に１名配置する。

小中学校非常勤講師
配置事業

28
・小人数指導等対応非常勤講師　17名配置
・情報教育対応非常勤講師　１名配置
・養護教諭非常勤講師　１名配置

39,912
2,348
1,424

43,684
拡充
小中学校の宿泊行事に引率する養護教諭の補充を行
う。

(690109) 29

小人数指導等対応非常勤講師　17名配置
情報教育対応非常勤講師　１名配置
養護教諭非常勤講師　１名配置
新規　特別支援教員等対応非常勤講師　１名
配置

43,693
2,820
1,419

698
48,630

新規
中部小学校に難聴学級が新設されるため、校内の教
員を指導したり、対象児童の指導をしたりする特別支援
教員等対応非常勤講師を１名配置する。

初期指導教室運営事
業

28
・平成28年４月～２9年１月
・登録児童生徒数　26人
・退室児童生徒数　 9人

10,545 10,545 27年度新規事業

(690109) 29 ・継続 10,545 10,545 継続

人権教育総合推進事
業

28

・人権教育総合推進会議２回、三好丘中学校
区人権教育推進委員会を３回実施し、校区一
斉の取組や各校における人権教育関係の取組
を進めた。

880 880
28年度新規
平成２８年度６月補正予算対応

(690109) 29
・研究計画書に基づき、引き続き調査研究事業
を実施する。

880 880 平成２８年度から平成３０年度　３カ年継続実施

特別支援教育対応非
常勤補助者・学校支
援ボランティア派遣事
業

28
・１２校に特別支援教育対応教員補助者（聴覚
障害児対応者１名を含む）２５人を派遣した。

26,479 26,479 継続

(690110) 29
・１２校に特別支援教育対応教員補助者27人を
派遣する予定。

36,286 36,286
29年度拡充
派遣時間数を12校で6,012時間増予定。

みよし市教育セン
ター管理運営事業

28
・開所にむけた改修工事監理委託
・改修工事、備品整備等

2,100
65,525

67,625 28年度新規

(690110) 29 ・改修後の施設・管理の運営事業費 5,270 5,270 29年度新規

小中学校教材備品等
整備事業

28
・教材用備品
・理科備品教育等購入事業

3,271
1,840

5,111 継続

(690120・690133) 29
・教材用備品
・理科備品教育等購入事業
・エネルギー教育推進事業（新規）

2,909
6,506
2,400

11,815

29年度拡充　理科備品・消耗的備品費4,666,000円増
（国1/2）
29年度新規　エネルギー教育推進事業　2,400,000円
（国10/10）

14
　学校業務員・配膳員を雇用し、市内小中学校にて環境
管理及び給食業務を行う。 学校教育課

15

　児童生徒一人一人の個性や習熟度に合わせた教育の
実現のため、習熟度別尐人数指導、ティームティーチン
グによる指導、個別指導等多様な指導を行うための非常
勤講師を配置する。また、必要に応じて、児童生徒の安
全の確保や特別な支援が必要な児童生徒への指導等
に対応する非常勤講師を配置する。

学校教育課

16

　本市において、日本語指導が必要児童生徒数は年々
増加傾向にあり、初期の日本語指導や小中学校への早
期の適応指導を行う必要性が高まっている。
　そこで、NPO法人「トルシーダ」との委託契約により、日
本語が十分理解できない外国人児童生徒のための初期
の日本語教育や日本の小中学校への適応指導を行う。

学校教育課

17

　三好丘中学校区を人権教育総合推進地域（以下「推進
地域」という。）とし、推進地域内の小中学校を推進協力
校として指定する。推進協力校は、児童生徒一人一人が
自他のよさを実感し、他者を大切にする心を育むととも
に、小中学校を拠点に地域の絆をより強固にするため、
推進協力校間で連携し、関係機関の協力を得つつ、調
査研究を行う。

学校教育課

18

　文部科学省が平成２７年度に実施したＬＤ ADHD　高
機能自閉症等実態調査によると、通常学級に在籍する
個別の支援が必要な児童生徒の割合は各クラスの約６．
５％に及ぶという結果が公表され、支援を必要とする児童
生徒への対応は複雑化している。
　現状として、担任教員だけでは、支援を必要とする児童
生徒一人一人にまできめ細やかな指導を行うことは難し
く、補助者を配置することが望まれている。

学校教育課

19

　旧・学習交流センターで行われていた適応指導教室、
不登校児童生徒への個別支援、相談活動、初期日本語
指導教室と、教職員の研修、並びに教育情報の集約を
する施設を、「みよし市教育センター」として整備し、管
理・運営する。
　施設管理上の衛生用品、光熱水費、通信運搬費、消
火設備、清掃業務、施設警備、機器使用、備品購入な
ど、施設の運営に必要な事業費を計上する。

