
課コード: 400600 課名称: 教育委員会文化財課平成24年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

400600-002

埋蔵文化財センター管理

埋蔵文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

02

施設管理・維持補
修事業

施設を適正に維持管理する。埋蔵文化財センター管理及び第２収蔵
庫の管理、機械器具や参考図書類の購入。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市立埋蔵文化財
センター条例 9,139

埋蔵文化財センター管理

市民 機械警備２カ所（通年）、清掃１人（通
年）、浄化槽維持管理（１基）、消防設備
点検２カ所（年２回）、燃料タンク清掃
（年１回）、自動扉保守点検（１台）、ダム
ウェーター保守点検（１台）、参考図書購
入（３冊）。

機械警備２カ所（通年）、清掃１人（通
年）、浄化槽維持管理（１基）、消防設備
点検２カ所（年２回）、燃料タンク清掃
（年１回）、自動扉保守点検（１台）、ダム
ウェーター保守点検（１台）、参考図書購
入（３冊）

機械警備２カ所（通年）、清掃１人（通
年）、浄化槽維持管理（１基）、消防設備
点検２カ所（年２回）、燃料タンク清掃
（年１回）自動扉保守点検（１台）、ダム
ウェーター保守点検（１台）、参考図書購
入（３冊）

機械警備２カ所（通年）、清掃１人（通
年）、浄化槽維持管理（１基）、消防設備
点検２カ所（年２回）、燃料タンク清掃
（年１回）自動扉保守点検（１台）、ダム
ウェーター保守点検（１台）

400600-002-01

400600-003

公用車管理

埋蔵文化財係07-02-12

教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

業務に使用する公用車を適正に維持管理する。公用車６台の管理
（通年）、車検３台

一般 法令に特に定めのないもの

999

公用車管理

市民 車両管理６台（通年）、車検３台。 車両管理６台（通年）、車検４台 車両管理６台（通年）、車検４台 車両管理６台（通年）、車検２台400600-003-01

400600-006

建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査事業

埋蔵文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

01

ソフト事業（義務）

発掘調査により必要な記録を作成し、遺物を適切に保管し、速やか
に報告書を刊行すること。工事等により破壊される遺跡に対し、発掘
調査を実施し、記録を残すもの。個人住宅建設及び公共事業・民間
開発等に伴う発掘調査、出土遺物保存処理

一般 法令の実施義務（自治事務）

文化財保護法 一般単独市道整備事
業、展勝地公園整備
事業、公有財産処分
事業　等

39,196

開発行為との調整業務

市民、埋蔵文化財
包蔵地、出土遺物

埋蔵文化財の有無及び取り扱いに関す
る照会・回答　422件
試掘調査　18件。

埋蔵文化財の有無及び取り扱いに関す
る照会・回答　434件
試掘調査　17件

埋蔵文化財の有無及び取り扱いに関す
る照会・回答　312件
試掘調査21件

埋蔵文化財の有無及び取り扱いに関す
る照会・回答　274件
試掘調査19件

400600-006-01

調査員の任用

市民 調査員1名（8カ月）の任用。 調査員1名（8カ月）の任用 調査員1名（8月）の任用 調査員1名（8月）の任用400600-006-02

個人住宅建設等に伴う調
査

市民、埋蔵文化財
包蔵地、出土遺物

○塚遺跡の発掘調査
○滝ノ沢・館Ⅳ・塚の３遺跡及び市内試
掘調査等実施
○遺跡の資料整理。
○「館Ⅳ遺跡」・「塚遺跡」・「試掘調査」
の発掘調査報告書3冊を刊行。
○試掘調査17件。

