
平成24年度業務棚卸表（政策体系順）

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400200-006

教育研究事業

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

きめ細かな指導による児童・生徒の学校生活・学習活動の充実に資
する。教育研究業務委託、標準学力検査・知能検査の実施、就学前
児童のことばに係る指導、児童生徒に対する適応指導。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市教育振興基本
計画 7,800

各種教育研究委託

教職員 研究員による研究並びに教育研修会等
の開催

研究員による研究並びに教育計集会等
の開催

研究員による研究並びに教育計集会等
の開催

研究員による研究並びに教育計集会等
の開催

400200-006-01

標準学力検査

小中学生 小学校４年、中学校２年生を対象に実
施。小学４年２教科、中学２年５教科

小学校４年、中学校２年生を対象に実
施。小学４年２教科、中学２年５教科

小学校４年、中学校２年生を対象に実
施。小学４年２教科、中学２年５教科

小学校４年、６年、中学校２年生を対象
に実施。小学４年２教科、６年４教科、中
学２年５教科

400200-006-02

400200-007

教育相談員設置事業

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

個別指導による不登校の解消等。問題行動１名(教育相談)、適応指
導１名(ひまわり広場)、幼児ことばの教室３名(言語)を配置し個別指
導を行う

一般 法令に特に定めのないもの

10,969

教育相談員設置事業

小中幼 相談員５人配置 相談員５人配置 相談員６人配置 相談員６人配置400200-007-01

幼児ことばの教室設置

幼児 黒沢尻東教室　44人通級
黒沢尻西教室　40人通級
和賀教室　　　24人通級

黒沢尻東教室　45人通級
黒沢尻西教室　40人通級
和賀教室　　　23人通級

黒沢尻東教室　28人通級
黒沢尻西教室　17人通級
江釣子教室　　11人通級

400200-007-02

ひまわり広場設置

小・中学生 通級者４人（仮通級３人） 通級者７人（仮通級２人） 通級者７人（仮通級１人）400200-007-03

400200-019

北上市学校保健会運営費
補助金

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

学校保健活動の充実。北上市学校保健会に対する運営費の補助一般 法令に特に定めのないもの

152

北上市学校保健会運営費
補助金

生徒、教職員 講演会及び健康優良表彰等の開催 講演会及び健康優良表彰等の開催 講演会及び健康優良表彰等の開催 講演会及び健康優良表彰等の開催400200-019-01

400200-020

北上和賀地区学校図書館
協議会運営費補助金

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

学校図書・読書活動の充実。北上和賀地区学校図書館協議会に対
する運営費補助

一般 法令に特に定めのないもの

北上市教育振興基本
計画 60

北上和賀地区学校図書館
協議会運営費補助金

児童、生徒、教職
員

北上和賀地区読書感想文コンクール開
催　等

北上和賀地区読書感想文コンクール開
催　等

北上和賀地区読書感想文コンクール開
催　等

北上和賀地区読書感想文コンクール開
催　等

400200-020-01

400200-024

岩手県教育研究所連盟負
担金

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

04

負担金・補助金（義
務負担金）

教育研究の充実。岩手県教育研究所連盟に対する負担金一般 法令に特に定めのないもの

4
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

岩手県教育研究所連盟負
担金

教職員 負担金支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出400200-024-01

400100-029

派遣職員給与費等負担金

教委・総務課02-01-01

知・徳・体を育む

04

負担金・補助金（義
務負担金）

北上市立小中学校における教育課程、学習指導及び学校教育に関
する専門的事項の指導をはじめ、教育研究所や心身障害児就学審
議会等など特定課題に適切に対応するため、指導主事を配置してい
るものである。県の指導主事の配置。県との派遣契約により教員が
派遣されており、派遣指導主事の給与費を負担しているものである。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律、県職員派遣事務取
扱要領

24,513

派遣職員給与費等負担金

市町村教育委員会
における指導主事
の設置

指導主事　3人（うち1名は7月）給与費等
負担金　23,569,343円

３人分　21,531,769円400100-029-01

400200-039

検診事業

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

01

ソフト事業（義務）

健康管理、健康増進。就学時の健康診断(内科、歯科、眼科、耳鼻
科)、知能検査、ことばの検査、小学校児童検診（内科、歯科、眼科、
耳鼻科）、脊柱側彎検診、心臓検診、腎臓検診、寄生虫検査、中学校
生徒検診（内科、歯科、眼科、耳鼻科）、脊柱側彎、心臓検診、腎臓
検診、貧血検査、小・中学校教職員検診（循環器検診、胃がん・大腸
ガン検診、婦人科検診、幼稚園児検診（内科、歯科、眼科、耳鼻科、
寄生虫卵検査）

一般 法令の実施義務（自治事務）

学校保健法、同施行
令、同施行規則 40,367

　就学時検診

小学校就学予定児
童

受診対象
平成25年度新入学予定児童878人

受診対象
平成24年度新入学予定児童864人

受診対象
平成23年度新入学予定児童850人

受診対象
平成22年度新入学予定児童967人

400200-039-01

　小学校児童検診

小学生 ・腎臓（尿）検診5,614人受診
・心臓検診　　　　880人受診
・脊柱側彎症検査1,063人受診
・寄生虫卵検査　2,731人受診

・腎臓（尿）検診5,711人受診
・心臓検診　　　　880人受診
・脊柱側彎症検査1,019人受診
・寄生虫卵検査　2,739人受診

・腎臓（尿）検診5,734人受診
・心臓検診　　　　968人受診
・脊柱側彎症検査1,015人受診
・寄生虫卵検査　2,859人受診

・腎臓（尿）検診5,801人受診
・心臓検診875人受診
・脊柱側彎症検査1,012人受診
・寄生虫卵検査2,880人受診

400200-039-02

　学校教職員検診

小・中学校教職員 ・循環器系検診
・胃がん検診
・大腸がん検診
・肺がん検診

・循環器系検診
・胃がん検診
・大腸がん検診
・肺がん検診

・循環器系検診
・胃がん検診
・大腸がん検診
・肺がん検診

・循環器系検診
・胃がん検診
・大腸がん検診
・肺がん検診

400200-039-03

　中学校生徒検診

中学生 ・腎臓（尿）検診2,822人受診
・心臓検診　　　1,259人受診
・脊柱側彎症検査1,039人受診
・貧血検査　　　2,486人受診

・腎臓（尿）検診2,777人受診
・心臓検診　　　　955人受診
・脊柱側彎症検査1,035人受診
・貧血検査　　　2,278人受診

・腎臓（尿）検診2,783人受診
・心臓検診　　　　949人受診
・脊柱側彎症検査1,011人受診
・貧血検査　　　2,335人受診

・腎臓（尿）検診2,943人受診
・心臓検診904人受診
・脊柱側彎症検査957人受診
・貧血検査2,482人受診

400200-039-04

400200-056

花巻北上地区教科書採択
協議会負担金

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

適正な教科書の選択と指導を図り、児童・生徒の学習向上に資す
る。花巻北上地区教科書採択協議会に対する負担金

一般 法令の実施義務（自治事務）

花巻北上地区教科書採択
協議会負担金

小・中学生及び教
職員

負担金の納入／Ｈ24年度執行なし 負担金の納入／180,000円400200-056-01

400200-057

北上地区結核対策委員会
負担金

学校教育課02-01-01
知・徳・体を育む

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

健康管理・健康増進に資するため、適切な結核対策を行うこと。医師
等で構成する北上地区結核対策委員会に対する負担金

一般 法令の実施義務（自治事務）
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

北上地区結核対策委員会
負担金（小学校）

小学生 市内全小学生を対象に問診票を配布
し、健康状態等の把握。
平成24年度該当者なし。

市内全小学生を対象に問診票を配布
し、健康状態等の把握。
平成23年度該当者なし。

市内全小学生を対象に問診票を配布
し、健康状態等の把握。
平成22年度該当者なし。

市内全小学生を対象に問診票を配布
し、健康状態等の把握。
平成21年度該当者なし。

400200-057-01

北上地区結核対策委員会
負担金（中学校）

中学生 市内中学生を対象に問診票を配布し、
健康状態等の把握。
平成24年度該当者なし。

市内中学生を対象に問診票を配布し、
健康状態等の把握。
平成23年度該当者なし。

市内中学生を対象に問診票を配布し、
健康状態等の把握。
平成22年度該当者なし。

市内中学生を対象に問診票を配布し、
健康状態等の把握。
平成21年度該当者なし。

400200-057-02

400200-060

学校指定研究事業

学校教育課02-01-01
知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

教育研究活動が広く公開されることにより、学校教育の底上げにつな
げる。各小・中学校における教育研究活動を広く公開し、研究紀要等
を作成し相互に情報交換を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市教育振興基本
計画 985

