
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

401300-001

公用車管理

西部学校給食
センター

07-02-12

教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

適正な整備車両による公務の適正かつ効率的な遂行。:軽貨物自動
車

一般 法令に特に定めのないもの

道路運送車両法、北上
市公用車運行管理規
程

457

公用車管理

児童・生徒・園児 事務連絡車：ホンダパートナー１台走行
距離（通算）：61,756㎞
走行距離（年度）4,270㎞

事務連絡車：ダイハツミラ１台
走行距離（通算）：137,115㎞
走行距離（年度）：2,043㎞

事務連絡車：ダイハツミラ１台
走行距離（通算）：131,553㎞
走行距離（年度）：4,520㎞

事務連絡車：ダイハツミラ１台
走行距離（通算）：131,553㎞
走行距離（年度）：4,520㎞

401300-001-01

401200-002

公用車管理

北部学校給食
センター

07-02-12
教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

効率的な事業運営をするため公用車を利用。公用車の管理１台　
（平成2年式）

一般 法令に特に定めのないもの

道路運送車輌法、北上
市公用車運行管理規
定

98

公用車管理

職員 年間　120回　1,724km 年間　112回　1,996km 年間　202回　3,115km 年間　184回　2,168km401200-002-01

400600-003

公用車管理

文化財課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

1,351

公用車管理

市民 車両管理６台（通年）、車検２台。 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400600-003-01

401100-004

公用車管理

中央学校給食
センター

07-02-12
教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

事務の効率化を促進するため公用車を適正使用。その管理にあたっ
ては、道路運送車両法に基づき、適正管理を行う。計画的運行により
公用車を必要最小限に使用。車検整備や日常の整備を行う等、道路
運送車両法に基づき、適正管理を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

道路運送車両法、北上
市公用車運行管理規
程

1,697

公用車管理

事務連絡車１台 年間走行距離1,750㌔ H24.4.1  52,702k
H25.3.29 54,582ｋ
年間走行距離1,880㌔
車検整備実施

H23.4.1  51,182k
H24.3.30 52,702ｋ
年間走行距離1,520㌔
車検整備実施

H22.4.1  49,409k
H23.3.30 51,182k
年間走行距離1,773㌔
車検整備実施

401100-004-01

400100-019

事務局人事・給与管理事務

教育部総務課07-02-12

教育部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

教育委員会の職員に対して給与等の支払いと共済費等の引き去りを
する。各種手当等の申請取りまとめ・審査、指導、電算への入力

一般 法令の実施義務（自治事務）

地方公務員法、労働基
準法、地方公務員共済
法等

7,895

職員給与事務

委員会職員 教委職員の給与に関する申請、点検、
入力等

職員の給与に関する申請、点検、入力
等

職員の給与に関する申請、点検、入力
等

職員の給与に関する申請、点検、入力
等

400100-019-01

人事管理事務

教委職員 教委職員の適正な人事管理 教委職員の適正な人事管理 教委職員の適正な人事管理 教委職員の適正な人事管理400100-019-02

臨時・非常勤職員任用事
務

臨時、非常勤職員 産休・育休・病休等による代替臨時・非
常勤職員の任用、給与支払等

臨時、非常勤の任用、給与支払い等 臨時、非常勤の任用、給与支払い等 臨時、非常勤の任用、給与支払い等400100-019-03
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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
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事業類型
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400100-020