○下江釣子羽場遺跡の発掘調査
○滝ノ沢・館Ⅳの２遺跡及び市内試掘
調査等実施
○遺跡の資料整理
○試掘調査報告書1冊の刊行
○試掘調査17件

○館Ⅳ遺跡・岩崎城跡の発掘調査
○滝ノ沢・館Ⅳの２遺跡の資料整理
○試掘調査報告書1冊の刊行
○試掘調査21件

○立花南遺跡の発掘調査
○滝ノ沢・館Ⅳの２遺跡の資料整理
○試掘調査報告書1冊の刊行
○試掘調査　34件

400600-006-03

受託調査（民間開発）

市民、埋蔵文化財
包蔵地、出土遺物

高前壇Ⅱ遺跡の発掘調査報告書1冊の
刊行。

高前壇Ⅱ遺跡の発掘調査と資料整理。 高前壇Ⅱ遺跡のうち、21年度調査分の
資料整理と報告書刊行。新規地点1件
の発掘調査。

高前壇Ⅱ遺跡の発掘調査・資料整理400600-006-04

出土遺物保存処理

市民、出土遺物 ・金属製品27点の保存応急処置
・処理済み金属製品154点の管理、台帳
作成。

・金属製品41点の保存応急処置
・処理済み金属製品140点の管理台帳
作成

・金属製品15点の保存処理
・処理済み金属製品108点の管理台帳
作成

金属製品　70点　の保存処理400600-006-05
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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

展勝地公園整備に伴う発
掘調査

市民、埋蔵文化財
包蔵地、出土遺物

H24年度執行なし。 H23年度執行なし。 H22年度執行なし。 事業執行なし400600-006-06

一般単独市道整備に係る
発掘調査

市民、埋蔵文化財
包蔵地、出土遺物

根岸遺跡1件の資料整理。 根岸遺跡1件の資料整理 根岸遺跡1件の発掘調査、資料整理 根岸遺跡1件の発掘調査、資料整理400600-006-07

公有財産処分に伴う発掘
調査

市民、埋蔵文化財
包蔵地、出土遺物

H24年度は執行なし。 H23年度は執行なし。 H22年度は執行なし。 事業執行なし400600-006-08

400600-007

史跡内容確認調査事業

埋蔵文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

01

ソフト事業（義務）

重要遺跡の内容確認調査。北上川東岸の国指定史跡の調査（国見
山廃寺跡）等

一般 法令の努力義務（自治事務）

文化財保護法

7,024

内容確認調査

市民、内容確認を
必要とする遺跡

○国見山廃寺跡の報告書
○第32次調査（平成15年度）～第45次
調査（平成22年度）分の作成
○国見山廃寺跡指導委員会の開催　１
回（２日間）
○第46・47次発掘調査

○国見山廃寺跡の報告書作成に向け
た調査資料整理：第32次調査（平成15
年度）～第45次調査（平成22年度）分
○国見山廃寺跡指導委員会の開催　１
回（２日間）

○国見山廃寺跡の発掘調査：推定経蔵
跡及び周辺の再調査　２００㎡
○国見山廃寺跡指導委員会の開催　１
回（２日間）

○国見山廃寺跡の発掘調査：推定経蔵
跡及び周辺の再調査　２００㎡
○根岸遺跡の発掘調査：掘立柱仏堂跡
の確認　２８０㎡
○国見山廃寺跡指導委員会の開催　１
回（２日間）

400600-007-01

国見山廃寺跡発掘調査指
導委員会

市民、国見山廃寺
跡及び関連遺跡

委員４名、委員会の開催（10月11・12日
の２日間）

委員４名、委員会の開催（１０月６・７日
の２日間）

委員４名、委員会の開催（９月３０日１０
月１日の２日間）

委員４名、委員会の開催（９月３０日１０
月１日の２日間）

400600-007-02

400600-011

職員研修

埋蔵文化財係02-04-02
ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

03

内部管理事務

発掘担当職員への専門技術研修。県内・東北各県ほかへの派遣一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

