
平成25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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22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 5,554

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

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、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

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

10,463

教育相談員設置事業

小中幼 教育相談員を５人配置 相談員５人配置 相談員５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 幼児ことば東教室　27人通級
幼児ことば西教室　36人通級
幼児ことば和賀教室　28人通級

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 ひまわり広場の管理・運営 平成24年度通級者４人
　　　　（仮通級３人）

平成23年度通級者７人
　　　　（仮通級２人）

平成22年度通級者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

408

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 317

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22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　4,000円 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

教育部総務課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

26,418

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　4人（12月派遣2人、７月派遣
2人）
給与費等負担金　25,961千円

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 40,795

　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
885人

受診対象
平成24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

400200-039-01

　小学校児童検診

小学生 腎臓（尿）検診5,512人受診、
心臓検診872人受診、
脊柱側弯検診918人受診、
寄生虫卵検査2,625人受診

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

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、肺がん検診等の実施

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2,825人受診、
心臓検診945人受診、
脊柱側弯検診1,003人受診、
貧血検査2,470人受診

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

400200-039-04

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 990

学校指定研究事業（黒西
小学校）

小学校及び教育関
係者

なし 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

なし 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

なし 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400200-060-12
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

学校指定研究事業（江釣
子中学校）

中学校及び教育関
係者

なし 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

なし 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

なし 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

なし 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 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 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

なし400200-060-19

学校指定研究事業（和賀
東小学校）

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

400200-060-20

学校指定研究事業（南中
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

400200-060-21

学校指定研究事業（上野
中学校）

中学校及び教育関
係者

なし400200-060-22

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

1,050

学力ステップアップ事業

児童・生徒 学習支援員　１名配置

中３を対象に英検講座を実施

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

400200-305

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

481
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

いわての復興教育学校支
援事業

小学校 なし 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

いわての復興教育学校支
援事業

中学校 中学校２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

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

400200-305-02

400200-306

人権教育研究指定校事業

学校教育課02-01-01
知・徳・体を育む

05

ソフト事業（任意）

学校の教育活動全体を通じて人権教育を推進し、自他の人権を守る
実践的行動力を育成する。人権意識を培うための学校教育のあり方
について、講演や視察、発表会を通じて幅広い観点から実践的な研
究を実施する。

一般 （未入力）

120

人権教育研究指定校事業

和賀西小学校 先進校の視察、講演会の実施

人権教育の研究に係る講師謝金、消耗
品等

400200-306-01

400100-002

奨学資金貸与事業

教育部総務課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 37,012

奨学資金貸与事業

高校・大学生等 新規貸与者　33人
新規貸与者(追加）2人
継続貸与者　62人
貸与者数合計　97人
貸与金額合計　　32,990千円

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

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

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

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）

47,428

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

02

施設管理・維持補
修事業

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）

8,232

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400200-005-01

400100-015

私学振興補助金

教育部総務課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 3,658
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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　3,200千円
(内訳）
①専修大学北上高等学校
　23学級　730人　　2,610千円
②北上福祉教育専門学校
４学級　195人　590千円

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

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

160

岩手県難聴言語障害教育
研究会負担金

生徒、教職員 負担金支出　35,000円 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400200-015-01

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　125,000円 負担金支出　115,000円 負担金支出　105,000円 負担金支出　110,000円400200-015-02

岩手県病弱虚弱連盟負担
金

児童、教職員 H25年度実施なし H24年度実施なし。 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

53

岩手県学校安全互助会負
担金

小中学生 対象者
要保護児童生徒　63人
準要保護児童生徒　379人

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

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

8,995

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5,517人分 17校、児童5,618人分 18校、児童5,721人分 18校、児童5,745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2,835人分 9校、生徒2,847人分 9校、生徒2,805人分 9校、生徒2,810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

22,768

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非常勤職
員を配置

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

400200-031-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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

