
課コード: 402100 課名称: 中央図書館平成26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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

402100-002

図書資料整備事業

資料係02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

市民各層の要望に十分応えられるよう、幅広く収集する。一般資料・
映像資料・地域資料・逐次刊行物等を社会情勢、蔵書構成、市民
ニーズを考慮しながら収集・保存し、その資料を利用者に提供する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

図書館法第三条、北上
市立図書館規則第11
条

22,877

新聞・雑誌

市民ほか 新聞・雑誌等の閲覧用タイトル数
130種

新聞・雑誌等の閲覧用タイトル数122種 新聞・雑誌等121種の閲覧供用 新聞・雑誌等92種の閲覧供用402100-002-01

図書

市民ほか １年間の購入冊数（寄贈は除く）
図書資料　6980冊　
映像資料　113点
郷土資料　20冊

１年間の購入冊数
図書資料　6,745冊
映像資料　　141点
郷土資料　　16冊

購入冊数　
図書　　　6,995冊
映像　　　　111点　
郷土資料　　16冊

購入冊数
一般・児童図書7,096冊
映像66点
郷土資料22冊

402100-002-02

402100-003

読書推進事業

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

幼児から一般まで市民の読書の習慣化を涵養する。おはなし会・展
示事業・体験「1日図書館司書」・こども映画会・読書のつどい・図書館
ボランティア・図書館資料展と講演・読書ボランティアグループ発表交
流会

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

図書館法第三条・北上
市立図書館規則第11
条

17,391

おはなし会(中・江・和）

乳幼児年間開催回
数

「おはなし会（石ころお絵かき・としょカー
ド入れづくり含む）・おはなし会SP」
開催数　24回　参加者数　475人
「クリスマスおはなし会」
開催数　1回　参加者数　23人

開催回数　　24回
参加者　　　328人

年間24回開催
延べ参加者275人　　

年間21回開催
延べ参加者　311人　　

402100-003-01

展示事業

幼児・児童・一般 「岩手のスポーツ人列伝展」
入場者数　172人
「岩手の酒造りと食文化展」
入場者数　117人
「手づくり絵本展」
入場者　371人
「大型えほん展」
入場者　カウントせず
「本の掲示板」
展示数　30件
「夏まつり展示」
入場者　カウントせず
「東日本大震災　北上市立図書館の
3.11」
入場者　カウントせず
「ミニテーマ展」
利用者　カウントせず

「岩手の児童文学作家たち」
入場者数　138人
「手づくり絵本展」
入場者234人

「大型絵本展」
入場者22人
「読書郵便」
展示数　25点
「警察震災レポート展」
展示数　60点

文学賞受賞作品展　92人
手づくり絵本展　　　154人
読書郵便　31人
いわて復興偉人展　　95人

文学賞受賞作品展　72人
手づくり絵本展　203人
読書郵便　1回　27人
大型えほん展　90人

402100-003-04

図書館収蔵資料展と講演
会

成人 「収蔵資料展」入場者数　387人
「講演会」入場者数　25人
合計　412人

展示入場者数　418人
講演会入場者数　30人

合計　448人

展示入場者数　413人
講演会入場者　　65人
合計　　478人

展示入場者数　84人
講演会入場者　20人
合計　104人

402100-003-07

体験1日図書館司書

小　高学年 開催数　夏休み・冬休み　２回
体験者　12人

開催数　夏休み・冬休み　2回
体験者　13人

夏・冬計2回開催　

 体験者10人

夏・冬計2回開催 体験者　15人402100-003-09
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