学校指定研究事業（黒西
小学校）

小学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践400200-060-09

学校指定研究事業（和賀
西中）

小学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践400200-060-10

学校指定研究事業（更木
小学校）

小学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践400200-060-12

学校指定研究事業（江釣
子中学校）

中学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践 校内の教育研究活動の実践400200-060-13

学校指定研究事業（黒東
小学校）

小学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし400200-060-14

学校指定研究事業（南小
学校）

小学校及び教育関
係者

学校公開研究会の実施。校内の教育研
究活動実践・研究会事前準備

400200-060-15

学校指定研究事業（北上
中学校）

中学校及び教育関
係者

学校公開研究会の実施。校内の教育研
究活動実践・研究会事前準備

400200-060-16

学校指定研究事業(江釣
子小学校)

小学校及び教育関
係者

学校公開研究会の実施。校内の教育研
究活動実践・研究会事前準備

400200-060-17

学校指定研究事業(飯豊
中学校)

中学校及び教育関
係者

学校公開研究会の実施。校内の教育研
究活動実践・研究会事前準備

400200-060-18

学校指定研究事業（いわ
さき小学校）

小学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし400200-060-19
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

学校指定研究事業（和賀
東小学校）

小学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし400200-060-20

学校指定研究事業（南中
学校）

中学校及び教育関
係者

Ｈ24実施なし400200-060-21

400200-065

小学校指導用教科書等購
入事業

学校教育課02-01-01
知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

小学校において学習指導要領に基づいた指導が行われること。学習
指導要領の本格実施に伴い、児童を指導するための指導書や備品、
教員用の教科書を購入する。

一般 法令に特に定めのないもの

小学校指導用教科書等購
入事業

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし／指導書、教員用教
科書の購入

指導書、教員用教科書の購入400200-065-01

指導用教科書等購入事業
（黒北小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-02

指導用教科書等購入事業
（黒東小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-03

指導用教科書等購入事業
（黒西小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-04

指導用教科書等購入事業
（立花小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-05

指導用教科書等購入事業
（飯豊小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-06

指導用教科書等購入事業
（成田小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-07

指導用教科書等購入事業
（二子小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-08

指導用教科書等購入事業
（更木小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-09

指導用教科書等購入事業
（黒岩小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-10
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

指導用教科書等購入事業
（口内小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-11

指導用教科書等購入事業
（照岡小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-12

指導用教科書等購入事業
（南小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-13

指導用教科書等購入事業
（鬼柳小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-14

指導用教科書等購入事業
（江釣子小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-15

指導用教科書等購入事業
（和賀西小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-16

指導用教科書等購入事業
（笠松小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-17

指導用教科書等購入事業
（和賀東小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-21

指導用教科書等購入事業
（いわさき小学校）

小学校の児童及び
教員

Ｈ24年度執行なし400200-065-22

400200-068

中学校指導用教科書等購
入事業

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

中学校において学習指導要領に基づいた指導が行われること。学習
指導要領の本格実施に伴い、生徒を指導するための指導書や教材、
教員用の教科書を購入する。

一般 法令に特に定めのないもの

9,898

中学校指導用教科書等購
入事業

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-01

上野中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-02

北上中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-03
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

東陵中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-04

飯豊中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-05

北上北中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-06

南中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-07

江釣子中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-08

和賀西中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-09

和賀東中

中学校の児童及び
教員

指導書、教員用教科書等の購入400200-068-10

400200-079

教育研究大会開催地補助
金

学校教育課02-01-01
知・徳・体を育む

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

小中学校における各種研究大会に対して、開催地補助金を交付す
る。各種大会開催にかかる財政支援（補助金支出）

一般 法令に特に定めのないもの

教育研究大会開催地補助
金

小・中学校教員 研究成果を学校に普及させ、学校教育
の向上を図る。

研究成果を学校に普及させ、学校教育
の向上を図る。

研究成果を学校に普及させ、学校教育
の向上を図る。

400200-079-01

400200-102

学力ステップアップ事業

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

小・中学校が連携して児童・生徒の学力向上を図るため、拠点校で
少人数指導等を行う。学力向上を図るため、拠点校方式による少人
数による指導等を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

1,132

学力ステップアップ事業

児童・生徒 指導対象教科の学力が対象校で向上
すること。

指導対象教科の学力が対象校で向上
すること。

指導対象教科の学力が対象校で向上
すること。

400200-102-01

400200-103

学校教員支援員設置事業
（緊急雇用対策）

学校教育課02-01-01
知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

教員が行う業務を支援するため非常勤職員を配置し、多忙化を解消
するとともに、障がいを有する児童の支援を通じて福祉に対する理解
とスキルを身につけることにより、再就職に結びつける。多忙な教員
の支援、障がいを有する児童の支援

一般 法令に特に定めのないもの

9,892

学校教員支援員設置事業
（緊急雇用対策）

小中学校の教員及
び児童・生徒

非常勤職員６名配置 非常勤職員６名配置400200-103-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400200-305

いわての復興教育学校支援
事業

学校教育課02-01-01

知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

郷土の復興・発展を支える児童の育成を推進するため、特色ある復
興教育の推進を支援する。学校や地域等の実情に応じて、復興教育
に関わる各学校の特色ある取組みを実践する。

一般 法令に特に定めのないもの

200

いわての復興教育学校支
援事業

小学校 復興教育に係る備品等の購入、講師謝
金・バス借上料の支出

400200-305-01

400100-002

奨学資金貸与事業

教委・総務課02-01-02
児童生徒への支援

05

ソフト事業（任意）

経済的理由により就学困難な者へ奨学金貸与し、教育を受ける機会
の拡充と人材育成のための支援を行う。貸与額　高校等　月10,000
円、大学等　月30,000円

一般 法令に特に定めのないもの

北上市奨学金貸与条
例

北上市教育振興基本
計画 38,693

奨学資金貸与事業

高校・大学生等 Ｈ24年度貸与者
新規貸与者　23人
継続貸与者　81人
計　　 104人
貸与金額　35,760千円

貸与者　
新規貸与者　37人
継続貸与者　91人
計　　 128人
貸与金額　42,540千円

貸与者
新規貸与者　43人
継続貸与者　99人
計　　 142人
貸与金額　47,220千円

貸与者
新規貸与者 46人
継続貸与者100人
計　　146人
貸与金額　47,790千円

400100-002-01

400200-003

遠距離通学支援事業

学校教育課02-01-02

児童生徒への支援

01

ソフト事業（義務）

通学に係る負担軽減、教育の機会均等。遠距離通学者への通学費
援助又はスクールバスの運行

一般 法令の努力義務（自治事務）

48,388

遠距離通学支援事業

小中学生及び幼稚
園児

路線バス、タクシー等による通学費助成 路線バス、タクシー等による通学費助成 路線バス、タクシー等による通学費助成 路線バス、タクシー等による通学費助成400200-003-01