学校教育課

20

・教材用として、使用している備品を各小中学校からの要
望をもとに精査し、必要な整備をする。
・国庫補助１／２以内の補助を受け、理科教育に関する
備品の整備を行う。
・県のエネルギー事業を活用し、学校教育におけるエネ
ルギーや放射線等に関する備品整備を行う。

学校教育課
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事　業　名 主な平成２８年度事業実績
金額

（千円）
計

(千円)

（事務事業番号） 主な平成２９年度事業計画
金額

（千円）
計

(千円)

№ 事　業　概　要 年度 特記事項・課題・改善策等 所管課

給食センター調理場
天井耐震化等改修事
業

28

・給食センター調理場天井耐震化等改修（１
 期） 工事
・給食センター調理場天井耐震化等改修（１
 期） 工事監理業務委託

65,055

3,888
68,943

(690139) 29

・給食センター調理場天井耐震化等改修（Ⅱ
 期）工事
・給食センター調理場天井耐震化等改修（Ⅱ
 期）工事監理業務委託

210,000

6,000
216,000

総合体育館トレーニ
ングルーム拡充事業

28

・ランニングマシン3台、エアロバイク5台、ウェイ
　トマシン12台、血圧計1台等を購入。平成28年
　12月8日リニューアルオープン。
・トレーニング指導員を常駐した。

9,180

668

9,848 平成28年12月トレーニングルーム新規登録者86名

（590104） 29 － － － －

ゲートボール場兼三
好公園駐車場用地取
得事業

28 － － － －

（590104） 29
ゲートボール場兼三好公園駐車場用地の取
得。（2筆2,121㎡）

90,000 78,477 －

カヌー競技東京オリン
ピック強化指定選手
賞賜金交付事業

28 － － － －

（590109） 29
カヌー競技東京オリンピック強化指定選手賞賜
金の交付。

200 200 －

カヌー競技全国大会
補助事業

28

・カヌー競技全国大会みよし市実行委員会補
　助金を交付した。
・平成28年8月6日、7日日本カヌーポロジュニア
　選手権大会を開催した。

1,201 1,201
市内の出場者が大半を占めており、県外の出場者を増
やす対策が必要である。

（590203） 29 － － － －

総合型地域スポーツ
クラブ運営補助事業

28

・地域スポーツクラブ運営補助金　5,700千円
　なかよしクラブ、三好さんさんスポーツクラブ、
　三好ともいきスポーツクラブ
・クラブハウス整備費補助金　300千円
　三好ともいきスポーツクラブ

6,000 6,000
平成28年6月18日三好ともいきスポーツクラブ設立。
市内で3番目の総合型地域スポーツクラブが設立した。

（590301） 29

・地域スポーツクラブ運営補助金　6,000千円
　なかよしクラブ、三好さんさんスポーツクラブ、
　三好ともいきスポーツクラブ
・クラブハウス整備費補助金　350千円
　三好さんさんスポーツクラブ

6,350 6,350 3団体が共存できるように、連絡調整会議を開催する。

みよし悠学カレッジ講
座運営事業

28
・講師謝礼
・講師派遣委託

6,951
2,314

9,265
・公開講座及び150講座を開催
　愛教大連携講座2講座・生活創造講座75講座・国際
　理解講座24講座・情報通信講座49講座

（570104） 29
・講師謝礼
・講師派遣委託

9,947
3,514

13,461
・186講座予定
　公開講座１講座・生活創造講座92講座・国際理解講
　座33講座・情報通信講座60講座

21

今年度より３か年成（28～30年度）をかけて、東日本大震
災による法改正を受けて、調理場の天井を耐震化（吊天
井から貼り天井）し、大地震でも落下しにくい構造に変え
ていくもの。
あわせて、食中毒発生の未然防止を徹底するため、調理
場内の熱や蒸気の排出効率を改善する空調機の更新な
どを行うもの。

・実質的な工期は、毎年度夏休期間み及び夏休み前
後数日とする予定であるため、工事期間に入る夏休み
前後の授業日は給食の提供ができない。
・28年度給食中止期間(7月19日～20日・9月1日～8日）
・29年度給食中止予定期間(7月18日～20日・9月1日）

給食センター

22
総合体育館トレーニングルームを増設し、トレーニング機
器の増強及び更新を行い、トレーニング指導員を配置す
る。

スポーツ課

23
公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に
基づく土地買取希望申出のあったゲートボール場兼三
好公園駐車場用地を取得する。