こども映画会

小学校　低　幼児 「子ども映画会（通常・ＳＰ）・移動映画
会・出前講座」
開催数　19+1+3=23回
入場者数　684+55+267=1,006人

「子ども映画会」
開催数　　20回

入場者数　595人
「移動映画会」

開催数　　2回

年間19回開催　入場者681人

（中央月1回、江釣子・和賀各夏冬春休
み、、おひさま保育園）

年間19回開催　入場者　738人
（中央月1回、江釣子・和賀各夏冬春休
み、民俗村、二子保育園）

402100-003-13

読書のつどい　図書館探
検隊(中）

小学生　　保護者 「読書のつどい」参加者　28人
「図書館探検隊」参加者　6組12人

「読書のつどい」
参加者　61人
「図書館探検隊」
参加者　6組(12人）

図書館探検隊　　参加者　　８人

読書のつどい　 　参加者　６５人　　　　

参加者6名　　　　402100-003-14

絵本ふれあいボランティ
ア・書架整理ボランティア

幼児 「絵本ふれあいボランティア」
活動回数　49回
延べ活動人数　87人
利用者　263人
「書架整理ボランティア」
活動回数　87回
延べ活動人数　152人　

「絵本ふれあいボランティア」
読み聞かせ・紙芝居の製作
活動回数　　52回
活動人数　　延べ94人
利用した児童数　405人

「書架整理ボランティア」
書架整理・本の修理
活動回数　84回
活動人数　延べ112人

毎週土・日曜日読み聞かせ・紙芝居の
製作　　31回　　延べ59人
書架整理　指定日

本の修理第1木曜・第3水曜　116回　延
べ208人

毎週土・日曜日　16回のべ17人、紙しば
いの製作　

402100-003-15

読書ボランティア発表交流
会

読み聞かせボラン
ティアグループ・学
校図書館ボラン
ティアグループ

参加者数　46人 参加者数　　66人 10月26日（水）
読書ボランティアグループ発表交流会を
開催

参加者　52人　

10月26日（水）
読書ボランティアグループ発表交流会を
開催
参加者　56名　

402100-003-20

対面朗読

視覚障碍者 開催回数　４回
利用者数　延べ４人
音訳奉仕員数　述べ８人

開催回数　6回
利用者　延べ6人
音訳奉仕員　　延べ12人

402100-003-21

図書館クリスマスディスプ
レー

中学生 開催回数　１回
参加者数　16人

開催回数　　1回、参加者　　4人23402100-003-22

貸出福包み

幼児・児童 開催回数　１回
利用者数　32人

開催回数　　1回

利用者　　　20人

402100-003-23

ＢＯＯＫ救命隊

中学生 開催回数　１回
参加者数　22人

開催回数　1回

参加者　　7人

402100-003-24

おとな名画座

一般 開催回数　６回
入場者数　322人

開催回数　　3回

入場者数　　69人

402100-003-25

健康劇で楽しく学ぶこころ
の健康ミニ講話

一般 開催回数　１回
参加者数　12名

402100-003-26
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

402100-011

中央図書館管理運営事業

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

施設及び設備を良好な状態に維持管理し、図書館の利用を促進す
る。施設・設備の適正な維持管理及び各種施設管理に係る業務委
託。図書館資料の貸出・返却、レファレンス、読書相談等の運営。