400200-005

スクールバス等管理事業

学校教育課02-01-02
児童生徒への支援

01

ソフト事業（義務）

通学児童、生徒の安全確保。スクールバスの運行管理一般 （未入力）

8,684

スクールバス等管理事業

小中学生及びその
その保護者

スクールバス８台の管理 スクールバス６台の管理 スクールバス６台の管理 スクールバス６台、通園バス４台の管理400200-005-01

400100-015

私学振興補助金

教委・総務課02-01-02

児童生徒への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市内私立学校の振興を図り、学習環境の充実に資するため、学級数
及び生徒数に応じて運営費を助成する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市教育振興基本
計画 4,230

私学振興補助金

私立２校 市内の私立学校２校の運営費に対する
助成
①専修大学北上高等学校
　23学級761人　2,672千円
②北上福祉教育専門学校
　4学級207人　614千円

市内の私立学校２校の運営費に対する
助成

市内の私立学校３校の運営費に対する
助成

市内の私立学校３校の運営費に対する
助成

400100-015-01

400200-015

岩手県特別支援教育関係
研究会負担金

学校教育課02-01-02
児童生徒への支援

04

負担金・補助金（義
務負担金）

難聴言語障害教育及び特別支援教育の推進。岩手県難聴言語障害
教育研究会への負担金（きこえ・ことばの教室分／黒沢尻西・東小学
校・黒岩小・江釣子小・和賀西小５校×5000円、岩手県特別支援教
育研究会への負担金23校×5000円）

一般 法令に特に定めのないもの

140

岩手県難聴言語障害教育
研究会負担金

生徒、教職員 研究会へ25,000円負担金支出 研究会へ25,000円負担金支出 研究会へ25,000円負担金支出 研究会へ15,000円負担金支出400200-015-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

岩手県特別支援教育研究
会負担金

生徒、教職員 負担金支出　115,000円 負担金支出　105,000円 負担金支出　110,000円 負担金支出　105,000円400200-015-02

岩手県病弱虚弱連盟負担
金

児童、教職員 H24年度実施なし。 負担金支出 負担金支出400200-015-03

400200-018

岩手県学校安全互助会負
担金

学校教育課02-01-02
児童生徒への支援

04

負担金・補助金（義
務負担金）

経済的弱者に対する公平な教育の場の提供。要保護及び準要保護
児童生徒に係る負担金／441人×100円

一般 法令に特に定めのないもの

127

岩手県学校安全互助会負
担金

小中学生 対象者
要保護及び準要保護児童・生徒441人

対象者
要保護及び準要保護児童・生徒439人

対象者
要保護及び準要保護児童・生徒447人

対象者
要保護及び準要保護児童・生徒408人

400200-018-01

400200-025

日本スポーツ振興センター
負担金

学校教育課02-01-02

児童生徒への支援

04

負担金・補助金（義
務負担金）

安全な教育環境の確保。日本スポーツ振興センターへの負担金、学
校災害補償に係る負担金支出

一般 法令に特に定めのないもの

8,647

日本スポーツ振興セン
ター負担金(小学校）

小学生 17校、児童5,618人分 18校、児童5,721人分 18校、児童5,745人分 18校、児童5,758人分400200-025-01

日本スポーツ振興セン
ター負担金（中学校）

中学生 9校、生徒2,847人分 9校、生徒2,805人分 9校、生徒2,810人分 9校、生徒2,833人分400200-025-02

400200-031

個別指導支援事業

学校教育課02-01-02
児童生徒への支援

05

ソフト事業（任意）

特に配慮が必要な児童生徒に対し、学校生活の介助、支援を行い、
目の行き届いた教育を推進する。非常勤を任用し、特に配慮が必要
な児童生徒に対し、一人ひとりに目の行き届いた教育を推進する。

一般 法令に特に定めのないもの

21,166

個別指導支援事業

特殊学級在籍児童 支援を必要とする小中学校に22名の非
常勤職員を配置

支援を必要とする小中学校に21名の非
常勤職員を配置

支援を必要とする小中学校に27名の非
常勤職員を配置

支援を必要とする小中学校に24名の非
常勤職員を配置

400200-031-01

400200-038

就学及び学籍管理事業

学校教育課02-01-02

児童生徒への支援

01

ソフト事業（義務）

教育環境の整備及び適切な就学指導。就学通知発行に係る事務／
転出転居に伴う学籍異動事務／指定校変更・区域外就学事務/障が
い児に係る就学指導事務及び県立養護学校への転学等に係る事務

一般 法令の実施義務（自治事務）

学校教育法、同施行令

4,135

就学及び学籍管理事業

小中学生 児童5,618人、生徒2,848人の学籍管理 児童5,719人、生徒2,805人の学籍管理 児童5,742人、生徒2,810人の学籍管理 児童5,807人、生徒2,974人の学籍管理400200-038-01

心身障害児就学審議会

新入学予定児童及
び小・中学生

審議会年４回開催
県立特別支援学校への転学等事務随
時

審議会年４回開催
県立特別支援学校への転学等事務随
時

審議会年４回開催
県立特別支援学校への転学等事務随
時

400200-038-02
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

400200-040

就学援助業務

学校教育課02-01-02

児童生徒への支援

01

ソフト事業（義務）

教育機会の平等な確保。経済的理由によって、就学困難と認められ
る学齢児童・生徒の保護者に対する学用品、給食費、医療費、修学
旅行費等の援助を行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

学校教育法、生活保護
法、学校保健法、学校
給食法

47,713

就学援助業務（小学校）

小学生及びその保
護者

要保護及び準要保護292人／特別支援
学級対象65人／特別支援学校対象29
人

要保護及び準要保護285人／特別支援
学級対象64人／特別支援学校対象24
人

要保護及び準要保護288人／特別支援
学級対象67人／特別支援学校対象22
人

要保護及び準要保護280人／特別支援
学級対象64人／特別支援学校対象23
人

400200-040-01

就学援助業務（中学校）

中学生及びその保
護者

要保護及び準要保護161人／特別支援
学級対象30人／特別支援学校対象31
人

要保護及び準要保護171人／特別支援
学級対象23人／特別支援学校対象34
人

要保護及び準要保護199人／特別支援
学級対象28人／特別支援学校対象27
人

要保護及び準要保護187人／特別支援
学級対象27人／特別支援学校対象20
人

400200-040-02

400200-301

沿岸被災者就学援助業務

学校教育課02-01-02

児童生徒への支援

05

ソフト事業（任意）

東日本大震災で被災し、被災地から北上市へ非難してきた小学生１
人に３万円、中学生１人に対して５万円を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

沿岸被災者就学援助業務

震災に伴い被災地
から市内に転校し
てきた児

執行なし 対象者／小25人　中16人400200-301-01

400200-303

被災転入生学用品等購入
援助事業

学校教育課02-01-02

児童生徒への支援

05

ソフト事業（任意）

東日本大震災により被災し、被災地から北上市へ避難してきた児童
生徒に対する学用品等購入を助成する。小学生1人に２万円、中学
生１人に３万円を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,230

被災転入生学用品等購入
援助事業

被災転入生の保護
者

小学生43人　中学生14人400200-303-01

400200-011

学校図書館整理指導員設
置

学校教育課02-01-03
学校・家庭・地域が連携した
教育の充実

05

ソフト事業（任意）

学校図書館の利用拡大と読書活動の推進。学校図書館に対する図
書整理、読書活動等への指導、助言

一般 法令に特に定めのないもの

1,832

学校図書館整理指導員設
置

小・中学校 ・学校図書館訪問指導全26校（随時）
・学校図書館だより隔週金曜日発行

・学校図書館訪問指導全27校（随時）
・学校図書館だより隔週金曜日発行

・学校図書館訪問指導全27校（随時）
・学校図書館だより隔週金曜日発行

・学校図書館訪問指導全27校（随時）
・学校図書館だより隔週金曜日発行

400200-011-01

400100-054

全国大会等出場補助金

教委・総務課02-01-03

学校・家庭・地域が連携した
教育の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市内の高校が全国大会等に参加した場合の出場経費に対し、北上
市教育委員会補助金交付基準により一定額を補助するもの。市内の
高校が参加する全国規模の大会出場に対し、北上市教育委員会補
助金交付基準に基づき補助金を交付する。