文化財保護法

1,498

職員研修

市民、職員 奈良国立文化財研究所発掘担当者専
門研修：希望したが、希望者多数によ
り、24年度は見送り。所外研修2回。

奈良国立文化財研究所発掘担当者専
門研修　1名
所外研修　2回

奈良国立文化財研究所発掘担当者専
門研修　1名
所外研修　2回

奈良国立文化財研究所発掘担当者専
門研修　1名
所外研修　2回

400600-011-01

400600-013

収蔵資料管理・公開事業

埋蔵文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

01

ソフト事業（義務）

資料の安全・適正な管理と利便性の向上、埋蔵文化財保護への市民
の理解を得る。○出土遺物・図面写真等の記録類・図書・その他資料
の管理○埋蔵文化財年報及び紀要の刊行。○埋蔵文化財展・発掘
調査報告会等の公開事業の開催。

一般 法令の実施義務（自治事務）

文化財保護法

9,650

収蔵資料の管理と利用許
可

出土資料・記録類・
参考図書

資料利用対応36件、図書受入933冊。 ○資料利用対応19件
○図書受入1,243冊

資料利用対応25件、図書受入1,305冊 資料利用対応29件、図書受入1,536冊400600-013-01

埋蔵文化財年報の刊行

市民、出土遺物、
関係機関

埋蔵文化財年報（平成23年度分）１冊の
刊行。

年報１冊の刊行 年報１冊の刊行 年報１冊の刊行400600-013-02
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担当係政策体系コード
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資料等公開事業

市民、関係機関 ○写真展（2会場・1ヵ月間）
○埋蔵文化財展（5日間・491人）
○発掘調査報告会（90人）
○埋蔵文化財講演会（97人）
○出前講師24箇所ほか

○写真展（3会場・2ヵ月間）
○センター公開（1日・98人）
○現地説明会（1遺跡・34人）
○埋蔵文化財展（5日間・727人）
○発掘調査報告会（74人）
○埋蔵文化財講演会（83人）
○出前講師　30箇所ほか

○写真展　３会場　２ヵ月間
○センター公開　１日間　61人
○現地説明会　２遺跡　計16名
○埋文展　５日間　888人
○発掘調査報告会　86名
ほか

○写真展　３会場　２ヵ月間
○センター公開　１日間　146人
○現地説明会　２遺跡　計127名
○埋文展　５日間　1144人
○報告会・講演会　157名
ほか

400600-013-03

400600-020

全国公立埋蔵文化財セン
ター連絡協議会負担金

埋蔵文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

会員機関の情報交換により、各機関の業務効率の改善。全国の公
立埋蔵文化財センターによる情報交換のための組織

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

文化財保護法

1,205

全国公立埋蔵文化財セン
ター連絡協議会負担金

市民、職員、関係
機関

年会費の納入、総会・ブロック会議等は
欠席。研修会は、当市が開催事務局を
担当、全国から42名参加。

年会費の納入、総会・ブロック会議等は
欠席、研修会に1名参加

年会費の納入、総会・ブロック会議等は
欠席、研修会に3名参加

年会費の納入、総会・ブロック会議等は
欠席

400600-020-01

400600-038

文化財保護審議会

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

05

ソフト事業（任意）

市内に所在している文化財のうち重要な物件を指定し保護保存す
る。文化財保護に関する調査・審議。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市文化財保護審
議会条例 1,385

