
課コード: 090200 課名称: まちづくり部生涯学習文化課平成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

090200-004

成人式

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

05

ソフト事業（任意）

成人（大人）としての権利と義務の意識と、地域づくりの担い手として
の自覚を促す。大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする
青年を祝いはげます式典

一般 法令に特に定めのないもの

4,983

成人式

新成人 新成人対象者1,041人内出席者861人
（出席率82.7％）

新成人対象者970人
内出席者790人（出席率81.4％）

新成人対象者1,050人
内出席者862人（出席率82.1％）

新成人対象者1,009人
内出席者823人（出席率81.6％）

090200-004-01

090200-008

ジュニアリーダー養成事業

生涯学習係02-02-02
いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

05

ソフト事業（任意）

多種多様な自然・社会体験を経験させることにより、生活の知恵を習
得させる。また、併せて地域のジュニアリーダーとして活躍する子ども
を育てる。小学校３年生～６年生の児童を対象とした、通年にわたる
自然・社会体験学習講座

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 1,383

ジュニアリーダー養成事業

小学３年生～６年
生

年９回、参加者18名、延べ115名（平均
参加率71％）

年７回、参加者17名、延べ78名（平均参
加率65％）

年7回、参加者25名、延べ132名（平均
参加率75％）

年7回、参加者12名、延べ61名（平均参
加率73％）

090200-008-01

090200-012

教育事務所管内事務事業

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

05

ソフト事業（任意）

中部教育事務所管内２市町の情報交換等により、広域の社会教育
推進を図る。中部教育事務所管内の連絡調整、事業共催、担当者会
議等

一般 法令に特に定めのないもの

155

教育事務所管内事務事業

職員、市民 ４月の課長会議及び担当者会議、11月
の担当者会議の計２回

担当者会議１回
共催事業１回（地域の教育力・景観
フォーラム）

震災のため実施事業なし 担当者会議２回、担当者研修会１回、共
催事業１回

090200-012-01

090200-014

生涯学習市民のつどい「遊・
YOU学園祭」

生涯学習係02-02-01
生涯を通じた学習機会の充
実

05

ソフト事業（任意）

生涯学習への意識向上と、学習活動への参加促進。また、生涯学習
社会の推進。生涯学習に関する各種実践発表、作品展示、共催団体
及び生涯学習活動団体による企画コーナー等

一般 法令に特に定めのないもの

2,422

生涯学習市民のつどい
「遊・YOU学園祭」

一般市民 参加者数1,995人 参加者数2,298人 参加者数2,203人 参加者数2,010人（21年度は新型インフ
ルエンザの影響で開催できず）

090200-014-01

090200-015

生涯学習ガイドブック

生涯学習係02-02-01

生涯を通じた学習機会の充
実

05

ソフト事業（任意）

生涯学習情報を広く提供することにより、生涯学習機会の拡充を図
る。講座・イベント、講師・指導者、サークル・団体、市内各種施設の
情報の提供

一般 法令に特に定めのないもの

441

生涯学習ガイドブック

一般 生涯学習センターホームページでの情
報提供講師・指導者165人、サークル・
団体52団体登録済。既登録講師・指導
者、サークル・団体への次年度更新調
査。（２年ごとの実施）

生涯学習センターホームページでの情
報提供

講師・指導者164人、サークル・団体52
団体登録済

生涯学習センターホームページでの情
報提供
講師・指導者156人、サークル・団体60
団体登録済

生涯学習センターホームページでの情
報提供
講師・指導者152人、サークル・団体60
団体登録済

090200-015-01

090200-016

まちづくり出前講座

生涯学習係02-02-01
生涯を通じた学習機会の充
実

05

ソフト事業（任意）

市民の生涯学習環境を整え、機会を増やすことにより、自主的に生
涯学習をする市民が増える。自治会、子供会、ふれあいデイサービ
ス等の団体の要望に応じ、市職員や公共機関、民間企業の担当者
が会場へ出向いて講座を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

6,620
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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

まちづくり出前講座

学校、企業、自治
会、老人クラブ、ふ
れデイ等の団体、
市民で構成する10
名以上の団体

（平成26年３月31日現在）
派遣講座数　364件（対前年比11.7％
減）
受講者数　14,677人（対前年比14.0％
減）

（平成25年３月31日現在）

派遣講座数　412件(対前年度29.2％
増）　
受講者数　　17,063人(対前年度41.4％
増）　

派遣講座数　316件(対前年度11.2％
増）　
受講者数　　9,378人(対前年度7.9％
増）　
　

派遣講座数　316件(対前年度11.2％
増）　
受講者数　　9,378人(対前年度7.9％
増）　
　

090200-016-01

090200-022

ホームページ管理運営事業

生涯学習係02-02-01

生涯を通じた学習機会の充
実

05

ソフト事業（任意）

インターネットで生涯学習情報を提供し、生涯学習活動の促進を図
る。生涯学習センター主催事業及び生涯学習情報全般の発信。施設
の利用予約システム。

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 121

ホームページ管理運営事
業

一般 年間アクセス件数4,747件
※平成26年３月25日現在（前年度4,095
件）

年間アクセス件数4,095件（前年度4,006
件）

年間アクセス件数3,838件(対前年度
4.9％減）　

年間アクセス件数3,838件(対前年度
4.9％減）　

090200-022-01

090200-037

地域婦人団体協議会活動
費補助金

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

自主的活動で知識習得、向上。生き生きとした地域社会づくりを目指
す。女性団体活動への支援

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

社会教育法第10条～
14条 583

地域婦人団体協議会活動
費補助金

市民 会員361名 会員357名 会員357名 会員392名090200-037-01

090200-039

ユネスコ協会活動費補助金

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

ユネスコ普及、募金活動、講演会で、人・まちづくりを目指す。ユネス
コ活動への支援

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

社会教育法第10条～
14条 40

ユネスコ協会活動費補助
金

市民 普通会員107名、法人１、団体４ 普通会員104名、法人1、団体4 普通会員96名、法人1、団体4 普通会員104名、法人1、団体4090200-039-01

