
３．稲沢市教育委員会点検評価シート（平成28年度）

■　基本事項 

番号

1

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

教育委員の活動状況 庶務課

教育委員会は、住民の意思を反映し、地域の実情に応じた教育行政を推進していくため、教育委員とし
て職務遂行に必要な知識を得、意見交換を行い、重要案件について審議・決定を行う。

稲沢市教育委員会会議規則により、毎月１回開催し、重要案件についての審議・決定を行う。人事案件
等、必要に応じて臨時に開催する。

○教育委員会会議を毎月１回開催し、教育に関する一般方針の策定、教職員の人事内申、及び職員の任命、教育
委員会規則の制定・改正、教育予算について意見の申出、社会教育委員その他特別職員の委嘱、教職員の研修の
策定を審議・決定した。
○愛知県市町村教育連合会、全国都市教育長会、東海北陸都市教育長会、尾張部都市教育長会の総会・会議及び
先進地視察研修などへ参加した。
○平成20年度より外部評価委員会を設置し、教育委員会の活動の自己点検・評価を実施した。

教育委員の選任状況

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)改正に伴い、平成27年
12月24日からは、市長が議会の同意を得て任命する教育長及び４名の委員で組織されており、教育長の
任期は３年、委員の任期は４年である。教育委員の数が５人から４人へ減員となり、教育行政を市民の立
場からチェックする機能を強化するため、定数条例を制定し、平成29年2月1日から教育委員を５人体制
に戻した。
委員の選任にあたっては、年齢、性別、職業等に偏りがないよう配慮し、委員に保護者である者を含まな
ければならない。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

6月6日に、任期途中の委員の逝
去に伴い、新たに１名就任
10月5日に、１名の任期満了に伴
い、再任
【委員構成】元小中学校長２名、
医師会代表１名、保護者代表１
名、団体職員１名の５名（男性３
名、女性２名）

教育長の任期満了に伴い、12月
24日から新教育委員会制度へ移
行
【委員構成】元小中学校長２名、
医師会代表１名、保護者代表１
名、団体職員１名の５名（男性３
名、女性２名）から４名に（元小中
学校長１名減）

9月30日に、2名の任期満了に伴
い、再任
2月1日に、新たに1名就任
【委員構成】元小中学校長１名、
医師会代表１名、保護者代表１
名、団体職員１名、会社役員１名
の５名（男性３名、女性２名）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)改正に伴い、教育長が
教育行政の実質的な責任者となった一方、教育長は教育委員ではなくなったことにより、教育委員の数
が５人から４人へ減員となった。
教育行政が直面する課題解決のためには、より広い分野での知見が必要であり、教育行政を市民の立
場からチェックする機能を強化するため、教育委員を５人体制に戻す目的で、定数条例を制定し、平成29
年2月1日から新委員が就任、１名増とした。

教育委員会会議の開催

平成２６年（暦年） 平成２７年（暦年） 平成２８年（暦年）

定例会　12回
臨時会　  ５回（人事案件）
審議・議決　49件

定例会　12回
臨時会　  ３回（人事案件）
審議・議決　49件

定例会　12回
臨時会　  4回（人事案件）
審議・議決　59件

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名④

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名⑤

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名⑥

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

保護者や地域住民の意向を踏まえた教育行政を推進するため、校長会や総合教育会議を通して情報提
供や意見交換を行い、意思疎通を図る。

教育委員会会議の公開

地方教育行政の組織及び運営に関する法律、稲沢市教育委員会会議規則により会議を公開する。

平成２６年（暦年） 平成２７年（暦年） 平成２８年（暦年）

開催日時をホームページで周知
会議概要をホームページで公開
傍聴者数21人

開催日時をホームページで周知
会議概要をホームページで公開
傍聴者数19人

開催日時をホームページで周知
会議録をホームページで公開
傍聴者数25人

平成28年4月から会議録をホームページで公表。

事務局、学校及び市長部局との連携

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

所管施設（学校等）への訪問
校長会との意見交換・情報提供
市長・教育長の意見交換を教育
委員に報告

所管施設（学校等）への訪問
校長会との意見交換・情報提供
総合教育会議の開催

所管施設（学校等）への訪問
校長会との意見交換・情報提供
総合教育会議の開催

教育委員会は、その権限に属する事務の管理及び執行状況についての点検・評価を行い、その報告書
を議会に提出するとともに公表する。また、点検・評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の
知見の活用を図る。

研修会等への参加

知識向上及び他市との情報交換等を行うため、研修会等に参加する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

先進地視察研修は隔年実施のた
め、26年度は未実施
愛知県市町村教育委員会連合会
（総会は台風で中止）、全国都市
教育長協議会（欠席）、東海北陸
都市教育長協議会（欠席）、尾張
部都市教育長会議ほか

先進地視察研修（静岡県焼津市：
通学区域の見直し、島田市：ス
クールソーシャルワーカーの活用
及び歴史的遺産を土台にした文
化創造）
愛知県市町村教育委員会連合会
（総会、理事会）、全国都市教育
長協議会、東海北陸都市教育長
協議会、尾張部都市教育長会議
ほか

先進地視察研修は隔年実施のた
め、28年度は未実施
愛知県市町村教育委員会連合会
（総会）、全国都市教育長協議
会、東海北陸都市教育長協議
会、尾張部都市教育長会議ほか

教育委員会の活動の自己点検・評価

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

平成25年度主要施策（28施策77
事業）の取組みについて実施
報告書を教育委員会および議会
へ提出(8月)、ホームページに掲
載(9月)

平成26年度主要施策（28施策77
事業）の取組みについて実施
報告書を教育委員会および議会
へ提出、ホームページに掲載(8
月)

平成27年度主要施策（31施策80
事業）の取組みについて実施
報告書を教育委員会および議会
へ提出、ホームページに掲載(9
月)

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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■ 教育委員会による評価（自己評価）

《28年度の実績・評価》

○教育委員の定数条例を制定することにより、平成29年2月1日に新委員が就任され教育委員を５人体制に戻し
た。これにより、より広い分野での知見から教育行政をチェックすることができるようになった。

《課題および今後の方針》

○教育委員会会議での提示資料の質を高めるとともに、詳細な情報を提供していくよう今後も努めていく。
○地域の実情にあった取組みを行うため、学校教育及び社会教育の現状を把握する機会を増やしていく。
○点検・評価の実施について、外部評価委員会、議会、地域住民等の意見を受けながら今後も改善していく。
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■　基本事項 

番号

2

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

校区再編の検討 庶務課

区画整理事業等の進展により、下津小学校では児童数が急増し、平成31年度には1,000人を
超え、過大規模校になることが想定され、学校管理運営上支障をきたす恐れがある。一方、そ
の近隣には、少子高齢化による影響で児童数に対して学校規模に余裕のある学校もある。こ
のことから、既存の学校施設を有効に活用し、下津小学校の過大規模化を解消するため、通
学区域の見直しが必要と考えられる。
また、治郎丸中学校においても、今後生徒数増加が見込まれるため通学区域の見直しが必要
になると考えられる。
そのため通学区域審議会を設置し、答申をいただくため事務を進めていく。

○稲沢市では昭和４０年代後半から６０年代前半頃の児童生徒急増期に、過大規模校解消のため分離新
設校を設置し、通学区域審議会からの答申に基づき校区見直しを行ってきた。前回の審議会は昭和６１
年度開校の大里東中学校について協議されたものが最後で、以来開催されていない。

通学区域審議会の設置

稲沢市立小・中学校の通学区域の適正化を期するため、教育委員会の諮問機関として、稲沢
市通学区域審議会を設置。
審議会は、委員15人以内をもつて組織し、委員の構成は、(1) 学識経験者(2) 稲沢市区長(3)
稲沢市立小・中学校のPTA代表(4) 稲沢市立小・中学校の校長(5) 稲沢市職員のうちから選任
すると規定され、
平成28年度の審議会委員の構成は以下のとおり。
(1) 学識経験者：２名
(2) 下津地区区長；２名、小正地区区長；２名
(3) 学校のPTA代表；５名
(4) 学校の校長；４名
計１５名

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

《課題および今後の方針》

○通学区域の変更に伴って生じる通学時の安全確保等、対策が必要な事項については、教育委員会が関
係機関、団体等と協議し、必要と認める期間において具体的な方策を講じ、又は調整する。

・第１回会議　１１月２８日
・第２回会議　１月２３日
・第３回会議　３月５日

・第４回会議　７月２日
・第５回会議　８月６日
・第６回会議　９月３日
・第７回会議　１０月１日
・第８回会議　１１月１２日
・第９回会議　１２月１０日
・第10回会議 １月１４日
・第11回会議 ２月１８日
答申 ２月２８日

区長と学校長の人数を変更。
対象地域の保護者を対象に通学区域見直しに関する意見交換会を小学校区２回、中学校区
１回実施。

《28年度の実績・評価》

○下津小学校、治郎丸中学校の過大規模化等に対応するため、平成27年度から通学区域審議会を開催
し、全11回の審議会の後、平成29年2月28日に答申をいただいた。

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

3

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

学校施設の増改築・耐震補強整備 庶務課

新耐震設計法（昭和５６年６月施行）以前の基準により建築された校舎等で、耐震診断の結果、耐震補強
を必要とする施設について計画的に補強工事を実施していく。耐震補強工事の優先度は、耐震診断の
低い数値の施設から順次行い、屋内運動場は一部改築計画を除き平成21年度、校舎は平成24年度の
完了を目標とする。

校舎の老朽化及び児童生徒の増加に伴う教室不足に対応していくため、校舎の増改築を行う。

○平成18年度までに、新耐震設計校及び改築予定を除く校舎(小学校22校、中学校5校)・屋内運動場（小学校15
校、中学校４校）について耐震診断を実施。
○平成23年度までに、屋内運動場17校、校舎棟26校の補強工事を実施。
○屋内運動場改築（Ｈ18稲沢東小(第１期工事)）、校舎増改築（Ｈ19～Ｈ23稲沢東小(第２・３期工事)）を実
施。
○屋内運動場改築（Ｈ25稲沢西小(第１期工事)）を実施、校舎改築（Ｈ26～Ｈ28稲沢西小(第２期工事)）を実
施。

非構造部材耐震化工事

全32校（小学校23校、中学校9校）で調査を実施した結果、32校全てで非構造部材の耐震化が必要で
あった。
そのため、改築校を除く30校（小学校21校、中学校9校）でガラス飛散防止工事、小学校23校で屋内運動
場天井等落下防止工事、中学校9校で屋内運動場等天井等落下防止工事(屋内運動場天井は2校のみ)
を実施した。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

中学校9校で屋内運動場等の天
井等落下防止実施設計を実施。
10校(小7校・中3校)でガラス飛散
防止工事を実施

16校(小7校・中9校)で屋内運動場
等の天井等落下防止工事を実施
13校(小7校・中6校)でガラス飛散
防止工事を実施
10校(小7校・中3校)でガス管耐震
化工事を実施

小学校16校で屋内運動場の天井
等落下防止工事を実施
小学校7校でガラス飛散防止工事
を実施

平成２８年度に計画された小学校の非構造部材耐震化工事は全て完了した。

校舎・屋内運動場増改築工事

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

稲沢西小学校の南校舎改築工事
を開始

稲沢西小学校の南校舎改築工事
が完了
稲沢西小学校の北校舎改築工事
を開始

稲沢西小学校の北校舎改築工事
が７月に完了し、３月で稲沢西小
学校改築事業が完了

稲沢西小学校改築事業が完了。

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名④

事業概要

事業計画

実施状況

■ 教育委員会による評価（自己評価）

給食施設の改築工事

老朽化した学校給食施設の改築に伴い同施設を他校分の調理及び配送機能も持ち合わせた調理場を
建設する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

○稲沢西小学校の改築をもって、本市の学校においては耐震改修が全て完了したと認識していたが、平成２９年
２月の文部科学省の調査時に、文部科学省の基準で耐震改修が必要な建物について一部の建物で耐震診断が実施
されていないことが判明した。（渡り廊下等、小学校８校９棟、中学校２校６棟）。そのため平成２９年６月議
会に耐震診断を行うため補正予算を計上し、２９年度中に耐震診断を実施し、耐震改修が必要な建物が判明した
場合は速やかに耐震改修を実施できるよう進めていく。
　耐震診断委託料　予算20,000千円

稲沢東小学校敷地内に親子方式
の給食調理場の建築工事を開始
平和中学校敷地内の親子方式の
給食調理場建築工事実施設計完
了

稲沢東小学校敷地内の親子方式
給食調理場の建築工事が完了
平和中学校敷地内に親子方式給
食調理場の建築工事を開始

平和中学校敷地内の親子方式給
食調理場の建築工事が完了

平和中学校敷地内の給食調理場建築事業が完了し、平成２９年４月より平和中学校を親、平和町内３小
学校を子とする親子方式の給食調理場として給食を提供する。

耐力度調査

　稲沢市内の学校で昭和30年代に建てられ築50年以上経過している校舎を有する８校のうち、大里東小
学校、千代田小学校について耐力度調査を行い、今後の改築計画の基礎資料とする。
　○事業費内訳
　　・業務委託料当初予算（上記２校分）　22,300千円

　※耐力度調査とは、老朽化した建物に対して、建物の構造耐力、経過年数、立地条件などを、総合的
に調査し、老朽化の度合いを判定するものであり、所要の点数に達していないものは文部科学省の「危
険改築事業」の補助対象となり、国庫補助事業への申請が可能となる。

大里東小学校、千代田小学校の耐力度調査を実施するため、６月までに委託契約をし、12月までに調査
を完了する。

大里東小学校、千代田小学校の２校について耐力度調査業務委託を行った。
委託期間；平成２８年６月２１日～１２月１７日
契約金額；\9,612,000
耐力度調査が完了し、２校について改築の対象となる校舎が判明した。

《28年度の実績・評価》

○これまで計画された耐震化事業は平成２８年度末に全て完了し、児童生徒の安全が確保された。

《課題および今後の方針》

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

4

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施　策　名 担当課

学校給食の充実 庶務課

児童生徒が望ましい食習慣を身につけることができるよう、食に関する指導の充実を図る。
バランスの取れた献立や地場産の導入など、給食内容の充実を図る。
給食施設設備の充実を図るとともに、衛生管理の強化に努める。

