
課コード: 402200 課名称: 博物館平成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

402200-001

博物館・みちのく民俗村備
品購入

博物館02-02-03

社会教育機能の充実

07

施設等整備事業

施設、設備、資料等の適正な維持管理。施設、設備、資料等の適正
な維持管理のための備品購入

一般 法令に特に定めのないもの

博物館・みちのく民俗村備
品購入

市民 除雪機１台、カラープリンター１台、ノー
トパソコン１台購入。

H24年度なし。 H23なし。 H22なし。402200-001-01

402200-010

日本博物館協会等負担金

博物館02-02-03
社会教育機能の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

日本博物館協会・岩手県博物館等連絡協議会に加盟することによ
り、博物館経営の先端情報を得ることができ、その情報を現場の経
営に活かすこと。日本博物館協会への負担金納入、岩手県博物館等
連絡協議会への負担金納入、東北支部総会出席。

一般 法令に特に定めのないもの

35

日本博物館協会負担金

博物館 負担金を納入することで月刊の情報誌
を閲覧できる

負担金を納入することで月刊の情報誌
を閲覧できる

負担金を納入することで月刊の情報誌
を閲覧できる

負担金を納入することで月刊の情報誌
を閲覧できる

402200-010-01

岩手県博物館等連絡協議
会負担金

市民 研修会出席（１人）、総会出席（１人） 研修会出席（1人）、総会出席（1人） 研修会出席（1人）、総会出席（1人） 研修会出席（1人）、総会出席（1人）402200-010-02

402200-012

教育普及事業

博物館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

特定のテーマに基づき、収蔵資料や臨時に収集した資料による企画
展示を行い、資料に関する知識の啓発と学習機会の提供を図る。特
定のテーマにより一定期間に実施する展示

一般 法令に特に定めのないもの

16,146

企画展示等

市民 年間３回開催。延べ来館者数10,309
人。展示図録400部発行。

年間3回開催　延べ来館者数11,189人。
展示図録300部発行。

年間3回開催　延べ来館者数10,800人。
展示図録700部発行。

年間3回開催　延べ来館者数13,078人。
展示図録300部発行。

402200-012-01

教室学習会

市民 自然探索会３回（78人）、歴史探訪会２
回（51人）、民俗探訪会２回（60人）、工
作教室２回（32人）

自然探索会3回（60人）、歴史探訪会1
回（29人）、古民家学習会3回（73人）、
工作教室2回（32人）

自然探索会3回（82人）、歴史探訪会2
回（61人）、工作教室3回（42人）

自然探索会5回（123人）、歴史探訪会1
回（32人）、民俗探訪会1回（22人）、工
作教室2回（23人）

402200-012-02

みちのく民俗村まつり

市民 「花嫁道中」再現、昔語り、民謡民舞、餅
つき等。１日の開催で入場者数1,017
人。

市総合計画により平成23年度から隔年
開催とされたため、平成24年度は開催し
ない。

「花嫁道中」再現、こども芸能発表会、
青少年伝統芸能発表会、昔語り、芸能
公演、餅つき等。２日間の開催で入場者
数2,664人

「花嫁道中」再現、こども芸能発表会、
青少年伝統芸能発表会、昔語り、芸能
公演、餅つき等。１日の開催で入場者数
1,603人

402200-012-03

みちのく民俗村村長設置
事業

市民 民俗村まつりへの出席、村長さんの写
真館開催１回（見学者208人）、村長トー
ク１回（参加者33人）

民俗村まつりへの出席、村長さんの写
真館開催１回（見学者232人）、村長トー
ク１回（参加者26人）
　

民俗村まつりへの出席、村長さんの写
真館開催１回（見学者283人）、村長トー
ク１回（参加者20人）
　

民俗村まつりへの出席、村長さんの写
真館開催１回（見学者363人）、村の語り
小屋開催１回（見学者21人）
　

402200-012-04

402200-014

調査研究・資料収集等事業

博物館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

郷土の自然や文化をわかりやすく解説する冊子を作成することによ
り、市民の知識・理解を深め、郷土への関心を高める。各分野におい
て研究を行い、その成果を冊子として発行する。研究報告書等作成。