090200-040

PTA連合会活動費補助金

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

円滑なＰＴＡ活動推進し、人・地域づくりを目指す。ＰＴＡ活動への支援一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

社会教育法第10条～
14条 30

PTA連合会活動費補助金

市民 会員7,522世帯 会員7,522世帯 会員7,535世帯 会員7,619世帯090200-040-01

090200-041

北上市少年少女発明クラブ
運営費補助金

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

次世代のものづくりの担い手を育成する。発明クラブの活動への支
援
（ものづくり、科学実験）

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

社会教育法第10条～
14条 144

北上市少年少女発明クラ
ブ運営費補助金

市民 会員32名。 会員18名。年30回活動。 会員17名。年26回活動 会員28名。年30回活動090200-041-01

090200-042

北上平和記念展示館運営
費補助金

生涯学習係02-04-02

ふるさとの文化財と伝統文
化の継承

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

貴重な資料の展示環境を整え、来館者のサービス向上を図る。北上
平和記念展示館の運営費支援

一般 法令に特に定めのないもの

434
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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

北上平和記念展示館運営
費補助金

市民、市外来館者 来館者数1,142人、開館日数202日／年 来館者数1,389人、開館日数205日／年 来館者数1,391人、開館日数211日／年 来館者数1,185人、開館日数203日／年090200-042-01

090200-044

自治公民館整備費補助金

生涯学習係02-02-03

社会教育機能の充実

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

地域活動の助長を図る。地域住民の学習や各種活動の拠点施設の
整備支援

一般 法令に特に定めのないもの

886

自治公民館整備費補助金

市民 修繕２件 修繕６件 新築1件、増築1件、改築1件、修繕5件、
上下水道2件

改築3件、修繕3件、上下水道4件090200-044-01

090200-045

自治公民館活動交付金

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域の社会教育活動の推進を図る。地域住民の活動に対する助成一般 法令に特に定めのないもの

14,024

自治公民館活動交付金

市民 交付252館（うち世帯加算125館） 交付252館　（うち世帯加算125館） 交付253館　（うち世帯加算125館） 交付254館　（うち世帯加算125館）090200-045-01

090200-046

社会教育委員の設置

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

01

ソフト事業（義務）

生涯学習・社会教育への提言で振興を図る。教育委員会に対し意
見・助言の提言

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

社会教育法第15条 北上市教育振興基本
計画 2,281

社会教育委員の設置

市民 定例会２回開催。社会教育委員の20名
のうち今年度任命14名。退任願により12
月に１名任命。毎月「きたかみの教育」
送付。「社教連会報」、「社教情報」等の
送付により随時情報提供。

社教委員20人を任命。定例会３回開
催。ほか地域教育力向上検討会の構成
員として委員から７人が参加し、会議４
回開催。

社教委員20名。年２回会議開催 社教委員20名。年２回会議開催090200-046-01

090200-047

社会教育指導員設置

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

01

ソフト事業（義務）

専門的知識を習得した人材を雇用し、市民の社会教育、生涯学習活
動を支援する。社会教育指導員２名雇用

一般 法令に特に定めのないもの

社会教育指導員設置

職員 社会教育指導員　非常勤２名　 社会教育指導員２名雇用
専門事業３件推進

社会教育指導員２名雇用
専門事業３件推進

社会教育指導員２名雇用
専門事業３件推進

090200-047-01

090200-049

社会教育関係職員研修

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

05

ソフト事業（任意）

知識・技術を習得し、人づくりを目指す。各種専門研修で知識・専門
性を養う。社会教育主事講習で資格取得

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 1,010

社会教育関係職員研修

職員等 専門研修、セミナー、公民館大会・社会
教育研究大会、生涯学習推進フォーラ
ム　計10回、延55名受講　
社会教育指導員等研修会３名受講

各種専門研修13回、延151人受講 各種専門研修9回、延56人受講 各種専門研修14回、延73人受講090200-049-01

090200-055

社会教育推進（用具貸出）

生涯学習係02-02-02
いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

05

ソフト事業（任意）

用具等を無料で貸し出し、子供会や社会教育関係団体等の自然体
験学習や文化事業の活性化をねらう。キャンプ用具、パネル、机、七
宝焼の道具の貸し出し

一般 法令に特に定めのないもの

205
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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

社会教育推進（用具貸出）

市民 キャンプ用具10件、パネル33件、七宝
焼きの道具３件、机６件の貸し出し

キャンプ用具14件、パネル34件、七宝
焼の道具2件、机4件の貸し出し

キャンプ用具17件、パネル36件、水中
観察道具1件、七宝焼の道具12件、机7
件の貸し出し

キャンプ用具18件、パネル43件、水中
観察道具1件、七宝焼の道具8件、机8
件の貸し出し

090200-055-01

090200-056

夏まつりみこし部会事務局

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

05

ソフト事業（任意）

みちのく芸能まつりでのイベントの一環として参加し、地域づくりに貢
献する。事務局として参加者取りまとめ、説明会、当日の運営を行
う。
予算は「北上・みちのく芸能まつり実行委員会」から配当される