一般 法令に特に定めのないもの

8,124

全国高等学校総合文化祭
出場補助金

高校生 第36回全国高等学校総合文化祭
郷土芸能部門
最優秀賞
文部科学大臣賞　受賞
補助金　400,000円

郷土芸能部門
優秀賞（文化庁長官賞）受賞

郷土芸能部門
優秀賞（文化庁長官賞）受賞

400100-054-01

全国高等学校俳句選手権
大会出場補助金

高校生 第15回全国高等学校俳句選手権大会
参加者６名
補助金　81,000円

400100-054-02
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

全国高等学校軟式野球選
手権大会出場補助金

高校生 第57回全国高等学校軟式野球選手権
大会
登録選手18名
補助金　600,000円

400100-054-03

全日本マーチングコンテス
ト出場補助金

高校生 第40回マーチングバンド・カラーガード
全国大会　銅賞
補助金　800,000円

銀賞受賞 銅賞受賞 生徒　109人400100-054-04

全国高等学校ラグビーフッ
トボール大会出場補助金

高校生 第92回全国高等学校ラグビーフットボー
ル大会
登録選手25名
補助金　2,546,000円

３回戦進出 ２回戦進出 ３回戦進出
応援団　バス３台

400100-054-05

全国高等学校バスケット
ボール選抜優勝大会出場
補助金

高校生 第43回全国高等学校バスケットボール
選抜大会
登録選手16名
補助金　355,000円

400100-054-06

全国高等学校弓道大会出
場補助金

高校生 第31回全国高等学校弓道選抜大会
登録選手３名
補助金　38,000円

400100-054-07

400200-077

地域ぐるみの学校安全体制
整備推進事業

学校教育課02-01-03

学校・家庭・地域が連携した
教育の充実

05

ソフト事業（任意）

学校の管理下における事件・事故が大きな問題となっている状況を
踏まえ、子どもたちが安心して教育を受けられるよう、学校の安全管
理に関する取り組みを一層充実させるため。スクールガード養成講習
会並びにスクールガード・リーダーによる学校の巡回指導等を実施
し、安全体制を確保する。

一般 法令に特に定めのないもの

954

地域ぐるみの学校安全体
制整備推進事業

市内小学校児童及
び教職員

各小学校でスクールガードリーダーが実
地講習開催や巡回指導の実施

各小学校でスクールガードリーダーが実
地講習開催や巡回指導の実施

各小学校でスクールガードリーダーが実
地講習開催や巡回指導の実施

各小学校でスクールガードリーダーが実
地講習開催や巡回指導の実施

400200-077-01

400300-111

放課後子ども教室推進事業

生涯学習文化
課

02-01-03

学校・家庭・地域が連携した
教育の充実

05

ソフト事業（任意）

放課後の児童を地域の大人が見守る安全安心な居場所をつくり、意
欲のある児童に対してはさらに学びの場や体験の場を提供する。費
用は国・県・市で１／３ずつ負担し（24年度は国10/10）、学童保育所
の目的を補完するため、平日は小学校の余裕教室や体育館で地域
のボランティアが見守る中、自由に遊ばせたりや勉強を教えたりす
る。土日は小学校の外に出て、体験的な活動を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

社会教育法第５条13 北上市放課後子どもプ
ラン（事業計画） 3,348

放課後子ども教室推進事
業

市内の小学生 ３小学校区
実施日数168日
子ども参加人数延べ3,459人

４小学校区
実施日数190日
子ども参加人数延べ4,269人

４小学校区
実施日数219日
子ども参加人数延べ5,549人

３小学校区
実施日数225日
子ども参加人数延べ5,233人

400300-111-01

400100-001

学校整備改修事業

教委・総務課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

学校施設の適正な管理を行うため改修工事により、生徒等が安心し
て勉学に励める環境にする。学校施設の管理、市内小中学校26校及
び幼稚園５園の補修・改修工事

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律

55,689

小学校施設整備改修事業

小学校 改修工事　小学校　14校　40件 改修工事　小学校　17校　41件 改修工事　小学校　12校　48件 改修工事　小学校　16校　41件400100-001-01

中学校施設整備改修事業

中学校 改修工事　中学校　9校　31件 改修工事　中学校　9校　34件 改修工事　中学校　8校　30件 改修工事　中学校　8校　25件400100-001-02
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型
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法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

幼稚園施設整備改修事業

幼稚園 改修工事　幼稚園　2園　5件 改修工事　幼稚園　4園　7件 改修工事　幼稚園　1園　3件 改修工事　幼稚園　3園　6件400100-001-03

400200-001

教育用コンピュータ整備事
業

学校教育課02-01-04

教育環境の整備

05

ソフト事業（任意）

情報化教育の推進。教育用コンピュータの整備（借上げ）一般 法令の努力義務（自治事務）

北上市教育振興基本
計画 74,596

教育用コンピュータ整備事
業

小中学生 各校１人１台リース
・小学校17校591台（うち68台再リース）
・中学校９校369台

各校１人１台リース
小学校３校116台（うち84台再リース）

各校１人１台
新規リース　小学校３校116台（うち84台
再リース）

各校１人１台
新規リース　小学校９校326台（うち118
台再リース）

400200-001-01

401100-001

センター備品購入

中央学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

調理作業の安全性、効率性の確保。調理機器センター備品の購入。
H20年度からH23年度まで実績がなかったが、H24年度から備品を購
入している。

一般 法令に特に定めのないもの

364

センター備品購入

児童、園児 H24年度野菜切機1台の購入。電動缶
切機1台の購入

401100-001-01

401200-001

施設管理

北部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

安全、安心できる給食を安定的に提供するため、施設を維持管理す
る。北部給食センターの施設維持管理。燃料タンク清掃、煤煙量測
定、消防設備点検、貯水槽清掃、電気工作物保安管理業務委託等

一般 法令の努力義務（自治事務）

学校給食法、学校給食
衛生管理の基準（平成
20年７月10日一部改
定）

北上市教育振興基本
計画 20,729

施設管理

小学校２校、中学
校５校

・建物1,086㎡　S 61年4月
・給食供給校　小学校２校、中学校５校
・給食供給数　3,394食（年度末）

・建物1,086㎡　S 61年4月
・給食供給校　小学校２校、中学校５校
・給食供給数　３，４０１食（年度末）

・建物1,086㎡　S 61年4月
・給食供給校　小学校２校、中学校５校
・給食供給数　３，３７４食（年度末）

・建物1,086㎡　S 61年4月
・給食供給校　小学校２校、中学校５校
・給食供給数　３，３９９食（年度末）

401200-001-01

401100-002

センター施設修繕

中央学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

学校給食を安全かつ安定的に供給することと、調理作業の効率性、
安全性確保のために、施設及びボイラー、調理機器等の故障に対し
て早急な補修対応を行う必要がある。機械、能力に応じた正しい使い
方と使用後の十分な手入れを行う。異常を感じたときは、機械を止め
て点検確認を行い、必要に応じて購入業者等の専門業者に修繕依
頼を行う。施設内及び周辺の安全を確保する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法.、学校給
食衛生管理の基準(平
成20年７月10日一部
改訂）