3,406

就学及び学籍管理事業

小中学生 児童5,517人、生徒2,835人の学籍管理 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

就学審議会を年４回開催

県立特別支援学校への転学等の事務
を随時おこなう

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

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

44,861

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　279人
特別支援学級対象　　72人
特別支援学校対象　27人

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

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　164人
特別支援学級対象　　29人
特別支援学校対象　28人

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

400200-040-02

400200-114

学校教員支援員派遣事業
（緊急雇用対策）

学校教育課02-01-02

児童生徒への支援

05

ソフト事業（任意）

学校に非常勤職員を配置することにより、教員の多忙化を解消すると
ともに、被雇用者にあっては、業務を通じて障害を有する児童・生徒
との接し方や介助方法等を習得することにより、将来において福祉介
護施設等に就労する際に必要な知識を身につける。特別支援学級に
在籍する児童・生徒が、交流学級により普通学級において学習する
際の児童生徒の補助。特別支援学級における教員補助及び児童・生
徒の支援等

一般 法令に特に定めのないもの

11,015

学校教員支援員派遣事業
（緊急雇用対策）

小中学校の児童生
徒及び教員

学校教員支援員６名配置400200-114-01

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

1,637

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　20,000円　
48人
中学生　30,000円　14人

小学生43人
中学生14人

400200-303-01

400200-304

沿岸被災校支援活動事業
費補助金

学校教育課02-01-02
児童生徒への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

市内小中学校が行う沿岸被災学校への支援活動を支援し、震災被
災地の復興と児童生徒の交流を促進させる。支援活動補助

一般 法令に特に定めのないもの

581

沿岸被災校支援活動事業
費補助金

市内小中学校校長
会

北上校長会に補助金を支出 小学校８校
中学校６校

400200-304-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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

1,613

学校図書館整理指導員設
置

小・中学校 ・小中学校26校に学校図書館訪問指導
をおこなう（随時）
・学校図書館だよりを隔週金曜日に発行

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

400200-011-01

400100-054

全国大会等出場補助金

教育部総務課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

5,825

全国高等学校総合文化祭
出場補助金

高校生 なし 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16回全国高等学校俳句選手権大会
黒沢尻北高等学校（選手７名）　
補助金　　94,000円　　

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

全国高等学校軟式野球選
手権大会出場補助金

高校生 なし 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26回全日本マーチングコンテスト
専修大学北上高等学校（選手73名）
補助金　　800,000円

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93回全国高等学校ラグビーフットボー
ル大会
黒沢尻北高等学校（選手25名）
補助金　2,711,000円

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 なし 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32回全国高等学校弓道選抜大会
黒沢尻工業高等学校（選手1名）
補助金　　19,000円

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

全国高等学校選抜クライミ
ング選手権大会出場補助
金

高校生 第４回全国高等学校クライミング選手権
大会
黒沢尻工業高等学校（選手２名）
補助金　　22,000円

400100-054-08

全国高等学校選抜ボート
大会出場補助金

高校生 第25回全国高等学校選抜ボート大会
黒沢尻工業高等学校（選手２名）
補助金　　194,000円

400100-054-09
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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

990

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

スクールガード・リーダー２名配置 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

090200-140

地域の教育力向上推進事
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）

家庭、学校、地域、行政が連携して地域の教育課題に取り組むことに
より、子どもを地域総ぐるみで育て、地域の活性化につながるような
仕組みを構築する。検討委員会（推進委員会）の開催、フォーラム等
の開催、周知・啓発活動

一般 法令に特に定めのないもの

12,619

地域の教育力向上推進事
業

一般市民 基本計画策定（活動現況調査、関連組
織状況調査、検討委員会４回、庁内連
絡会議・随時）、放課後子ども教室（３小
学校区実施日数109日、子ども参加人
数延べ3,029人、フォーラム開催（2/2開
催、139人参加)