一般 法令に特に定めのないもの

2,631

夏まつりみこし部会事務局

子ども会、市民、各
種団体

参加団体数17団体。学生ボランティア
53名参加。

参加団体数23団体 参加団体数23団体 参加団体数25団体090200-056-01

090200-060

生涯学習センター管理

生涯学習係02-02-03

社会教育機能の充実

02

施設管理・維持補
修事業

生涯学習の中核施設として、豊かな暮らしを支援する。生涯学習を推
進する中核施設の管理費

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 104,647

生涯学習センター管理

一般 開館日数　343日、利用件数　2,327件
（対前年度2.51%減）、利用延べ人数
　59,129人（対前年度1.83%減）

開館日数　343日
利用件数　2,387件（対前年度19.53％
増）
利用延べ人数　60,233人（対前年度
27.50％増）

開館日数　341日
利用件数　1,997件(対前年度22.57％
減）　　　
利用延べ人数　47,241人(対前年度
22.29％減）　
　

開館日数　340日
利用件数　2,579件(対前年度14.6％減）
　　　
利用延べ人数　60,791人(対前年度
3.8％増）　
　

090200-060-01

090200-062

生涯学習推進本部

生涯学習係02-02-01

生涯を通じた学習機会の充
実

01

ソフト事業（義務）

生涯学習に関する施策を総合的に推進する。市長を本部長として、
生涯学習を市全体で推進する

一般 法令に特に定めのないもの

77

生涯学習推進本部

市職員 会議開催なし 必要に応じて開催
平成24年度は開催せず

必要に応じて開催
平成23年度は開催せず

必要に応じて開催
平成22年度は開催せず

090200-062-01

090200-065

芸術文化振興事務

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

芸術文化事業をより充実させ、芸術文化の振興を図る。文学碑案内
板等修繕、芸術文化振興に係る各種助成情報等の提供及び取りまと
め　

一般 法令に特に定めのないもの

1,427

芸術文化振興事務

一般 文学碑説明板　点検48か所、修繕３件　
地域発・文化芸術創造イニシアチブ事
業　H25年度交付申請１件　実績報告１
件　H26年度事業計画提出１件　コミュ
ニティ助成事業　実績報告１件　小中学
校へ文化庁等芸術鑑賞実施希望紹介、
連絡調整及び取りまとめ（うち申請１件）
　各種助成事業の周知（通知、HP掲載）

文学碑説明板　点検48か所、修繕２件
文学碑及び案内説明板土地等占用許
可標識設置　２件
岩手県文化振興基金事業報告書(進
達)H23　1件　H24　１件
地域発・文化芸術創造イニシアチブ事
業　H24年度交付申請１件　実績報告１
件　H25年度事業計画提出１件
コミュニティ助成事業への申請１件　実
績報告１件
小中学校への文化庁等芸術鑑賞事業
実施希望照会、連絡調整及び取りまと
め
各種助成募集の周知

文学碑説明板　点検48か所、修繕２件、
移設１件
文学碑　修繕１件
文学碑及び案内板・説明板の土地占
用、使用貸借契約の更新申請事務　契
約１基、契約更新１基
岩手県文化振興基金申請(進達)H23年
度１件、H24年度２件　事業報告書(進
達)１件
地域創造助成金事業申請副申１件
地域発・文化芸術創造イニシアチブ事
業への申請１件
コミュニティ助成事業への申請２件　実
績報告１件
小中学校への文化庁等芸術鑑賞事業
実施希望照会、連絡調整及び取りまと
め
各種助成募集の周知

公用車１台の車検
文学碑説明板　点検48か所、修繕３ヶ
所、移設１件
文学碑及び案内板・説明板の土地占
用、使用貸借契約の更新申請事務　占
用12基、契約更新２基
岩手県文化振興基金受付１件
地域創造助成金事業の事業報告書副
申　１件、申請副申１件
小中学校への文化庁等芸術鑑賞事業
実施希望照会、連絡調整及び取りまと
め

090200-065-01
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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

090200-066

北上市所蔵美術品の管理
公開事務

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

市所蔵美術品を適切に管理し、良好な状態を保つ。美術品台帳の整
理、現状確認、追加登録、貸出

一般 法令に特に定めのないもの

1,491

北上市所蔵美術品の管理
公開事務

美術品 所蔵美術品　264点
所蔵美術品貸出　１件（彫刻５点）

所蔵美術品　264点
追加登録　　18点
美術品貸出　２件（彫刻５点、掛軸１点）

所蔵美術品　244点。
美術品貸出　１件（５点）

所蔵美術品　243点。
美術品貸出　１件（５点）

090200-066-01

090200-067

芸術文化事業の共催・後援
事務

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

市民自らの企画による芸術文化事業を共催又は後援することによ
り、当市の芸術文化の推進を図る。共催、後援申請にもとづく共催等
の決定及び通知、教育長等出席依頼及び挨拶文依頼の対応、広報
周知、取りまとめ等の協力

一般 法令に特に定めのないもの

1,004

芸術文化事業の共催・後
援事務

申請者 申請件数　20件 申請件数　26件 申請件数　36件 申請件数　46件090200-067-01

090200-069

北上地区高等学校合同作
品展開催事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

高校生の芸術文化活動の発表の機会を提供することにより、芸術文
化活動の裾野が広がる。高校生の美術工芸、書道、写真、華道の展
示、茶道の実演

一般 法令に特に定めのないもの

1,752

北上地区高等学校合同作
品展開催事業

高校生、一般 開催期間　延べ21日
入場者数　1,678人
出品点数　257点

開催期間　延べ20日間
入場者数　1,956人
出品点数　  251点

開催期間　延べ19日間
入場者数　1,283人
出品点数　  246点
美術工芸展には沿岸地区高校の作品も
展示した
23年度は華道展示なし

開催期間　延べ20日間
入場者数　1,559人
出品点数　  253点

090200-069-01

090200-070

北上市芸術文化協会活動
費補助金

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

優れた芸術文化に接する機会を提供するとともに、市民の情操を豊
かにするための文化活動の普及と文化事業の拡充を図る。北上市芸
術文化協会活動の支援
補助金　280,000円

一般 法令に特に定めのないもの

357

北上市芸術文化協会活動
費補助金

北上市芸文協 北上市民芸術祭参加事業数　54事業
構成団体　109団体

北上市民芸術祭参加事業数　53事業
構成団体　111団体（H24.6.29現在）
会員　　人（未報告）

北上市民芸術祭参加団体数　52団体
構成団体　105団体（H23.6.25現在）
会員　　人（未報告）

芸術祭参加団体数　　団体
会員　　人（未報告）

090200-070-01

090200-072

北上市民芸術祭開催費補
助金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上市民芸術祭の開催を通じ、市民の創作意欲と技術が向上する。
芸術祭に来場することにより、市民の理解と関心が深まる。北上市民
芸術祭開催の支援に係る補助7,000千円