北上市教育振興基本
計画 9,935

センター施設修繕

児童、園児 施設及び調理機器等17件修理 施設及び調理機器等15件修理 施設及び調理機器等15件修理 施設及び調理機器等16件修理401100-002-01

400100-003

学校施設修繕補修事業

教委・総務課02-01-04

教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

学校施設の適切な修繕補修工事により、生徒等が安心して勉学に励
める環境を確認する。学校の管理、市内小・中学校26校及び幼稚園
５園の補修工事

一般 法令の実施義務（自治事務）

27,413

小学校施設修繕補修事業

小学校 修繕補修
小学校　15校　65件

修繕補修
小学校　18校　74件

修繕補修
小学校　17校　59件

修繕補修
小学校　15校　43件

400100-003-01

中学校施設修繕補修事業

中学校 修繕補修
中学校　9校　33件

修繕補修
中学校　9校　35件

修繕補修
中学校　9校　26件

修繕補修
中学校　9校　23件

400100-003-02
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
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法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

幼稚園施設修繕補修事業

幼稚園 補修修繕
幼稚園　3園　14件

補修修繕
幼稚園　56園　15件

補修修繕
幼稚園　3園　5件

補修修繕
幼稚園　3園　5件

400100-003-03

小学校維持補修（各校施
行）

小学生 修繕・原材料 修繕・原材料 修繕・原材料400100-003-04

中学校維持補修（各校施
行）

中学生 修繕・原材料 修繕・原材料 修繕・原材料400100-003-05

幼稚園維持補修（各園施
行）

園児 修繕・原材料 修繕・原材料 修繕・原材料400100-003-06

401200-003

センター施設修繕

北部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

安全、安心できる給食を安定的に供給する。給食センター施設内備
品、調理器具等の修繕

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法、学校給食
衛生管理の基準（平成
15年3月31日改定～新
衛生管理の基準）

北上市教育振興基本
計画 5,464

センター施設修繕

小学校２校、中学
校５校の児童、生
徒

ボイラー用全自動軟水機の交換修理、
食器消毒保管庫の修繕など30件実施

東日本大震災による外壁修理、ボイラー
補給水配管修繕、調理室屋根の雨漏り
修繕など40件実施

コンテナ洗浄機送風配管修理、台車溶
接修理など28件実施

調理室床修理、ボイラー設備修繕など
31件実施

401200-003-01

400100-004

学校施設管理事業

教委・総務課02-01-04

教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

施設の適正な管理を各種業務委託により安心して勉学に励める環境
を確保する。学校の管理、市内26校及び５園の管理

一般 法令の実施義務（自治事務）

1,241,426

小学校施設管理事業

小学校 小学校　17校 小学校　18校 小学校　18校 小学校　18校400100-004-01

中学校施設管理事業

中学校 中学校　9校 中学校　9校 中学校　9校 中学校　9校400100-004-02

幼稚園施設管理事業

幼稚園 幼稚園　5園 幼稚園　5園 幼稚園　5園 幼稚園　6園400100-004-03

小学校耐震診断調査事業

小学生、地区民 H24年度執行なし。 診断実施 診断実施 診断実施400100-004-04

中学校耐震診断調査事業

中学生、地区民 H24年度執行なし。 診断調査 診断調査 診断調査400100-004-05
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

小学校維持管理（各校施
行）

学区小学生 管理委託・燃料費・光熱水費など 管理委託・燃料費・光熱水費など 管理委託・燃料費・光熱水費など400100-004-06

中学校維持管理（各校施
行）

学区中学生 管理委託・燃料費・光熱水費など 管理委託・燃料費・光熱水費など 管理委託・燃料費・光熱水費など400100-004-07

幼稚園維持管理（各園施
行）

入園児 管理委託・燃料費・光熱水費など 管理委託・燃料費・光熱水費など 管理委託・燃料費・光熱水費など400100-004-08

401300-004

給食実施

西部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

学校給食の安全、安定供給。一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法、北上市学
校給食センター条例

北上市教育振興基本
計画 132,066

給食実施

児童・生徒・園児 給食配送対象校：幼稚園3園、小学校5
校 中学校4校
配給食数：3,110食/日
年間給食日数：小中学校170日、幼稚園
120日

給食配送対象校：幼稚園3園、小学校5
校 中学校4校
配給食数：3,085食/日
年間給食日数：小中学校170日、幼稚園
120日

給食配送対象校：幼稚園3園、小学校5
校 中学校4校
配給食数：3,118食/日
年間給食日数：小中学校170日、幼稚園
120日

給食配送対象校：幼稚園4園、小学校5
校 中学校4校
配給食数：3,320食/日
年間給食日数：小中学校170日、幼稚園
120日

401300-004-01

401100-005

給食実施

中央学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

給食の安全､安定供給。小学校10校・幼稚園1園の学校給食を年間
計画により、２時間以内喫食（調理作業終了後）を目標に、かつ衛生
面に十分留意しながら調理作業を行い、給食を供給する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法、北上市学
校給食センター条例

北上市教育振興基本
計画 104,834

給食実施

児童、園児 小学校10校、幼稚園1園　
2,889食 年間170食(幼稚園99食)の安
定供給

小学校11校、幼稚園1園　
2,978食 年間170食の安定供給

小学校11校、幼稚園1園
2,978食 年間170食の安定供給

小学校11校2,959食 年間170食の安定
供給

401100-005-01

401200-005

給食実施

北部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

安全、安心できる給食を安定的に供給する。事務費、燃料費、通信
運搬費等　委託料①米飯食器洗浄委託料②給食運搬業務委託料③
廃棄物収集運搬業務委託料④衛生管理業務委託料

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法、北上市学
校給食センター条例

北上市教育振興基本
計画 127,806

給食実施

小学校２校、中学
校５校の児童、生
徒

小学校２校　1,644人（3月末）
中学校５校　1,749人（3月末）
年間延べ574,528食供給

小学校２校　1,642人（3月末）
中学校５校　1,759人（3月末）
年間延べ548,514食供給

小学校２校　1,628人（3月末）
中学校５校　1,746人（3月末）
年間延べ568,267食供給

小学校２校　1,649人（3月末）
中学校５校　1,726人（3月末）
年間延べ580,832食供給

401200-005-01

401300-005

調理委託

西部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

給食の安全安定供給。北上市自治振興公社に調理業務を委託一般 法令に特に定めのないもの

1,275

調理委託

児童・生徒・園児
　　

委託調理数：515,420食（通常3,139食/
日、平均2,590食/日）

委託調理数　474,165食（通常3,114食
／日、平均2,619食／日）

委託調理数　515,243食（通常3,147食
／日、平均2,602食／日）

委託調理数　538,175食（通常3,303食
／日、平均2,664食／日）

401300-005-01

401100-006

施設管理

中央学校給食
センター

02-01-04
教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

学校給食の安全・安定供給。貯水槽の年１回清掃、電気工作物等施
設管理業務委託、消防設備点検業務委託、燃料タンク清掃業務委
託、ボイラー性能検査業務委託、ばい煙量等測定業務委託等によ
り、適正な施設の維持管理を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

学校給食法、学校給食
衛生管理の基準(平成
21年4月1日一部改定)

北上市教育振興基本
計画 15,469
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

施設管理

児童、園児 電気工作物保安管理業務委託(年６
回)、ばい煙量等測定業務委託(年２
回)　他

電気工作物保安管理業務委託(年６
回)、ばい煙量等測定業務委託(年２
回)　他

電気工作物保安管理業務委託(年６
回)、ばい煙量等測定業務委託(年２
回)　他

電気工作物保安管理業務委託(年６
回)、ばい煙量等測定業務委託(年２
回)　他

401100-006-01

401200-006

給食費の経理

北部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

安全、安心できる給食を安定供給するため給食費を徴収し食材供給
業者へ支払いする。給食費徴収、業者支払業務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法、北上市学
校給食センター条例