文化財保護審議会

委員７名 会議開催回数１回、出席委員延べ６人、
報告事項４件、協議事項２件。

会議開催回数１回、出席委員延べ６人、
報告事項４件、委員の市内指定文化財
視察１回

会議開催回数１回、出席委員延べ７人、
指定諮問案件２件

会議開催回数１回、出席委員延べ７人、
協議案件２件

400600-038-01

400600-039

文化財事業推進団体負担
金

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

文化財や史跡等の保護、活用、施設整備事業推進のため。負担金
の納入、理事会・総会への出席、研修会への出席、文化財保護事業
推進のための補助金要望運動

一般 法令に特に定めのないもの

1,219

岩手県文化財愛護協会負
担金

愛護協会 年会費の納入、理事会及び総会は欠
席。　

年会費の納入、理事会及び総会は欠席
　

年会費の納入、理事会及び総会は欠席
　

年会費の納入、理事会及び総会は欠席
　

400600-039-01

全国民俗芸能保存振興市
町村連盟会費

全民連 年会費納入、北上市長は理事、平成24
年度は総会欠席。　

年会費納入、北上市長は理事、平成23
年度は総会中止。　

年会費納入、北上市長は理事、役員会
及び総会は欠席　　

年会費納入、北上市長は理事、大会及
び研修会は欠席　　

400600-039-02

全国史跡整備市町村協議
会負担金

全史協 年会費の納入、協議会大会は欠席。 年会費の納入、協議会大会は欠席 加盟528市区町村、協議会大会は欠
席、年会費の納入

加盟541市区町村、協議会大会は欠
席、年会費の納入

400600-039-03

全国史跡整備市町村協議
会東北地区協議会負担金

全史協東北地協 北上市長は理事、年会費の納入、協議
会総会出席１回、研修会出席１回。研修
会は当市が開催事務局を担当。東北六
県から58名参加。

北上市長は理事、年会費の納入、協議
会総会出席１回、研修会出席１回、奈文
研研修派遣補助申請１回

加盟62市町村、北上市長は理事、年会
費の納入、協議会総会出席１回、研修
会出席１回、奈文研研修派遣補助申請
１回

加盟62市町村、北上市長は理事、年会
費の納入、協議会総会は欠席

400600-039-04

岩手県史跡整備市町村協
議会負担金

県史協 北上市長は理事、総会出席1回、役員
会出席1回、年会費の納入。

北上市長は理事、総会出席1回、役員
会出席1回、年会費の納入

加盟30市町村、北上市長は理事、総会
出席1回、役員会出席1回、年会費の納
入

加盟30市町村、北上市長は理事、総会
出席1回、役員会出席1回、研修会出席
1回、年会費の納入

400600-039-05

400600-046

史跡・文化財管理

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

02

施設管理・維持補
修事業

史跡や文化財を適正に維持管理し、市民に公開し活用を図る。史跡
の草刈り、国指定文化財「伊澤家住宅」及び国指定史跡「樺山歴史
の広場」の維持管理と公開、文化財説明板の設置や修繕

一般 法令の実施義務（自治事務）

文化財保護法第119条
第1項（所有者の管理
義務）

21,128
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評価事業コード
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担当係政策体系コード

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

史跡管理

市民 史跡草刈り（8遺跡14箇所）、葛西壇の
樹木間伐（６本）、成田一里塚さくら害虫
防除２回、史跡の倒木処理（１本）。

史跡草刈り（8遺跡14箇所）、ひじり塚松
木間伐（24本）、成田一里塚さくら害虫
防除（1本）

史跡草刈り（8遺跡17箇所）、松くい虫被
害木伐採（3本）、藩境帯立木伐採（38
本）、成田一里塚樹木枝おろし（2本）

史跡の草刈り委託９件、ひじり塚松くい
虫防護対策（薬剤樹幹注入50本）、藩境
帯立木伐採47本、成田一里塚のてんぐ
す病除去１件

400600-046-01

伊澤家住宅維持管理

市民 公開期間８カ月、見学者数1,105人、伊
澤家住宅屋根雨漏修繕１件、同雪害被
害による屋根修繕１件。

公開期間８カ月、見学者数736人、伊澤
家住宅屋根修繕（１件）

公開期間８カ月、見学者数857人、消火
ポンプ置場修繕（１件）

公開期間８カ月、見学者数466人、軽易
な修繕１回

400600-046-02

樺山歴史の広場管理

市民 縄文館の開館８カ月、来場者数10,304
人。説明板補修１カ所、縄文館展示室
ブラインド修繕１回。

縄文館の開館８カ月、来場者数8,890
人。説明板補修１カ所、浄化槽修繕１
回。

縄文館の開館８カ月、来場者数12,695
人

縄文館の開館８カ月、来場者数12,108
人、映像機器の修繕１回

400600-046-03

市内文化財案内標識等設
置

市民 新規説明板の設置１カ所、既存説明板
の修繕１カ所。

新規説明板の設置１カ所、既存説明板
の撤去２カ所

既存説明板の移設１件、修正1件と新規
説明板の設置１件

既存説明板の修繕1件と新規説明板の
設置１件

400600-046-04

400600-047

文化財保護事務

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

01

ソフト事業（義務）

文化財を保存し、かつその活用を図り、もって市民の文化的向上に
資する。文化財関係団体への指導・助言、文化財照会への対応、文
化財管理

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
律第23条第14号(教委
の職務権限)