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法第2・10条・　
北上市立図書館条例
第1・2条

33,409

中央図書館施設管理

市民ほか 入館者数　300,549人
開館日数　297日

入館者数　300,617人
開館日数　296日

入館者総数　　307,752人
開館日数　　296日

入館者総数　　254,809人　　　　　開館
日数　　　　258日

402100-011-01

中央図書館維持補修事業

市民ほか 照明器具安定器取替修理3か所
西側駐車場フェンス修繕工事
火災報知器交換修理
ベビーシート修繕
新聞雑誌閲覧コーナー椅子布地張替

照明器具修理10か所 照明器具安定器取替修理2台
西側駐車場フェンス補強工事
ブラインド取替
冷房用冷却塔Ｖベルト交換
高圧受電設備改修更新

照明器具安定器取替修理21台
光電式煙感知器
吸収冷温水機燃焼部品交換
排煙窓修繕
エアコン修理

402100-011-02

中央図書館公用車管理運
営事業

市民ほか ＡＤバン使用日数　204日 ＡＤバン使用日数　194日 事務連絡等で最低でも週3回　火曜・木
曜・日曜（194日）の運行・ニッサンＡＤ車
検

事務連絡等で最低でも週3回　火曜・木
曜・日曜（189日）の運行・ニッサンＡＤ車
検

402100-011-03

402100-012

江釣子図書館管理運営事
業

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

地域住民が生涯学習の場として気持よく利用でき、利用者の満足が
得られるよう図書館の利用を促進する。江釣子図書館の貸出・返却、
レファレンス、読書相談、予約処理、館内掲示、各事業の補助。