090200-140-01

400100-001

学校整備改修事業

教育部総務課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

49,027

小学校施設整備改修事業

小学校 改修工事
小学校　17校　66件

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

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　40件

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

400100-001-02

幼稚園施設整備改修事業

幼稚園 改修工事
幼稚園　3園　7件

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

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 59,124

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585台
中学校９校369台

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）

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。調理機器等センター備品の購
入。

一般 法令に特に定めのないもの

642

センター備品購入

児童、園児 モービルシンク（移動シンク）1台の購入 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
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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 20,944

施設管理

小学校２校、中学
校５校

建物1,086㎡　Ｓ61年４月建設
給食供給校　小学校２校、中学校５校
給食供給数　3,348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　3,394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）

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21年4月1日施行）

北上市教育振興基本
計画 7,461

センター施設修繕

児童、園児 施設及び調理機器等20件修理 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401100-002-01

400100-003

学校施設修繕補修事業

教育部総務課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）

23,354

小学校施設修繕補修事業

小学校 修繕補修
小学校　17校　54件

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

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　32件

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

400100-003-02

幼稚園施設修繕補修事業

幼稚園 補修修繕
幼稚園　3園　10件

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

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 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 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 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 5,962
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

センター施設修繕

小学校２校、中学
校５校の児童、生
徒

天井・壁面防カビ塗装工事、ボイラー部
品交換修理など36件実施

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

401200-003-01

400100-004

学校施設管理事業

教育部総務課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）

1,136,904

小学校施設管理事業

小学校 小学校　17校 小学校　17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　5園400100-004-03

小学校耐震診断調査事業

小学生、地区民 H25年度執行なし。 H24年度執行なし。 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 H25年度執行なし。 H24年度執行なし。 診断調査 診断調査400100-004-05

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 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 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 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 135,006

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：3,109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：3,110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

401300-004-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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 115,248

給食実施

児童、園児 小学校10校、幼稚園1園　2,863食　年
間170食（幼稚園100食）の安定供給

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

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 126,049

給食実施

小学校２校、中学
校５校の児童、生
徒

小学校２校　1,623人（３月末）
中学校５校　1,702人（３月末）
その他　　　　　24人（３月末）
年間述べ　　566,832食供給

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

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

1,237

調理委託

児童・生徒・園児
　　

委託調理数：508,041食（通常3109食/
日、平均2,540食/日）

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）

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日施行)

北上市教育振興基本
計画 16,549

施設管理

児童、園児 電気工作物保安管理業務委託（年6回）
煤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 2,065

給食費の経理

児童、生徒 小学校２校　1,623人（３月末）
中学校５校　1,702人（３月末）
その他　　　　　24人（３月末）
総事業費　　　　153,631千円

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

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

76

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25年度補助金279,558円 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401200-007-01
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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 28,487

施設管理

児童・生徒・園児 煤煙等測定業務（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

401300-007-01

施設修繕

児童・生徒・園児 調理員用トイレ改修工事
ボイラー配管修繕工事(５回）
貫流ボイラー修繕（５回）
厨房器具類等修繕（７回）

401300-007-02

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

382

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5,516㎏の利用補助金
343,189円

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

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 3,533

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 1,223

給食費の経理

児童、園児 給食費請求及び収納、業者支払 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

85

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

401100-010

食器等更新事業（中央）

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

現在使われているステンレス製の食器をポリエチレン製のさくら食器
に更新するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

1,382
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

食器等更新事業（中央）

北上地区の小学生
と更木幼稚園

さくら食器ボール1,190個の購入401100-010-01

401200-010

備品購入事業（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 3,076

食器等更新事業（北部）

小学校２校、中学
校５校の児童、生
徒

給食トレイ　3,450枚
食器籠　20個
ネームプレート　250枚
台車車輪　12個
食缶　5個
スプーン通し　130個
ざる　20個
ジャム缶　25個

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

3,459

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343,189円、北部給食へ
279,559円、西部給食へ516,252円、
各々補助し地産地消運動の促進