事務局福利厚生事務

教育部総務課07-02-12

教育部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

教育委員会の職員に対する被服貸与、臨時、非常勤職員の検診等
の実施

一般 法令に特に定めのないもの

2,591

事務局福利厚生事務

委員会職員 教委職員への被服貸与及び臨時・非常
勤職員の健康診断の実施

被服貸与、検診等 被服貸与、各種研修、検診等 被服貸与、各種研修、検診等400100-020-01

400100-022

事務局内相互調整事務

教育部総務課07-02-12
教育部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

教育委員会内の会議、予算等の取りまとめ等。予算・決算、要望処
理、事業調整、事業企画

一般 法令に特に定めのないもの

6,243

事務局内相互調整事務

委員会課等 教育委員会内の会議、予算等の取りま
とめ等

委員会内の会議、予算等の取りまとめ等 委員会内の会議、予算等の取りまとめ等 委員会内の会議、予算等の取りまとめ等400100-022-01

400100-023

事務局文書管理事務

教育部総務課07-02-12

教育部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

小学校、中学校、市立幼稚園及び市立保育園への定期的な文書送
達

一般 法令に特に定めのないもの

2,462

事務局文書管理事務

委員会課等、学校 年間99回（毎週２回）、39施設へ文書送
達
委託料　1,393,050円

毎週火曜日、金曜日送達
Ｈ24年度　100回　39施設

毎週火曜日、金曜日送達
Ｈ23年度　95回　40施設

郵便、逓送便、小中幼文書送達の処理400100-023-01

402300-024

公用車管理

鬼の館07-02-12

教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

事業や業務を行ううえでの交通手段を持つことで、業務等を効率化す
る。公用車の日常点検を行い良好な管理に努める。

一般 法令に特に定めのないもの

407

公用車管理

鬼の館 ●管理車両台数　１台
●年間走行距離　4,500㎞

・管理車両台数　１台
・年間走行距離　5,110ｋｍ

・管理車両台数　１台
・年間走行距離　5,769ｋｍ

・管理車両台数　１台
・年間走行距離　5,348ｋｍ

402300-024-01

400100-027

事務局公用車管理事務

教育部総務課07-02-12

教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

安全運行。共用車、公用車４台の管理一般 法令に特に定めのないもの

1,334

事務局公用車管理事務

委員会職員 管理３台　
交通安全啓蒙

管理４台　
交通安全啓蒙

管理４台　
交通安全啓蒙

管理７台　
交通安全啓蒙

400100-027-01

402200-033

公用車管理

博物館07-02-12

教育部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

無事故、無故障の運行。館使用の公用車管理。一般 法令の実施義務（自治事務）

275

公用車管理

博物館 公用車１台、軽トラック１台（期間リース） 公用車１台、軽トラック１台（期間ﾘｰｽ） 公用車１台、軽トラック１台（期間ﾘｰｽ） 公用車１台、軽トラック１台（期間ﾘｰｽ）402200-033-01
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400100-034

教育委員会運営事務

教育部総務課07-02-12

教育部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

教育行政の円滑な推進。教育委員会議の開催・記録、教育委員の日
程調整、交際費管理等

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

8,133

教育委員会運営事務

教育委員、教育
長、次長

教育委員会議の開催　14回 教育委員会議の開催
　Ｈ24年度　15回

教育委員会議の開催　17回 教育行政の円滑な推進400100-034-01

400200-037

学校教職員管理業務

学校教育課07-02-12
教育部門（内部管理事務）

01

ソフト事業（義務）

適正な教職員の服務等管理。県費負担の学校教職員の服務処理／
臨時・非常勤講師の勤務実績取りまとめと県への報告

一般 法定受託事務

市町村立学校職員給
与負担法 9,226

学校教職員管理業務

教職員 県費負担の学校教職員の服務関係業
務処理

県費負担の学校教職員の服務関係業
務処理

県費負担の学校教職員の服務関係業
務処理

県費負担の学校教職員の服務関係業
務処理

400200-037-01

400100-052

地方教育費調査

教育部総務課07-02-12

教育部門（内部管理事務）

03

内部管理事務

教育費の状況を統計的に算出する。北上市における教育費の状況を
統計的に算出する

一般 法令の実施義務（自治事務）

458

地方教育費調査

文部科学省が行う一般統計調査。教育
費及び教育行政組織の実態を明らかに
する。

教育費の状況を統計的に算出する。 教育費の状況を統計的に算出する。 教育費の状況を統計的に算出する。400100-052-01

400700-407

交付金等返還金

子育て支援課07-02-12

教育部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

次世代育成支援対策交付金の実績に基づく返還金一般 法令の実施義務（自治事務）

747

交付金等返還金

返還額671,000円 平成23年度子育て支援交付金返還金
1,323,000円（実績に基づく清算）

平成22年度次世代育成支援対策交付
金返還金1,130,000円（実績に基づく清
算）

400700-407-01
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