一般 法令に特に定めのないもの

7,540

北上市民芸術祭開催費補
助金

実行委員会 ・参加事業数　54事業
・事業参加人員　9,036人
・出展数　6,792点
・入場人員　24,450人

参加事業数　 53事業
参加人員　8,704人
出展数　6,774点
入場人員　25,667人　　　

参加事業数　 52事業
参加人員　6,341人
出展数　5,329点
入場人員　22,246人　　　

参加事業数　 55事業
参加人員　人

出展数　人　　　

090200-072-01

090200-073

北上市民芸術祭運営委員
会事務

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

北上市民の芸術文化の向上が図られる。市民芸術祭運営委員の委
嘱、運営委員会の開催、芸術祭のつどい日程調整、芸術祭表彰の被
表彰者決定、表彰状作成、芸術祭周知に係る広報原稿の調整及び
ポスター作成配布、芸術祭各部門の賞状作成

一般 法令に特に定めのないもの

1,159

北上市民芸術祭運営委員
会事務

運営委員会 委員数14名　
会議開催２回　
芸術祭表彰11名・３団体

委員数　14人
会議　　２回
芸術祭表彰　９人・３団体

委員数　14人
会議　　２回
芸術祭表彰　９人・３団体

委員数　14人
会議　　２回
芸術祭表彰　９人・３団体

090200-073-01
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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

090200-075

芸術文化功労顕彰事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

広く市民が功労を知ることができると共に、芸術文化活動に取り組ん
でいる個人・団体の活動意欲が向上し、芸術文化の人材育成につな
がる。北上市の芸術文化の向上又は発展に優れた功労のあった方
を北上市芸術文化功労等顕彰規則により推薦を募り、表彰候補者を
審査の上教育委員会で表彰者を決定し表彰する。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市芸術文化功労
等顕彰規則 3,161

芸術文化功労顕彰事業

市民 顕彰委員会開催１回（委員５名）
表彰式開催１回（体育功労等表彰式と
同時開催、参加者42名）功労賞３名１組

審査会開催　１回（委員数４名）
表彰式開催　１回（体育功労等表彰式と
同時開催　参加者48名）
功労賞　３名
奨励賞　１名１団体

審査会開催　１回（委員数４名）
表彰式開催　１回（参加者27名）
功労賞　１名
奨励賞　１名

審査会開催　１回（委員数４名）
表彰式開催　１回（参加者25名）
功労賞　１名
奨励賞　１団体

090200-075-01

090200-076

「おかあさんの詩」全国コン
クール開催費補助金

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

サトウハチロー氏の業績を永く顕彰及び詩を通じた心の教育及び文
化交流の促進を図る。「おかあさんの詩」全国コンクール開催の支援
（補助金　3,000,000円）

一般 法令に特に定めのないもの

3,077

「おかあさんの詩」全国コ
ンクール開催費補助金

実行委員会 作品応募3,904編　
審査会開催１回　
実行委員会開催６回　
企画部会開催５回　
表彰式開催１回（入場者数447人）　
入賞作品詩集配布　

作品応募3,944編　本審査会１回
実行委員会６回、企画部会４回
表彰式の開催（入場者360人)、入賞作
品詩集作成配布　

作品応募5,068編　本審査会１回
実行委員会７回、企画部会３回
表彰式の開催、入賞作品詩集作成配布
　

作品応募4,626編　本審査会１回
実行委員会７回、企画部会３回
表彰式の開催、入賞作品詩集作成配布
　

090200-076-01

090200-077

「おかあさんの詩」全国コン
クール実行委員会事務

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

詩を通じた心の教育及び文化交流の促進を図る。事務局業務
　当該
事業の企画立案、広報周知
　応募作品の受付整理及び集計
　実行
委員会及び企画部会の開催
　審査会及び記者会見の開催
　予算執
行
　表彰式の準備、実施

一般 法令に特に定めのないもの

6,772

「おかあさんの詩」全国コ
ンクール実行委員会事務

実行委員会 実行委員会６回　
企画部会５回
審査会１回　
表彰式１回
入賞作品詩集作成1,500部
表彰式入場整理券作成配布600枚
表彰式チラシ作成配布2,500枚
表彰式プログラム作成配布600部　

実行委員会　６回　
企画部会　４回
審査会　　　１回
表彰式　　　１回

実行委員会　　　　　７回
企画部会　　　　　　３回
審査会　　　　　　　１回
表彰式　　　　　　　１回

実行委員会　　　　　７回
企画部会　　　　　　３回
審査会　　　　　　　１回
表彰式　　　　　　　１回

090200-077-01

090200-080

利根山光人記念美術館管
理事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

02

施設管理・維持補
修事業

市民の文化的資質の向上に資する。施設管理に係る警備及び消防
設備点検（委託）、清掃
非常勤職員３名の雇用管理
職員による入館
者への施設案内説明
観覧料等の収納
館外草刈、立木等管理
利根山
画伯の美術作品の保険加入手続き等管理
美術館通信の作成印刷、
配布

一般 法令に特に定めのないもの

北上市立博物館条例

6,344

利根山光人記念美術館管
理事業

一般 開館総日数242日（４月１日から11月30
日まで無休※企画展展示による臨時休
館日あり）　
入館者数947人　
美術館通信発行年４回×400部
周辺草刈実施２回

