
執行済額

予算額

 図書館管理費 145,383千円 　  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

194,007千円   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

74.94%   ◎ 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 394千円 　   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。

649千円 　　 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，視力障害者サービス等，高齢者，障害者に対するサービス

60.71% 　　 活動の実施。

　　 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５９回旭川市児童生徒読書感想文コンクール （11月８日 表彰式）　　

応募者 小学生 248人 中学生 124人

高校生 30人 合   計 402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
(３３回実施） 　参加延人数　3,591人　 32,668冊配布

    ・　図書館まつり　　　  　　11月1日～3日   参加延人数  1,607人　　（詳細別紙）

　● ミニギャラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　紙芝居原画展 ｈ26/3/29～4/29

      公民館サークル（東光）展 5/1～5/29

5/31～8/26

6/28～7/30

8/1～8/28

8/30～9/28

      中央図書館２０周年記念展 10/1～11/27

      公民館サークル（愛宕）展 予定

      平和絵画展 予定

      東高・高専合同写真展 予定

　● 企画展示　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 

常設展示

      安部公房展 8/1～9/15

10/1～11/30

予定

平成２６年度　事　業　実　施　状　況

区
分

平成２６年１１月２５日現在

事業名

      中央図書館２０周年記念展

      三浦綾子「氷点」５０周年記念展

      布の絵本のんの会員作品展

　　　旭川の不思議スポット探訪

経
　
　
　
　
　
常
　
　
　
　
　
費

      バラン切り絵展

　　　上川アウトサイダーアート展

事　　　業　　　内　　　容

      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）
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執行済額

予算額

平成２６年度　事　業　実　施　状　況

区
分

平成２６年１１月２５日現在

事業名 事　　　業　　　内　　　容

  ● 旭川叢書の発行

    ・　旭川叢書　第 ３５ 巻　H27.3刊行予定

　　　　新明 英仁 著　「旭川の美術家たち＝珠玉の宝庫」

  ● 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　　5,400人  貸出数　　36,003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，図書の貸出業務を実施。

　● 視力障害者に対し，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　　３１人

　● 高齢あるいは身体障害などにより来館できない人のために，ボランティアが

　●　定例おたのしみ会      子ども映画会

中央図書館 　　　90回 　　 791人 ６４人

末広図書館 64回 　493人 １００人

永山図書館 　　58回 　　313人 ６７人

東光図書館 　　 98回 　　1,110人 ６1人

神楽図書館 　　95回 　　 643人 ６３人

8回開催(4月～11月）　参加延人数374人

 図書資料 35,389千円 　 　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 63,740千円 　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

55.5%  図書 12,034 1,819 2,266 2,121 2,172 20,412冊

 視聴覚資料 39 0 27 45 1 112点

 雑誌等※ 198 71 64 67 70 470誌

 新聞※ 17 7 7 7 8 46紙

※種類

181,166千円
258,396千円

   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

　　・　末広コーナー（毎週木曜日）末広東つつじ会館　利用延人数 　６１２人

　 ・　録音図書の作成タイトル数　５０タイトル　　（所蔵タイトル数　２，０７９点）

経常費計

　●　市内一斉読み聞かせ行事開催　　　　　　　　　　　　 4/19　　　 参加者   205人

経
　
　
　
　
　
常
　
　
　
　
　
費 利用延人数　574人　　利用登録者 　68人　　 ボランティア登録者 　31人

　●  映画会（アフタヌーンシネマ）　

執行率70.11%

　 ・　対面朗読　　　中央図書館　　週２回（火・金）実施　 　　利用延人数　１０５人
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執行済額

予算額

平成２６年度　事　業　実　施　状　況

区
分

平成２６年１１月２５日現在

事業名 事　　　業　　　内　　　容

 読書環境整備 239千円

促進事業費 600千円

 執行率 ついての啓発活動と推進体制の整備。　（取組内容別紙：事業活動費の事業内容再掲含む）

39.8%

（新）子ども 334千円 　子どもの読書環境充実のため，小中学校の夏・冬休み期間中の中央図書館月曜開館を

読書環境 1,015千円 試行する。

充実費  執行率 夏休み月曜開館　4日　　　来館者　　子ども　　500人，大人　　2,161人

32.9% 冬休み月曜開館　4日  　　予定

図書館補修費 12,528千円 　関係法令に基づき，中央図書館ＣＯ２消火設備を更新した。

14,000千円

 執行率

89.5%

 中央図書館 4,929千円

 等施設利用 5,000千円

 者駐車場確  執行率

 保事業費 98.6%

18,030千円
20,615千円 執行率87.46%

199,196千円
279,011千円 執行率71.39%

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」，「人材の育成と関係職員の資質の向上」及び「読書活動に

　「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
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