北上市教育振興基本
計画 2,127

給食費の経理

児童、生徒 小学校1,644人、中学校1,749人（3月末
在籍数）
総事業費 156,475,691円

小学校1,642人、中学校1,759人（3月末
在籍数）
総事業費　145,156,732円

小学校1,628人、中学校1,746人（3月末
在籍数）
総事業費　153,966,932円

小学校1,649人、中学校1,726人（3月末
在籍数）
総事業費　154,816,015円

401200-006-01

401200-007

地場産品学校給食導入支
援事業補助金(北部)

北部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地場産食材の利用促進。給食食材(野菜)への地場産品の利用を促
進するため、購入価格に応じ予算の範囲内で補助する。

一般 法令に特に定めのないもの

79

地場産品学校給食導入支
援事業補助金(北部)

小学校２校、中学
校５校

平成24年度補助金268,329円 平成23年度補助金　396,133円 平成22年度補助金　537,005円 平成21年度補助金　505,680円401200-007-01

401300-007

施設管理

西部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

学校給食の安定供給のため、法の定めによる施設管理。煤煙量等
測定業務、排水処理施設維持管理業務、電気工作物保安管理業務
等

一般 法令の努力義務（自治事務）

学校給食法　　　　　　　
学校給食衛生管理基
準　　　　　　　

北上市教育振興基本
計画 28,327

施設管理

児童・生徒・園児 煙量等測定業務（年2回）、排水処理施
設維持管理業務（月2回）、電気工作物
保安管理業務（年6回）他

煙量等測定業務（年2回）、排水処理施
設維持管理業務（月2回）、電気工作物
保安管理業務（年12回）他

煙量等測定業務（年2回）、排水処理施
設維持管理業務（月2回）、電気工作物
保安管理業務（年12回）他

煙量等測定業務（年2回）、排水処理施
設維持管理業務（月2回）、電気工作物
保安管理業務（年12回）他

401300-007-01

401100-008

地場産品学校給食導入支
援事業補助金(中央)

中央学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地場産品の消費拡大と給食食材への利用促進。給食用食材への地
場産品導入を支援するための補助金

一般 法令に特に定めのないもの

1,024

地場産品学校給食導入支
援事業補助金(中央)

児童、園児 地場産野菜6,368㎏の利用
補助金321,233円

地場産野菜10,218㎏の利用
補助金351,560円

地場産野菜10,218㎏の利用
補助金351,560円

地場産野菜12,361㎏の利用。
補助金354,715円。

401100-008-01

401300-008

給食費の経理

西部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

受益者負担の原則確保と経理業務の正確化。給食費の徴収及び経
理業務

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法 北上市教育振興基本
計画 4,605

給食費の経理

児童・生徒・園児 給食費の請求・収納及び未納者への督
促、経理業務の迅速正確化

給食費の請求・収納及び未納者への督
促、経理業務の迅速正確化

給食費の請求・収納及び未納者への督
促、経理業務の迅速正確化

給食費の請求・収納及び未納者への督
促、経理業務の迅速正確化

401300-008-01

401100-009

給食費の経理

中央学校給食
センター

02-01-04
教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

受益者負担の原則に基づき、保護者から学校給食の食材費を徴収
し、その食材費から納入業者に代金を支払う。運営委員会の予算の
もと、栄養のバランスに配慮しつつ、安価な食材を購入し、保護者か
らその食材費を漏れなく徴収した後、納入業者に支払うための経理
業務。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法 北上市教育振興基本
計画 7,089
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

給食費の経理

児童、園児 給食費請求及び収納、業者支払い 給食費請求及び収納、業者支払い 給食費請求及び収納、業者支払い 給食費請求及び収納、業者支払い401100-009-01

401300-009

岩手県学校給食センター協
議会負担金

西部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

04

負担金・補助金（義
務負担金）

センター職員等の資質向上。県内の学校給食センターで組織されて
いる協議会

一般 法令に特に定めのないもの

88

岩手県学校給食センター
協議会負担金

児童、生徒 県内のセンター施設研修１回、所長研
修会１回

県内のセンター施設研修１回、所長研
修会１回

県内のセンター施設研修１回、所長研
修会１回

県内のセンター施設研修１回、所長研
修会１回

401300-009-01

401200-010

食器等更新事業（北部）

北部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

給食をより美味しく食するため、経年劣化した味気ない現在のアルミ
トレイから色彩豊かなFRPトレイに更新する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

学校給食法、北上市学
校給食センター条例

北上市教育振興基本
計画 10,005

食器等更新事業（北部）

小学校２校、中学
校５校の児童、生
徒

・スープ椀・角仕切皿　各3,500枚
・食器かご110個
・二重保温食缶53個
・アルマイト食缶55個
・天ぷら入れ110個等

401200-010-01

401300-010

地場産品学校給食導入支
援事業補助金

西部学校給食
センター

02-01-04

教育環境の整備

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

園児、児童及び生徒に対する食育の一環として、北上産野菜等の購
入に対し補助をしながら利用の向上を図る。購入価格に対し予算の
範囲内で補助する

一般 法令に特に定めのないもの

3,529

地場産品学校給食導入支
援事業補助金

学校等の園児、児
童及び生徒の保護
者

中央給食へ321,233円、北部給食へ
268,329円、西部給食549,438円へ各々
補助し地産地消運動を促進した。

中央給食へ351,560円、北部給食へ
537,005円、西部給食451,435円へ各々
補助し地産地消運動を促進した。

中央給食へ351,560円、北部給食へ
537,005円、西部給食451,435円へ各々
補助し地産地消運動を促進した。

中央給食へ396,258円、北部給食へ
405,893円、西部給食363,849円へ各々
補助し地産地消運動を促進した。

401300-010-01

400200-012

学校教育備品費

学校教育課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

快適な学習環境の整備。印刷機、椅子、机等学校備品及び教材、楽
器等備品の購入

一般 法令の実施義務（自治事務）

25,390

学校施設備品　小学校

児童、教職員 17校、児童5,618人 18校、児童5,719人 18校、児童5,742人 18校、児童5,807人400200-012-01

　黒沢尻東小

児童、教職員 学級数22　児童数725人 学級数21　児童数710人 学級数25　児童数680人 学級数23　児童数682人400200-012-02

　黒沢尻西小

児童、教職員 学級数14　児童数445人 学級数14　児童数454人 学級数15　児童数462人 学級数18　児童数473人400200-012-03

　黒沢尻北小

児童、教職員 学級数26　児童数887人 学級数26　児童数896人 学級数25　児童数871人 学級数29　児童数897人400200-012-04

2014年3月5日 15/23 ページ



フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　立花小

児童、教職員 学級数6　児童数97人 学級数6　児童数111人 学級数6　児童数116人 学級数7　児童数120人400200-012-05

　飯豊小

児童、教職員 学級数18　児童数667人 学級数19　児童数658人 学級数20　児童数675人 学級数22　児童数680人400200-012-06

　成田小

児童、教職員 Ｈ23年度完了（統合による） 学級数４　児童数32人 学級数４　児童数33人 学級数3　児童数39人400200-012-07

　二子小

児童、教職員 学級数７　児童数211人 学級数８　児童数216人 学級数９　児童数224人 学級数10　児童数218人400200-012-08

　更木小

児童、教職員 学級数４　児童数43人 学級数４　児童数43人 学級数４　児童数39人 学級数5　児童数44人400200-012-09

　黒岩小

児童、教職員 学級数５　児童数57人 学級数５　児童数65人 学級数６　児童数63人 学級数5　児童数62人400200-012-11

　口内小

児童、教職員 学級数６　児童数61人 学級数５　児童数72人 学級数６　児童数72人 学級数7　児童数77人400200-012-12

　照岡小

児童、教職員 学級数６　児童数64人 学級数６　児童数69人 学級数６　児童数72人 学級数6　児童数65人400200-012-13

　南小

児童、教職員 学級数18　児童数618人 学級数19　児童数627人 学級数19　児童数635人 学級数21　児童数634人400200-012-14

　鬼柳小

児童、教職員 学級数12　児童数301人 学級数12　児童数296人 学級数12　児童数317人 学級数13　児童数312人400200-012-15

　江釣子小

児童、教職員 学級数22　児童数731人 学級数22　児童数725人 学級数23　児童数736人 学級数26　児童数757人400200-012-16

　いわさき小

児童、教職員 学級数６　児童数159人 学級数６　児童数172人 学級数６　児童数177人 学級数8　児童数180人400200-012-17

　笠松小

児童、教職員 学級数６　児童数120人 学級数６　児童数125人 学級数６　児童数133人 学級数6　児童数134人400200-012-21
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　和賀東小

