
課コード: 400200 課名称: 教育部学校教育課平成25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

400200-001

教育用コンピュータ整備事
業

学事係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

400200-003

遠距離通学支援事業

学事係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

学事係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

400200-006

教育研究事業

指導係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

指導係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
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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

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

400200-008

外国人語学指導助手招致
事業

指導係02-04-03

国際化に対応したまちづくり
の推進

05

ソフト事業（任意）

外国語教育を通しての国際理解を深める。外国人英語指導員を招致
し、幼稚園並びに小・中学校において外国語に触れる機会を設け、国
際理解を深める。

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 11,819

外国人語学指導助手招致
事業

小中幼 英語指導員３名配置 ３名配置。市内小・中・幼稚園で指導 ３名配置。市内小・中・幼稚園で指導 ３名配置。市内小・中・幼稚園で指導400200-008-01

400200-011

学校図書館整理指導員設
置

学事係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

400200-012

学校教育備品費

学事係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

　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
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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

　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

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
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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

　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
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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

　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
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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

　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

400200-015

岩手県特別支援教育関係
研究会負担金

学事係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
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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

学事係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

400200-019

北上市学校保健会運営費
補助金

学事係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

学事係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

学事係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

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

400200-025

日本スポーツ振興センター
負担金

学事係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
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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

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

400200-027

体育大会及び文化コンクー
ル参加費・開催地補助金

学事係02-03-02
競技力向上への支援

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

小・中学生のスポーツ及び文化活動の振興。各種大会に対する参加
費用の助成

一般 法令に特に定めのないもの

7,951

体育大会及び文化コン
クール参加費補助金(小学
校）

クラブ活動後援会 平成25年度補助対象校　１校 平成24年度補助対象校　２校
　

平成23年度補助対象校　１校
　

平成22年度補助対象校　１校
　

400200-027-01

体育大会及び文化コン
クール参加費補助金(中学
校）

クラブ活動後援会 市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

市内全中学校クラブ活動後援会への補
助（和賀地区中学校体育大会、岩手県
中学校体育大会等）

400200-027-02

中学校体育大会開催地補
助金

岩手県中学校体育
連盟

市内で開催される県大会以上の競技大
会への補助

市内で開催された県大会以上の競技大
会への補助。４競技

400200-027-03

400200-028

小中学校体育連盟・文化連
盟負担金

学事係02-04-01

芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

中学生の体育振興と健康推進。中学校体育連盟に対する負担金／
生徒１人420円

一般 法令に特に定めのないもの

4,349

和賀地区中学校体育連盟
負担金

中学生 対象生徒数　2,835人 対象となる生徒数2,849人 対象となる生徒数2,805人 対象となる生徒数2,810人400200-028-01

小学校体育連盟負担金

小学生 対象児童数　5,517人 対象となる児童数5,615人 対象となる児童数5,719人 対象となる児童数5,742人400200-028-02

中学校文化連盟負担金

中学生 対象生徒数　2,835人 対象となる生徒数2,848人
総合文化祭開催、県総合文化祭への参
加

対象となる生徒数2,805人
総合文化祭開催、県総合文化祭への参
加

対象となる生徒数2,810人
総合文化祭開催、県総合文化祭への参
加

400200-028-03

400200-030

小中学校文化活動等共催
支援事業

指導係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

小中学校文化活動等の推進。学校教育課主催事業及び共催事業に
おけるさくらホール使用料負担

一般 法令に特に定めのないもの

1,032

小中学校文化活動等共催
支援事業

小・中学校 共催事業　９回開催
（中学校吹奏楽部定期演奏会等）

共催等事業回数９回（中学校吹奏楽定
期演奏会等）

共催等事業回数９回（中学校吹奏楽定
期演奏会等）

共催等事業回数８回（中学校吹奏楽定
期演奏会等）

400200-030-01
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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

400200-031

個別指導支援事業

指導係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

400200-037

学校教職員管理業務

学事係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

400200-038

就学及び学籍管理事業

学事係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

400200-039

検診事業

学事係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
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称
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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

400200-040

就学援助業務

学事係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

400200-041

学校運営管理業務

学事係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

学事係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
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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

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

　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
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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

　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

400200-060

学校指定研究事業

指導係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
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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（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

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

400200-077

地域ぐるみの学校安全体制
整備推進事業

学事係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
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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

400200-102

学力ステップアップ事業

指導係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

400200-111

小中学校教材整備事業

学事係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

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
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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（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

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
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評価事業コード
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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

学事係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

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
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フルコスト(千円)

評価事業コード
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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

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
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称
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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

学事係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

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

400200-114

学校教員支援員派遣事業
（緊急雇用対策）

学事係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

学事係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

学事係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
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400200-305

いわての復興教育学校支援
事業

学事係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

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

学事係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
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