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法第二条・北上
市立図書館条例第2条 6,484

江釣子図書館管理運営事
業

市民ほか 入館者数　16,966人
開館日数　293日

入館者数　16,975人
開館日数　293日

入館者総数　　18,653人
開館日数　　 　291日

入館者総数　　18,134人
開館日数　　 　　266日

402100-012-01

402100-013

和賀図書館管理運営事業

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

図書館利用の促進。図書館館資料の貸出・返却、レファレンス、読書
相談、予約処理、館内掲示物の作成・掲示、各事業の補助

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法第二条・北上
市立図書館条例第2条 6,765

和賀図書館管理運営事業

市民ほか 入館者数　7,223人
開館日数　293日

入館者数　7,020人
開館日数　293日

入館者総数　7,004人
開館日数　　291日

入館者総数　6,186人
開館日数　　266日

402100-013-01

和賀図書館維持補修事業

市民ほか 暖房器の点検整備 暖房機の点検整備 暖房機の点検整備 暖房機の点検整備402100-013-02

402100-020

日本図書館協会負担金

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

図書館事業の進歩発展を図る。年額会費納入（37,000円）一般 法令に特に定めのないもの

115

日本図書館協会負担金

日本図書館協会 ・日本図書館大会　
・北日本総合研究集会
・各種研修会
・図書館雑誌等発行

・日本図書館大会　
・北日本総合研究集会
・各種研修会
・図書館雑誌等発行

・日本図書館大会　
・北日本総合研究集会
・各種研修会
・図書館雑誌等発行

・日本図書館大会
・北日本総合研究集会
・各種研修会
・図書館雑誌等発行

402100-020-01

402100-021

岩手県図書館協会負担金

奉仕係02-02-03
社会教育機能の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

図書館協会事業の進展を図る。年額会費納入（18,000円）一般 法令に特に定めのないもの

96
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

岩手県図書館協会負担金

岩手県図書館協会 初任図書館長・初任職員・中堅職員研
修会
館長等会議・協議会委員研修会開催
図書館事業功労者表彰等

初任図書館長・初任職員・中堅職員研
修会
館長等会議・協議会委員研修会開
催
図書館事業功労者表彰等

初任図書館長・初任職員・中堅職員研
修会
館長等会議・協議会委員研修会開
催
図書館事業功労者表彰等

初任図書館長・初任職員・中堅職員研
修会
館長等会議・協議会委員研修会開
催
図書館事業功労者表彰等

402100-021-01

402100-022

岩手県地域視聴覚教育協
議会連絡協議会負担金

資料係02-02-03

社会教育機能の充実

04

負担金・補助金（義
務負担金）

視聴覚資料を充実させると共に、生涯教育の一環として視聴覚教育
を推進する。

一般 法令に特に定めのないもの

95

岩手県地域視聴覚教育協
議会連絡協議会負担金

岩手県地域視聴覚
教育協議会

・県内視聴覚教育団体の相互連携
・県地域視聴覚教育協議会運営
理事会１回
・専任職員等研修会・調査研究
研修会１回

・県内視聴覚教育団体の相互連携
・県地域視聴覚教育協議会運営
・専任職員等研修会・調査研究

・県内視聴覚教育団体の相互連携
・県地域視聴覚教育協議会運営
・専任職員等研修会・調査研究

・県内視聴覚教育団体の相互連携
・県地域視聴覚教育協議会運営
・専任職員等研修会・調査研究

402100-022-01

402100-040

市立図書館協議会

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

01

ソフト事業（義務）

図書館運営に関する諮問及び図書館奉仕等についての意見をもら
い、効果的な図書館運営を図る。図書館協議会開催

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法14条　北上市
立図書館協議会条例
第1条

868

市立図書館協議会

協議会委員 図書館協議会　年2回開催（9月・3月）
委員9人
出席者延17人

図書館協議会　年2回開催（9月・2月）
委員9人
出席者延13人

図書館協議会　年2回開催[9月・2月）委
員9人
出席者　のべ12人

図書館協議会　年2回開催[9月・2　月）
委員9人
出席者　のべ11人

402100-040-01

402100-043

図書電算システム管理事業

資料係02-02-03

社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

地域情報センターとしての所蔵資料の情報管理や利用状況の把握。
ネットワークシステムを利用した他図書館とのデータ情報交換。窓口
業務、資料管理業務、収書業務、相互貸借業務、BM業務、利用者管
理業務、蔵書点検業務、利用統計業務、MARC業務、Web公開業務
等。

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法・公立図書館
の設置及び運営上の
望ましい基準（文部科
学省告示第132号）

7,966

図書電算システム管理事
業

市民ほか 図書館システム管理運営
平成26年９月30日契約満了
平成26年10月１日より１年間再リース
蔵書冊数　315,738冊
予約件数　
登録者数
相互貸借件数　949件

図書館資料維持管理
蔵書冊数　320,547点
登録者数　 27,432人
総貸出冊数　414,876冊
総予約件数　18,368件
相互貸借　　454件

図書館資料維持管理
蔵書冊数311,166冊
総貸出冊数　447,321冊
予約件数　21,218件
登録者数　25,309人
相互貸借件数　485件

図書館資料維持管理
蔵書冊数　306,216冊
総貸出冊数　418,764冊
予約件数　16,025件
登録者数　22,438人
相互貸借　406件

402100-043-01

402100-044

図書整理及び装備

資料係02-02-03

社会教育機能の充実

03

内部管理事務

速やかに資料提供が出来るよう受け入れた資料の整備を行う。図書
館間の相互協力制度を活用し、可能な限りの資料提供を図ることに
より市民の満足度を高める。出版目録、パンフレット、インターネット、
市民からのリクエスト等を参考にした図書等の選定。更に発注資料
や寄贈資料の受入れを行いデータの入力及びラベル、ブックカバー
等の装備を行い、市民への提供サービスが円滑に出来るよう体制を
整える。

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法第三条、北上
市立図書館規則第11
条

7,187

図書整理及び装備

市民ほか 図書・視聴覚資料の年間データ入力及
び装備件数（寄贈含む）
9684点

図書・視聴覚資料・雑誌のデータ入力
及び装備件数　8,921件
相互貸借　674件

図書・視聴覚資料・雑誌整理（データ入
力）及び装備件数　10,031件
相互貸借件数　485件

図書等装備及び資料データ入力9,478
件
相互貸借　406件

402100-044-01

402100-046

郷土資料調査整理員設置

資料係02-02-03
社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

郷土資料の整理等を行い、速やかに市民に提供出来るよう整備する
ことにより、その資料の活用から郷土に対する知識の満足度を上げ
る。古文書の目録化、ファイル化等の整備。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