一般 法令に特に定めのないもの

10,614

調査研究冊子発行事業

市民 北上川流域の自然と文化シリーズ第31
号の発行（450部）

北上市立博物館研究報告第19号発行
(500部)

北上川流域の自然と文化シリーズ第30
号の発行(500部)

北上市立博物館研究報告第18号の発
行(500部)

402200-014-01
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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

専任研究員等設置事業

市民及び学術研究
者

配置した専任研究員２人、研究員３人。
各種学習活動への講師派遣回数20回
（受講者数見込み744人）。

配置した専任研究員2人、研究員3人。
各種学習活動への講師派遣回数23回
(受講者数774人)。

配置した専任研究員2人、研究員4人。
各種学習活動への講師派遣回数20回。

配置した専任研究員2人、研究員4人。
各種学習活動への講師派遣回数41回。

402200-014-02

資料収集・整理・保管事業

博物館 資料受入　101点 資料受入　33点　 資料受入738点　 資料受入120点　402200-014-03

402200-018

民俗村芸能公演

博物館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）

来館者サービスとともに、民俗芸能の保存と振興を図る。民俗村園内
での民俗芸能公演。

一般 法令に特に定めのないもの

512

民俗村芸能公演

市民 さくらまつり期間中に１回実施し、３団体
出演。

鬼剣舞国指定20年記念として9/8に国
指定4団体の合同公演を行った。

民俗村まつり期間中に2回実施し、2団
体出演。

さくらまつり期間中に5回実施し、5団体
出演。

402200-018-01

402200-030

博物館協議会

博物館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

地域に親しまれる博物館運営を目指すため、市民を代表として選ば
れた委員の意見を聞き、調査研究、企画展示、教育普及活動等の充
実を図る。博物館の運営に対し意見を受ける。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市立博物館条例
第６条 174

博物館協議会

市民 委員数10人、会議開催回数２回 委員数9人、会議開催回数2回 委員数10人、会議開催回数2回 委員数9人、会議開催回数2回402200-030-01

402200-032

博物館・みちのく民俗村維
持管理業務

博物館02-02-03

社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

観覧者・利用者にとって快適な環境を提供するとともに、文化財であ
る展示物を適切に維持する。機械警備(通年)、常駐巡回警備(日中2
人(冬期間は1人)、夜間1人)、空調設備運転(1人)、清掃(3人)、消防設
備点検(年2回)、一般廃棄物収集運搬(週1回)、浄化槽維持管理(2
基)、煤煙測定(年2回)、電気工作物保安管理(2カ所)、園内野外清掃
(1人)、雑草刈払(年2回)、樹木伐採(年1回)、屋外消火栓保守点検(年
2回)、ボイラー清掃整備点検(年1回)。修理・修繕は適宜行う。

一般 法令に特に定めのないもの

45,709

博物館・みちのく民俗村管
理業務

市民 年間開館日数332日。来館者21,412人 年間開館日数333日。来館者　23,333人 年間開館日数321日。来館者14,524人 年間開館日数319日。来館者23,699人402200-032-01

博物館・みちのく民俗村維
持修繕業務

市民 修理・修繕件数は、民俗村トイレ修理（２
件）、体験工房ガス等修繕（２件）、浄化
槽修理（２件）、菅野家電圧降下配線修
繕（１件）、ガラス修理（１件）、輪転機修
理（１件）、消防設備修理（１件）、ボイ
ラー修理（１件）、除雪機修理（１件）、博
物館蛍光灯修繕（１件）