《これまでの取組状況》

○学校給食を通じて、各学年に応じた食の指導を充実するとともに、「給食だより」や「献立表」を配布し、食
に関する知識の普及啓発に努めている。
○地場産の米・野菜を取り入れた郷土料理を行うなど、地産地消の推進を図っている。
○食物アレルギー対策として、加工品等の詳しい配合を記入した資料を提供するとともに、除去食を実施してい
る。
○衛生管理に関する意識向上を図るための衛生講習会及び技術の向上を図るための調理講習会を実施している。

献立立案及び調理指導

栄養基準量に基づいた献立の立案及び衛生面を考慮した調理作業を行う。

児童生徒の嗜好や残菜量及び季
節感・給食単価等を考慮した献立
の工夫
衛生マニュアルに沿った調理作
業の実施

児童生徒への食に関する指導

食に関する指導を行うことにより、児童生徒一人一人が望ましい食習慣を身につけ、食事を通して自分の
健康管理ができるようにすること、また、楽しい食事や給食活動を通して、豊かな心を育成し、社会性を涵
養する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

栄養教諭・学校栄養職員が食に
関する指導を実施
家庭科80回、総合的な学習37
回、学級活動46回、個別指導46
回、その他　計1,407回
「食に関する全体計画」作成
地産品を使用した日には、給食だ
よりや放送資料等で指導を実施

栄養教諭・学校栄養職員が食に
関する指導を実施
家庭科73回、総合的な学習42
回、学級活動54回、その他の教
科14、個別指導50回、その他　計
813回
「食に関する全体計画」作成
地産品を使用した日には、給食だ
よりや放送資料等で指導を実施

栄養教諭・学校栄養職員が食に
関する指導を実施
家庭科111回、総合的な学習49
回、学級活動68回、その他の教科
10、個別指導163回、その他　計
1,080回
「食に関する全体計画」作成
地産品を使用した日には、給食だ
よりや放送資料等で指導を実施

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名④

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名⑤

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

啓発事業

学校給食を通じて食に関する関心や理解を深めるため、様々な啓発事業を実施する。

清水小学校で地産地消給食会の
実施（１回）
祖父江町学校給食センターにお
いて、施設見学を実施
牧川小（５年）　　37名
丸甲保育園　　　47名
牧川保育園　　105名
長岡保育園　　　42名
領内保育園　　　30名　計261名

・長岡小学校で地産地消給食会
の実施（１回）
・学校給食センターの施設見学実
施
　祖父江町学校給食センター
　　　牧川小２年　 41名
　　　牧川保育園　84名
　　　丸甲保育園　41名
　平和町学校給食センター
　　　法立小２年　 36名   計202名

・六輪小学校で地産地消給食会
の実施（１回）
・学校給食センターの施設見学実
施
　祖父江町学校給食センター
　　　牧川小２年　 24名
　平和町学校給食センター
　　　法立小２年　 23名
　　　六輪保育園　24名
　　　三宅保育園　13名　計84名

地産地消の推進

生産者の顔が見える地場産の米や野菜を取り入れていくことで、地域の食文化への関心を高めるととも
に、食に関する指導を充実させる。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

毎回地場産の米を使用
給食週間の３回は、地場産の特別
栽培米（通常産より更に減農薬、
少化学肥料の米）を使用
野菜は、年間３回（５品目）を市内
調理施設で使用。
農業塾塾生の作った野菜を使用
する

毎回地場産の米を使用
給食週間の２回は、地場産の特
別栽培米（通常産より更に減農
薬、少化学肥料の米）を使用。
野菜は、年間３回（6品目）を市内
調理施設で使用。
農業塾塾生の作った野菜を使用
する。

野菜は給食週間等で日にちを決
めて、地産品を市内全調理施設
で一斉使用。
６月17日；キャベツ、トマト、なす、
ささげ
11月25日；みつば
12月５日；ぎんなんぎしめん
１月26日;にんじん、キャベツ
計４回、７品目

食物アレルギーへの対応

医師の判断により保護者から依頼があった場合には、資料の提供及び除去食の対応を行う。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

加工品等の資料提供
除去食については、対象児童生
徒の人数や食物アレルギーの程
度を踏まえ、できる範囲で対応
（除去食専用の人員、設備はな
し）
（除去食延１５６名）

加工品等の資料提供
除去食については、対象児童生
徒の人数や食物アレルギーの程
度を踏まえ、できる範囲で対応（ア
レルギー対応室は改築した稲沢
東部学校給食調理場、改築中の
平和中学校給食棟には設置）
（除去食対応　小学校：１６４名、
中学校：３８名、計２０２名）

加工品等の資料提供
除去食については、対象児童生
徒の人数や食物アレルギーの程
度を踏まえ、できる範囲で対応（ア
レルギー対応室は改築した稲沢
東部学校給食調理場、平和町学
校給食調理場には設置）
（除去食対応　小学校：１５９名、
中学校：５５名、計２１４名）

稲沢市学校給食等アレルギー対応検討委員会を開催し学校における食物アレルギー対応マニュアルを
作成し各学校に配布した。

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名⑥

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名⑦

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

食の安全・安心への取組

学校給食の安全性を守るために、食材の検査や調査を実施する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

食材検査　単独校15品目
　　　　　　　 給食センター8品目
食器溶出検査　4品目　年１回
調理施設衛生管理検査　単独校
１校・給食センター２施設
市独自で食材の放射性物質検査
を委託し学期ごとに行う。
　給食従事者にノロウイルス簡易
（迅速）検査を１２、１、２月に１回
ずつ行う。

食材検査　単独校14品目
　　　　　　　 給食センター13品目
食器溶出検査　4品目　年１回
調理施設衛生管理検査　単独校
１校・給食センター２施設
市独自で食材の放射性物質検査
を委託し学期ごとに行う。
　給食従事者にノロウイルス簡易
（迅速）検査を１２、１、２月に１回
ずつ行う。

食材検査　単独校14品目・
　　　　　　　共同調理場25品目
食器溶出検査　4品目　年１回
調理施設衛生管理検査　単独校
１校・共同調理場３施設
市独自で食材の放射性物質検査
を委託し学期ごとに行う。
　給食従事者にノロウイルス簡易
（迅速）検査を１２、１、２月に１回
ずつ行う。

職員研修

安全で美味しい給食を実施するため、栄養教諭・学校栄養職員・調理員の技術及び資質の向上を図る。
食に関する指導を充実させるため、栄養教諭・栄養職員の資質の向上を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

《課題および今後の方針》

○平成２９年度に２８年度にとりまとめた「学校における食物アレルギー対応マニュアル」を実際に運用し、現
場の意見を反映して、より良いマニュアルに改善していく。

・衛生講習会、グループ討議・発
表　年１回
・新献立調理講習会　年３回
・栄養教諭・学校栄養職員自主研
修会　年２回

・衛生講習会、グループ討議・発
表　年１回
・新献立調理講習会　年３回
・栄養教諭・学校栄養職員自主研
修会　年２回

・衛生講習会、グループ討議　年
１回
・新献立調理講習会　年３回
・栄養教諭・学校栄養職員自主研
修会　年２回

《28年度の実績・評価》

○ノロウイルス等食中毒予防の徹底で安心安全で美味しい給食を提供できた。
○稲沢市の「学校における食物アレルギー対応マニュアル」を作成し、今後の稲沢市の学校給食でのアレルギー
対応を統一し、より安全な給食を提供できるようにした。

重点新規 継続

重点新規 継続重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

5

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

事業計画

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施　策　名 担当課

給食のあり方検討 庶務課

学校給食施設の今後のあり方の検討

《これまでの取組状況》

○稲沢東小学校は平成23年度までに老朽化した屋内運動場、校舎棟の改築が終了したが、給食棟は昭和42年建築
の古い施設のまま現在も使用している。
○稲沢西小学校は平成25年度から屋内運動場、26年度から校舎棟の改築が始まり平成28年度には完了予定だが、
給食棟については他校または学校給食センターからの搬入として計画されている。
○平和町学校給食センターは昭和48年12月建設で老朽化が進行しており計画的に補修しているが、設備等も含め
限界に近づいている。
○上記以外の旧稲沢市内の学校調理場の多くは昭和50年代前半までに建設されており、また下津地区の学校は区
画整理事業が進行しているので児童数増加に対応しなければならない等、今後各学校で改築（建替）等が必要に
なると想定される。
　
　これらの状況から課内で随時検討してきたが、平成23年度から「稲沢市公共施設のあり方検討委員会」が今後
の市の施設のあり方の方向性を検討しているので、その動向を注視しつつ庶務課としてのプランを提示してい
く。
○「稲沢市公共施設のあり方検討委員会」から平成24年度末に「これからの公共施設のあり方に関する報告書」
が提言され、その中で学校給食については下記の見直し案が出された。
・食育、安全性、災害時の避難所としての機能性などの観点から給食施設は自校調理方式を市内全域で採用する
こととし、小中学校の建て替えに合わせて整備していく、ただし敷地の制約から建てられない学校に関しては、
他校で調理した給食を配送する「親子方式」を導入する。
・経費削減の観点から、調理業務の委託化を段階的に進めていく等。

給食施設の改築計画案の作成

給食施設の改築において、自校方式、親子方式を検討しプランを作成する。

企画政策課と連絡、情報収集しつつ基本構想、施策について検討・協議し、原案骨子を作成する。

稲沢東小学校敷地内親子方式給
食棟の建築工事を開始した。
平和中学校敷地内親子方式の給
食棟の実施設計委託を行った。

稲沢東小学校敷地内親子方式給
食棟の建築工事が完了した。
平和中学校敷地内親子方式給食
棟の建築工事を開始した。

平和中学校敷地内親子方式給食
棟(平和町学校給食調理場)の建
築工事が完了した。

平和中学校敷地内に親子方式給食調理場(平和町学校給食調理場)建築工事が平成28年12月に完了
し、平成29年度４月からの稼動に備えて準備した。

重点新規 継続
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事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

調理業務等の民間委託化の検討・推進

調理業務について、正規職員の定年退職による調理員の補充は行わないことが市の方針であり、今後１
０年間で正規職員が半減していくこと、臨時職員調理員の雇用も困難な状況であることから、既に他市町
で導入されている民間委託により将来にわたって継続して安定した学校給食運営を行えることや、民間
の実績やノウハウを活かした多様な給食づくり、勤務形態の弾力的運用で人件費などの経費削減効果が
見込まれる。
そのため祖父江町学校給食センターについて調理業務等の民間委託化を検討し、平成２７年度から民
間委託を開始した。
他の給食施設についても、今後の正規調理員の退職を考慮しながら民間委託化を検討、推進していく。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

有識者、学校関係者、保育園関
係者、事務局による委託業者選
定委員会の開催
７月、８月、９月の３回
業者によるプレゼンテーション、ヒ
アリングを行って優先事業者を決
定し契約を締結した。

祖父江町学校給食センターの調
理等業務を開始した。
委託先；㈱魚国総本社
平成27年度契約額；57,281,785
円
（小中学校計７校、保育園６園分）

祖父江町学校給食センターの調
理等業務を継続
委託先；㈱魚国総本社
平成28年度契約額；57,476,844円
（小中学校計７校、保育園６園分）

平成29年４月から平和中学校敷地内の親子方式給食調理場（平和町学校給食調理場）を稼動するた
め、29年３月末から平和町内３保育園の給食調理を祖父江町学校給食センターへ移管し、新調理場の
稼動準備を行った。

《28年度の実績・評価》

○平和中学校敷地内親子方式給食棟(平和町学校給食調理場)の建築工事が平成28年12月に完了し、平成29年度４
月からの稼動に向けて準備を行った。

《課題および今後の方針》

○築３０年近い祖父江町学校給食センターの設備を現在の衛生基準に適合させていくために計画的に改修してい
く。
○自校調理方式の学校の給食施設について給食施設のあり方を含めて検討し、計画的に改修できるよう進めてい
く。
○正規職員調理員が定年退職で減少していき、臨時職員の採用も困難が増す中で、民間委託化の拡大について検
討が必要になっている。他市町の状況を参考に単独校調理場や他の給食調理場（センター）についても可能かど
うか検討していく。

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

6

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

私学振興、補助 庶務課

教育の機会均等の精神に基づき保護者負担の軽減を図るため、私立学校法人への必要な援助に努め
る。

公私立学校間における負担の格差是正を図り、教育の機会均等を確保し、また、私立学校教育の振興
に寄与するため、保護者に対して授業料補助を行う。

○私学振興補助事業によって、私学経営の安定化を図ることができた。
○私立高等学校授業料補助事業によって、私立高校に子女を通わせる保護者の負担軽減を図ることができた。
○教育の機会均等の精神に基づき、これらの事業を今年度も継続していく。

私学振興補助事業

私立学校法人に対し生徒・園児などの規模に応じて助成を行い、教育条件の向上・私学経営の安定化
を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

大学、短大、高校年額100万円、
幼稚園50万円と園児１人あたり
1,000円を加えた額を助成。
補助金5,575,000円

大学、短大、高校年額100万円、
幼稚園50万円と園児１人あたり
1,000円を加えた額を助成。
補助金5,558,000円

大学、短大、高校年額100万円、
幼稚園50万円と園児１人あたり
1,000円を加えた額を助成。
補助金5,565,000円

私立高等学校授業料補助事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

618人に対して4,974,500円を補助 612人に対して4,906,000円を補助 581人に対して4,693,600円を補助

《28年度の実績・評価》

○私学振興補助事業は交付決定し、事業を完了した。
○私立高等学校授業料補助事業については12月末に事業完了した。

《課題および今後の方針》

○補助金については外部委員による「稲沢市補助金等検討委員会」からの提言を受けて、そのあり方について市
職員で構成された補助金検討委員会から私学振興補助事業について見直しの指導を受けた。県内市町の補助事業
のあり方を参考に当市も検討を進め、該当私学法人にも説明し理解を得て、段階を踏まえて見直していく。

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

7

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

就学の援助 学校教育課

教育の機会均等の精神に基づき、経済的理由によって就学が困難な家庭については、保護者負担の軽
減を図るため、必要な援助に努める。

障害児教育に関する事例研究や情報交換を行い、児童生徒の適切な就学指導を図る。

○経済的理由によって就学が困難な家庭については、就学援助費事業で保護者負担の軽減を図ってきた。
○特別支援教育就学奨励費事業によって、特別支援教育の推進、また、療養費等の支出がある障害のある子ども
たちの保護者に対する援助を図ることができた。

