
課コード: 400100 課名称: 教育部総務課平成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

400100-001

学校整備改修事業

施設係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

400100-002

奨学資金貸与事業

総務係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

400100-003

学校施設修繕補修事業

施設係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
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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

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

400100-004

学校施設管理事業

施設係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

400100-005

岩手県市町村教育委員会
協議会負担金

総務係06-06-01

広域行政の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

県内市町村教育委員会相互の連絡を密にし、相互に協力して教育諸
施策の研究調査を行い、市町村教育行政の向上と円滑な運営に寄
与する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,106

岩手県市町村教育委員会
協議会負担金

岩手県市町村教育
委員会協議会

教育行政における情報交流
　負担金　36,800円

教育行政における情報交流 教育行政における情報交流 教育行政における情報交流400100-005-01

400100-006

全国都市教育長協議会等
負担金

総務係06-06-01

広域行政の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

全国都市教委相互が連携を密にし、相協力して教育諸施策の研究
調査を行い、教育行政の向上と円滑な運営に寄与する。同協議会が
行う調査研究、情報交換を通じ、各種教育関係の情報提供を受ける
とともに、国等への陳情・請願を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

1,110
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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

全国都市教育長協議会負
担金

全国都市教育長協
議会

教育行政における情報交流
　負担金　17,000円

教育行政における情報交流 教育行政における情報交流 教育行政における情報交流400100-006-01

東北都市教育長協議会負
担金

東北都市教育長協
議会

教育行政における情報交流
　負担金　24,400円

教育行政における情報交流 教育行政における情報交流 教育行政における情報交流400100-006-02

400100-009

岩手県安全運転管理者部
会連合会負担金

施設係04-03-04
交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

交通安全確保の推進、安全意識の啓発。事業所設置義務関係団体
負担金

一般 法令に特に定めのないもの

84

岩手県安全運転管理者部
会連合会負担金

岩手県交通安全管
理者部会連合会

交通安全意識の周知徹底 交通安全意識の周知徹底 交通安全意識の周知徹底 交通安全意識の周知徹底400100-009-01

400100-010

北上地方交通安全協会事
業主部会負担金

施設係04-03-04

交通安全対策の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

事業所の交通安全。事業所設置義務関係団体負担金一般 法令に特に定めのないもの

81

北上地方交通安全協会事
業主部会負担金

北上地方交通安全
協会事業主部会

交通安全意識の啓蒙 交通安全意識の啓蒙 交通安全意識の啓蒙 交通安全意識の啓蒙400100-010-01

400100-015

私学振興補助金

総務係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

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

400100-019

事務局人事・給与管理事務

総務係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

400100-020

事務局福利厚生事務

総務係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

総務係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

総務係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

400100-027

事務局公用車管理事務

施設係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

400100-029

派遣職員給与費等負担金

総務係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

400100-034

教育委員会運営事務

総務係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
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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

400100-035

教育財産の管理

施設係06-05-02

財政健全化の推進

02

施設管理・維持補
修事業

財産の保全管理。教育施設の火災保険、目的外使用許可・不許可一般 法令に特に定めのないもの

4,354

教育財産の管理

市民 目的外使用許可手続 目的外使用許可手続き 目的外使用許可手続き 目的外使用許可手続き400100-035-01

教育財産の廃止・取得

市民 学校教育財産の取得・廃止 学校教育財産の取得・廃止 学校教育財産の取得・廃止 学校教育財産の取得・廃止400100-035-02

400100-036

教育施設設備基金の管理

施設係06-05-02

財政健全化の推進

03

内部管理事務

適正時期及び処分価格の確保。学校造林・分収造林の処分及び収
入金の収納

一般 法令に特に定めのないもの

76

教育施設設備基金の管理

学区内の小中学生 分収林の処分、基金への積立 分収林の処分、基金への積立 分収林の処分、基金への積立 分収林の処分、基金への積立400100-036-01

400100-047

小中学校臨時・非常勤

総務係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

400100-052

地方教育費調査

総務係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

400100-054

全国大会等出場補助金

総務係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
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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

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

400100-111

小中学校ＰＣＢ廃棄処分事
業

施設係04-01-02

環境監視体制の強化と公害
の防止

02

施設管理・維持補
修事業

絶縁油中に有害物質「PCB」が含まれている電気機器の適正な廃棄
処理。絶縁油中に有害物質「PCB」が含まれている電気機器を、北海
道室蘭市にある専用処理施設まで収集運搬し、廃棄処理する。

一般 法令の実施義務（自治事務）

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の
推進に関する特別措
置法

458

小学校ＰＣＢ廃棄処分事
業

PCB廃棄物(コンデ
ンサ、トランス等)

事業なし 事業なし 事業なし コンデンサ２台廃棄処理400100-111-01

中学校ＰＣＢ廃棄処分事
業

PCB廃棄物(コンデ
ンサ、トランス等)