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。

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）

22,130

学校施設備品　小学校

児童、教職員 17校　児童数5,517人 17校、児童5,618人 18校、児童5,719人 18校、児童5,742人400200-012-01

　黒沢尻東小

児童、教職員 学級数24　児童数720人 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400200-012-02

　黒沢尻西小

児童、教職員 学級数17　児童数444人 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400200-012-03

　黒沢尻北小

児童、教職員 学級数29　児童数888人 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400200-012-04

　立花小

児童、教職員 学級数８　児童数98人 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400200-012-05

　飯豊小

児童、教職員 学級数21　児童数658人 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400200-012-06
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

　成田小

児童、教職員 なし 学級数４　児童数32人 学級数４　児童数33人400200-012-07

　二子小

児童、教職員 学級数９　児童数214人 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400200-012-08

　更木小

児童、教職員 学級数５　児童数42人 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400200-012-09

　黒岩小

児童、教職員 学級数５　児童数54人 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400200-012-11

　口内小

児童、教職員 学級数６　児童数59人 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400200-012-12

　照岡小

児童、教職員 学級数７　児童数63人 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400200-012-13

　南小

児童、教職員 学級数20　児童数613人 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400200-012-14

　鬼柳小

児童、教職員 学級数13　児童数290人 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400200-012-15

　江釣子小

児童、教職員 学級数25　　児童数703人 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400200-012-16

　いわさき小

児童、教職員 学級数７　児童数146人 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400200-012-17

　笠松小

児童、教職員 学級数８　児童数111人 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400200-012-21

　和賀東小

児童、教職員 学級数14　児童数328人 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400200-012-22

　和賀西小

児童、教職員 学級数７　児童数86人 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400200-012-23
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

教育備品　小学校

児童、教職員 17校　児童数5,517人 17校、児童5,618人 18校、児童5,719人 18校、児童5,742人400200-012-24

　黒沢尻東小

児童、教職員 学級数24　児童数720人 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400200-012-25

　黒沢尻西小

児童、教職員 学級数17　児童数444人 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400200-012-26

　黒沢尻北小

児童、教職員 学級数29　児童数888人 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400200-012-27

　立花小

児童、教職員 学級数８　児童数98人 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400200-012-28

　飯豊小

児童、教職員 学級数21　児童数658人 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400200-012-29

　成田小

児童、教職員 なし 学級数４　児童数32人 学級数４　児童数33人400200-012-31

　二子小

児童、教職員 学級数９　児童数214人 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400200-012-32

　更木小

児童、教職員 学級数５　児童数42人 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400200-012-33

　黒岩小

児童、教職員 学級数５　児童数54人 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400200-012-34

　口内小

児童、教職員 学級数６　児童数59人 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400200-012-35

　照岡小

児童、教職員 学級数７　児童数63人 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400200-012-36

　南小

児童、教職員 学級数20　児童数613人 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400200-012-37
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

　鬼柳小

児童、教職員 学級数13　児童数290人 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400200-012-38

　江釣子小

児童、教職員 学級数25　児童数703人 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400200-012-39

　いわさき小

児童、教職員 学級数７　児童数146人 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400200-012-41

　笠松小

児童、教職員 学級数８　児童数111人 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400200-012-44

　和賀東小

児童、教職員 学級数14　児童数328人 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400200-012-45

　和賀西小

児童、教職員 学級数７　児童数86人 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400200-012-46

学校施設備品　中学校

生徒、教職員 ９校　生徒数2,835人 9校、生徒2,848人 9校、生徒2,805人 9校、生徒2,810人400200-012-51

　北上中

生徒、教職員 学級数16　生徒数546人 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400200-012-52

　上野中

生徒、教職員 学級数14　生徒数410人 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400200-012-53

　飯豊中

生徒、教職員 学級数11　生徒数336人 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400200-012-54