児童、教職員 学級数12　児童数335人 学級数12　児童数343人 学級数12　児童数328人 学級数14　児童数321人400200-012-22

　和賀西小

児童、教職員 学級数６　児童数97人 学級数６　児童数105人 学級数６　児童数109人 学級数7　児童数112人400200-012-23

教育備品　小学校

児童、教職員 17校、児童5,618人 18校、児童5,719人 18校、児童5,742人 18校、児童5,807人400200-012-24

　黒沢尻東小

児童、教職員 学級数22　児童数725人 学級数21　児童数710人 学級数25　児童数680人 学級数23　児童数682人400200-012-25

　黒沢尻西小

児童、教職員 学級数14　児童数445人 学級数14　児童数454人 学級数15　児童数462人 学級数18　児童数473人400200-012-26

　黒沢尻北小

児童、教職員 学級数26　児童数887人 学級数26　児童数896人 学級数25　児童数871人 学級数29　児童数897人400200-012-27

　立花小

児童、教職員 学級数６　児童数97人 学級数６　児童数111人 学級数６　児童数116人 学級数7　児童数120人400200-012-28

　飯豊小

児童、教職員 学級数18　児童数667人 学級数19　児童数658人 学級数20　児童数675人 学級数22　児童数680人400200-012-29

　成田小

児童、教職員 Ｈ23年度完了（統合による） 学級数４　児童数32人 学級数４　児童数33人 学級数3　児童数39人400200-012-31

　二子小

児童、教職員 学級数７　児童数211人 学級数８　児童数216人 学級数９　児童数224人 学級数10　児童数218人400200-012-32

　更木小

児童、教職員 学級数４　児童数43人 学級数４　児童数43人 学級数４　児童数39人 学級数5　児童数44人400200-012-33

　黒岩小

児童、教職員 学級数５　児童数57人 学級数５　児童数65人 学級数６　児童数63人 学級数5　児童数62人400200-012-34

　口内小

児童、教職員 学級数６　児童数61人 学級数５　児童数72人 学級数６　児童数72人 学級数7　児童数77人400200-012-35
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　照岡小

児童、教職員 学級数６　児童数64人 学級数６　児童数69人 学級数６　児童数72人 学級数6　児童数65人400200-012-36

　南小

児童、教職員 学級数18　児童数618人 学級数19　児童数627人 学級数19　児童数635人 学級数21　児童数634人400200-012-37

　鬼柳小

児童、教職員 学級数12　児童数301人 学級数12　児童数296人 学級数12　児童数317人 学級数13　児童数312人400200-012-38

　江釣子小

児童、教職員 学級数22　児童数731人 学級数22　児童数725人 学級数23　児童数736人 学級数26　児童数757人400200-012-39

　いわさき小

児童、教職員 学級数６　児童数159人 学級数６　児童数172人 学級数６　児童数177人 学級数8　児童数180人400200-012-41

　笠松小

児童、教職員 学級数６　児童数120人 学級数６　児童数125人 学級数６　児童数133人 学級数6　児童数134人400200-012-44

　和賀東小

児童、教職員 学級数12　児童数335人 学級数12　児童数343人 学級数12　児童数328人 学級数14　児童数321人400200-012-45

　和賀西小

児童、教職員 学級数６　児童数97人 学級数６　児童数105人 学級数６　児童数109人 学級数7　児童数112人400200-012-46

学校施設備品　中学校

生徒、教職員 9校、生徒2,848人 9校、生徒2,805人 9校、生徒2,810人 9校、生徒2,874人400200-012-51

　北上中

生徒、教職員 学級数15　生徒数557人 学級数15　児童数540人 学級数15　児童数546人 学級数18　生徒数551人400200-012-52

　上野中

生徒、教職員 学級数12　生徒数412人 学級数12　児童数405人 学級数12　児童数407人 学級数14　生徒数406人400200-012-53

　飯豊中

生徒、教職員 学級数11　生徒数345人 学級数12　児童数365人 学級数11　児童数345人 学級数12　生徒数352人400200-012-54

　北上北中

生徒、教職員 学級数６　生徒数135人 学級数６　児童数155人 学級数６　児童数158人 学級数7　生徒数162人400200-012-55

2014年3月5日 18/23 ページ



フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　南中

生徒、教職員 学級数13　生徒数483人 学級数13　児童数468人 学級数13　児童数467人 学級数16　生徒数498人400200-012-56

　東陵中

生徒、教職員 学級数６　生徒数159人 学級数６　児童数145人 学級数６　児童数148人 学級数7　生徒数147人400200-012-57

　江釣子中

生徒、教職員 学級数11　生徒数369人 学級数10　児童数351人 学級数11　児童数348人 学級数13　生徒数355人400200-012-58

　和賀西中

生徒、教職員 学級数６　生徒数142人 学級数６　児童数139人 学級数６　児童数139人 学級数6　生徒数145人400200-012-59

　和賀東中

生徒、教職員 学級数９　生徒数246人 学級数９　児童数237人 学級数９　児童数252人 学級数10　生徒数258人400200-012-61

教育備品　中学校

生徒、教職員 9校、生徒2,848人 9校、生徒2,805人 9校、生徒2,810人 9校、生徒2,874人400200-012-62

　北上中

生徒、教職員 学級数15　生徒数557人 学級数15　児童数540人 学級数15　児童数546人 学級数18　生徒数551人400200-012-63

　上野中

生徒、教職員 学級数12　生徒数412人 学級数12　児童数405人 学級数12　児童数407人 学級数14　生徒数406人400200-012-64

　飯豊中

生徒、教職員 学級数11　生徒数345人 学級数12　児童数365人 学級数11　児童数345人 学級数12　生徒数352人400200-012-65

　北上北中

生徒、教職員 学級数６　生徒数135人 学級数６　児童数155人 学級数６　児童数158人 学級数7　生徒数162人400200-012-66

　南中

生徒、教職員 学級数13　生徒数483人 学級数13　児童数468人 学級数13　児童数467人 学級数16　生徒数498人400200-012-67

　東陵中

生徒、教職員 学級数６　生徒数159人 学級数６　児童数145人 学級数６　児童数148人 学級数7　生徒数147人400200-012-68

　江釣子中

生徒、教職員 学級数11　生徒数369人 学級数10　児童数351人 学級数11　児童数348人 学級数13　生徒数355人400200-012-69
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　和賀西中