就学援助費事業

経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者（主に母子家庭や低所得者の世帯を対
象）に、国の基準に基づき、学用品費・給食費等を援助をすることで、義務教育の円滑な運営を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

受給者数･･･933人
支給額･･･72,094,368円

受給者数･･･902人
支給額･･･69,499,323円

受給者数･･･878人
支給額･･･66,232,446円

特別支援教育就学奨励費事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

受給者数…102人
支給額…3,610,496円

受給者数･･･124人
支給額･･･4,579,286円

受給者数･･･142人
支給額･･･5,063,812円

《28年度の実績・評価》

○経済的理由により就学が困難な家庭については、保護者負担の軽減を図ることができた。教育の機会均等の精
神に基づき、継続していく必要がある。

《課題および今後の方針》

○「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」の改正により、補助の対象とし
て「就学予定者の保護者」が追加されたことを受けて、新入学児童生徒への入学前支給について検討する。

重点新規 継続

重点新規 継続

16



■　基本事項 

番号

8

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

外国人児童生徒（及びその保護者）の教育支援 学校教育課

外国人児童生徒（及びその保護者）の教育支援

外国人児童生徒の教育に関する研修、外国人児童生徒の保護者を対象とした相談会を行う

○ポルトガル語等語学相談員２人を対象校に派遣し、授業における基礎的な日本語指導、日本語適応支援教室に
おける教師の語学指導の補助、児童生徒・保護者を対象に学校生活に関する相談活動等を行ってきた。
○外国人児童生徒が増える中で、日本語教育推進委員会（事務局は国分小学校）に委託し、教職員が指導力向上
のため、授業研究等を行ってきた。また、日本の生活への適応という観点から、外国人児童生徒の保護者対象の
相談会を年3回開催してきた。

ポルトガル語等の語学指導助手派遣事業

日本語が理解できない外国人児童・生徒の在籍校に対して、ポルトガル語・タガログ語の語学指導助手
（２名）を派遣する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

授業における基礎的な日本語指
導、日本語適応支援教室におけ
る教師の語学指導の補助、児童
生徒・保護者を対象に学校生活
に関する相談活動等を行った。
（相談者数85人）

授業における基礎的な日本語指
導、日本語適応支援教室におけ
る教師の語学指導の補助、児童
生徒・保護者を対象に学校生活
に関する相談活動等を行った。
（相談者数86人）

授業における基礎的な日本語指
導、日本語適応支援教室におけ
る教師の語学指導の補助、児童
生徒・保護者を対象に学校生活
に関する相談活動等を行った。
（相談者数106人）

外国人児童生徒に対する日本語教育推進事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

日本語教育推進委員会（事務局
は国分小学校）に委託し、教職員
の指導力向上のため、授業研究
等を行った。また、日本の生活へ
の適応という観点から、外国人児
童生徒の保護者対象の相談会を
年３回開催。(相談者数1人)

日本語教育推進委員会（事務局
は国分小学校）に委託し、教職員
の指導力向上のため、授業研究
等を行った。また、日本の生活へ
の適応という観点から、外国人児
童生徒の保護者対象の相談会を
年３回開催。(相談者なし)

日本語教育推進委員会（事務局
は国分小学校）に委託し、教職員
の指導力向上のため、授業研究
等を行った。また、日本の生活へ
の適応という観点から、外国人児
童生徒の保護者対象の相談会を
年３回開催。(相談者1人)

《28年度の実績・評価》

○日本語教育推進委員会による授業研究は、教員の日本語指導力向上に有効であった。
○外国人児童生徒の日本の生活や学校生活への適応という観点から、語学指導助手（ポルトガル語1名、タガログ
語1名）による日本語指導及び保護者への相談会は、大変有効であった。

《課題および今後の方針》

○ポルトガル語、タガログ語への支援が必要な児童生徒が外国人児童生徒の80％超いるが、中国語、スペイン語
など他の言語を母国語とする児童生徒も増加しており、多様な言語への対応が課題となっているが、当面は日本
語教育の研修による教職員の指導力向上を図ることで対応していくこととする。

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

9

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

特別支援教育の推進 学校教育課

特別支援教育の推進、また、発達障害児童生徒への学習支援など、きめ細かい教育的な対応を行う

特別支援教育に関する事例研究や情報交換を行い、児童生徒の適切な就学指導を実施する。

○通常学級に在籍している発達障害児の食事や教室移動の補助、安全確保、学習支援といった学校における日常
生活上の支援等を行う支援員を配置してきた。
○障害のある新就学児童を主な対象に、教育相談等を実施し、児童の適切な就学指導（養護学校または特別支援
学級または通常学級）を行ってきた。特別支援教育推進委員会を組織し、調査研究を行い、指導方法とその教育
効果の向上を図ってきた。

特別支援教育支援員の配置

通常学級に在籍している発達障害児の食事や教室移動の補助、安全確保、学習支援といった学校にお
ける日常生活上の支援等を行う支援員を配置する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

支援員71人（全小中学校に配置） 支援員73人（全小中学校に配置） 支援員74人（全小中学校に配置）

就学指導補助事業及び特別支援教育の推進

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

障害のある新就学児童を主な対
象に、教育相談（２回）や適正就
学指導委員会（１回）を開催し、児
童の適切な就学指導（養護学校
または特別支援学級または通常
学級）を行った。
特別支援教育推進委員会を開催
し、特別支援教育や適正就学の
あり方について検討を行った。

障害のある新就学児童を主な対
象に、教育相談（２回）や稲沢市
教育支援委員会（１回）を開催し、
児童の適切な就学指導（特別支
援学校または特別支援学級また
は通常学級）を行った。
特別支援教育推進委員会を開催
し、特別支援教育や適正就学の
あり方について検討を行った。

障害のある新就学児童を主な対
象に、教育相談（２回）や稲沢市
教育支援委員会（１回）を開催し、
児童の適切な就学指導（特別支
援学校または特別支援学級また
は通常学級）を行った。
特別支援教育推進委員会を開催
し、特別支援教育や適正就学の
あり方について検討を行った。

《28年度の実績・評価》

○特別支援教育支援員の配置による効果により、発達障害の可能性のある児童生徒への手厚い教育的支援を行う
ことができた。今後も、通常の学級に在籍している特別な支援が必要な児童生徒の増加に伴って配置していくこ
とが重要である。
○市の教育支援委員会までの相談活動や準備が計画的に進められ、保護者の特別支援教育に対する理解が深まり
つつある。

《課題および今後の方針》

○通常の学級に在籍する発達障害及びその可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒が増加の一途を
たどっており、その対応が急務となっている。さらなる特別支援教育支援員の拡充を含め、対応を検討してい
く。

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

10

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

,
事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

いじめ・不登校などへの対応 学校教育課

ひきこもり・不登校児童生徒に対する支援活動を行い、いじめ・不登校の対策について研修を行う。

稲沢市中学校セミナーハウス等を利用して、適応支援教室｢明日花｣を開設する。開設時間は、午前10時
から午後３時まで児童・生徒の生活面・学習面を指導する。相談員及び相談補助員を雇用し、学校復帰
や進路の実現に向けた支援を行う。

○いじめ・不登校対策委員会を設置し、いじめ・不登校対策の研修活動や、市内の全家庭・地域に対する啓発活
動等を行っている。
○適応支援教室｢明日花｣やホームフレンド事業など、不登校・引きこもり児童生徒への実際的な支援も行ってい
る。

いじめ、不登校対策推進事業

いじめ、不登校対策の全体計画とその実施に関するより専門な提案と助言を求めるため、いじめ・不登校
対策委員会を設置している。その委員会で、いじめ、不登校への対策等の研修活動を行う。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

いじめ不登校対策委員会及び部
会（広報・研修の2部会）を年３回
開催。外部講師（精神医学の専門
家等）を招いての講演会開催や、
いじめ不登校防止資料改訂版の
編集、広報12月1日号において啓
発記事を掲載、などを実施した。

いじめ不登校対策委員会及び部
会（いじめ部会・不登校部会）を定
期的に開催。いじめ不登校防止
資料や広報に掲載する啓発記事
の編集、外部講師を招いての教
員の研修会(年2回)、などを実施し
た。また、ホームフレンド相談員へ
の支援活動を行った。

いじめ不登校対策委員会及び部
会（いじめ部会・不登校部会）を定
期的に開催。いじめ不登校防止
資料や広報11月号に掲載する啓
発記事の編集、外部講師を招い
ての教員の研修会(年2回)、などを
実施した。また、ホームフレンド相
談員への支援活動を行った。

適応支援教室（明日花）事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

適応支援教室｢明日花｣「明日花
（東分室）」にて、相談員2人・相談
補助員2人を雇用し、適応指導、
学習指導、体験活動等を行った。
（利用者数33人）

適応支援教室｢明日花｣「明日花
（東分室）」にて、相談員2人・相談
補助員2人を雇用し、適応指導、
学習指導、体験活動等を行った。
（利用者数42人）

適応支援教室｢明日花｣「明日花
（東分室）」にて、相談員2人・相談
補助員2人を雇用し、適応指導、
学習指導、体験活動等を行った。
（利用者数41人）

《28年度の実績・評価》

○いじめ・不登校対策委員会において、外部講師を招いて研修会を開催し、各学校におけるいじめ・不登校対策
の推進に有意義であった。
○適応支援教室「明日花」「明日花（東分室）」における適応指導や相談活動、ホームフレンド事業などによ
り、多くの不登校児童生徒の支援を実施することができた。

《課題および今後の方針》

○市内の不登校数は増加傾向にある。不登校のケースや原因も多様化してきており、個に応じた支援や教師側の
専門的な知識・技能の習得がより一層求められる。
○適応支援教室と学校との連携、スクールカウンセラーやホームフレンド事業、さらには、新たに配置する2名の
心の相談員による相談活動・訪問指導の充実に努める。

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

11

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

国際理解教育の推進 学校教育課

児童生徒に生きた英語を身につけさせ、また、外国の文化･生活習慣を理解させて国際理解を深めるこ
とで、国際感覚を持つ心豊かな生徒の育成を図る。

外国人の語学講師を小中学校に配置し、生きた英語や海外の文化を親しみやすく児童生徒に教える。

○毎年８月の10日間、将来の郷土を担う中学生を海外（カナダ）に派遣しホームステイ等をする事業を実施。児
童生徒らの国際理解を深め、国際感覚を持つ心豊かな生徒の育成を図ってきた。
○生きた英語や海外の文化を親しみやすく生徒に教えることを目的に、外国人語学指導助手（ＡＬＴ）を各小中
学校へ派遣する事業を実施してきた。

中学生海外派遣事業

生徒が海外の一般家庭にホームステイし、生活をともにしながら外国の文化･習慣に触れ、国際人として
の自覚を高める機会を持たせる。対象は市内中学校に在学する３年生。派遣人数は各校４人。派遣先は
カナダのバンクーバー。派遣期間は８月の10日間。参加者への補助額は１人につき経費の2分の1（限度
額は20万円）。実行委員会に補助金を支出し、運営を委託。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

４月に各校で事業説明会を行い、
参加希望申込。５月に１次審査
（作文・リスニング・面接等）・２次
審査（公開抽選）で参加者決定。
参加者説明会を４回実施。派遣期
間8月15日から24日（10日間） 補
助金:9,471,334円

４月に各校で事業説明会を行い、
参加希望申込。５月に１次審査
（作文・リスニング・面接等）・２次
審査（公開抽選）で参加者決定。
参加者説明会を４回実施。派遣
期間8月14日から23日（10日間）
補助金:8,671,813円

４月に各校で事業説明会を行い、
参加希望申込。５月に１次審査
（作文・リスニング・面接等）・２次
審査（公開抽選）で参加者決定。
参加者説明会を４回実施。派遣期
間8月17日から26日（10日間） 補
助金:8,134,901円

ＡＬＴ（語学指導助手）配置委託事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

民間業者と委託契約を締結し、７
人のＡＬＴを小学校に配置した。
委託料:25,255,800円

民間業者と委託契約を締結し、７
人のＡＬＴを小学校に配置した。
委託料:23,544,000円

民間業者と委託契約を締結し、７
人のＡＬＴを小学校に配置した。
委託料:20,395,800円

小学校における外国語活動等国際理解活動推進事業

小学生から異文化に関心をもち、積極的に外国人とコミニュケーションを図ろうとする児童の育成を図る
ため、ＡＬＴや地域の人材を効果的に活用した小学生の外国語活動のあり方を研究する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

外国語活動に係るカリキュラムの
作成、指導案の作成、授業研究
等を行った。事務局は領内小学
校。

外国語活動に係るカリキュラムの
作成、指導案の作成、授業研究
等を行った。事務局は領内小学
校。

外国語活動に係るカリキュラムの
作成、指導案の作成、授業研究
等を行った。事務局は領内小学
校。

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

○平成32年度からの小学校5・6年生における小学校英語の教科化や平成30年度からの小学校3・4年生における外
国語活動の実施に伴い、小学校でのＡＬＴの活用や英語教育のあり方についてさらに研究を深めていく必要があ
る。
○引き続き、外国語活動のあり方について調査研究を行い、全市的なレベルアップを図っていく。

《28年度の実績・評価》

○中学生海外派遣事業を実施し、参加生徒らの語学研修や国際理解、現地との交流を深めることができた。各校
での体験発表会や報告書により、他生徒へのフィードバックも行い、成果を広く還元できた。
○小学校への外国語指導助手（ALT）の配置により、生きた英語や外国の文化をより親しみやすく児童に指導する
ことができた。
○領内小学校を中心に、外国語活動の指導のあり方を調査研究し、その成果を各校に普及できた。
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■　基本事項 

番号

12

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

教育の情報化推進 学校教育課

各学校・各教室でコンピュータやインターネットが活用できる環境を整備し、次代を担う児童生徒のコン
ピュータ能力向上を目指す。また、教職員にも１人一台コンピュータを配置し、事務の効率化を目指す。

コンピュータ教育推進委員会に委託し、授業へのコンピュータ利用やネットワーク管理運用規定の整備・
運用など教職員のコンピュータに関する力量向上を目指した研修を行う。