　北上北中

生徒、教職員 学級数７　生徒数133人 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400200-012-55

　南中

生徒、教職員 学級数16　生徒数479人 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400200-012-56

　東陵中

生徒、教職員 学級数７　生徒数163人 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400200-012-57
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

　江釣子中

生徒、教職員 学級数14　生徒数375人 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400200-012-58

　和賀西中

生徒、教職員 学級数７　生徒数145人 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400200-012-59

　和賀東中

生徒、教職員 学級数11　生徒数248人 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400200-012-61

教育備品　中学校

生徒、教職員 ９校　生徒数2,835人 9校、生徒2,848人 9校、生徒2,805人 9校、生徒2,810人400200-012-62

　北上中

生徒、教職員 学級数16　生徒数546人 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400200-012-63

　上野中

生徒、教職員 学級数14　生徒数410人 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400200-012-64

　飯豊中

生徒、教職員 学級数11　生徒数336人 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400200-012-65

　北上北中

生徒、教職員 学級数７　生徒数133人 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400200-012-66

　南中

生徒、教職員 学級数16　生徒数479人 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400200-012-67

　東陵中

生徒、教職員 学級数７　生徒数163人 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400200-012-68

　江釣子中

生徒、教職員 学級数14　生徒数375人 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400200-012-69

　和賀西中

生徒、教職員 学級数７　生徒数145人 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400200-012-71

　和賀東中

生徒、教職員 学級数11　生徒数248人 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400200-012-72
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

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）

68,693

学校運営管理業務　小学
校

小学校 小学校17校　児童5,517人 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2,835人 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）

43,244

学校教育管理業務　小学
校

小学校 小学校17人　児童5,517人 17校、児童5,618人 18校、児童5,719人 18校、児童5,742人400200-042-01

　黒沢尻東小

小学校 学級数24　児童数720人 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400200-042-02

　黒沢尻西小

小学校 学級数17　児童数444人 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400200-042-03

　黒沢尻北小

小学校 学級数29　児童数888人 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400200-042-04

　立花小

小学校 学級数８　児童数98人 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400200-042-05

　飯豊小

小学校 学級数21　児童数658人 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400200-042-06

　成田小

小学校 なし 学級数４　児童数32人 学級数４　児童数33人400200-042-07

　二子小

小学校 学級数９　児童数214人 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400200-042-08

　更木小

小学校 学級数５　児童数42人 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400200-042-09
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

　黒岩小

小学校 学級数５　児童数54人 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400200-042-11

　口内小

小学校 学級数６　児童数59人 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400200-042-12

　照岡小

小学校 学級数７　児童数63人 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400200-042-13

　南小

小学校 学級数20　児童数613人 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400200-042-14

　鬼柳小

小学校 学級数13　児童数290人 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400200-042-15

　江釣子小

小学校 学級数25　児童数703人 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400200-042-16

　いわさき小

小学校 学級数７　児童数146人 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400200-042-17

　笠松小

小学校 学級数８　児童数111人 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400200-042-21

　和賀東小

小学校 学級数14　児童数328人 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400200-042-22

　和賀西小

小学校 学級数７　児童数86人 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400200-042-23

学校教育管理業務　中学
校

中学校 中学校９校　生徒2,835人 9校、生徒2,848人 9校、生徒2,805人 9校、生徒2,810人400200-042-24

　北上中

中学校 学級数16　生徒数546人 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400200-042-25

　上野中

中学校 学級数14　生徒数410人 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400200-042-26
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

　飯豊中

中学校 学級数11　生徒数336人 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400200-042-27

　北上北中

中学校 学級数７　生徒数133人 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400200-042-28

　南中

中学校 学級数16　生徒数479人 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400200-042-29

　東陵中

中学校 学級数７　生徒数163人 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400200-042-31

　江釣子中

中学校 学級数14　生徒数375人 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400200-042-32