開館総日数243日(４月１日から11月30
日まで無休※企画展展示による臨時休
館日あり)
入館者数　599人
美術館通信発行年４回×400部

開館総日数234日(４月10日～11月30日
まで無休※企画展展示による臨時休館
日あり)
入館者数　857人
美術館通信発行年４回×400部

開館総日数244日(４月～11月まで無
休)。入館者数　1,198人
美術館通信発行年４回×400部

090200-080-01

090200-081

利根山光人記念美術館企
画事業

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

利根山光人記念美術館が北上市民に身近な存在となり入場者が増
加する。企画展「利根山光人　情感に訴えるデッサン力」（４月から８
月まで）、企画展「伊東才紀展」（９月から11月まで）、子どもアートス
クール　12月　

一般 法令に特に定めのないもの

2,608

利根山光人記念美術館企
画事業

一般 入館者数　947人
こどもアートスクール参加者　38人

入場者数599人
子どもアートスクール参加者数25人

来館者数　857人
親子アートワークショップ参加　19人

来館者数　1,198人
親子アートワークショップ参加　23人

090200-081-01
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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

090200-083

青少年鑑賞事業補助金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

児童生徒が豊かな感受性を育み社会性、協調性を学んでいくこと。
青少年鑑賞事業補助金1,800,000円、
市内小学生の芸術鑑賞及び芸
術体験機会の提供（実施主体　北上市文化創造　演目　オペラシア
ターこんにゃく座「森は生きている」）

一般 法令に特に定めのないもの

1,677

青少年鑑賞事業補助金

市内小学校3,4年
生

鑑賞人数　児童1,857人、引率教諭90
人、一般18人

鑑賞人数　　児童　1,815人　
　　　　　　引率教諭　88人
　　　　　　一般鑑賞者　214人　

鑑賞人数　児童1,990人　
引率教諭　89人

鑑賞人数　児童1,936人　
引率教諭　100人

090200-083-01

090200-084

北上市民劇場開催事業補
助金

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域文化創造の発表機会を提供することにより、北上市の芸術文化
の振興に寄与する。市民の手づくりによる市民劇場の開催（実施主
体　北上市文化創造　「月の満ちるはホーイホイ～ぐす兄ずる兄たん
ぱら三郎をモチーフにして」）　補助金1,700,000円

一般 法令に特に定めのないもの

2,164

北上市民劇場開催事業補
助金

一般 第37回北上市民劇場
昔話による喜劇　がんとり
期　　日
２月22日(土)18時
２月23日(日)14時の２回
場　　所
さくらホール　中ホール
入場者数
506人（前年+17）（入場券販売数601枚）

１回公演H24.2.23、24

入場者　489人（２日間計）
(入場券販売数　539枚)
出演・参加者数　71人

１回公演H24.2.25、26
入場者　592人（２日間計）
(入場券販売数　642枚)
出演・参加者数　70人

１回公演H23.2.26、27
入場者　738人（２日間計）

090200-084-01

090200-087

イベント等共催事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

市民の企画によるイベント等の支援を図り、北上市の芸術文化の振
興に寄与する。市民の企画によるイベント等でさくらホールを使用し
た際のホール使用料の一部を市で負担する
対象は市芸術文化協会
加盟団体、高等学校、専修学校、幼稚園等

一般 法令に特に定めのないもの

1,076

イベント等共催事業

一般 支援件数　６件 支援件数　５件 支援件数　５件 支援件数　８件090200-087-01

090200-089

日本現代詩歌文学館管理
運営事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

貴重な詩歌資料が良好な環境で保存され、詩歌研究の拠点施設とし
て、利用者が快適に安全に利用できている。展示、貸室、講座、文学
館賞贈賞式、雑草園管理公開、施設維持運営、資料収集・分類・保
存、レファレンス

一般 法令に特に定めのないもの

144,929

日本現代詩歌文学館管理
運営事業

全国の詩歌研究
者、市内外の利用
者

開館日数　343日
来館者数　27,225人　樹木伐採

開館日数　343日
来館者数　27,330人
備品購入　温湿度記録計１台

開館日数　342日
来館者数　30,734人

開館日数　324日
来館者数　33,898人

090200-089-01

090200-090

日本現代詩歌文学館振興
会運営費補助金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

振興会の活動により文学館が全国に周知され、詩歌資料の寄贈が
増加し、より多くの方に資料が有効活用される。日本現代詩歌文学
館振興会運営への支援
会員拡大・資料の収集・館報の発行・贈賞式
の開催・寄贈資料の分析、文学館主催事業への協力を行う

一般 法令に特に定めのないもの

5,368

日本現代詩歌文学館振興
会運営費補助金

日本現代詩歌文学
館振興会、詩歌団
体

理事会、評議員会の開催
首都圏、北東北、南東北地区懇談会
文学館賞選考委員会及び贈賞式の開
催

理事会、評議員会の開催
首都圏、北東北、南東北地区懇談会
文学館賞選考委員会及び贈賞式の開
催

理事会、評議員会の開催
首都圏、北東北、南東北地区懇談会
文学館賞選考委員会及び贈賞式の開
催

理事会、評議員会、関東・甲信地区並
びに北関東地区懇談会、文学館賞選考
委員会及び贈賞式の開催
文学館開館20周年記念事業に対する
支援

090200-090-01

090200-092

文化交流センターさくらホー
ル施設管理事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

02

施設管理・維持補
修事業

利用者のニーズに応えられる施設整備により、利用者が快適に利用
でき、文化活動への市民参加が拡大する。さくらホール施設の貸館
受付案内、各種文化事業の開催及び情報発信、施設点検整備、修
繕及び清掃、警備

一般 法令に特に定めのないもの

北上市文化交流セン
ター条例、同規則 423,919
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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