 ｢e-Japan重点計画2004｣に基づき学校における教育用コンピュータ及びインターネット接続整備を終えた。稲沢
市の整備基準は、コンピュータ教室に41台（教師用１台、児童生徒用40台。ただし、その学校の一クラスの最多
児童生徒数が40に満たない場合はこの限りでない）、普通教室用に各２台（小学校の場合、うちほぼ半数は教師
用に転用）、特別教室（図書室）に５台であり、e-Japan重点計画2004で示された基準をほぼ踏襲している（ま
た、非常勤講師を除いた教職員１人１台のコンピュータ配備を進め、平成18年３月に完了している）。合併前、
旧稲沢市は平成14年度にＬＡＮ環境とコンピュータ機器の整備を完了した（平成15年１月完了）。その後、市町
村合併に伴い、平成17年度に旧平和町と旧祖父江町でＬＡＮ環境とコンピュータ機器の整備を完了した（平成18
年３月完了）。

学校コンピュータ整備事業

小中学校に整備されている教育用コンピュータや教職員用コンピュータを、耐用年数による買い換え等
で更新していく。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

児童生徒・教職員のパソコンの買
い替えを行った。（小学校903台、
中学校114台）10月31日事業完了
 決算額:155,520,000円

児童生徒のパソコンの買い替えを
行った。（小学校280台、中学校
133台）11月30日事業完了
 決算額:68,265,720円

児童生徒のパソコンの買い替えを
行った。（小学校267台）11月30日
事業完了
 決算額:55,512,000円

コンピュータ教育推進事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

委員会を年2回及び各部会を年
数回開催し、教材提示装置等の
ICT機器やデジタル教材の効果
的・有効的な活用など、教職員の
コンピュータに関する力量向上を
目指した活動を実施した。

委員会を年2回及び各部会を年
数回開催し、教材提示装置等の
ICT機器やデジタル教材の効果
的・有効的な活用など、教職員の
コンピュータに関する力量向上を
目指した活動を実施した。

委員会を年2回開催し、授業支援
ソフト等のデジタル教材やICT機
器の効果的・有効的な活用など、
教職員のコンピュータに関する力
量向上を目指した活動を実施し
た。

《28年度の実績・評価》

○情報教育推進委員会の研修等で、教職員のＩＣＴ教育の力量向上、ネットワーク運用の啓発を進めることがで
きた。
○「ＩＣＴ活用推進事業」として、大塚小学校を指定校として教員のタブレット端末の活用を中心に研究を進
め、授業研究や成果発表を行うことにより、市内各学校にフィードバックすることができた。

《課題および今後の方針》

○デジタル教科の有効活用に向けた研究・研修の推進が必要である。
○「稲沢市学校セキュリティポリシー」の実施について、周知徹底していく必要がある。
○28年度10月から導入した校務支援システムについて、その効果を検証しながら、新たな機能の追加について検
討していく。

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

13

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

「生きる力」を育むための各種教育活動への支援 学校教育課

学習指導要領による「生きる力」を育むため、学校の特色を生かした教育活動に取り組んでいるが、その支援
を行う

１クラスの人数が多い（定員の40人に近い）小学校へ配置。一つの学級を習熟度別等で複数に分けて少人
数指導を行う。算数を中心にした基礎・基本の充実と確かな学力の定着、個々に応じた指導の充実を図る。
また、一部指定校で低学年児童の下校時の安全確保と学習活動の充実を図り、常に一斉下校できるよう、多
様な学習活動支援事業を展開する。

○現学習指導要領による総合的な学習の実践や学校評議員制度、福祉実践教室や生徒指導対策、少人数指導の実践な
ど、小中学校ごとの特色を生かしたきめ細かな教育が求められるため、委託金･補助金あるいは臨時職員雇用等で各
校の活動を支援してきた。
○教材・理科備品及び図書購入など教育に関する必要な備品については各学校の要望を聞きながら整備を進めてき
た。

特色ある教育活動推進事業

特色ある学校づくりの計画・推進を、各学校に委託。具体的には、児童生徒の　｢生きる力｣　を育むため「総
合的な学習の時間」（国際理解教育・環境教育・情報教育・地域理解教育等様々なテ－マのもとに）の充実
を推進する。また、地域の声を学校に反映させるため、学校評議員制度（評議員は地域住民より校長が選
任。原則として各校５人。教育目標・計画や学校運営について必要に応じて会議等を行い、意見交換等を行
う）、福祉活動（福祉実践教室・福祉ボランティア活動）を推進する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

特色ある学校づくり推進会議(代
表校)は各学校からの事業計画書
等を取りまとめ、市と委託契約を
締結し、事業を実施。
委託料　15,885,000円

特色ある学校づくり推進会議(代
表校)は各学校からの事業計画書
等を取りまとめ、市と委託契約を
締結し、事業を実施。
委託料　15,885,000円

特色ある学校づくり推進会議(代表校)
は各学校からの事業計画書等を取り
まとめ、市と委託契約を締結し、事業
を実施。
委託料　15,885,000円

少人数指導等推進事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

少人数指導等非常勤講師を24人
採用し(うち多様な学習活動支援
事業非常勤講師15人)、算数を中
心に少人数指導を行い、確かな
学力の定着、個々に応じた指導
の充実を図った。 また、稲沢東小
学校、坂田小学校、大里東小学
校、下津小学校、小正小学校を指
定校として、多様な学習活動支援
事業を展開した。年間時間数一
人あたり560時間

少人数指導等非常勤講師を33人
採用し(うち多様な学習活動支援
事業非常勤講師24人)、算数を中
心に少人数指導を行い、確かな
学力の定着、個々に応じた指導
の充実を図った。 また、稲沢東小
学校、坂田小学校、大里東小学
校、下津小学校、小正小学校、大
塚小学校、稲沢北小学校、領内
小学校、清水小学校を指定校とし
て、多様な学習活動支援事業を
展開した。年間時間数一人あたり
582時間

少人数指導等非常勤講師を35人採
用し(うち多様な学習活動支援事業非
常勤講師26人)、算数を中心に少人
数指導を行い、確かな学力の定着、
個々に応じた指導の充実を図った。
また、稲沢東小学校、坂田小学校、大
里東小学校、下津小学校、小正小学
校、大塚小学校、稲沢北小学校、領
内小学校、清水小学校、片原一色小
学校、高御堂小学校を指定校として、
多様な学習活動支援事業を展開し
た。年間時間数一人あたり544時間

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

教材備品購入事業

小中学校の授業で利用する掛図や映像教材等の教材や、家電や楽器・スポーツ備品等の教材備品を購入
する。各学校から提出された要望書を基にヒアリングを行い、全校分を教育委員会が一括購入する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

《課題および今後の方針》

○限られた予算の中で、未実施校への非常勤講師の割り振りをどうするのか検討する必要がある。

決算額
小学校…7,768,692円
中学校…4,961,103円
不足している教材備品の購入及
び老朽化した教材備品の買替え
を実施。

決算額
小学校…6,338,513円
中学校…4,660,108円
不足している教材備品の購入及
び老朽化した教材備品の買替え
を実施。

決算額
小学校…6,382,030円
中学校…4,757,572円
不足している教材備品の購入及び老
朽化した教材備品の買替えを実施。

《28年度の実績・評価》

○特色ある教育活動推進事業については、地域や保護者等の協力を得ながら、各学校の地理的・歴史的・文化的状況
に応じた教育活動を推進することができた。また、報告書の作成や代表校の発表を通して、各校の実践と成果を市内
各学校にフィードバックすることができた。
○少人数指導等推進事業については、市単独非常勤講師を配置することにより、配置校の学習指導の充実を図ること
ができた。また、多様な学習活動支援事業においては、実施校での学習活動（体験的な活動、情操的な活動、学習補
充等）の充実をに努めるとともに、低学年児童の下校時の安全確保を図ることができた。

重点新規 継続重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

14

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

教職員研修の推進 学校教育課

教職員は、学校教育の目標と学習指導要領の趣旨を理解し、その使命と責任を自覚することが重要であ
るので、常に研修に努め教育の理想を求める。

小中学校の各教科等(各教科、道徳、特別活動、特別支援教育、生徒指導及び進路指導)における実践
的研究を行い、研究の成果を市内小・中学校及び各教育団体等に広く提供し、当市の教育の向上を図
る。

教職員の各種組織あるいは各学校に補助金を交付し、積極的な研修の計画・実行を促すことにより、現職教育の
充実を図り、教職員の資質向上を図ってきた。

現職教育研修費補助事業

教職員の各種組織において積極的に研修を計画し、実行することにより現職教育の充実を図り、教職員
の資質向上を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

各種団体（校長研修会、教頭研修
会、教務主任研修会、校務主任研
修会、養護教諭研修会、保健主事
研修会、栄養教諭研修会、県事務
研修会、生徒指導担当者研修会、
初任者研修）の代表校及び各学
校へ補助金を交付することにより、
各種研修を計画的に実施。
委託料    950,000円
補助額　1,420,000円

各種団体（校長研修会、教頭研
修会、教務主任研修会、校務主
任研修会、養護教諭研修会、保
健主事研修会、栄養教諭研修
会、県事務研修会、生徒指導担
当者研修会、初任者研修）の代
表校及び各学校へ補助金を交付
することにより、各種研修を計画
的に実施。
委託料  1,230,000円
補助額　1,418,000円

各種団体（校長研修会、教頭研修
会、教務主任研修会、校務主任
研修会、養護教諭研修会、保健
主事研修会、栄養教諭研修会、
県事務研修会、生徒指導担当者
研修会、初任者研修）の代表校及
び各学校へ補助金を交付すること
により、各種研修を計画的に実
施。
委託料  1,570,000円
補助額　1,414,000円

教科等研究事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

稲沢市教育研究会に委託金を交
付。各教科・領域ごとに研究部を
おき、教科課程・学習活動等に関
する調査・研究等を計画、教職員
相互の研究にも努める。
委託料  600,000円

稲沢市教育研究会に委託金を交
付。各教科・領域ごとに研究部を
おき、教科課程・学習活動等に関
する調査・研究等を計画、教職員
相互の研究にも努める。
委託料  550,000円

稲沢市教育研究会に委託金を交
付。各教科・領域ごとに研究部を
おき、教科課程・学習活動等に関
する調査・研究等を計画、教職員
相互の研究にも努める。
委託料  600,000円

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

教育課程編成事業

学習指導要領に基づき稲沢市の小中学校の教育課程を編成する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

○社会全体が発達し多様化する中で、学校教育に対するニーズも多岐にわたり、新たな教育施策も出されてきて
いる。教職員に求められる資質・専門性も高度になってきており、研修内容の質を高めていく必要がある。

稲沢市小中学校教育課程編成委
員会に委託金を交付。小中学校の
教育課程編成・指導案例作成事
業及びそのための調査及び研究
に関する活動に努める。
委託料  250,000円

稲沢市小中学校教育課程編成委
員会に委託金を交付。小中学校
の教育課程編成・指導案例作成
事業及びそのための調査及び研
究に関する活動に努める。
委託料  250,000円

稲沢市小中学校教育課程編成委
員会に委託金を交付。小中学校
の教育課程編成・指導案例作成
事業及びそのための調査及び研
究に関する活動に努める。
委託料 150,000円

《28年度の実績・評価》

○教職員の各種組織に委託金・補助金を交付し、研修などで現職教育の充実を図るとともに、教職員の資質向上
を図ることができた。「年代別教職員研修」を新規に実施し、各年代に応じた課題等に応じた研修を深め、各種
会議や研修会で成果を還元することができた。
○各種研究大会への参加により、研修を積むことができた。

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

15

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

学校安全・学校保健の推進 学校教育課

児童生徒ならびに教職員の健康の保持増進を図り、学校における保健管理及び安全管理を推進する。

毎年時期を定めて、客観的、科学的に学校環境の実態を把握し、その結果、基準に示された環境を維
持し、また、必要があれば適切な改善を行う等の事後措置を講じる定期環境衛生検査を行う。

学校保健法等に基づき教職員・児童生徒の健康診断等を行い、児童生徒ならびに教職員の健康の保持増進を図っ
てきた。
独立行政法人スポーツ振興センターへの加入や緊急時のタクシー利用の補助で、校内で怪我等をした児童生徒及
びその保護者への支援を行ってきた。また、学校環境衛生検査を行い、学校環境の実態を把握してきた。

教職員、児童生徒の健康診断事業

学校保健安全法に基づき、教職員及び児童生徒の健康診断を行う。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

教職員729人受診
  検査項目、胸部X線、尿検査、
血圧、血液（肝機能）、心電図、医
師の診察、腹囲、大腸がん検査、
胃部X線、（直接撮影）

教職員736人受診
  検査項目、胸部X線、尿検査、
血圧、血液（肝機能）、心電図、医
師の診察、腹囲、大腸がん検査、
胃部X線、（直接撮影）

教職員731人受診
  検査項目、胸部X線、尿検査、
血圧、血液（肝機能）、心電図、医
師の診察、腹囲、大腸がん検査、
胃部X線、（直接撮影）

学校環境衛生管理事業

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

「学校環境衛生の基準」に基づ
き、各学校の学校薬剤師が定期
的に検査を実施（検査項目は照
度及び照明環境、騒音環境、給
食食器の残留澱粉・脂肪・大腸
菌、調理室の衛生管理状況、教
室等の空気、水質基準、ダニ検
査）。その他、プールの水質検査
（トリハロメタン）も行った。

独立行政法人日本スポーツ振興センターへの加入

学校の管理下における児童生徒等の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）に対して、災害共済給付（医療
費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）を行う独立行政法人日本スポーツ振興センターへ加入契約を
行う。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

５月に加入手続きを行う  （掛金
10,933,725円）。医療費・障害見
舞金の支給総額 9,921,227円

５月に加入手続きを行う  （掛金
10,655,230円）。医療費・障害見
舞金の支給総額 5,976,888円

５月に加入手続きを行う  （掛金
10,534,755円）。医療費・障害見
舞金の支給総額 4,342,017円

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

○教職員の健康診断を勤労福祉会館、祖父江青少年ホーム、平和支所の３箇所で行っている。今後も３箇所で実
施していく予定であるが、平和支所の移転に伴い代替施設の検討が必要である。
○養護教諭・保健主事を中心とした、保健・安全指導の充実及び医療機関との連携による児童生徒の保健・安全
管理の更なる充実に努めていく。

《28年度の実績・評価》

○児童生徒及び教職員の健康診断を予定どおり実施することができた。
○児童生徒の学校管理下での事故・怪我の件数は、前年と比較して減少傾向が見られた。
○障害見舞金については、前年同様請求もなく、健康・安全の推進が図られている。
○学校環境衛生管理事業を行うことで、学校の安全な環境維持を図ることができた。
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■　基本事項 