　和賀西中

中学校 学級数７　生徒数145人 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400200-042-33

　和賀東中

中学校 学級数11　生徒数248人 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400200-042-34

400100-047

小中学校臨時・非常勤

教育部総務課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

10,907

小学校臨時・非常勤

職員 校務技能員（非常勤）　4人
ボイラー技士（臨時）　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
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

中学校臨時・非常勤

職員 校務技能員（非常勤）　1人
ボイラー技士（臨時）　　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

400200-111

小中学校教材整備事業

学校教育課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

新学習指導要領に対応した教材備品を整備し、学習環境の充実を図
る。教材備品の整備

一般 法令に特に定めのないもの

5,476

教材整備事業（黒沢尻北
小学校）

小学校 学級数29　児童数888人
備品購入費：235,450円
内容：デジカメ、ブルーレイレコーダ他の
購入

400200-111-01

教材整備事業（黒沢尻東
小学校）

小学校 学級数24　児童数720人
備品購入費：319,300円
内容：ミシン、コースロープ他の購入

400200-111-02
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

教材整備事業（黒沢尻西
小学校）

小学校 学級数17　児童数444人
備品購入費：330,000円
内容：学校用バスキーボード、メガホン
他の購入

400200-111-03

教材整備事業（立花小学
校）

小学校 学級数８　児童数98人
備品購入費：179,900円
内容：コースロープ、送風機の購入

400200-111-04

教材整備事業（飯豊小学
校）

小学校 学級数21　児童数658人
備品購入費：147,760円
内容：英語教材、ミシン他の購入

400200-111-05

教材整備事業（二子小学
校）

小学校 学級数９　児童数214人
備品購入費：192,800円
内容：電動糸のこぎり、ミシン、炊飯器の
購入

400200-111-06

教材整備事業（更木小学
校）

小学校 学級数５　児童数42人
備品購入費：177,080円
内容：スピーカー、折り畳みテーブル他
の購入

400200-111-07

教材整備事業（黒岩小学
校）

小学校 学級数５　児童数54人
備品購入費：165,000円
内容：世界全図、発表用ボードの購入

400200-111-08

教材整備事業（口内小学
校）

小学校 学級数６　児童数59人
備品購入費：178,000円
内容：ハードル、コースロープ他の購入

400200-111-09

教材整備事業（照岡小学
校）

小学校 学級数７　児童数63人
備品購入費：182,315円
内容：童話全集、洗濯機他の購入

400200-111-10

教材整備事業（南小学校）

小学校 学級数20　児童数613人
備品購入費：0円

400200-111-11

教材整備事業（鬼柳小学
校）

小学校 学級数13　児童数290人
備品購入費：177,200円
内容：ジャンボリング、コースロープ他の
購入

400200-111-12

教材整備事業（江釣子小
学校）

小学校 学級数25　児童数703人
備品購入費：249,000円
内容：インタラクティブパネル、プリンタ、
デジカメ他の購入

400200-111-13

教材整備事業（和賀西小
学校）

小学校 学級数７　児童数86人
備品購入費：163,000円
内容：ワイヤレスアンプの購入

400200-111-14

教材整備事業（笠松小学
校）

小学校 学級数８　児童数111人
備品購入費：110,000円
内容：コースロープ、プール用マットの購
入

400200-111-15
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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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