生徒、教職員 学級数６　生徒数142人 学級数６　児童数139人 学級数６　児童数139人 学級数6　生徒数145人400200-012-71

　和賀東中

生徒、教職員 学級数９　生徒数246人 学級数９　児童数237人 学級数９　児童数252人 学級数10　生徒数258人400200-012-72

400200-041

学校運営管理業務

学校教育課02-01-04
教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

学習環境の整備。学校管理上の消耗品、印刷製本費、通信運搬費、
手数料等

一般 法令の実施義務（自治事務）

68,612

学校運営管理業務　小学
校

小学校 小学校17校、児童5,618人 小学校18校、児童5,719人 小学校18校、児童5,742人 小学校18校、児童5,807人400200-041-01

学校運営管理業務　中学
校

中学校 中学校９校　生徒2,848人 中学校９校　生徒2,805人 中学校９校　生徒2,810人 中学校９校　生徒2,874人400200-041-02

400200-042

学校教育管理業務

学校教育課02-01-04

教育環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

学習環境の整備。学習活動に係る消耗品、印刷製本費、図書費等一般 法令の実施義務（自治事務）

42,002

学校教育管理業務　小学
校

小学校 17校、児童5,618人 18校、児童5,719人 18校、児童5,742人 18校、児童5,807人400200-042-01

　黒沢尻東小

小学校 学級数22　児童数725人 学級数21　児童数710人 学級数20　児童数680人 学級数23　児童数682人400200-042-02

　黒沢尻西小

小学校 学級数14　児童数445人 学級数14　児童数454人 学級数15　児童数462人 学級数18　児童数473人400200-042-03

　黒沢尻北小

小学校 学級数26　児童数887人 学級数26　児童数896人 学級数25　児童数871人 学級数29　児童数897人400200-042-04

　立花小

小学校 学級数６　児童数97人 学級数６　児童数111人 学級数６　児童数116人 学級数7　児童数120人400200-042-05

　飯豊小

小学校 学級数18　児童数667人 学級数19　児童数658人 学級数20　児童数675人 学級数22　児童数780人400200-042-06

　成田小

小学校 Ｈ23年度完了（統合による） 学級数４　児童数32人 学級数４　児童数33人 学級数3　児童数39人400200-042-07
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　二子小

小学校 学級数７　児童数211人 学級数８　児童数216人 学級数９　児童数224人 学級数10　児童数218人400200-042-08

　更木小

小学校 学級数４　児童数43人 学級数４　児童数43人 学級数４　児童数39人 学級数5　児童数44人400200-042-09

　黒岩小

小学校 学級数５　児童数57人 学級数５　児童数65人 学級数６　児童数63人 学級数5　児童数62人400200-042-11

　口内小

小学校 学級数６　児童数61人 学級数５　児童数72人 学級数６　児童数72人 学級数7　児童数77人400200-042-12

　照岡小

小学校 学級数６　児童数64人 学級数６　児童数69人 学級数６　児童数72人 学級数6　児童数65人400200-042-13

　南小

小学校 学級数18　児童数618人 学級数19　児童数627人 学級数19　児童数635人 学級数21　児童数634人400200-042-14

　鬼柳小

小学校 学級数12　児童数301人 学級数12　児童数296人 学級数12　児童数317人 学級数13　児童数312人400200-042-15

　江釣子小

小学校 学級数22　児童数731人 学級数22　児童数725人 学級数23　児童数736人 学級数26　児童数757人400200-042-16

　いわさき小

小学校 学級数６　児童数159人 学級数６　児童数172人 学級数６　児童数177人 学級数8　児童数180人400200-042-17

　笠松小

小学校 学級数６　児童数120人 学級数６　児童数125人 学級数６　児童数133人 学級数6　児童数134人400200-042-21

　和賀東小

小学校 学級数12　児童数335人 学級数12　児童数343人 学級数12　児童数328人 学級数14　児童数321人400200-042-22

　和賀西小

小学校 学級数６　児童数97人 学級数６　児童数105人 学級数６　児童数109人 学級数6　児童数112人400200-042-23

学校教育管理業務　中学
校

中学校 9校、生徒2,848人 9校、生徒2,805人 9校、生徒2,810人 9校、生徒2,874人400200-042-24
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

　北上中

中学校 学級数15　生徒数557人 学級数15　生徒数540人 学級数15　生徒数546人 学級数18　生徒数551人400200-042-25

　上野中

中学校 学級数12　生徒数412人 学級数12　生徒数405人 学級数12　生徒数407人 学級数14　生徒数406人400200-042-26

　飯豊中

中学校 学級数11　生徒数345人 学級数12　生徒数365人 学級数11　生徒数345人 学級数12　生徒数352人400200-042-27

　北上北中

中学校 学級数６　生徒数135人 学級数６　生徒数155人 学級数６　生徒数158人 学級数7　生徒数162人400200-042-28

　南中

中学校 学級数13　生徒数483人 学級数13　生徒数468人 学級数13　生徒数467人 学級数16　生徒数498人400200-042-29

　東陵中

中学校 学級数６　生徒数159人 学級数６　生徒数145人 学級数６　生徒数148人 学級数7　生徒数147人400200-042-31

　江釣子中

中学校 学級数11　生徒数369人 学級数10　生徒数351人 学級数11　生徒数348人 学級数13　生徒数355人400200-042-32

　和賀西中

中学校 学級数６　生徒数142人 学級数６　生徒数139人 学級数６　生徒数139人 学級数6　生徒数145人400200-042-33

　和賀東中

中学校 学級数９　生徒数246人 学級数９　生徒数237人 学級数９　生徒数252人 学級数10　生徒数258人400200-042-34

400200-043

学校給食管理業務

学校教育課02-01-04

教育環境の整備

01

ソフト事業（義務）

適正な学校給食提供に資すること。地場産品消費拡大。地産地消運
動を含む、学校給食施設間の調整、指導

一般 法令の実施義務（自治事務）

学校給食法、同施行
令、同施行規則、学校
給食実施基準

1,238

学校給食管理業務

各給食センター 学校給食関係課会議開催
事務調整　随
時

学校給食関係課会議開催
事務調整　随
時

学校給食関係課会議開催
事務調整　随
時

学校給食関係課会議開催
事務調整　随
時

400200-043-01

400100-047

小中学校臨時・非常勤

教委・総務課02-01-04
教育環境の整備

03

内部管理事務

大規模校への非常勤校務技能員及び冬期間のボイラー技士の配
置。大規模校に配置する非常勤校務技能員及び冬期間におけるボ
イラー技士の配置（一部）

一般 法令に特に定めのないもの

12,331

小学校臨時・非常勤

職員 非常勤校務技能員　4人
ボイラー技士　1人

非常勤校務技能員　4人
ボイラー技士　1人

非常勤校務技能員　4人
臨時ボイラー技士　1人

非常勤校務技能員　4人
臨時ボイラー技士　1人

400100-047-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

中学校臨時・非常勤

職員 ボイラー技士　1人 ボイラー技士　1人 ボイラー技士　1人 ボイラー技士　1人400100-047-02

400200-089

スクールバス購入事業

学校教育課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

遠距離通学に係る保護者の負担軽減及び教育の機会均等を図る。
路線バス廃止に伴い、照岡小学校及び口内小学校遠距離通学者を
運行するため、スクールバスを購入｡現在運行している和賀東小学校
のバスが老巧化したため、更新する｡

一般 法令に特に定めのないもの

23,808

スクールバス購入事業

小学校遠距離通学
児童及び保護者

スクールバス３台購入400200-089-01

400100-126

上野中学校校舎増築事業

教委・総務課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

生徒数の増加に対応した教室の増築整備。平成23年度で実施設計
を行い、平成24年度で２教室の増築を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

北上市総合計画

85,860

上野中学校校舎増築事業

上野中学校生徒及
び地区住民

校舎増築工事および既存校舎改修工
事

設計業務　１件400100-126-01

400100-131

笠松小学校排水設備改修
事業

教委・総務課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

衛生環境の整備。平成24年度に実施設計を行い、平成25年度で排
水設備の改修を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

3,128

笠松小学校排水設備改修
事業

笠松小学校児童及
び地区住民

設計業務１件400100-131-01
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