番号

16

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

○次期推進計画を平成30年度末までに策定するため、平成29年度にアンケート調査を実施する。設問設定にあ
たっては、単純な希望の聞きとりで終わらないよう、今後の社会にどのような学びが必要か、また行政がどのよ
うにサポートすべきかを検討出来るようなものにする必要がある。また、委員の見識を深めるため、現地見学や
聞きとり調査、意見交換などの機会を作っていく。

平成20年度策定計画の中間見直
し策定に係る会議及び作業
生涯学習推進会議
　第1回　5月26日
　第2回　2月24日
検討委員会
　第1回　6月23日
　第2回　8月21日
　第3回　10月27日
　第4回　12月10日
　第5回　1月27日

次期推進計画策定に向け、現地
学習を行い今後の方針を協議
生涯学習推進会議
　第1回　6月3日
　第2回　3月2日
現地研修
　足立学園総合研究所　8月20日
　稲沢北放課後児童クラブ8月20
日
　祖父江のホタルを守る会
　　環境保全型実験田　8月31日
　岐阜県恵那市岩村町　11月21
日
検討委員会
　第1回　12月25日

次期推進計画策定に向け、現地
学習を行い今後の方針を協議
生涯学習推進会議
　第1回　5月16日
　第2回　2月28日
検討委員会
　第1回　8月2日
　第2回　9月9日
　第3回　11月11日
現地研修
　滋賀県近江八幡市　11月19日
　一宮市墨会館　　　　1月16日

次期推進計画策定にあたり、これまでの計画のように総論的なものとするよりも、稲沢の特色を活かし、具
体的な施策を盛り込むべきという委員の意向のもと、委員自らが稲沢を知り、整理できるような検討委員
会、現地見学の準備を行った。

《28年度の実績・評価》

○次期推進計画について、総論的なものから具体的な施策提言へ改めるという方針は確認できたものの、施策の
選定、絞り込みまでは議論出来なかった。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施　策　名 担当課

生涯学習の推進 生涯学習課

平成20年度に作成した生涯学習推進計画を推進し、生涯を通じて学習できるまちを目指す。

《これまでの取組状況》

○生涯学習推進計画策定に向けたアンケート調査を平成19年12月に市民3,000人を対象に実施し、結果を集計し
た。
○平成19年度生涯学習推進計画策定に向けて生涯学習推進計画策定部会を組織し、６回会議を開催した。
○平成20年度に生涯学習推進計画策定部会を６回、企画委員会を３回、生涯学習推進会議を１回開催し、３月に
生涯学習推進計画を策定した。
○平成24年度、平成25年度、平成26年度に生涯学習検討委員会を4回、生涯学習推進会議を2回開催し、平成20年
度策定計画の中間見直し策定に係る会議及び作業を実施し、平成26年度末に中間見直しを取りまとめた。(課題ご
との現状分析、改善点の洗い出し)
○平成27年度、平成28年度は次期計画策定に向け、委員が稲沢市の現状を学ぶための現地学習を行い、骨子案に
ついて議論を進めている。

生涯学習推進計画の推進

生涯学習推進計画の進行状況を把握し、生涯学習の推進を図る。

重点新規 継続

29



■　基本事項 

番号

17

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名③

事業概要

事業計画

実施状況

近年申請件数の減少が続いていることから、文化施設と連携して周知の強化を図った。

国民文化祭・あいち２０１６　稲沢市民文化祭の開催

第３１回国民文化祭・あいち２０１６の稲沢市主催事業として「稲沢市民文化祭」を開催する。

　平成28年11月13日（日）に名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）で「稲沢市民文化
祭」を開催する。
○市民芸能祭　○第３６回秋の稲沢音楽祭　○セントラル愛知交響楽団特別演奏会
○市民美術展　○市民茶会・生け花展

　実施にあたり、事業の委託先である稲沢市文化団体連合会と出演団体、教育委員会等で構成する実行
委員会を組織し、参加団体に計画、準備段階から参画してもらえるよう取り組んだ。
当日は2,611人の来場者に素晴らしい郷土・伝統・古典芸能や一般文化・芸術に触れていただくことがで
きた。また、出演団体間の交流や他分野に触れていただく良い機会となったことも大きな成果となった。

市民の文化振興を図るため、「稲沢市文化振興基金」を活用し、市民の自主的・自発的な各種活動に対し
て予算の範囲内で助成を行う。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

補助件数16件
補助金額867千円
事業別内訳：公演・展示等の芸術
文化事業15件、講師招請事業1
件、出版事業0件

補助件数15件
補助金額954千円
事業別内訳：公演・展示等の芸術
文化事業12件、講師招請事業2
件、出版事業1件

補助件数19件
補助金額1,332千円
事業別内訳：公演・展示等の芸術
文化事業17件、講師招請事業0
件、出版事業2件

補助金額：21,000千円（内
1,135,481円返還)
事業数15、入場者数 15,427人
事業内容：合唱祭、音楽コンクー
ル、コンサート、セントラル交響楽
団公開リハーサル、アウトリーチ演
奏会等
新規事業:クラシックキッズコンサー
ト、愛知県合唱コンクール、ジョイ
ントフェスティバル愛知、市民会館
開館20周年記念事業

補助金額：20,000千円(内
3,642,374円返還)
事業数20、入場者数 19,342人
事業内容：合唱祭、音楽コンクー
ル、ジョイントフェスティバル、稲沢
市民寄席、コンサート、セントラル
交響楽団公開リハーサル、アウト
リーチ演奏会等
新規事業  吉本新喜劇＆バラエ
ティーショー、Silent　Siren　2015
年末スペシャルライブ

補助金額：20,000千円（内
3,607,556円返還）
事業数21、入場者数19,535人
事業内容：合唱祭、音楽コンクー
ル、ジョイントフェスティバル、稲沢
市民寄席、コンサート、セントラル
交響楽団公開リハーサル、アウト
リーチ演奏会等
新規事業  お豆腐狂言、綾小路き
みまろ、スギテツ

様々な方に、市民会館に来館いただけるような事業内容の設定に努めた。

文化振興奨励補助金の交付

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施　策　名 担当課

文化・芸術の振興 生涯学習課

文化・芸術活動が盛んな地域を目指す。

《これまでの取組状況》

○平成20年度に文化協会、音楽協会及び美術協会を統合し、文化団体連合会を設立
○市民会館自主事業を開催するため、市民会館文化事業補助金の交付
○芸術文化の普及を図るため、文化活動団体の活動発表等に対する文化振興奨励補助金の交付

市民会館文化事業補助金の交付

文化発信拠点施設である市民会館において、「地域づくり事業基金」を活用し、市民会館文化事業に対し
て補助を行い、市民の文化・芸術の振興を図る。

新規 重点 継続

重点新規 継続

新規 重点 継続
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■ 教育委員会による評価（自己評価）

《28年度の実績・評価》

○市民会館文化事業補助のうち、ジョイントフェスティバルは、県内の公共施設及び芸術団体が連携して開催する
公演で、広域で連携して開催することにより、良質な公演を低コストで開催できるものである。平成２８年度は、
このジョイントフェスティバルの開催を３回に増やすことで、低コストで充実した文化事業を展開することができ
た。
○文化振興奨励補助事業は、19件の交付申請（交付決定）があった。美術館利用団体等への補助事業の周知を強化
したことにより、申請件数は4件の増であった。
○稲沢市民文化祭については、延べ2,611人の入場者があったことも成果であるが、事業を実施する過程で、出演
団体の横のつながりが強化されたことも大きな成果であった。

《課題および今後の方針》

○市民会館文化事業補助は、今後も市民のニーズに応じた魅力的な事業を計画するとともに、積極的な周知に努
め、入場者数及び収入増につながるよう実施していく。
○文化振興奨励補助事業については、新規申請の団体・個人が3件あったものの、全体としては申請団体が固定化
しているため、新規申請団体の増につながるように周知方法を工夫していく。
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■　基本事項 

番号

18

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

尾張の虫送り行事は牧川実行委
員会が伝承の実施を行い、日下
部太鼓・木遣音頭・屯倉村祭囃子
はそれぞれの保存会に後継者の
育成等を委託し、実施した。総経
費合計42万円

祖父江町の祖父江虫送り牧川実
行委員会により、愛知県指定の無
形民俗文化財尾張の虫送り行事
が7月11日に行われた。日下部太
鼓・木遣音頭はそれぞれの保存
会により、後継者の育成などの活
動が行われている。総経費37万
円

祖父江町の祖父江虫送り牧川実
行委員会により、愛知県指定の無
形民俗文化財尾張の虫送り行事
が7月9日に行われた。日下部太
鼓・木遣音頭はそれぞれの保存
会により、後継者の育成などの活
動が行われている。総経費37万
円

県・市指定の無形民俗文化財に対し、行事の実施、後継者の育成のため支援を行う。

○埋蔵文化財発掘調査の実施　尾張国分寺跡は昭和36年から平成27年度まで19回の発掘調査を実施。
○伝統芸能保存・継承に関する事業の実施　尾張の虫送り行事保存管理事業・木遣音頭保存管理事業などの実
  施。
○文化財展行事の実施　稲沢の文化財展の実施。
○文化財関連事業の実施　古文書講座・歴史講座・講演会や文化財公開デーなどの実施。

史跡尾張国分寺跡保存整備事業

尾張国分寺跡については、過去の発掘調査により概ね位置や規模を確定した金堂跡・塔跡・講堂跡な
ど、伽藍の中心部分について、平成24年1月24日に先行して国の史跡指定をうけた。平成23年度から27
年度にかけて寺域確認の発掘調査を実施し、その成果を基に寺域全体の史跡指定を目指している。
指定後の保存整備についても検討していく。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

史跡の範囲確認を目的に、塔跡
の北東部及び寺域南東隅推定地
の発掘調査を10月から1月まで、
第18次調査として実施した。また、
保存管理計画の策定のため、専
門業者によるレーザー航空測量を
実施した。総経費約1,328万円

第19次発掘調査は、史跡の範囲
確認を目的に9月から1月までの
期間、寺域の北西隅推定地で実
施した。また、文化庁・県教育委
員会文化財保護室の指導の下、
尾張国分寺跡史跡整備委員会専
門部会の委員を中心に会議を5
回開催し、『史跡尾張国分寺跡保
存管理計画書』をまとめた。総経
費約1,162万円

平成23年度から27年度にかけて
実施した寺域の範囲確認調査の
成果を取りまとめ、総括報告書
(Ⅱ)を発行するための作業を進め
た。また、追加指定予定地の地権
者に、所有地の史跡指定に係る
同意と、史跡指定地の管理者に
稲沢市を指定する同意書を得る
ため、地元説明会を実施した。総
経費約273万円

本年度は発掘調査は実施せず、追加指定の資料となる『史跡尾張国分寺跡総括報告書（Ⅱ）』の作成の
ための準備作業を進めた。

伝統芸能保存・継承に関する事業

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

文化財保護 生涯学習課

市内に所在する多数の貴重な文化財を保存・保護しながら、その活用を図り、市民の文化財愛護意識の
高揚を図るための啓蒙活動や埋蔵文化財の発掘調査・保護、伝統芸能の保存・継承等に関する事業を
行う。
文化財に関する講座や講演会を開催するとともに、ボランティア組織の充実に努める。

新規 継続重点

継続重点新規
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名④

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

文化財講演会は、稲沢の文化財展に関連して「古代のやきもの－尾張国分寺跡の出土品から－」と題し
て開催した。

《28年度の実績・評価》

○平成28年度は、史跡尾張国分寺跡の史跡範囲の追加指定に向け、平成23年度（第15次）から27年度（第19次）
に実施した範囲確認調査で出土した遺物ほかの整理と『尾張国分寺跡発掘調査総括報告書(Ⅱ)』発行のための準
備作業を進めた。また、史跡の追加指定に向けて、矢合町地区と堀之内地区で地権者を対象に説明会を実施し、
堀之内地区からは、「尾張国分寺跡史跡保存整備委員会」の委員に毎年交代する区長のほか地元選出委員の増員
の要望があった。
○虫送り実行委員会、木遣音頭保存会はそれぞれ地域の小学校で郷土学習を、日下部太鼓保存会は稲沢中学校で
地域交流講座を実施し、後継者育成などの活動にも積極的に取り組んでいる。
○平成28年度は、初めて中央図書館１階展示スペースを使用して「稲沢の文化財展－尾張国分寺跡の範囲を探る
－」を実施した。これまでの美術館での展示と異なり、ラバーマットに印刷した国分寺跡の地形図を展示室の中
心に据え、その周りに設置した展示ケースとパネルにより、来場者が俯瞰的に遺跡をとらえられるような展示に
努めた。
○文化財講演会は、稲沢の文化財展に合わせ「古代のやきもの－尾張国分寺跡の出土品から－」と題して、総合
文化センターホールを会場に開催した。講演会開催が展示期間の終盤であったため、聴講者が展覧会により講演
内容を確認する機会を提供できなかった。

《課題および今後の方針》

○史跡尾張国分寺跡については、史跡範囲を現在の伽藍中心部から寺域全体に拡大し、先に策定した『尾張国分
寺跡史跡保存整備基本構想』(平成26年3月)『史跡尾張国分寺跡保存管理計画書』(平成28年3月)を基に、史跡の
保存と整備を行い、活用を図っていく必要がある。
○無形文化財及び無形民俗文化財の保持団体には、稲沢市の文化財を広く紹介していくためにも、県主催の民俗
芸能大会などの機会を案内し、積極的な参加を促していく。
○文化財の展示に適した施設が必要である。
○文化財講演会の聴講者が減少しているので、開催時期や広報について検討が必要である。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

市内２か所において古文書・歴史
２講座を実施。文化財公開デーは
５月31日に大里地区の２か寺、10
月19日は中高記念館を公開した。
文化財めぐりは６月17・18日に、文
化財講演会は11月２日に開催し
た。

市内２か所において古文書・歴史
の2講座を実施。文化財公開デー
は５月30日に明治地区の２か寺で
指定文化財を、10月18日に中高
記念館をそれぞれ公開した。文化
財めぐりは6月9・10日に、文化財
講演会は11月1日に開催した。

市内２か所において古文書・歴史
の2講座を実施。文化財公開デー
は５月28日に稲沢地区の禅源寺
で指定文化財の公開とともに稲葉
宿の町並み散策を実施。また、10
月16日に中高記念館を一般公
開。文化財めぐりは6月7日に、文
化財講演会は8月20日に開催し
た。