図書館法第三条　北上
市立図書館規則第11
条

837
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

郷土資料調査整理員設置

郷土資料調査整理
員

古文書整理
資料整理　1509件　
目録作成　２件
参考調査　６件

家分文書
①1014件（継続整理中）
②539件（継続整理中）
③59件（継続整理中）
④１件（継続整理中）
⑤１件（継続整理中）
単品文書
３件　整理済

目録化　8家分整理

その他　　10件

合計　18件
参考調査　４件

家分け資料8家426件整理
その他1件合計9種436件
参考調査7件　
　

402100-046-01

402100-047

近世・近代文書調査員設置

資料係02-02-03
社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

近世・近代文書の資料収集整理・解読を行うことにより、資料に基づく
郷土の学習や、さらに郷土を理解することにより市民のサービスの向
上の実感が得られる。近世・近代文書収集整理、古文書解読、参考
調査。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

図書館法第三条　北上
市立図書館規則第11
条

1,715

近世・近代文書調査員設
置

近世・近代文書調
査員

家分文書表題付け
　①５家分　817件
　②旧岩崎公民館文書　210件
出前講座　４件
調査・解読等レファレンス　25件

出前講座６回
調査依頼対応14件
家分文書解読、表題付け
①1014件（継続解読中）
②539件（継続解読中）

古文書解読、表題つけ　350件
資料調査・収集　11件
出前講座等　６回
参考調査等　17件　

文書目録作成に伴う文書の表題つけ
380点
資料調査・収集8件
出前講座等4回
参考調査等26件　

402100-047-01

402100-049

ともしび号管理運営事業

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

遠隔地、および交通手段のない市民等の利便を図り、図書利用の促
進を図る。サービススティション103ヶ所巡回し、貸出・返却、予約処
理、レファレンス、読書相談等を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法第二条・北上
市立図書館規則第11
条

2,226

ともしび号管理運営事業
（経常）

市民ほか 利用者数　6,812人
運行日数　154日
　　　　　　（一般ステーションのみ）
　　　　　　　

利用者数　7,502人
運行日数　延べ180日

利用者数　　3,294人
運行日数延べ　173日

利用者数　1,974人
運行日数延べ　　118日

402100-049-01

ともしび号管理運営事業
（臨時）

市民ほか ともしび号の定期点検・車検 ともしび号の定期点検・車検 ともしび号の定期点検・車検 ともしび号の定期点検・車検402100-049-02

402100-050

地域図書館運営

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

図書資料の効果的活用と地域活動支援で、読書の輪を広げ地域住
民の読書意欲が高まる。地域図書館の運営委託ー常盤台地域土曜
文庫、野中地域文庫（月1回の開館、資料の貸出・返却・行事開催他）

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

図書館法第三条・北上
市立図書館規則第11
条

511

地域図書館運営

地域住民 野中地域文庫
常盤台地域土曜文庫の２地域
利用者数　1,187人
貸出冊数　1,127冊

野中地域文庫
常盤台地域土曜文庫の2地域
利用者数　1,178人
貸出冊数　1,089冊

野中地域文庫・常盤台地域土曜文庫
の2地域
文庫

利用者数　1,201人

野中地域文庫・常盤台地域土曜文庫の
2地域
文庫
利用者数　1,368人

402100-050-01

402100-051

視聴覚ライブラリー事業

資料係02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

視聴覚機材等の整備・利用促進を図りながら、視聴覚教材の提供を
行い、地域づくりへの意識を向上させることにより市民の満足度を上
げることが出来る。学習教材の貸出。親子映画会等の実施。視聴覚
資料を作成し情報発信。16ﾐﾘ映画フィルムの利用促進のための技術
者の養成。視聴覚ライブラリー間で情報交換や研究協議。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

図書館法第三条　地方
自治法第二五二条の
二

2,452

視聴覚ライブラリー事業

市民ほか 16ミリ映写機点検　５台
機器利用数　40件
教材利用件数　77件
総観客数　6866人

16ミリ映写機技術講習会
平成25年７月６日（土）
参加者　５名

機材利用　67件
教材利用　105件
総観客数　3,272人

16ﾐﾘ映写機点検　5台
総観客者数　2,406人
器材等貸出件数　80件
教材利用　99本
子ども映画会　19回
総観客者数　　681人

16ﾐﾘ映写機講習会受講生6名
総観客者数　1,923人
器材等貸出件数　137件
教材利用　85本
子ども映画会　19回
総観客者数　738人

402100-051-01
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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26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