スポーツ課

24
公益財団法人日本オリンピック委員会からカヌー競技種
目の強化指定選手の認定を受けた者に対し賞賜金を交
付し、カヌー競技における選手の強化及び育成を図る。

スポーツ課

25

・小・中・高校生を対象とした日本カヌーポロジュニア選
手権大会を開催する。
・カヌー競技全国大会みよし市実行委員会に補助金を交
付する。

スポーツ課

26

・なかよしクラブ、三好さんさんスポーツクラブのクラブ運
営を支援する。
・きたよし地区に東海学園大学を拠点とする総合型地域
スポーツクラブを設立する。
・（仮称）ともいきスポーツクラブ設立準備会を設立し、ク
ラブ設立準備を支援し、平成28年6月にクラブ設立を目
指す。

スポーツ課

27
「みよし悠学カレッジ」として生涯学習講座を、サンライブ
を拠点として開催する。いつでもどこでも学習できる機会
を市民に提供する。

生涯学習推進課
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事　業　名 主な平成２８年度事業実績
金額

（千円）
計

(千円)

（事務事業番号） 主な平成２９年度事業計画
金額

（千円）
計

(千円)

№ 事　業　概　要 年度 特記事項・課題・改善策等 所管課

図書館学習交流プラ
ザ管理運営事業

28

・開館記念式典業務委託
・図書館学習交流プラザ「サンライブ」開館記念
読書講演会(２回）
・施設総合維持管理業務委託

292
500

19,919

20,711

平成28.7.2に図書館学習交流プラザ「サンライブ」が開
館した。中央図書館の移転開館及び生涯学習セン
ターとして貸館業務が開始された。
○図書館入館者（7月～12月）161,162人
○生涯学習センター利用者（7月～12月）32,293人
○12月までの稼働率；全館平均53.59％
○主な改善
・自転車置場；自転車置場所の表示及び利用方法の
表示
・図書館内自習スペース；閲覧室以外に1階ティーンズ
コーナーの個人スペース、2階南側の個人スペース、読
書テラスを自習利用可能に拡大
・図書館休館日の表示；東西北側自動ドアに掲示

（570210） 29
・施設総合維持管理業務委託
・受付案内派遣業務委託
・シティプロモーションPR

23,011
6,951

500
30,462

｢情報の道」にモニターを設置し、古窯や悠学カレッジ
の紹介画像、シティプロモーションビデオを放映するな
ど本市の魅力を来館者にPRする。

図書、逐次刊行物の
整備事業

28
・図書、雑誌などの購入費
・図書購入費(中央図書館)
・図書購入費(サンネット)

4,551
25,240
1,737

31,528
雑誌303種、図書・視聴覚資料　中央図書館14,322点、
サンネット635点購入（平成28年12月末現在）

（580401）（720502） 29
・図書、雑誌などの購入費
・図書購入費(中央図書館)
・図書購入費(サンネット)

4,551
25,000
1,737

31,288
雑誌328種、図書・視聴覚資料　中央図書館12,880点、
サンネット930点購入予定

図書館電算事業 28
・図書館システム一式保守業務
・図書館システムの機器賃借
・図書館システムデータセンター使用料

5,003
1,841
1,996

8,840
図書館システム機器の保守及び賃借料
図書館システムデータセンター使用料

（580405） 29
・図書館システム一式保守業務
・図書館システムの機器賃借
・図書館システムデータセンター使用料

6,377
1,841
2,256

10,474
図書館システム機器の保守及び賃借料
図書館システムデータセンター使用料

図書館窓口等運営事
業

28 ・図書館窓口等運営業務委託 60,342 60,342 平成28年度より図書館の窓口等運営業務を委託

(580407)
平成２９年度(570210) 29 ・図書館窓口等運営業務委託 58,878 57,878

平成29年度より事務事業番号(570210)図書館学習交
流プラザ管理運営事業に移管

28

平成28.7.2に開館した図書館学習交流プラザ｢サンライ
ブ」の管理運営を実施し、図書館及び生涯学習センター
を適正に維持する。
・施設総合維持管理業務委託（平成28年度～平成30年
　度）　65,880,000円
平成29年度はシティプロモーション事業として、｢情報の
道」にモニターを設置し、古窯や悠学カレッジの紹介画
像、シティプロモーションビデオを放映し本市の魅力を来
館者にPRする。

生涯学習推進課

29

中央図書館並びにサンネット図書コーナーの図書、雑誌
等を整備する。

・雑誌、図書の購入 生涯学習推進課

30

窓口業務を円滑に進め利用者サービスを提供するため、
図書館システムの賃借・保守管理を行う。

・図書館システムの賃借・保守管理 生涯学習推進課

31

図書館学習交流プラザ内の図書館の窓口等運営事業を
業務委託で実施する。

・長期継続契約：平成28年度～平成30年度
・総事業費：178，097千円

生涯学習推進課

5 / 5 ページ6