文化財関連講座、文化財公開デー、文化財めぐりなどを開催し、市民の文化財への知識と理解を深め
る。

文化財展事業

美術館などを会場に「稲沢の文化財展」を開催する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

9月18日～25日に美術館におい
て、近年保存修理を実施したもの
や、新たに市の指定となったもの
などを展示した「稲沢の文化財
展」を開催し、702人の入場者が
あった。11月22日～30日に祖父
江町郷土資料館企画展を開催
し、121人の入場者があった。

10月27日～11月15日の会期で、
重要文化財公開 稲沢の文化財
展を荻須記念美術館の一般展示
室を会場に開催し、3,764人の入
場者があった。この会期に併せ、
美術館での展示ができなかった
長光寺の重要文化財鉄造地蔵菩
薩立像を地蔵堂と併せ特別公開
していただき、655人の参観者が
あった。

8月6日～22日の会期で、「稲沢の
文化財展－尾張国分寺跡の範囲
を探る－」を中央図書館1階の展
示コーナーで開催し、1,760人の
入場者があった。8月6日に中央
図書館研修室で、展示について
解説する講座を開催し、37名の聴
講者があった。

観覧者が展示した出土遺物や写真パネルなど尾張国分寺跡発掘調査の成果を立体的に感じられるよう
にするため、縦4.5ｍ、横3.1ｍのラバーマットに発掘場所を印刷し、展示コーナーの床に設置した。

文化財講座などの開催

重点 継続新規

継続重点新規

重点 継続新規

継続重点新規
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■　基本事項 

番号

19

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

○平成29年度からは、平成28年3月に策定した「いなざわ男女共同参画プランⅡ（第２次中間改訂）」に係る実施
状況調査となるため、新たに第２次中間改訂に盛り込まれたＤＶ対策基本計画や、重点項目に選定した施策の進
捗管理を効果的に行えるよう実施方法を工夫していく。

男女共同参画審議会を３回開催
し、「いなざわ男女共同参画プラ
ンⅡ」の第2次中間改訂に向けた
市民意識調査及び平成25年度事
業実施状況調査の内容について
審議

男女共同参画審議会を５回開催
し、市民アンケート調査結果及び
男女共同参画プランⅡの見直し
について審議
男女共同参画推進研究部会を５
回開催し、プランⅡの進捗状況及
び見直しについて調査検討

男女共同参画審議会を２回開催
し、「いなざわ男女共同参画プラ
ンⅡ」（第1次中間改訂）の目標値
達成状況について審議したほか、
平成27年度事業実施状況調査の
内容について審議

プランⅡ（第１次中間改訂）の進行管理については、計画期間の最終年度であることから、目標値の達成
状況も含めて審議会で審議、検討を行った。

《28年度の実績・評価》

○第２次期間（平成23年度～平成27年度）の最終年度である平成27年度の目標値達成状況については、22施策中
半数の11事業でＨ27年度末の目標値を達成しており、達成できなかった残り11事業のうち6事業でも８割以上の達
成率となっている。その一方で、達成率が６割に満たない事業も3事業あり、施策によって達成率のばらつきが見
られた。
審議会では、上記のような平成27年度実施状況調査の結果について審議し、助言・提言を頂くことが出来た。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施　策　名 担当課

男女共同参画の推進 生涯学習課

男女がお互いにその人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を
十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指す。

《これまでの取組状況》

○平成19年3月　男女共同参画プランⅡ作成
○平成23年3月　第１次中間改訂
○平成28年3月　第２次中間改訂
○男女共同参画審議会を開催し、男女共同参画推進に関する審議を行った。
○市民対象のセミナーや職員対象の研修を開催した。また、いなざわウィルネットにフォーラム等を委託し、普
及啓発に努めた。

いなざわ男女共同参画プランⅡの進行管理

平成23年３月に第１次中間改訂した男女共同参画プランⅡの進行管理を行い、男女共同参画社会の形
成を図る。

新規 継続重点
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■　基本事項 

番号

20

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《28年度の実績・評価》

○少年愛護センター街頭指導事業については、少年愛護センター指導員による自主研修を開催し、情報交換や資
質向上に努めた。また、街頭パトロール等の充実に努め、環境浄化や非行防止の推進を図った。

《課題および今後の方針》

○青少年教育事業については、関係課及び関係機関との情報交換により、地域の実情に応じた取り組みが求めら
れている。今後も街頭パトロールを中心に、非行防止・青少年健全育成の推進を図っていく必要がある。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

指導員による声かけ人数889人
　（全ての声かけ人数を表記）

指導員による声かけ人数1,397人
　（全ての声かけ人数を表記）

指導員による声かけ人数1,080人
　（全ての声かけ人数を表記）

少年愛護センター指導員が市内を巡回し、青少年に声かけを行うとともに、街頭啓発活動等を通じ、青
少年の非行防止を図る。

○放課後子どもプランの実施に向けて、放課後子どもプラン運営委員会を設置し、開催要項など開催に向けた協
議を行った。(平成20～25年度)
○地域ぐるみでの青少年の育成を考えるため、毎年７月に青少年健全育成市民大会を開催している。

家庭教育事業

講座・教室を開催する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

子育てセミナー４教室、親子ふれ
あい広場５講座、親子ふれあい教
室20教室、子ども教室１教室及び
家庭教育学級を開催

子育てセミナー3教室、親子ふれ
あい広場５講座、親子ふれあい教
室20教室、子ども教室１教室及び
家庭教育学級を開催

子育てセミナー3教室、親子ふれ
あい広場５講座、親子ふれあい教
室19教室、子ども教室１教室及び
家庭教育学級を開催

青少年教育事業

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

家庭教育・青少年健全育成の推進 生涯学習課

少年愛護センターの充実並びに警察など関係機関との連携強化を図る。
家庭・学校・地域が連携し、豊かな人間性・社会性を身につけた青少年の育成を目指す。

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

21

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

事業計画

実施状況

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

実施状況

■ 教育委員会による評価（自己評価）

平成27年9月に着工し、平成29年6月末完成予定。

《28年度の実績・評価》

○武道館耐震補強工事を完成することができた。
○市民会館改修工事（大ホール舞台機構）の平成28年度工事分については、平成28年6月に完了した。

《課題および今後の方針》

○他の生涯学習施設の多くが老朽化により大規模な改修工事等が必要になってきており、施設を適正に維持する
とともに長寿命化を図っていく。

　天井反射板、正面反射板、側面
反射板の塗装等
　平成27年度分工事は、平成28
年3月に完了

　　電動吊物　滑車、ワイヤー、幕
地等の更新
　平成28年度分工事は、平成28
年6月に完了

○各施設の改修工事を適宜進めている。

武道館耐震補強工事

耐震補強及びリニューアル工事を行った。

耐震補強及びリニューアル工事。

平成28年9月に着工し、平成29年2月完成した。

市民会館改修工事（大ホール舞台機構）

吊物機構、床機構、舞台幕地の更新

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

生涯学習施設整備事業 生涯学習課

多くの生涯学習施設が、老朽化等により、大規模な改修を進める必要があるため、計画的に整備を図
る。

重点新規 継続

重点新規 継続

36



■　基本事項 

番号

22

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

  補助事業、スポーツ推進委員活動、指導者育成についての内容を検討し、市民がより多くのスポーツ
活動に参加し、健康で明るい市民生活ができるようにするとともに競技力の向上に努めている。

補助事業の実施
　ｽﾎﾟｰﾂ少年団　617,000円
　地区体育振興会補助金
　　15地区　4,332,200円
　体育協会　5,825,443円
　ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会270,000
円
スポーツ推進委員活動の推進
指導者の育成

補助事業の実施
　ｽﾎﾟｰﾂ少年団　617,000円
　地区体育振興会補助金
　　15地区　4,329,300円
　体育協会　6,279,284円
　ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会270,000
円
スポーツ推進委員活動の推進
指導者の育成

補助事業の実施
　ｽﾎﾟｰﾂ少年団　617,000円
　地区体育振興会補助金
　　15地区　4,323,600円
　体育協会　6,375,000円
　ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会270,000
円
スポーツ推進委員活動の推進
指導者の育成

祖父江地区、平和地区ともに総合
型地域スポーツクラブがスタート
し、順調に活動している。平成26
年度の実績としては、祖父江地区
においては47教室で1,184名の参
加、平和地区においては耐震補
強工事の影響で若干の減少は
あったものの、33教室752名の参
加があった。

祖父江地区、平和地区ともに総合
型地域スポーツクラブがスタート
し、順調に活動している。平成27
年度の実績としては、平和地区に
おいては36教室706名の参加、祖
父江地区においては耐震補強工
事の影響で若干の減少はあった
ものの、51教室1,111名の参加が
あった。

総合型地域スポーツクラブは順調
に活動しているが、祖父江町体育
館において平成27年10月から行
われていた耐震補強工事が平成
28年9月で終了し、10月から通常
の開館に戻った。平成28年度の
実績としては、平和地区において
は36教室810名の参加、祖父江地
区においては42教室1,112名の参
加があった。

体育団体の育成・充実

地区体育振興会、スポーツ・レクリエーション事業参加者数を増やし、スポーツ団体の育成・充実を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

  28年度においては、祖父江町体育館の耐震補強工事を9月まで行った。工事期間中はほぼ会場使用
できない状況となっており、教室開催における会場確保に大変苦慮したが、他施設の会場を借用し教室
開催を継続した。

○地区体育振興会、体育協会、スポーツレクリエーション協会、スポーツ少年団の活動に対して補助をしてい
る。
○地区体育振興会については、市町村合併以後、全地区で組織化され、地区住民の健康増進や体力づくりのため
のさまざまな活動を実施している。体育協会、スポーツレクリエーション協会、スポーツ少年団についても、健
康増進はもとより、競技力の向上に努めている。

スポーツ普及振興

スポーツを通じて地域コミュニティの形成を図り、生涯スポーツ社会の実現を目指すとともに、総合型地域
スポーツクラブを設立し、その育成を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

スポーツ振興事業 スポーツ課

スポーツ団体の育成、充実に努めることにより、市民がより多くのスポーツ行事に参加し、健康で明るい市
民生活に寄与するとともに競技力の向上を図る。

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

○総合型地域スポーツクラブについて、祖父江地区、平和地区でのさらなる活動を進めるとともに、これまでの
各種団体の活動に新たな取組みができるようスポーツ振興基金の活用など、さらにスポーツの普及振興を図る。

 優秀なジュニア選手への奨励金
　の交付　　　　　　　　  250,000円
　助成事業　　　　　　 　200,000円

 優秀なジュニア選手への奨励金
　の交付　　　　　　  　　150,000円
　助成事業　　　　　 　　100,000円

 優秀なジュニア選手への奨励金
　の交付　　　　　　    　150,000円
　助成事業　　　　　　　          0円

 豊田合成に所属するバレーボール、ハンドボール、バスケットボール競技のトップアスリートによる市内中
学校部活動への巡回指導を行った。また、バレーボール選手とラヴィーナ30とのコラボレーションによる
トークショーを開催した。

《28年度の実績・評価》

○祖父江地区の総合型地域スポーツクラブ及び平和地区の総合型地域スポーツクラブの育成を図った。さらに会
員増を目的にプログラムの充実などを積極的に進めた。
○補助事業によりスポーツ振興の普及と支援を行い、スポーツ・レクリエーション事業への参加者数を増やすと
ともにスポーツ団体の育成・充実を図った。
○スポーツ振興基金により、優秀なジュニア選手への奨励金の交付を行ったが、ジュニア選手等育成のための事
業の助成事業については該当する団体がなかった。また、豊田合成に所属するバレーボール部による教室の開催
と、ハンドボール、バスケットボール部のトップアスリートによる市内中学校部活動への巡回指導を行った。

スポーツ振興基金の運営

優秀なスポーツ選手への助成、ジュニア選手の育成事業、スポーツを通して相互理解、競技力向上を目
的としての交流事業を実施する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

23

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

 有効的な施設利用ができるよう、各学校との連絡調整を密に行い、利用者のニーズを把握するなど、適
切に管理運営ができるよう努めている。

《28年度の実績・評価》

○平成27年度から「いなざわ特別支援学校」の運動場開放を行ったが順調に実施されている。
○指定管理による公共体育施設の管理運営が円滑に行えるようにするため、指定管理者との連絡を蜜に行い、起
こりうる問題や課題に迅速に対応し、利用の拡大を図った。
○学校開放管理指導員、学校開放運営協議会との連絡調整を図り、迅速な対応に努め、利用の拡大と有効利用を
図った。

《課題および今後の方針》

○各施設の現状を把握し、改修などの改善計画を作成するとともに、多様化するニーズにも的確に対応できるよ
う調査研究を進める。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

小学校23校、中学校９校の
運動場と体育館
平和中除く中学校８校の柔剣道
場の開放
高校３校の運動場の開放

いなざわ特別支援学校の開放

学校体育施設を整備し、適切な管理運営を図るとともに、利用の拡大、有効利用を図る。

○指定管理者制度導入状況
　　祖父江の森（平成26年度～平成30年度）市民球場等（平成26年度～平成30年度）
　　総合体育館（平成26年度～平成30年度）祖父江町体育館（平成26年度～平成30年度）
　　平和町体育館等（平成26年度～平成30年度）
○現在、市内の全小中学校の運動場と体育館並びに中学校の柔剣道場を開放しており、地域でのスポーツ活動の
中心的活動場所となっている。
○運営にあたっては、小学校区単位で「学校開放運営協議会」を設置し、地域住民により自主管理を行ってお
り、中学校においては「学校開放管理指導員」を置き、管理運営にあたっている。

公共体育施設の適切な管理運営及び利用の拡大

指定管理者により市民サービスの向上や経費の削減等を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

祖父江の森

市民球場等
総合体育館
祖父江町体育館
平和町体育館等

平成26年度～平成30年度まで
　

平成26年度～平成30年度まで
　

平成26年度～平成30年度まで

 平成26年度から新たな指定管理者による指定管理が始まった。平成26年度から29年度3月現在まで順
調に管理運営されている。須ヶ谷グランドにおいては駐車場整備とトイレ設置工事を行った。また、六輪
グランドにおいてはテニスコート整備工事を行い、利用者にはその間ご迷惑をおかけしたが、今後も安全
を確保し、安心して使用していただくために、施設の充実を図り、より良い市民サービスが提供できるよう
に管理、指導していく。