402100-053

館内奉仕・館外奉仕（自動
車文庫）

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

01

ソフト事業（義務）

市民の生涯学習を推進するため、必要な資料や情報の提供に努め
る。館内奉仕業務・資料の貸出、返却及び督促・レファレンス、予約
等
館外奉仕業務・資料の貸出、返却及び督促、予約等

一般 法令の努力義務（自治事務）

図書館法第三条・北上
市立図書館規則第11
条

24,748

館内奉仕・館外奉仕（自動
車文庫）

市民ほか 館内
貸出冊数　377,900冊
利用者数　110,330人
予約件数　  17,864件

館外
貸出冊数　56,283冊
利用者数    3,768人
予約件数    3,109件

館内：
貸出冊数　　327,797冊

利用者数　　95,557人

予約件数　　12,549件
館外：
貸出冊数　　56,000冊

利用者数　　　3,601人

予約件数　　  3,335件

館内：
貸出冊数 340,834冊
利用者数　99,783人
予約件数　11,905件
館外：
貸出冊数　51,760冊
利用者数　3,294人
予約件数　3,038件

館内：
貸出冊数 305,484冊
利用者数 88,291人
予約件数　9,751件
館外：
貸出冊数　47,929冊
利用者数　 1,974人
予約件数　 2,421件

402100-053-01

402100-055

中央図書館施設改修事業

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

07

施設等整備事業

中央図書館書庫の空調設備２基のうち１基が故障し、そのため新た
に空調設備の設置を図る。中央図書館の施設設備の改修

一般 法令に特に定めのないもの

中央図書館施設改修事業

市民ほか 実施なし 実施なし 空調設備１基を設置 屋根塗装工事
冷暖房機改修工事
分電盤改修工事
照明器具リニューアル工事１１２台監視
装置改修工事カメラ２台・液晶モニター
１台・デジタルレコーダー１台

402100-055-01

402100-060

中央図書館収蔵資料等整
理事業

資料係02-02-03
社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

未整理の収蔵資料等の整理ほか、図書館全般の事務補助を行い、
当館の資料等の適正な管理を行うもの。

一般 法令に特に定めのないもの

3,125

中央図書館収蔵資料等整
理事業（緊急雇用対策）

市民ほか 藤巻家文書
整理、装丁、装備、配架　2900件

郷土資料再整理件数　5,530件
寄贈資料整理　　733件

402100-060-01

402100-061

中央図書館屋根雪止め設
置工事

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

07

施設等整備事業

冬期間になると中央図書館西向き屋根の氷雪が落下し、通学路であ
る歩道に達し危険な状況であり、事故防止のため雪止めを設置する
もの。

一般 法令に特に定めのないもの

中央図書館屋根雪止め設
置工事

市民ほか 実施なし 雪止設置工事　64箇所402100-061-01

402100-062

国際化推進事業

奉仕係02-04-03

国際化に対応したまちづくり
の推進

07

施設等整備事業

アジアマスターズ・国体開催において、市外・国外から来訪する選
手、観客に施設を紹介するため、中央図書館の案内看板(４か国語)
を設置するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

193

国際化推進事業

北上市来訪者 国際化看板に表示修正2箇所402100-062-01
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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
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法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

402100-063

ブックスタート事業

奉仕係02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

絵本を手に取り親子の付合い方を学ぶことで、生きていくうえで重要
な親子間の繋がりやきずなの醸成を目指す。乳幼児期から絵本に触
合い、情緒的発達を育てる。

一般 法令に特に定めのないもの

ブックスタート事業

乳幼児及び保護者402100-063-01
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