4,325

文化財保護事務

市民 県文化振興基金助成事業への申請事
務２件、文化遺産を活かした観光振興
事業への申請事務２件、民間文化財団
事業への申請事務１件、カモシカ滅失
処理８件、市指定文化財候補物件の調
査３件、国指定建造物保存に伴う文化
庁の現地指導２回。

県文化振興基金助成事業への申請事
務２件、文化遺産を活かした観光振興・
地域活性化事業への申請事務１件、特
別天然記念物ニホンカモシカ滅失処理
５件

県文化振興基金助成事業への申請事
務４件、伝統文化こども教室助成事業へ
の申請事務４件、地域の伝統文化継承
活動費用助成への申請事務１件、特別
天然記念物ニホンカモシカ滅失処理14
件、国指定建造物保存に伴う文化庁の
現地指導１回

県文化振興基金助成事業への申請事
務３件、伝統文化こども教室助成事業へ
の申請３件、文化芸術ネットワーク担当
者会議２回、民俗芸能保存団体の発表
会開催の協力３回

400600-047-01

400600-049

民俗芸能発表会

文化財係02-04-02
ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

05

ソフト事業（任意）

民俗芸能団体に発表の機会を提供し、技芸の研鑚と民俗芸能の保
存伝承を支援するため。民俗芸能発表会の開催

一般 法令に特に定めのないもの

民俗芸能発表会

市民 休止中。 休止中。 休止中。400600-049-01

400600-051

民俗芸能保存振興補助金

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市内民俗芸能団体連合会の活動を支援するとともに、民俗芸能を保
存伝承している単位団体の伝承活動の支援と育成を図る。民俗芸能
団体連合会の運営費助成と活動支援、民俗芸能保存団体が伝承活
動するための衣装整備費や道具等修繕費の補助

一般 法令に特に定めのないもの

759

北上市民俗芸能団体連合
会運営費補助金

北上市民俗芸能団
体連合会

加盟団体数72団体、補助金交付回数１
回。

加盟団体数73団体、補助金交付回数１
回

加盟団体数76団体、補助金交付回数１
回

加盟79団体、補助金交付回数１回400600-051-01

民俗芸能保存育成等補助
金

民俗芸能団体 交付団体数２団体。 交付団体数６団体 交付団体数４団体 交付件数７団体400600-051-02

民俗芸能伝承活動施設整
備費補助金

民俗芸能団体 H24年度執行なし。 H23年度執行なし。 H22年度執行なし。 事業執行なし400600-051-03
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400600-056

史跡江釣子古墳群等購入
事業

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

07

施設等整備事業

史跡を後世まで保存していくことを第一目的としつつ、その後、整備
し、市民が歴史学習の場として活用するための用地として確保する。
史跡江釣子古墳群指定地内の土地買上げ