文化交流センターさくら
ホール施設管理事業

利用者 入場者数　280,274人
稼動率
大ホール　49.8％
中ホール　63.7％
小ホール　94.0％
ファクトリー　90.8％

入場者数　284,498人
稼動率
大ホール　45.8％
中ホール　55.7％
小ホール　94.0％
ファクトリー　90.6％

入場者数　279,432人
稼動率
大ホール　50.2％
中ホール　56.8％
小ホール　94.3％
ファクトリー　89.7％

入場者数　270,149人
稼動率　大ホール　47.2％
　　　　中ホール　54.6％
　　　　小ホール　87.3％
　　　　ファクトリー　84.8％

090200-092-01

090200-093

財団法人北上市文化創造
財団運営補助金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

財団法人北上市文化創造が円滑に運営され、その管理するさくら
ホールの運営内容が充実し、来館者が増加する。財団法人北上市文
化創造の職員人件費に対する補助金の交付

一般 法令に特に定めのないもの

61,661

財団法人北上市文化創造
財団運営補助金

財団法人北上市文
化創造

入場者数　280,274人 入場者数　284,498人 入場者数　279,432人 入場者数　270,149人090200-093-01

090200-095

北上市芸術文化功労顕彰
基金積立

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

03

内部管理事務

市の芸術文化の向上または発展に貢献し優れた功労があったものを
顕彰し、人材育成に寄与する。北上市芸術文化功労顕彰基金条例に
基づき、銀行配当金及び一般寄附を基金へ積み立てるもの。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市芸術文化功労
顕彰基金条例 652

北上市芸術文化功労顕彰
基金積立

市内で芸術文化活
動を行っている人

平成25年度積立額574,925円・株式配
当金574,925円

平成24年度積立額530,700円
・株式配当金530,700円

平成23年度積立額530,700円
・株式配当金530,700円

平成22年度積立額560,700円
・株式配当金530,700円
寄附金30,000円

090200-095-01

090200-097

日本現代詩歌文学館基金
積立金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

03

内部管理事務

日本現代詩歌文学館の施設整備及び運営の充実に資する。文学館
基金に対する一般寄附金等の採納及び基金会計への積立のための
拠出事務

一般 法令に特に定めのないもの

日本現代詩歌文学館基金
積立金

詩歌文学館来館者 平成25年度基金積立なし 寄附２件、積立額1,010,000円 寄附８件、積立額175,000円 平成22年度基金積立はなし090200-097-01

090200-099

文化交流センターさくらホー
ル施設整備事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

07

施設等整備事業

さくらホールを安全に快適に利用できる。さくらホールの施設及び設
備機器の経年劣化、故障等に伴う工事等

一般 法令に特に定めのないもの

北上市文化交流セン
ター条例 22,043

文化交流センターさくら
ホール施設整備事業

文化交流センター
さくらホール

中長期施設改修計画策定
西側外部配管更新工事
大ホール南エントランス漏水対策工事　
中ホールシーリングフライダクト移設工
事
大ホール配電盤リモコンリレー取替工事
ハンドドライヤー設置工事
防犯カメラ設置工事
石彫移設（基礎部分）工事
DLPプロジェクター購入

直流電源装置修繕工事
排水設備修繕工事
フローリング部分修繕工事
看板灯設置工事
ハンドドライヤー設置工事
カーテンウォールガラス交換工事
親子室防音工事

業務委託１件 工事６件
備品購入１件

090200-099-01

090200-100

北上市所蔵美術展開催事
業

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

北上市が所蔵する美術作品を公開展示することにより、藝術にふれ
る機会の提供をする。北上市が所蔵する美術品を公開展示する。

一般 法令に特に定めのないもの

1,467
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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

北上市所蔵美術展開催事
業

まちなかギャラリー開催１回　展示作品
数61点、期間27日間　
出前美術館開催１回（相去地区交流セ
ンター）　展示作品数６点、期間25日
間。
遊・ＹＯＵ学園祭で展示　展示作品数16
点、期間１日。
利根山光人記念美術館移動展開催１回
（市民交流プラザ）　展示作品数73点、
期間４日間

まちなかギャラリー
期間 ７日間、展示作品数 26点
おでんせ美術館
期間 ２日間　展示作品数 40点　
鬼のへそ
期間 10日間　展示作品数 53点　

開催なし 開催期間　９日間
入場者数　延べ２１３人
展示点数　23点（絵画14、彫刻９）

090200-100-01

090200-101

地区交流センター生涯学習
事業

生涯学習係02-02-01
生涯を通じた学習機会の充
実

05

ソフト事業（任意）

自己実現を目指して、様々な方法での生涯にわたって学習しようとす
る機運の醸成による、地域における生涯学習社会の構築。各地区交
流センターにおいて、社会教育・生涯学習事業など地域の学習活動
を推進し、地域の学習活動の気運の醸成とともに、その担い手となる
人材の雇用を支援する。

一般 法令の努力義務（自治事務）

社会教育法第五条 北上市教育振興基本
計画 65,119

地区交流センター生涯学
習事業

市民 16地区交流センターでの
事業数
（多様な学級、講座の開催
・家庭教育の充実
・学習情報提供、相談機能
・関係団体、機関との連携
等）
実施事業数：288事業、延べ回数：1,351
回、延べ参加者数；60,597人

16地区交流センターでの
事業数
（多様な学級、講座の開催
・家庭教育の充実
・学習情報提供、相談機能
・関係団体、機関との連携
等）　実施
事業251事業、延べ回数1,158回、延べ
参加者数　66,701人