教材整備事業（いわさき小
学校）

小学校 学級数７　児童数146人
備品購入費：207,910円
内容：ミシン、太鼓他の購入

400200-111-16

教材整備事業（和賀東小
学校）

小学校 学級数14　児童数328人
備品購入費：184,600円
内容：パターンブロック、コースロープの
購入

400200-111-17

教材整備事業（上野中学
校）

中学校 学級数14　生徒数410人
備品購入費：174,800円
内容：パーカッションテーブル、体育用
デジタイマーの購入

400200-111-18

教材整備事業（北上中学
校）

中学校 学級数16　生徒数546人
備品購入費：269,000円
内容：ミシン、液晶テレビ、社会科等教
材の購入

400200-111-19

教材整備事業（東陵中学
校）

中学校 学級数７　生徒数163人
備品購入費：193,000円
内容：コピー機、デジカメ他の購入

400200-111-20

教材整備事業（飯豊中学
校）

中学校 学級数11　生徒数336人
備品購入費：286,200円
内容：柔道畳他の購入

400200-111-21

教材整備事業（北上北中
学校）

中学校 学級数７　生徒数133人
備品購入費：197,725円
内容：世界地図、コースロープ他の購入

400200-111-22

教材整備事業（南中学校）

中学校 学級数16　生徒数479人
備品購入費：270750円
内容：集塵機（技術）、ワゴン（美術）他の
購入

400200-111-23

教材整備事業（江釣子中
学校）

中学校 学級数14　生徒数375人
備品購入費：282,000円
内容：ミシン、ＣＤプレーヤー他の購入

400200-111-24

教材整備事業（和賀西中
学校）

中学校 学級数７　生徒数145人
備品購入費：260,800円
内容：スピードガン、ブルーレイレコー
ダー他の購入

400200-111-25

教材整備事業（和賀東中
学校）

中学校 学級数11　生徒数248人
備品購入費：261,300円
内容：体育用マット、ミシン他の購入

400200-111-26

400200-112

小中学校図書館図書整備
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

学校図書館の図書の充足率を高めることにより、学習意欲と学力の
向上に資する。学校図書館の図書の整備

一般 法令に特に定めのないもの

3,056

学校図書館図書整備事業
（黒沢尻北小学校）

小学校 学級数29　児童数888人
購入費：189,905円
内容：児童用図書の購入

400200-112-01
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学校図書館図書整備事業
（黒沢尻東小学校）

小学校 学級数24　児童数720人
購入費：190,000円
内容：児童用図書の購入

400200-112-02

学校図書館図書整備事業
（黒沢尻西小学校）

小学校 学級数17　児童数444人
購入費：149,991円
内容：児童用図書の購入

400200-112-03

学校図書館図書整備事業
（立花小学校）

小学校 学級数８　児童数98人
購入費：149,919円
内容：児童用図書の購入

400200-112-04

学校図書館図書整備事業
（飯豊小学校）

小学校 学級数21　児童数658人
購入費：189,241円
内容：児童用図書の購入

400200-112-05

学校図書館図書整備事業
（二子小学校）

小学校 学級数９　児童数214人
購入費：29,925円
内容：児童用図書の購入

400200-112-06

学校図書館図書整備事業
（更木小学校）

小学校 学級数５　児童数42人
購入実績なし。

400200-112-07

学校図書館図書整備事業
（黒岩小学校）

小学校 学級数５　児童数54人
購入費：99,980円
内容：児童用図書の購入

400200-112-08

学校図書館図書整備事業
（口内小学校）

小学校 学級数６　児童数59人
購入費：15,000円
内容：児童用図書の購入

400200-112-09

学校図書館図書整備事業
（照岡小学校）

小学校 学級数７　児童数63人
購入費：14,700円
内容：児童用図書の購入

400200-112-10

学校図書館図書整備事業
（南小学校）

小学校 学級数20　児童数613人
購入費：189,768円
内容：児童用図書の購入

400200-112-11

学校図書館図書整備事業
（鬼柳小学校）

小学校 学級数13　児童数290人
購入費：99,650円
内容：児童用図書の購入

400200-112-12

学校図書館図書整備事業
（江釣子小学校）

小学校 学級数25　児童数703人
購入費：149,100円
内容：児童用図書の購入

400200-112-13

学校図書館図書整備事業
（和賀西小学校）

小学校 学級数７　児童数86人
購入費：10,000円
内容：児童用図書の購入

400200-112-14
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学校図書館図書整備事業
（笠松小学校）