事業なし 事業なし 事業なし コンデンサ１台廃棄処理400100-111-02

400100-113

事務局全体省エネルギー管
理事業

施設係04-01-03
地球温暖化防止対策の推
進

03

内部管理事務

エネルギー管理。個々の施設ごとの「管理標準」(現有機器の台数、
規格、性能について誰でもわかるようにマニュアル化したもの)の作
成。定期報告書や中長期計画(＝省エネに向けた設備投資計画書)
の作成。

一般 法令の実施義務（自治事務）

エネルギー使用の合
理化に関する法律 2,433
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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

事務局全体省エネルギー
管理事業

小学校・中学校・幼
稚園・保育園・給食
セン

施設台帳整理(15施設)
中長期・定期報告書作成
管理標準作成

施設台帳整理(15施設)
中長期・定期報告書作成
管理標準作成

施設台帳整理(15施設)
中長期・定期報告書作成
管理標準作成

施設台帳整理(15施設)
中長期・定期報告書作成
管理標準作成

400100-113-01

400100-117

保育所整備改修事業

施設係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

保育所施設の適正な管理を行うため改修工事により、園児等が安心
して活動できる環境をつくる。市内保育所８園の補修・改修工事

一般 法令の実施義務（自治事務）

3,109

保育所整備改修事業

園児・職員及び地
域住民

改修工事
保育園　４園　７件

改修工事
保育園　３園　５件

改修工事
保育園　８園　11件

400100-117-01

400100-118

保育所施設管理・維持補修
事業

施設係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

保育所施設の適正な管理・維持を各種業務委託及び修繕補修工事
により、園児等が安心して活動できる環境をつくる。市内保育所８園
の管理・補修工事

一般 法令の実施義務（自治事務）

7,124

保育所施設管理

園児・職員及び地
域住民

保育所　８園 保育所　８園 保育所８園400100-118-01

保育所施設維持補修

園児・職員及び地
域住民

保育所　５園　14件 保育所７園　16件 保育所５園　13件400100-118-02

400100-123

地域子育て支援センター管
理・維持補修事業

施設係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

02

施設管理・維持補
修事業

施設の適正な管理・維持を各種業務委託及び修繕補修工事により、
乳幼児等が安心して活動できる環境をつくる。支援センター２施設の
管理・補修工事

一般 法令の実施義務（自治事務）

161

地域子育て支援センター
管理

乳幼児・職員及び
地域住民

支援センター２施設 支援センター２施設 支援センター２施設400100-123-01

地域子育て支援センター
維持補修

乳幼児・職員及び
地域住民

支援センター２施設 支援センター２施設 支援センター２施設400100-123-02

400100-127

保育所大規模改修事業

施設係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

老朽化した施設を大規模改修することにより、保育環境の整備と建
物の長寿命化を図る。

一般 法令の努力義務（自治事務）

北上市総合計画

98,356

保育所大規模改修事業
(大通り)

保育所通所園児及
び職員

園舎増築工事及大規模改修工事
○監理業務：3,190千円
○工事費：89,007千円
○庁用器具費：4,824千円
○その他：266千円

設計業務委託　１件400100-127-01

保育所大規模改修事業
(飯豊)

保育所通所園児及
び職員

400100-127-02
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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
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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

400100-131

笠松小学校排水設備改修
事業

施設係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

400100-132

横川目幼稚園排水設備改
修事業

施設係01-01-04
幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

幼稚園施設の衛生環境を改善し、園児等が安心して過ごせる環境を
つくる。排水設備の改修

一般 法令に特に定めのないもの

10,594

横川目幼稚園排水設備改
修事業

園児、教職員及び
地域住民

トイレ改修工事
○監理業務：184千円
○工事費：9,472千円
○その他：327千円

400100-132-01

400100-505

市立広場等管理業務

施設係01-01-03

地域における子育て支援の
推進

02

施設管理・維持補
修事業

施設の適正な管理・維持を各種業務委託及び修繕補修により、児童
等が安心して活動できる環境を作る。広場２施設等の管理・維持補修

一般 法令の実施義務（自治事務）

318

市立広場等管理業務

児童及び地域住民 広場２施設 広場２施設 広場２施設400100-505-01

市立広場等維持補修業務

児童及び地域住民 広場１施設１件 広場１施設　１件 広場２施設　２件400100-505-02

400100-507

小学校トイレ便器洋式化推
進事業

施設係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

施設係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

400100-509

鳩岡崎保育園トイレ便器洋
式化事業

施設係01-01-04

幼稚園と保育園が連携した
子育て環境の整備

07

施設等整備事業

当該保育園のみ洋式便器が全く整備されておらず、和式便器を苦手
とする幼児が増える等市民ニーズが高まっており、洋式化を進めるこ
とにより保育環境を整備することを目的とする。保育園トイレの和式
便器から洋式便器へ改修する。

一般 法令に特に定めのないもの

4,873
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評価事業コード
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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

鳩岡崎保育園トイレ便器
洋式化事業

入所児童 ○計・監理業務　１式
(704千円)
○便器改修　６基(3,558千円)

400100-509-01

400100-510

北上中学校プール防水改修
事業

施設係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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