交流センター16館
事業数　166
参加者数　延36,000人

交流センター16館
事業数　253
参加者数　延63,000人

090200-101-01

090200-110

子どもの読書活動推進事業

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

05

ソフト事業（任意）

子どもがいつでもどこでも本に触れ合い、読書活動が盛んになる社
会を構築し、情緒豊かな子どもを育む。「子どもの読書活動推進計
画」の推進委員会の設置及び委員会開催

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

子どもの読書活動の推
進に関する法律（Ｈ
13.12施行）

北上市教育振興基本
計画 2,301

子どもの読書活動推進事
業

市民 推進委員会　２回
読書のつどい開催

推進委員会　3回
第２次計画策定

推進委員会　０回 推進委員会　０回090200-110-01

090200-112

日本現代詩歌文学館整備
改修事業

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

07

施設等整備事業

施設の安全性向上。文学館施設及び設備機器の経年劣化、故障等
に伴う工事等

一般 法令に特に定めのないもの

北上市総合計画

8,518

日本現代詩歌文学館整備
改修事業

文学館利用者 空調機器修繕工事　図書システム更新 研究センター空調室外機修繕工事
特別収蔵室空調機修繕工事

日本現代詩歌研究センター
冷温水機配管交換工事及び空調室外
機修繕工事

業務委託３件、工事４件090200-112-01

090200-113

岩手県社会教育連絡協議
会負担金

生涯学習係02-02-02

いきいきとした地域社会をつ
くる社会教育の推進

04

負担金・補助金（義
務負担金）

岩手県の社会教育の振興に寄与する。岩手県社会教育連絡協議会
への負担金支払事務

一般 法令に特に定めのないもの

80

岩手県社会教育連絡協議
会負担金

負担金80,000円
協議会理事会・評議員会等会議開催
社会教育委員・公民館職員等の表彰
東北地区社会教育研究大会、社会教育
主事・公民館職員研修会開催

主要事業である岩手県公民館大会を本
市で開催し、県内から297人参加

主要事業である岩手県公民館大会は震
災のため中止。社会教育委員研究大会
兼公民館職員研修会に10人参加。

主要事業である岩手県公民館大会への
参加者数13人

090200-113-01
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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

090200-114

地区交流センター生涯学習
事業補助金

生涯学習係02-02-01

生涯を通じた学習機会の充
実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域の生涯学習等の事業推進を図り、地域の教育力など生涯学習
に対する意識や気運の醸成を図る。各地区交流センターの生涯学習
事業及び社旗教育事業の推進のための、移動学習に係るバスの借
上げに対する補助金

一般 法令に特に定めのないもの

4,183

地区交流センター生涯学
習事業補助金

市民 交流センター16地区での移動研修等、
バスを使用した学習　　　　バス借上
　135台、参加者4,105人

交流センター16地区での移動研修等、
バスを使用した学習　　　　バス借上
　134台、参加者4,002人

16地区（交流センター単位）
借上げ　延122台
参加者数　延3,634人

16地区（交流センター単位）
借上げ　延141台
参加者数　延4,500人

090200-114-01

090200-116

日本現代詩歌文学館運営
協会法人化事業費補助金

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

詩歌文学館の運営組織の強化により、文学館の運営をさらに充実さ
せる。日本現代詩歌文学館運営協会を法人化するに当たり、課題を
整理し、関係機関との協議調整を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

377

日本現代詩歌文学館運営
協会法人化推進事業

日本現代詩歌文学
館運営協会、文学
館関係者

補助金の交付　合同会議において法人
化進捗状況についての確認

運営協会と教育委員会の法人化に係る
経緯確認及び協議　１回

運営協会との打合せ　なし 運営協会との打合せ　なし090200-116-01

090200-122

ＰＣＢ廃棄物処分事業

芸術文化係04-01-02

環境監視体制の強化と公害
の防止

05

ソフト事業（任意）

コンデンサに含まれる有害物質ＰＣＢが、国の基準に沿って安全に処
分されている。市民会館で使用したコンデンサを安全に保管し処理す
る。

一般 法令の実施義務（自治事務）

岩手県ポリ塩化ビフエ
ル廃棄物処理計画 77

ＰＣＢ廃棄物処分事業

旧市民会館当時の
コンデンサ98台

25年度　保管届出１件 24年度　保管届出１件 23年度はなし 運搬及び処理　１台090200-122-01

090200-140

地域の教育力向上推進事
業

生涯学習係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）

家庭、学校、地域、行政が連携して地域の教育課題に取り組むことに
より、子どもを地域総ぐるみで育て、地域の活性化につながるような
仕組みを構築する。検討委員会（推進委員会）の開催、フォーラム等
の開催、周知・啓発活動

一般 法令に特に定めのないもの

12,619

地域の教育力向上推進事
業

一般市民 基本計画策定（活動現況調査、関連組
織状況調査、検討委員会４回、庁内連
絡会議・随時）、放課後子ども教室（３小
学校区実施日数109日、子ども参加人
数延べ3,029人、フォーラム開催（2/2開
催、139人参加)

090200-140-01

090200-201

地域の芸術環境づくり助成
事業補助金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

自治総合センターのコミュニティ助成を活用し、地域交流プログラムを
伴う芸術文化活動を実施しすることにより、企画制作能力の向上及
び公立文化施設の利活用の推進を図るもの。

一般 法令に特に定めのないもの

2,064

地域の芸術環境づくり助
成事業補助金

一般市民 オリジナルダンス創作による地域行事
「盆踊り」活性化協働事業
アウトリーチ・ワークショップ　９回参加者
1,304人　
本公演　１回入場者365人

地域のアウトリーチパートナーづくり事業
地域交流プログラム　９回　参加者数
426人

アウトリーチコンサート　３回　参加者410
人

公開クラスレッスン１回　参加者93名(う
ち沿岸部から5名)
入門トーク＆見学会１回　参加者50名
白鳥の湖全4幕公演１回　入場者621名

090200-201-01

090200-202

地域発・芸術文化創造イニ
シアチブ事業

芸術文化係02-04-01
芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

優れた文化芸術の創造発信事業の実施により地域文化の再生やコ
ミュニティの再構築、地域の活性化を促すもの。（文化庁補助事業）

一般 法令に特に定めのないもの

14,078
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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

地域発・芸術文化創造イ
ニシアチブ事業負担金

一般市民 北上市音楽で心をつなぐ「第九による心
の復興」事業
　自主練習会26回参加者延4,266人　全
体練習会8会参加者延2,438人　
指揮者指導会参加者329人
　セミナー参加者85人　リハーサル公開
合唱参加者534人鬼剣舞14人　
本公演合唱参加者534人鑑賞者794人