小学校 学級数８　児童数111人
購入費：70,000円
内容：児童用図書の購入

400200-112-15

学校図書館図書整備事業
（いわさき小学校）

小学校 学級数７　児童数146人
購入実績なし。

400200-112-16

学校図書館図書整備事業
（和賀東小学校）

小学校 学級数14　児童数328人
購入費：99,465円
内容：児童用図書の購入

400200-112-17

学校図書館図書整備事業
（上野中学校）

中学校 学級数14　生徒数410人
購入費：180,000円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-18

学校図書館図書整備事業
（北上中学校）

中学校 学級数16　生徒数546人
購入費：119,522円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-19

学校図書館図書整備事業
（東陵中学校）

中学校 学級数７　生徒数163人
購入費：79,985円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-20

学校図書館図書整備事業
（飯豊中学校）

中学校 学級数11　生徒数336人
購入費：180,000円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-21

学校図書館図書整備事業
（北上北中学校）

中学校 学級数７　生徒数133人
購入費：179,970円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-22

学校図書館図書整備事業
（南中学校）

中学校 学級数16　生徒数479人
購入費：199,933円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-23

学校図書館図書整備事業
（江釣子中学校）

中学校 学級数14　生徒数375人
購入費：179,968円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-24

学校図書館図書整備事業
（和賀西中学校）

中学校 学級数７　生徒数145人
購入費：40,000円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-25

学校図書館図書整備事業
（和賀東中学校）

中学校 学級数11　生徒数248人
購入費：168,826円
内容：生徒用図書の購入

400200-112-26

400200-113

学校用運搬車両購入・更新
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

学校環境の管理・整備。北上中学校用軽トラックを購入する。一般 法令に特に定めのないもの

1,299
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学校用運搬車両購入・更
新事業

江釣子中学校 北上中学校用軽トラック購入400200-113-01

400100-131

笠松小学校排水設備改修
事業

教育部総務課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）

48,597

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

浄化槽設置及びトイレ改修工事
○監理業務：929千円
○工事請負費：47,057千円

設計業務１件400100-131-01

400100-507

小学校トイレ便器洋式化推
進事業

教育部総務課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

学校施設の衛生環境を改善し、児童等が安心して勉学に励める環境
をつくる。小学校便所の和式便器から洋式便器へ回収する工事。

一般 法令に特に定めのないもの

7,082

小学校トイレ便器様式化
推進事業

児童、教職員及び
地域住民

○便器洋式化工事：和賀西小学校
監理：194千円
工事費；3,255千円
○設計業務：4校2,564千円(和賀西小、
黒沢尻北小、二子小、鬼柳小)

400100-507-01

400100-508

中学校トイレ便器洋式化推
進事業

教育部総務課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

学校施設の衛生環境を改善し、生徒等が安心して勉学に励める環境
をつくる。中学校便所の和式便器から洋式便器へ改修する工事。

一般 法令に特に定めのないもの

6,931

中学校トイレ便器様式化
推進事業

生徒、教職員及び
地域住民

○便器洋式化工事：和賀東中学校
監理：194千円
工事費；4,074千円
○設計業務　3校4,074千円(和賀東中、
上野中、飯豊中)

400100-508-01

400100-510

北上中学校プール防水改修
事業

教育部総務課02-01-04

教育環境の整備

07

施設等整備事業

北上中学校のプールの防水改修を行い、教育施設の維持管理を目
的とする。
昭和44年に築造されたが、老朽化が進み塗装の剥がれが
多数あり怪我の恐れがある。水位の低下も著しく早急に改修の必要
がある。50ｍプール防水改修工事。

一般 法令に特に定めのないもの

21,441

北上中学校プール防水改
修事業

生徒 防水塗装　床800㎡　立上り369㎡
工事費：20,372千円

400100-510-01
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