
執行済額

予算額

 施設管理費 196,167千円 　  中央図書館，地区図書館及び分室等の施設の維持管理，図書館サービス網の

196,218千円   拡大のための移動図書館車の運行並びに図書資料の電算管理に伴うコンピュー

  タの借り上げ等による，図書館運営と機能の充実。

 執行率   ◎ 報酬　　　　　　　　　　　嘱託職員等

99.97%   ◎ 委託料　　　　　　　　 　施設管理業務（清掃，設備管理及び環境維持管理)，機

     　　　　　　　　　　　   　器設備保守業務（電気，昇降機，自動ドア，空調機等）

  ◎ 使用料及び賃借料　　電算システム，ファクシミリ，コピー機等

  ◎ 消耗印刷費，燃料費，光熱水費，修繕費，通信運搬費，手数料等

 事業活動費 513千円 　   読書普及活動として，読書感想文コンクール及び図書館まつりを開催。

513千円

 執行率

100%

［事業内容］

  ● 読書普及

    ・　第５７回旭川市児童生徒読書感想文コンクール （11月10日 表彰式）　　

応募者 小学生 250人 中学生 152人

高校生 27人 合   計 429人

毎週土曜日
(41回実施）

11月3日

　● ミニギャラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　● 企画展示　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

  ● 旭川叢書の発行

    ・　旭川叢書　第　３４巻

  ● 自動車文庫活動　  ステーション数 56ヶ所を月１回巡回　

　● 地域子ども図書コーナー（末広）に嘱託職員１名を派遣し，地域ボランティア

　　の協力を得て図書の貸出業務を実施。

　　　水辺の詩～常磐公園の四季を追って～ 6/30～7/29

      山　村　輝　夫　　展 H25/3/1～5/30
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　　　　石山宗晏・西勝洋一著　「道北を巡った歌人たち」

  参加延人数  1,213人　　（詳細別紙）

　　・　末広コーナー（毎週木曜日）末広東つつじ会館　利用延人数 　７２９人

 貸出数　　50,595点

11/1～11/29

前期 9/1～ 9/27　後期 9/28～10/30

事業名

利用延人数　　7,052人

　子育て支援活動の一環として，読み聞かせ講座，ボランティア養成講座を開催。

      上川アウトサイダーアート～生のカタチ～

事　　　業　　　内　　　容

　　 ミニギャラリー等企画展を開催，旭川叢書の編集中による地域文化の発信。

　おたのしみ会，アフタヌーンシネマ，おはなし会を開催し子ども読書活動を推進。

　　 自動車文庫活動により図書館サービス網の拡大。　

　図書宅配サービス，視力障がい者サービス等，老人，障がい者に対する活動の実施。

  　・　本のリサイクル市　　　　　　　　　    　参加延人数　2,021人　18,098冊配布　　　　　参加延人数　4,199人　 33,771冊配布

    ・　図書館まつり　　　  　　

　　　写真展：旭川讃歌

      中央図書館だよ。小川けんいち絵画展 8/1～8/30
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　● 視力障がい者に対し，ボランティアの協力を得て，対面朗読，カセットテープの

　　吹き込みを実施。ボランティア朗読技術講習会を開催。

　 ・　ボランティアグループ名　　「音訳グループ旭川本の会」

（ステップアップ研修会）　　　 　  1回　 　  　　　 参加者　　４９人

　● 高齢あるいは身体障がいなどにより来館できない人のために，ボランティアが

　●　定例行事（おたのしみ会，読み語り）           子ども映画会

中央図書館 　　　182回 　　1,663人 １１９人

末広図書館 99回 　718人 ９１人

永山図書館 　　96回 　　708人 １４２人

東光図書館 　　144回 　　1,867人 ６８人

神楽図書館 　　154回 　　1,430人 ３２人

　12回開催 参加延人数 426人

 図書資料 61,811千円 　 　図書及び視聴覚資料を購入し，市民の学習ニーズに応える図書資料を充実。

 整備費 61,811千円 　中央図書館には，１０分室分含む。

◎購入冊数

 執行率 中央図書館 末広図書館 永山図書館 東光図書館 神楽図書館 合計

100.0%  図書 21,153 3,504 3,388 3,707 3,662 35,414冊

 視聴覚資料 202 48 151 31 33 465点

 雑誌等 240 72 70 68 87 537誌

 新聞 17 7 7 7 9 47紙

 購入金額 37,086千円 6,027千円 6,027千円 6,381千円 6,290千円 61,811千円

258,491千円
258,542千円

   図書等を宅配する図書宅配事業を実施。

   ・　ボランティア朗読技術講習会

経
　
　
　
　
　
常
　
　
　
　
　
費

　 ・　録音図書の作成タイトル数　９３タイトル　　（所蔵タイトル数　１，８９９点）

利用延人数　１，１４３人　　利用登録者 　６３人　　 ボランティア登録者 　２６人

　●  映画会（アフタヌーンシネマ）　   　　　　　　9回開催    参加延人数  　392人

経常費計

　●　市内一斉読み聞かせ行事開催　　　　　　　　　　　　 4/21　　　 参加者　250人

執行率99.98%

　 ・　対面朗読　　　中央図書館　　週２回（火・金）実施　 　　利用延人数　４０６人
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 読書環境整 459千円

 備促進事業 459千円

 費  執行率 整備

100.0%

 中央図書館 4,903千円

 等施設利用 4,903千円

 者駐車場確  執行率

 保事業費 100.0%

 「まんが交流 1,442千円

 ～夢」事業 1,500千円

 負担金  執行率

96.13%

605千円

図書館施設 605千円 　設備の更新により，図書館施設の長寿命化及び管理の適正化を図った。

改修事業費  執行率 （中央・末広・東光消火器取替　３９０千円，神楽行事カーペット取替　２１５千円）

100.00%

7,409千円
7,467千円 執行率99.22%

265,900千円
266,009千円 執行率99.96%

書に親しむための機会の提供」及び「読書活動についての啓発活動と推進体制の

　「旭川市子ども読書活動推進計画」に基づく「読書活動の環境整備，充実」，「読

合　計

臨時費計

臨
　
時
　
費

　様々なジャンルの漫画の魅力や可能性，漫画制作の現場などを本市の漫画に関心を持

つ子ども達や若者等に知ってもらい体験してもらうため，有名な漫画家を旭川に招聘し，

　中央図書館等施設利用者の駐車場を確保するため，隣接する駐車場において当該施設

の利用者に限り無料とした。

漫画に関する講演会等の交流事業を実施する実行委員会に対して支援を行った。

（取組内容別紙：事業活動費の事業内容再掲含む）
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Ｈ２５　不要

 中央図書館 3,527千円

 寄贈写真資 3,955千円

 料デジタル  執行率

化事業費 89.2%

 中央・東光・ 7,281千円

 神楽図書館 7,848千円

 寄贈資料整  執行率

 理整備事業 92.8%

 末広・永山 1,897千円

 図書館寄贈 1,986千円

 資料整理整  執行率

 備事業 95.5%

12,705千円
13,789千円 執行率92.1%

寄贈された写真資料をデジタルデータ化，雑誌記事索引を作成し，広く市民の利用に

供する。

計

緊 急 雇 用 創 出 事 業

寄贈された図書等を整理整備し，広く市民の利用に供する。

寄贈された図書等を整理整備し，広く市民の利用に供する。