学校開放体育施設の整備及び有効利用

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

体育施設維持管理及び整備事業 スポーツ課

公共体育施設の適切な管理運営及び利用の拡大を図るため、指定管理者制度を導入し、市民サービス
の向上や経費の削減等を図る。
地域スポーツの振興に欠くことのできない学校体育施設の効率的な利用を推進し、市民の体力向上と健
康の増進を図る。

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項

番号

24

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組

事業名①

事業概要

事業計画

実施状況

事業名②

事業概要

事業計画

実施状況

事業名③

事業概要

事業計画

実施状況

■ 教育委員会による評価（自己評価）

○他の体育施設も大規模な改修工事が必要となってきており、計画的に進められるよう現状把握と改修計画の立
案を進める。

六輪グランドテニスコート整備工事

老朽化した既存のコート基礎及び表面塗装を取り除き、新しい基礎及び表面塗装を施工する。

テニスコート基礎及び表面塗装の整備工事

平成28年9月に着工し、平成28年12月完了。

平和町体育館屋上防水改修工事

平和町体育館の体育室、小体育室、武道室、管理棟の屋根部分全ての老朽化した防水シート等の改修
工事を行う。

体育室、小体育室、武道室、管理棟の屋根部分全ての防水改修工事

平成28年12月に着工し、平成29年3月完了。

《28年度の実績・評価》

○須ヶ谷グランド駐車場整備においては、33台分の駐車スペースを新設するとともに、出入口へのスロープの設
置も行った。トイレ設置工事においては、多目的トイレ1室と、男子用トイレ1室を有するトイレ棟を新設し、今
まで使用していた簡易トイレを撤去した。
○六輪グランドテニスコートは塗装表面の剥がれもひどく、また、内部のクッション材等の劣化も進んでいたた
め、内部材も含めた塗装改修工事を行った。
○平和町体育館においては、屋上防水シート等の経年劣化による防水機能が低下し、頻繁に漏水がみられる状態
となっていたため、体育室をはじめ屋上全ての防水改修工事を行った。

《課題および今後の方針》

平成28年9月に着工し、平成29年3月完了。

施　策　名 担当課

体育施設整備事業 スポーツ課

昭和50年代に建設された体育施設が多くあり、建設から約30年経過し、老朽化等により、大規模な改修
を進める必要があるため、計画的に整備を図る。

《これまでの取組状況》

○各施設の改修工事を適宜進めている。

須ヶ谷グランド駐車場整備及びトイレ設置工事

須ヶ谷グランドの西側を駐車場として整備し、約30台の駐車スペースを確保する。また、グランド北西角に
男子小便器1器、多目的トイレ1室を擁するトイレ棟を整備する。

駐車場整備及びトイレ棟の新設工事

重点新規 継続重点新規 継続

重点新規 継続重点新規 継続

重点新規 継続重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

25

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

図書館資料の充実 図書館

一般書、児童書、参考図書など図書資料、視聴覚資料の充実に努める。

ＣＤ、ＤＶＤの視聴覚資料を購入する。

○平成２９年３月末現在の蔵書数
　　図書　　　　一般書：４４６，６５６冊　　児童書：１５５，６７１冊　　コミック：２３，０６６冊
　　視聴覚資料　ＣＤ：１２，２２７点　　ＤＶＤ：５，９８３点
　　　　　　　　郷土資料：１６，７６９冊　大活字本：３，２３５冊（以上、一般書のうち）
　　　　　　　　ＹＡ図書：１５，４７６冊（以上、中央図書館児童書のうち）

図書資料の購入

一般書、児童書など図書資料を購入する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

図書資料購入状況
一般書  10,865冊  19,190,683円
児童書    5,429冊    8,732,708円
コミック    1,605冊    1,072,882円
合計     17,899冊   28,996,273円

図書資料購入状況
一般書   10,016冊  18,636,932円
児童書   6,020冊   10,199,807円
コミック   1,740冊     1,162,434円
合計     17,776冊   29,999,173円

　　　図書資料購入状況
　一般書  9,901冊　19,203,312円
　児童書  5,851冊    9,722,626円
　コミック  1,590冊    1,071,945円
　合計   17,342冊   29,997,883円

平成28年度資料購入計画を策定し、計画に基づき図書資料を購入した。特に、中央図書館では郷土資
料として地域に関係する古書類と、近年増冊が進まなかった大活字本を購入した。平和町図書館では、
人気コミックの劣化が進んでいる資料の買い替えを行った。また、配本セットの追加購入を行った。

視聴覚資料の購入

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

視聴覚資料購入状況
CD       161枚     635,082円
DVD     247枚  2,339,099円
合計     408枚  2,974,181円

視聴覚資料購入状況
CD 　　　 104枚　     413,329円
DVD  　  147枚　　1,579,891円
合計       251枚    1,993,220円

視聴覚資料購入状況
CD 　 　97枚　    415,653円
DVD   144枚　 1,582,492円
合計   241枚 　1,998,145円

平成28年度資料購入計画に基づき、視聴覚資料を購入した。うち、中央図書館では、多様なニーズに応
えられるよう低価格帯の資料購入により資料数の増加を図った。

《28年度の実績・評価》

○資料購入計画に基づき購入をし、特に近年増冊が進まなかった大活字本を購入することで、多岐にわたるニー
ズに応じる資料収集を進めた。また、前年度に続き、配本サービス用の図書を購入し、充実を図った。
○視聴覚資料については、様々な要求に応じるよう、低価格帯の資料購入により多岐にわたるジャンルの資料の
購入に努めた。

《課題および今後の方針》

○従前の卸業者の業務撤退に伴う選書方法の変更により、事前に現物を確認しての選書ができなくなった。
○稲沢市図書館として各館の特性を生かす資料の収集はもとより、利用者満足度調査を始めとした、利用者の
ニーズを把握しながら、図書館資料として有効的な資料の充実に努める必要がある。そのためには、選書会議の
充実等、よりよい選書・資料選定作業を行うための方策の検討・実施が不可欠である。

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

26

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

図書館サービスの充実 図書館

絵本の読み聞かせやブックスタート事業等乳幼児に対するサービス、施設見学、職場体験学習の受入れ
等児童、青少年に対するサービス、リクエスト制度及び相互貸借制度の活用等成人に対するサービス、声
の図書作成・郵送サービス、家庭文庫サービス等、高齢者、障害者に対するサービスの充実に努める。

施設見学、職場体験学習の受入れ、児童閲覧室のテーマコーナーの充実を図る。

○図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせ等を、定期的に中央図書館及び祖父江の森図書館において実施し
た。また、ブックスタート事業を、４か月児健康診査時に保健センター等において実施した。
○図書館への施設見学、職場体験学習等の受入れを行った。また、リクエスト制度及び相互貸借制度を活用し、利
用者へのサービスを行った。
○高齢者、障害者に対し、図書館ボランティアによる声の図書作成・郵送サービス、家庭文庫サービスを行った。

乳幼児に対するサービスの充実

絵本の読み聞かせ及びブックスタート事業等を実施する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

絵本の読み聞かせ

新規：奇数月第3水(11:00～11:30)
    ＊赤ちゃん対象(祖父江の森)
ブックスタート事業  30回
 絵本パック(3館)  1,175人に配布

絵本の読み聞かせ等（★は乳児対象）
毎週火・毎月第1.2.3土(11:00～11:30)
　毎週土・日（14:00～14:30)
　毎月第１木(16:00～16:30)
　毎月第２水(11:00～11:30)(中央★）
　奇数月第3水(11:00～11:30)（祖★）
ブックスタート事業 30回
 絵本パック(3館) 1,124人に配布

絵本の読み聞かせ等（★は乳児対象）
毎週火・毎月第1.2.3土(11:00～11:30)
　毎週土・日（14:00～14:30)
　毎月第１木(16:00～16:30)
　毎月第２水(11:00～11:30)(中央★）
　奇数月第3水(11:00～11:30)（祖★）
ブックスタート事業 30回
 絵本パック(3館)１，１１７人に配布

ブックスタートで配布する図書の選定を行なった（次年度以降分）。市内保育園・児童センターに図書館
事業、資料利用の紹介を行い、乳幼児の読書環境向上の啓発を行った。

児童、青少年、成人に対するサービスの充実

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

小学校児童の施設見学
　  　  20回　延べ　 845人
職場体験学習
　　延べ 12日　　延べ 43人

小学校児童の施設見学
　  　 20回　延べ　 842人
職場体験学習
　　延べ 10日　　延べ34人

小・中学校、児童・生徒の施設見
学  　　19回　延べ727人
職場体験学習
　　延べ 10日　延べ37人

一般開架では、一般向け、ヤングアダルト向けのテーマコーナーを設けて、魅力的なＰＯＰ、ディスプレー
とともに関連図書を紹介した。児童閲覧室でも、テーマコーナーの充実を図った。
各館で、小中学校児童生徒の施設見学受け入れを行い、図書館への興味を喚起した。また、中学生のグ
ループ見学、職場体験学習、インターンシップの受け入れを行った。

高齢者、障害者に対するサービスの充実

声の図書作成・郵送サービス、家庭文庫サービスの充実を図る。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

家庭文庫
　登録者2人に延べ96冊貸出
声の図書作成・郵送サービス
　登録者18人に延べ216点貸出

家庭文庫
　登録者2人に延べ96冊貸出
声の図書作成・郵送サービス
　登録者19人に延べ207点貸出

家庭文庫
　登録者2人に延べ96冊貸出
声の図書作成・郵送サービス
　利用者16人に延べ203点貸出

ボランティアの協力により、デイジー図書の増加を行い、利用者の要求に沿う資料配備に努めた。大活字
本の購入を増加させた。

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

○イベント・講座に対する参加者の評価は高いが、参加者の年代に偏りが見られる。
○利用者のニーズは多岐にわたるため、引き続き利用者満足度調査を実施し、図書館サービスの充実を図る。
○平成３０年度から、新たな３年間の中央図書館窓口業務委託を行うにあたり、業務内容を見直したうえで再び公
募型プロポーザル方式による選定を実施し、図書館サービスの一層の充実を図る。

《28年度の実績・評価》

○平成28年度は中央図書館にて開館10周年記念事業を展開、南極越冬隊員の経験談や、押し花展、落語入門講座、
明治期蓄音機演奏会など多彩な事業を行った。
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■　基本事項 

番号

27

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

子ども読書活動推進 図書館

子どもが自主的に読書活動を行うことができるように環境の整備を図る。

４月２３日の子ども読書の日に因んだイベントを図書館ボランティアの協力により開催した。

○子ども読書活動推進計画を効果的に推進していくために図書館協議会において進行管理を行っている。
○「子ども読書の日」に因んで、イベントを開催した。
○11月を読書月間として、図書館ボランティアの協力により、絵本の読み聞かせなどのイベントを開催した。

子ども読書活動推進計画の進行管理

図書館協議会において子ども読書活動推進計画の進行管理を行っていく。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

第３回アンケート調査を７月に実
施し、11月の第２回図書館協議会
において結果を報告した。

計画の「具体的な取組み」に基づ
き実施された事業の現状把握を
行った。

第２次計画第１回アンケート調査
を実施した。

第１次計画時の意見を反映し、第２次計画の第１回アンケート調査を９月に実施した。
小中学校への配本サービスを試行し、次年度以降の本実施に向けての検討を行った。

子ども読書の日に因んでイベント開催

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

開催期間 4月12日～29日
   大型絵本のおはなし会、語りの
会、おはなしリレー、こどものひろ
ば、 図書館探検ツアー、親子で
つくってあそぼう、トークイベントな
どのイベント開催
７回　参加延べ人数340人

開催期間 4月11日～29日
   大型絵本のおはなし会、語りの
会、おはなしリレー、こどものひろ
ば、 図書館探検ツアー、親子で
つくってあそぼうなどのイベント開
催
６回　参加延べ人数338人

開催期間 4月9日～30日
   大型絵本のおはなし会、語りの
会、おはなしリレー、こどものひろ
ば、 図書館探検ツアー、親子で
つくってあそぼうなどのイベント開
催
６回　参加延べ人数285人

毎年の定例企画となっており、各ボランティアが各回異なるプログラムで実施していただいるため、特に変
更はない。

読書週間に因んでイベント開催

全国読書週間（10月27日から11月９日）に因んでイベントを開催した。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

開催期間　11月１日～30日
　 朗読のひととき、アコーディオン
とヴァイオリンによる歌と人形げき、
大型えほんのおはなし会、秋の語
りの会、こどものひろば、秋のおた
のしみ会、秋の朗読会などのイベ
ント開催
７回　参加延べ人数571人

開催期間　11月3日～29日
　 朗読のひととき、大型えほんの
おはなし会、おはなしリレー、秋の
語りの会、こどものひろば、としょ
かんふれあいコンサートなどのイ
ベントを開催
６回　参加延べ人数440人

開催期間　11月3日～23日
　 朗読のひととき、大型えほんの
おはなし会、秋の語りの会、秋の
お楽しみ会、こどものひろば、絵
本作り講座などのイベントを開催
６回　参加延べ人数331人

毎年の定例企画となっており、各ボランティアが各回異なるプログラムで実施していただいている。今年度
は、秋のイベントでも絵本の作成講座が開催された。

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続

重点新規 継続
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■ 教育委員会による評価（自己評価）

《課題および今後の方針》

○28年度の試行を受けて、29年度から小中学校の配本サービス事業を全校対象に実施する。しかしながら、各学
校の配本回数が少ない、学校間の意識差など、課題が多い。課題の解決、改善に向けて検討を進める予定。
○子どもの読書の日・読書週間に因んだイベントのほか、夏休みの親子の来館を促すイベントの重要性に着目
し、今年度は夏休み期間に新規事業を実施する予定。

《28年度の実績・評価》

○第２次子ども読書活動推進計画の新規事業として、次年度以降本実施を予定している小中学校の配本サービス
を実施し、内容検討等を行った。試行対象校には概ね高評価であった。市内の子どもの読書傾向を把握するた
め、第2次計画の第1回アンケートを行った。
○子ども読書の日・読書週間に因んだイベントでは、ボランティア団体の協力により、多彩なイベントを実施し
た。
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■　基本事項 

番号

28

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

それぞれの所蔵家から、1年から3年の期間で荻須作品の寄託を受入れている。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