修理・修繕件数は、資料館玄関ドア他
修繕(1件)、火災報知機等修繕(2件)、放
送設備等修理(3件)、カーゲート修理(1
件)、漏水修理(3件)、体験厨房屋根修
繕(1件)、本館壁修繕(1件)、案内看板修
繕(1件)、菅野家屋根修繕(1件)、浄化槽
修理(1件)、ガラス修理(2件)、除雪機修
理(3件)、事務室暖房機修繕(1件)

修理・修繕件数は、博物館入口案内看
板修繕(1件)、民俗村外灯修繕(1件)、火
災報知機等修繕(5件)、誘導灯修繕(1
件)、浄化槽修繕(1件)、警備室鍵交換(1
件)、ブロワー等修理(1件)、除雪機修理
(1件)、本館屋根ドレンヒーター修繕(1
件)、漏水修理(1件)、商家旧今野家屋
根修理(1件)、資料館玄関ドア修繕(1件)

修理・修繕件数は、火災報知機修繕(1
件)、漏水修理(2件)、博物館電灯回路
絶縁修理(1件)、垣根修繕(1件)、展示
ケース照明器具修繕(1件)、浄化槽修理
(1件)

402200-032-02

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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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

402200-035

見学者受入・案内事業

博物館02-02-03

社会教育機能の充実

05

ソフト事業（任意）

博物館に展示した資料や研究成果を見学してもらうほか、ガイドボラ
ンティアによる案内サービスの提供を行う。観光、視察、学習、研究
等で訪れる見学者の受け入れ、案内。

一般 法令に特に定めのないもの

14,335

見学者受入・案内事務

市民等の来館者 来館者数　21,412人 来館者数　23,333人 来館者数14,524人 来館者数23,699人402200-035-01

施設の使用許可

市民 施設使用件数178件（北陶会含む） 施設使用件数137件（北陶会含む） 施設利用件数15件。 施設利用件数29件。402200-035-02

みちのく民俗村ガイドボラ
ンティア育成事業

市民 会員数22人、年間活動延べ人数178
人。

会員数23人、年間活動延べ人数189
人。

会員数21人、年間活動延べ人数174
人。

会員数21人、年間活動延べ人数191
人。

402200-035-03

402200-045

博物館等施設災害復旧事
業

博物館02-02-03

社会教育機能の充実

07

施設等整備事業

地震、強風、降雨等の災害による被害箇所の復旧（観覧者・利用者
にとって安全、快適な環境を提供するとともに、文化財である民家や
展示物を適切に維持する）。

一般 法令に特に定めのないもの

13,125

博物館等施設災害復旧事
業

市民等（博物館、
みちのく民俗村）

旧菅野家住宅茅葺屋根一部崩落の復
旧工事（平成24年度の３月補正で措置
した674501事業の繰越明許分674601事
業）

1.民俗村民家壁及び屋根被害箇所の
修理工事(壁3棟、屋根1棟)（23年度に
工事の大半は終了したが、壁補修の一
部が冬季間にかかり凍結の恐れがある
ため、完了は24年度繰越となった)。2.旧
菅野家住宅茅葺屋根一部崩落の復旧
工事(3月補正で措置、674501事業)

1.民俗村民家壁及び屋根被害箇所の
修理工事(壁3棟、屋根1棟)（但し壁補修
が一部冬季間にかかり凍結の恐れがあ
るため、24年度繰越となった)。2.博物館
外面北側軒天落下箇所の修理工事。3.
地下重油タンク廃止及びタンク設置工
事、設計委託、管理委託。4.民俗村内
浄化槽ブロワー取付修繕。5.博物館ガラ
ス修繕

402200-045-01

402200-046

公用車購入事業

博物館06-05-02

財政健全化の推進

07

施設等整備事業

老朽化した博物館の公用車を更新し、安全走行の確保と維持管理費
の節減を図る。公用車(軽バン)１台の購入

一般 法令に特に定めのないもの

北上市総合計画

公用車購入事業

博物館 H25年度なし。 公用車(軽バン)１台の購入402200-046-01
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