
執行済額

予算額

 施設管理費 199,428千円 　  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

199,486千円   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 982千円 　   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。

982千円 　　 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。

　　 自動車文庫活動により図書館サービス網の拡大。　

 執行率 　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。

100% 　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。

　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。

［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 299人 中学生 103人

高校生 28人 合   計 430人

  　・　本のリサイクル市　　　　　　　　　    　参加延人数　2,021人　18,098冊配布　　　　
毎週土曜日
(45回実施） 　参加延人数　5,536人　 58,658冊配布

    ・　図書館まつり　　　  　　 11月3日   参加延人数  1,835人　　（詳細別紙）

　● ミニギャラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　３Ｄクラフトフォト展 H25/3/30～5/30

      道北を巡った作家たち（企画展連動） 6/1～7/30

8/1～8/29

      上川アウトサイダーアート～オレ展・ワタシ展～ 8/31～10/30

11/1～11/28

      伊藤長治～切り絵の世界展～ 11/30～H26/1/30

      旭川工業高等専門学校～写真同好会写真展～ 2/1～3/27

　● 企画展示　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

      山　村　輝　夫　　展 H25/3/1～5/30

      道北を巡った作家たち 6/1～7/30

9/1～9/29

10/1～（常設展示）

11/1～12/18

      彫刻美術館巡回展～ひと・かたち・いろいろ展～ 12/19～H26/1/30

事　　　業　　　内　　　容
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      文豪・偉人の素顔が知りたい！
　　　　高山美香　ちまちま人形展

      旭川出身の作家たち～現代編～
　　　（浮穴みみ・加藤千恵・清水博子・小路幸也・
　　　　藤井邦夫の5名）

      社会教育施設合同展示
　　　（図書館まつり等文化の日各館行事協賛展示）

      「手工芸を架け橋に～
　　　　旭川日韓手工芸交流会作品展」

      旭川市児童生徒読書感想文コンクール
　　　　「読み終えて」のあゆみ展
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  ● 旭川叢書の発行

    ・　旭川叢書　第 ３５ 巻（編集中）

　　　　新明 英仁 著　（仮）「旭川の美術家たち」

  ● 自動車文庫活動　  ステーション数 56ヶ所を月１回巡回　

利用延人数　　6,923人  貸出数　　48,759点

　● 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。

　● 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　　６９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 　　　169回 　　1,684人 １２９人

末広図書館 100回 　760人 １１７人

永山図書館 　　78回 　　508人 １００人

東光図書館 　　148回 　　1,621人 ０人

神楽図書館 　　158回 　　1,590人 ５２人

　12回開催 参加延人数 532人

 図書資料 61,887千円 　 　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 61,970千円 　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

99.9%  図書 17,951 3,150 3,249 3,499 3,662 31,511冊

 視聴覚資料 203 53 84 87 32 459点

 雑誌等 243 71 65 63 74 516誌

 新聞 17 7 7 7 8 46紙

 購入金額 37,350千円 5,977千円 5,977千円 6,329千円 6,290千円 61,923千円

262,297千円
262,438千円 執行率99.95%

　 ・　対面朗読　　　中央図書館　　週２回（火・金）実施　 　　利用延人数　１２２人

経常費計

　●　市内一斉読み聞かせ行事開催　　　　　　　　　　　　 4/20　　　 参加者　209人

経
　
　
　
　
　
常
　
　
　
　
　
費 利用延人数　１，１２２人　　利用登録者 　６９人　　 ボランティア登録者 　２７人

　●  映画会（アフタヌーンシネマ）　

   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

　　・　末広コーナー（毎週木曜日）末広東つつじ会館　利用延人数 　７８４人

　 ・　録音図書の作成タイトル数　１３０タイトル　　（所蔵タイトル数　２，０２９点）



執行済額

予算額
事　　　業　　　内　　　容

平成２５年度　事　業　報　告

区
分

事業名

 読書環境整 599千円

 備促進事業 630千円

 費  執行率 整備

95.1%

 中央図書館 4,904千円

 等施設利用 4,904千円

 者駐車場確  執行率

 保事業費 100.0%

5,503千円
5,534千円 執行率99.44%

267,800千円
267,972千円 執行率99.94%

（取組内容別紙：事業活動費の事業内容再掲含む）

臨
　
時
　
費

合　計

臨時費計

　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。　(別紙：常磐公共駐車場利用利用報告書）

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