寄託作品:8点
※平成25年から継続

寄託作品:8点
※うち油彩画１点を平成27年
3月に返却し、同月に油彩画
１点を新規受託した。

寄託作品:8点
※平成２７年から継続

神奈川県在住の個人から荻須油
彩画作品1点、資料1点、寄付の
申出があり、2月18日の収集委員
会に諮り、受理した。

東京都在住の個人から荻須油彩
画作品1点寄付の申出があり、1月
7日に作品を収集委員会に諮り、
受理した。

荻須の代表作《モンマルトル》25
号1点を遺族から購入し、10月28
日の特別展開会式で披露した。
また、荻須の遺族より油彩画作品
１点、個人1名よりリトグラフ１点の
寄付を受理した。

寄託作品の受入れ

○平成８年度以降、荻須作品を購入して、所蔵作品の充実に努めてきた。
○平成16年度開催の「秘蔵の荻須展」以来、荻須作品所蔵者からの情報提供が多数ある。その後、作品寄贈・寄
託の申し出があり、収集委員会で調査審議した後、受け入れ、常設展で紹介している。
○平成14年度から所蔵作品をよりよく保存、展示するため、作品の劣化要因を除去するとともに展示効果の高い
保護材を作品の額装に採用している。
○平成27年度は、所蔵品の増加に対応できるように、収蔵庫を増築しバックヤードを充実させたので、今後良い
作品があれば荻須作品を購入できるように、また寄贈、寄託を受けることができるように努める。

荻須作品の収集

平成27年度末で所蔵する荻須の油彩画作品は34点であるが、常設展では主要作品を常時展示してお
り、作品を休めることができない。また、他館などからの貸出依頼に対して十分に応えることができない。こ
のため油彩画作品の所蔵点数を50点以上にすることで、常設展での作品の展示替えを可能にするととも
に、他館からの貸出し要請に応えられるようにする。
過去の購入点数：昭和55年  2点、平成4年  1点、平成8年度　2点、平成10年度　3点、平成13年度
                         2点、平成16年度　2点、平成19年度　2点、平成22年度　3点、平成25年度  １点
                         合計　18点
過去の寄贈点数：昭和55年  1点、昭和58年  7点、昭和61年  2点、平成17年度　1点、平成19年度
                        1点、平成22年度　1点、平成24年度　1点、平成26年度　1点、平成27年度　1点
　　　　　　　　　　　合計　16点
今後の購入計画：今後も良い作品があれば購入できるようにするため基金を積み立てる。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

施　策　名 担当課

収集・保存事業 美術館

所蔵品の充実を図るため、美術品等購入基金を積み立てる。また、常設展示の充実を図るため、個人あ
るいは企業から荻須作品の寄付・寄託を受ける。
貴重な荻須作品の劣化が進まないよう作品の保護、修復と劣化要因の除去を行う。

《これまでの取組状況》

重点新規 継続

重点新規 継続
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■ 教育委員会による評価（自己評価）

《28年度の実績・評価》

○荻須の遺族から油彩画１点を購入するとともに、油彩画１点の寄付を受けた。また個人の方からリトグラフ１
点の寄付いただき、所蔵点数は201点となった。

《課題および今後の方針》

○寄贈・寄託作品の受入れにあたっては、申出があった場合、作品の調査を慎重に行い、収集委員会による審議
により寄贈・受託が承認された作品を受け入れる。
○荻須作品の情報提供があった場合、積極的に作品調査等を実施する。
○修復については、必要性を見極めて実施し、末永く保存展示できるようにしていく。
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■　基本事項 

番号

29

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

展示・公開事業 美術館

稲沢市出身の洋画家荻須高徳を顕彰、紹介し、また、市民の芸術作品を鑑賞する機会を提供するととも
に作品発表の機会を設ける。

○昭和58年の開館以来、常設で荻須高徳展を開催し、年1回定期的に展示替を行っている。平成8年にアトリエ復
元施設を建設し、公開している。
○特別展として年1回、荻須高徳や荻須に関連する作家、あるいは現代美術を紹介する展覧会を開催し、市民に鑑
賞の機会を提供している。
○美術館が開館した昭和58年から、美術館を担当課・会場として第20回以降の稲沢市民展と、昭和55年に荻須高
徳の提言により始まった絵になる町児童生徒絵画展を第4回以降年1回開催している。

特別展・企画展の開催

荻須没後30年を記念し、50年以上にわたりパリに滞在し、街並みを描き続けた荻須高徳の作品を中心
に、荻須と同様に渡仏し、「芸術の都」として憧憬の地であったパリを描いた日本近代芸術家の作品を展
示する展覧会。
岡山県の笠岡市立竹喬美術館及び兵庫県の神戸市立小磯記念美術館と共催する。
今回の展覧会では、四半世紀にわたり日本近代芸術家の作品を収集された個人の秘蔵コレクションに３
館の所蔵品を加えた84点により紹介する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
荻須高徳と同時代に生き、生涯の
モチーフである婦人像を中心に描
き続けた小磯良平の美術学校時
代から晩年までの油彩画など42
点を紹介した。

名称:小磯良平展

会期:10月25日～12月7日
                                   (38日)
観覧者数:7,664人(202人/日)

教育普及事業
・講演会
     11月3日
         参加者:55人
・子ども美術講座
     11月9日、16日
         参加者:40人

稲沢市に制作拠点を置き、全国
的な活躍をした画家、磯野宏夫の
展覧会。アクリル画など59点から
画業を紹介した。

名称:磯野宏夫展 -生命・緑の輝
き-

会期:7月18日～8月16日
                                   (26日)
観覧者数:4,145人(159人/日)

教育普及事業
・講演会
     　7月20日
         参加者:66人
・親子講座
    　 7月25日、8月1日
         参加者:延べ40人
・子ども美術講座
    　 8月2日、9日
         参加者:延べ40人

荻須高徳の作品を中心に、日本
近代芸術家がパリを描いた作品
を、個人コレクション70点と共催館
所蔵14点の計84点により紹介し
た。

名称:パリに生きる パリを描く
      -M氏秘蔵コレクションによる-

会期:10月29日～12月11日
                                   (38日)
観覧者数:6,061人(160人/日)

教育普及事業
・講演会
     　11月3日
         参加者:38人
・子ども美術講座
    　 11月13日、20日
         参加者:延べ35人

中日新聞社との共催により、新聞紙面に展覧会開催の周知をすることで、観覧者数の増加を図った。
また、３館共催での開催により、実行委員会を立ち上げ、各館業務を分担して進めることで、経費の削減
を図るとともに、図録の作成においては、１館では成し得ない内容の充実した図録の作成が可能となっ
た。

重点新規 継続重点新規 継続
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事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

常設展では、荻須高徳の画業が概観できるように展示するとともに、パネルで油彩作品を概説する。
アトリエの復元施設では、荻須が作品制作した当時の雰囲気を味わえるようにする。

荻須高徳常設展、アトリエの公開

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

油彩 28点（寄託作品 6点）
水彩 1点
リトグラフ 24点
素描 5点
木炭デッサン 1点
タピスリー 1点

油彩 34点（寄託作品 7点）
水彩 2点
リトグラフ 16点
素描 2点
タピスリー 1点

油彩 34点（寄託作品 7点）
水彩 2点
リトグラフ 20点
素描 2点
タピスリー 1点

《28年度の実績・評価》

特別展期間中は、「M氏秘蔵コレクション」と区分するため、常設展の一部に共催２館の所蔵品10点を
コーナー展示した。

市民展、絵になる町児童生徒絵画展の開催

それぞれの要項に従い作品を募集し、入賞・入選者を決定する。市民展は10月4日(火)から１6日(日)まで
の会期、絵になる町児童生徒絵画展は1月4日(水)から1月15日(日)までの会期で、入賞・入選作品を展
示する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

○特別展「パリに生きる　パリを描く」展は、荻須作品22点を核として、同様にパリに渡った日本近代芸術家の
作品を展示することにより、画家のパリに対する想いを紹介する良い機会となった。

《課題および今後の方針》

○市民の文化芸術活動の拠点となるために、質の良い展覧会を企画し、周知に努める。
○市民展や絵になる町児童生徒絵画展は、市民や児童生徒の制作、発表、鑑賞の場として継続していく。

市民展：展示点数　　214点
　　　　　観覧者数　2,443人
絵になる町：展示数　250点
　　　　　観覧者数　2,433人

市民展：展示点数　　196点
　　　　　観覧者数　2,624人
絵になる町：展示数　250点
　　　　　観覧者数　2,850人

市民展：展示点数　　196点
　　　　　観覧者数　2,236人
絵になる町：展示数　250点
　　　　　観覧者数　 2,474 人

重点新規 継続

重点新規 継続
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■　基本事項 

番号

30

施策の目標
（基本方針）

■　平成28年度の主な取組 

事業名①

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

事業名②

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

《これまでの取組状況》

施　策　名 担当課

教育・普及事業 美術館

作品の鑑賞とともに、実技の講座を開講することで、作品を制作する楽しさを感じられるようにようにする。
また、市内の学校との連携により、鑑賞学習の場を提供する。
美術館学芸員を志望する学生のために実習生を受入れる。

○市内の小中学校の要望に応え、美術館での鑑賞学習等の場を提供している。また平成20年度からは学校教育課
との協働で、市内の小学6年生全員が「稲沢郷土学習」として荻須高徳についての学習を美術館で実施している。
○平成22年度からは子どもわくわく美術講座を､平成25年度からはアートスタート、美術館大学パートナーシップ
事業を実施している。
○平成8年度から尾張部の美術系大学を中心に博物館実習生を受入れている。

学校との連携による稲沢郷土学習、作品鑑賞授業の受入れ

学校教育課がバスを借り上げ、市内の小学6年全員が、荻須作品鑑賞等を行う。その際、展示の解説を
行う。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

学校の要望を考慮し、作品鑑賞や模写の時間を調整しつつ実施した。

一般を対象とした美術に関する講座や、小学生を対象とした子どもわくわく美術講座を実施する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

美術講座の開催

10月29日から12月5日までのうち
の11日間で、23校の教職員を含
む1,424人を受入れた。

10月9日から12月16日までのうち
の10日間で、23校の教職員を含
む1,337人を受入れた。

11月2日から12月9日までのうちの
10日間で、23校の教職員を含む
1,324人を受入れた。

育児世代向け美術講座については、子どもを預けて親が制作する内容より、子どもに体験させる内容や
親子一緒に制作する内容の方がニーズがあるという声があり、親子で一緒に楽しむことを重視した内容と
し、市広報紙や地域情報誌、公共施設(図書館、児童センター)、生涯学習課の講座等でPRをした。

美術講座「スケッチから水彩画・油
彩画へ」(１０回講座)一般対象:１9
人
子どもわくわく美術講座
(２回講座)小・中学生対象:35人
ファミリー鑑賞day
参加者:14組 33人
ママ・パパ美術鑑賞会
参加申込者当日キャンセルにより
開催しなかった。

美術講座
「クレイ・デコで夢のひととき」
(１回講座)参加者:8組16人
親子美術講座
「親子で色あそび」
(１回講座)参加者:１0組20人
ファミリー鑑賞day
参加者:1組 2人
ママ・パパ美術鑑賞会
参加者:1組 2人

子ども美術講座
「いろいろな色塗り」
(１回講座)小学生対象：2回開催
　　　　　　　　　　　　　　　延39人
親子美術講座
「いろ かたち どんな音？」
(1回講座）参加者：7組14人

ファミリー鑑賞day
参加者:1組 2人

重点新規 継続

重点新規 継続
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事業名③

事業概要

年　　度

実施状況

平成28年度の
変更点・改善点

■ 教育委員会による評価（自己評価）

特別展「パリに行きる　パリを描く」展に合わせ、美術館周辺の店舗が記載されたマップを愛知文教女子
短期大学の学生に作成していただき、来館者に配布することで、稲沢の案内の一助とした。

美術館大学パートナーシップ事業

学生、教職員の人数に応じた年会費を納入していただくことで、学生証、教職員証の提示により、稲沢市
荻須記念美術館の常設展及び稲沢市主催の特別展を無料で観覧できるもの。また、美術館と大学との
協議により、提携を深める事業を企画実行する。

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

○稲沢郷土学習では、市内23校の小学6年生1,324人(教職員含む)を受け入れ、実施した。「こども鑑賞プログラ
ム」を使い、特別展を鑑賞し、感想の発表、荻須アトリエの見学などを実施した。
○子どもに体験させるものや子どもと一緒に行うものの方がニーズがあるという育児世代からの意見により、親
子講座を実施した。
○美術館大学パートナーシップ事業により特別展「パリに生きる パリを描く」に合わせ、愛知文教女子短期大学
の学生にマップを作成してもらい、連携事業にも努めた。

《課題および今後の方針》

○学校との連携により実施する稲沢郷土学習は、義務教育期間中に郷土の偉人を知り、実物の美術作品を鑑賞す
る貴重な機会として、今後も継続する。
○美術館大学パートナーシップ事業で、引き続き大学との連携を深める。

美術館利用人数  名古屋文理大
学  252人、愛知文教女子短期大
学  215人
・第51回稲沢市民展を広くＰＲす
るため、名古屋文理大学情報メ
ディア学科の学生にポスターのデ
ザインを考案
・11月1日愛知文教女子短期大学
による「稲沢市荻須記念美術館で
色を楽しむ」を実施

美術館利用人数  名古屋文理大
学  50人、愛知文教女子短期大
学  154人
・第52回稲沢市民展を広くＰＲす
るため、名古屋文理大学情報メ
ディア学科の学生にポスターのデ
ザインを考案
・7月26日愛知文教女子短期大学
による「稲沢市荻須記念美術館で
ゆかたを楽しむ」を実施
・企画展に合わせて、美術館から
作者が晩年に手掛けた壁画があ
る善慶寺へのマップを愛知文教
女子短期大学生活文化学科の学
生により作成

美術館利用人数  名古屋文理大
学  203人、愛知文教女子短期大
学  272人
・第53回稲沢市民展を広くＰＲす
るため、名古屋文理大学情報メ
ディア学科の学生にポスターのデ
ザインを考案
・12月3日愛知文教女子短期大学
による「稲沢市荻須記念美術館で
着物を楽しむ」を実施
・特別展に合わせて、愛知文教女
子短期大学生活文化学科の学生
により、美術館周辺のグルメマップ
を作成

《28年度の実績・評価》

重点新規 継続重点新規 継続
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