一般 法令に特に定めのないもの

北上市総合計画実施
計画、北上市教育振
興基本計画

11,230

史跡江釣子古墳群等購入
事業

市民 買上げ全体計画面積67,152㎡のうち、
本年度２筆829.9㎡購入。

H23年度事業休止。 買上げ計画面積約67,152㎡、買上げ済
み面積約43,631.73㎡（うち22年度買上
げ面積776.46㎡）

買上げ計画面積約67,152㎡、買上げ済
み面積約42,855.27㎡（うち21年度買上
げ面積480.91㎡）

400600-056-01

400600-073

埋蔵文化財センター収蔵庫
改修事業

埋蔵文化財係02-04-02
ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

07

施設等整備事業

資料の適切な保管が可能な状態にする。一般 法令に特に定めのないもの

埋蔵文化財センター収蔵
庫改修事業

市民、出土遺物 H24年度執行なし。 H23年度執行なし。 H22年度執行なし。400600-073-01

400600-077

伊澤家住宅施設整備事業

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

07

施設等整備事業

。一般 法令の努力義務（自治事務）

伊澤家住宅施設整備事業

国指定重要文化財
多聞院伊澤家住宅

H24年度執行なし。 H23年度執行なし。 H22年度執行なし。 茅葺屋根全面をトタンで覆う工事一式400600-077-01

400600-079

公用車購入事業

文化財係06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

埋文センターの公用車の更新。軽ワゴン車１台の更新一般 法令に特に定めのないもの

北上市総合計画実施
計画 1,298

公用車購入事業

公用車 公用車１台購入。400600-079-01

400600-080

文化財悉皆調査記録保存
事業

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

01

ソフト事業（義務）

地域の未指定文化財をテーマごとに全市的に調査し、その所在や保
存状況、価値等を把握するとともに価値ある文化財の保存伝承に資
する。また郷土の歴史や文化を学習する文献資料として活用を図る。
地域でかつて行なわれていた年中行事について、聞き取り調査する
とともに写真資料等の収集をし、調査報告書を作成する。平成24年
度から25年度までは聞き取り調査と資料収集し、平成26年度に報告
書作成をする。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市総合計画実施
計画、北上市教育振
興基本計画

937

文化財悉皆調査記録保存
事業

市民 年中行事調査員会議１回。正月、２月、
３月行事と盆の行事について聞き取り調
査。

400600-080-01

400600-101

旧教育施設管理事業（文化
財課）

文化財係06-05-02
財政健全化の推進

02

施設管理・維持補
修事業

良好な維持管理。史跡センターの機械警備、消防設備等点検、電気
料及び電話料の支払、外便所の浄化槽維持管理料、清掃代、電気・
水道料の支払。民俗資料館の電気・水道料支払、消防設備等点検、
敷地内の草刈り。

一般 法令に特に定めのないもの

3,552

旧教育施設管理事業（文
化財課）

旧江釣子史跡セン
ター及び外便所、
旧江釣子

機械警備１棟、浄化槽維持管理１基、消
防設備点検２回、草刈り３回、庭木害虫
防除２回、史跡センター玄関ドア等修繕
３件。

機械警備１棟、浄化槽維持管理２基、消
防設備点検２回、草刈り４回、害虫防除
２回、

400600-101-01
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400600-103

文化財施設災害復旧事業

文化財係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

01

ソフト事業（義務）

公共教育施設災害復旧。樺山歴史の広場浄化槽修繕、民俗村貯水
槽送水管修繕、旧史跡センターレクチャールーム南面壁等工事。

一般 （未入力）

文化財施設災害復旧事業

樺山歴史の広場及
び民俗村施設の利
用者、見

Ｈ24年度執行なし。 樺山歴史の広場浄化槽修繕１カ所、民
俗村貯水槽送水管修繕１カ所、旧史跡
センター改修工事２カ所。

400600-103-01

400600-104

文化財収蔵庫整備事業

文化財係02-04-02
ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

07

施設等整備事業

平成22年度末で廃止した民俗資料館を文化財収蔵庫として活用す
る。旧江釣子民俗資料館の屋根、入口扉改修工事。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市総合計画実施
計画 3,404

文化財収蔵庫整備事業

旧江釣子民俗資料
館

民俗資料館の屋根葺替、入口扉の改
修。

400600-104-01

400600-201

被災地長期職員派遣代替
事業（緊急雇用対策）

文化財係07-02-12

教育部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

臨時職員を雇用することにより、業務をタイムリーに推進する。東北
地方太平洋沖地震に伴う県内被災市町村に対し、行政機能回復支
援のため埋蔵文化財専門職員を長期に派遣する代替として、被災者
を臨時職員として雇用し、職員の事務補助に従事させる。

一般 法令に特に定めのないもの

2,106

被災地長期職員派遣代替
事業（緊急雇用対策）

職員 臨時職員１名の雇用、期間は１年間。400600-201-01
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