北上市舞台芸術普及事業「音のいない
世界で」
公開リーディングワークショップ１回
／舞台仕込・リハーサル見学会１回／
舞台公演２回
北上市音楽で心をつなぐ「第九による心
の復興」事業

練習会全66回／
公開リハーサル１回(２日間)／
セミナー２回

090200-202-01

090200-203

国際交流ルーム管理運営
事業

生涯学習係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）

姉妹都市・友好都市及び諸外国との交流促進を図るとともに、市内
在住外国人への情報提供、相談業務、日本語指導等のサービスを
行い、また、市民等への語学講座、交流会等を通じ国際理解を深
め、国際交流の推進を図る。北上市生涯学習センター内に設置した
北上市国際交流ルームにおいて、国際交流に関する事業を実施する
ため、オフィス・キララとアドバイザー業務委託契約をし事業を実施。

一般 法令に特に定めのないもの

4,750

国際交流ルーム管理運営
事業

市民、在住外国人 利用者数(延べ人数)
・日本人3,661人
・外国人　754人
・事業(講座、交流会等)
年間11事業
　参加者数2,360人　

・利用者数(延べ人数)
　・日本人2,488人
　・外国人　436人
・事業(講座、交流会等)
　年間10事業
　参加者数3,927人　

・利用者数(延べ人数)

・日本人1,500人
・外国人　600人
・事業(講座、交流会等)
　年間10事業
　参加者数3,000人　

・利用者数(延べ人数)

・日本人1,745人
・外国人　634人
・事業(講座、交流会等)
　年間10事業
　参加者数3,174人　

090200-203-01

090200-204

国際化推進事業

生涯学習係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）

北上市の国際化に向けた取り組みを推進するもの。標識、案内板や
公共施設の多言語化、国際理解のための研修など。

一般 法令に特に定めのないもの

6,999

国際化推進事業

一般市民 国際都市推進きたかみ市民会議の設立
準備、総会、幹事会開催
国際交流イベント「ワン・ワールドフェスタ
inきたかみ」開催
外国人受入研修会の情報提供

090200-204-01

090200-205

地域国際化推進助成事業
補助金

生涯学習係02-04-03

国際化に対応したまちづくり
の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

自治総合センターコミュニティ助成に採択されたことから、オフィスキ
ララが実施する外国人にやさしいまちづくり事業について助成するも
の。アジアマスターズ陸上開催により訪れる外国人の増加が予想さ
れるので、各種ガイドや案内板の多言語表記について実態調査した
り、ＷＳを開催するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

2,118

地域国際化推進助成事業
補助金

一般市民 外国人会議　１回
市内案内板等調査
外国人にやさしい街づくり　講演会＆
トーク　１回
調査報告書作成

090200-205-01

090200-206

芸術文化大会開催費補助
金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上市を会場として開催される岩手県大会以上の大会に対し会場使
用料の一部を補助することにより、事業開催を円滑にし市民の芸術
文化活動への興味を高める。第8回春季全国高等学校演劇研究大
会の会場使用料金の１/２を補助するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

790
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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

芸術文化大会開催費補助
金

市民 名称：第8回春季全国高等学校演劇研
究大会
事業期間：平成26年３月25～30日（本番
3/28～30）
場所：さくらホール中ホール
出場団体：10団体
入場者数：1,610人

090200-206-01

090200-207

（仮称）一般財団法人日本
現代詩歌文学館運営協会
出損金

芸術文化係02-04-01

芸術文化活動の推進

05

ソフト事業（任意）

日本現代詩歌文学館運営協会が一般財団法人として登記するにあ
たり必要な基本財産を出損するもの。基本財産資金としての出損金
（財源は日本現代詩歌文学館基金による）

一般 法令に特に定めのないもの

10,155

日本現代詩歌文学館運営
協会出損金

一般財団法人日本
現代詩歌文学館運
営協会

出損金：10,000千円090200-207-01

090200-208

講座開催事業

生涯学習係02-02-01

生涯を通じた学習機会の充
実

05

ソフト事業（任意）

講座を実施することにより、市民の生涯学習に資する。市民大学、市
民交流講座及び市民大学院の実施。

一般 法令に特に定めのないもの

5,875

北上市民大学

市民 市民大学は年10回開催し、
延べ受講者数（受講生と聴講生）811人
（前年度比約9.4％減）。大学院法学部
前期日程は６回開催し、延べ受講者数
132人（前年度比約27％減）。法学部後
期日程は６回開催し、延べ受講者数155
人。大学院地元学部は６回開催し、延
べ受講者数180人（前年度比約18％
増）。

年10回開催
延べ受講者数679人(前年度と同数）　
延べ聴講者数111人(前年度と同数）

年10回開催
延べ受講者数679人(対前年度13％減）
　
延べ聴講者数111人(対前年度14％減）

年10回開催
延べ受講者数786人(対前年度1.1％増）
　
延べ聴講者数130人(対前年度36.5％
増）　
市民大学第20期記念講演来場者数254
人

090200-208-01

市民交流講座

市民 ２回講座を同内容で２回開催（計４回）。
延べ参加者数56人（講座出席率は、第
１日程が89.5％、第２日程が78.6％）

４回開催、延べ参加者数74人（講座出
席率97.4％）

４回開催、延べ参加者数48人(対前年度
30.4％減）　
自習１回　参加者数７人

４回開催、延べ参加者数48人(対前年度
30.4％減）　
自習１回　参加者数７人

090200-208-02

富士大学市民セミナー

市民 年４回開催、延べ受講生70人(前年度比
約16％減）　

年４回開催、延べ受講生83人(対前年度
27％減）　

年４回開催、延べ受講生113人(対前年
度98％増）　

年４回開催、延べ受講生36人(対前年度
増減なし）　

090200-208-03
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